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①東京都
②水泳・読書
③為せば成る

①神奈川県
②ハンドベル演奏
③今日も生涯の
　一日なり

①北海道
②野球観戦
③努力に勝る天才なし

①神奈川県
②散歩
③健康第一

①群馬県
②野球観戦・空手
③誠実

①岩手県
②散歩
③感謝

①山梨県
②スポーツ観戦
③前向きに

①熊本県
②アウトドア
③最初の一歩

①東京都
②バスケットボール
③継続は力なり

①神奈川県
②ウサギの観察
③思いやり

副署長（法人担当）　林　英一 副署長（法人担当）　高木　美満子

法人第１統括官
大口　克也

法人審理上席
鈴木　里香

法人審理官
生方　健太

法人第２統括官
小向　伸一

源泉審理上席
橋田　隆司

法人第３統括官
坂本　克己

源泉審理官
桑名　一孝

法人審理上席
濱﨑　弘一

　　①出身地、②趣味、
　　③好きな言葉麻布税務署  職員のご紹介
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　「電話による質問・相談に対応する仕事です。原則とし
て受けた電話は折り返しにすることはなく、どんな税目で
あっても自分で調べるか周りに聞いたりして、その場で回
答をすることになっていました。しかも公認会計士や税理
士といった専門家からの質問がほとんどで、特に法人税に
関する質問では、こちらのことを法人税のプロだと思って
勘定科目などを略して聞いてくるんです。相手の顔が見え
ない状態で、質問の意味を理解するのは大変でした。本当
に法人税には苦労しましたね。待っていただいていた電話
が切れているときは、ホッとしたことが何度もありました。
また、その仕事を通じて、自分の専門分野であった資産税
のことも実はよくわかっていなかったことにも気付き、シ
ョックでしたが、大変いい経験だったと思います。」

徹夜も当たり前の忙しかった日々

　税務行政の刷新改善を図るために事務監察を実施する国
税庁長官官房総務課監督評価官室に勤務したこともある。
組織全体を見渡せる立場にあり、その経験が署長となった
今に生きている。
　国税局の資産課税課に勤務した当時は徹夜も当たり前で、
多忙な日々を過ごした。

　また税務大学校で教壇に立ったこともある。
「２年間、税法の講義や色々な研修をしました。
研修生が大学を出たばかりの新人のときには教
えがいがあって楽しかったですね。人にものを
教える仕事は初めてでしたから、これもいい経
験でした。」

署長として故郷へ

　出身地・名寄の近くである旭川東税務署の署
長として過ごした１年もあった。
　「真冬の寒さを、体は覚えているものだと思

税務大学校札幌研修所から東京へ

　「生まれは北海道の名寄です。旭川より少し北に位置す
る盆地で、冬は寒く夏は暑いところですね。寒暖の差が60
度以上あって、昔はマイナス30度を超えると学校が休みに
なり、マイナス25度を超えると２時間遅れの始業という非
常に寒い地域に生まれ育ちました。」
　従兄の影響で公務員を目指してこの道に進み、税務大学
校札幌研修所で１年間学んだ。東京国税局での勤務の希望
が通って以来、東京での仕事が続いている。
　「初めての配属は千葉県の木更津税務署の総務課でした。
研修所で学んだのは徴収や課税に関する内容だったので、
配属となった総務課のことはよくわからず、どんな仕事を
するのだろうという気持ちでした。課税の仕事に携わるよ
うになったのは、昭和55年に立川税務署の資産税部門に配
属されてからです。」

苦労した電話相談

　いくつかの署を異動したが、税務相談室での３年間は特
に印象が深く、色々な経験や苦労があったという。

信頼を得られるよう、決められた事を確実に。

　「職員にはきちんとした仕事で信頼を得られるように、
仕事のプロセスを大事にして欲しいと強調して言っていま
す。決められたことを確実に行い、やってはならないこと
は徹底してやらないということです。
　そうしないと、納税者からの信用や信頼がなくなってし
まいますから、そこは仕事の基本だと思います。
　また仕事上で困ったときや苦しいときに一人で抱えない
で相談出来る、相手もそれを受け止められる関係をお互い
につくろうと言っています。コミュニケーションを図るよ
う努めれば、自然と明るく風通しの良い職場になると思い
ます。」

法人会、サンエー・クラブ、ティー・クラブへ
期待すること

　「色々な活動の一環として、租税教育の積極的なご協力
をいただき、いつもありがとうございます。ぜひ今後も活
発な活動をお願いしたいです。またこちらとしても、マイ
ナンバーの本格化に伴う広報、周知に努めてまいりますの
で、ご理解をいただきたいことと、毎回のお願いになりま
すが、e-Taxの利用についても、麻布法人会会員の皆様に
ご協力いただけると大変ありがたいです。」

（取材：須藤純男　文責：神山亜由子）

いましたね。夜、歩くと積もった雪が『カシュッ』と何と
も言えない音をたててつぶれていくことがあります。
　昔より気温は上がっているでしょうが、それでもマイナ
ス20度は、皆さんほとんど経験の無い寒さだと思います。」

休日は麻布周辺の散策や趣味の時間を楽しむ

　「住まいが三鷹なので、麻布まで遠くはないのですが、
仕事以外で訪れる機会はほとんどありませんでした。
　女房もあまりこのあたりに来たことが無かったので、休
日は女房を案内しつつ一緒に歩いています。そのせいか、
着任からまだ半月ほどですが、もう１ヵ月以上麻布税務署
で過ごしているような気がします。」
　今は、夫婦で旅行に行ったり、趣味のアコースティック
ギターを弾く自分の時間が持てるようになった。
　「フォークソングブームがあった中学生の頃、ギターを
始めました。
　それが社会人になるとできなくなって20年以上ケースに
入れっぱなしでしたが、家で自分の時間を持てるようにな
ってから、また練習を始めました。聴いているのは女房と
ネコくらいですね（笑）。
　今は少し余裕ができて、昔は高価で手が出せなかったギ
ターにも手が届くようになり、女房に頼んで買えるように
なりました。そうなると収集癖というか新しいものが欲し
くなって、毎回『これで最後』と言いながら買い求めました。
　今は３本に収まっています。あとは練習するのみです
ね。」
　楽譜を見て気ままに練習するのは、心が休まるひととき
だ。指先を使うのはいいからと、笑顔で続ける。
　「楽器っていいですよね。ただ、久しぶりなので指にタ
コができて痛いんです。爪は少し長くないと弾きづらいの
で伸ばしているのですが、そうすると仕事がやりづらいし、
長いと汚れるので、磨くんですよ。
　でも爪が光ってるのって、何か変な感じがしますよね。」
　周囲は笑いに誘われて、和やかな時間を過ごした。
　最後に、仕事において一番大事にしていることは何かお
話しいただいた。

麻布税務署のトップとして、様々な部署での
経験がモノをいう。穏やかな語り口からは、
誠実な人柄がうかがえる。

麻布税務署

中村淳一署長

稲葉会長と サンエー・クラブ 大和田会長と ティー・クラブ 鈴木会長と取材風景

取材後に
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　平成８月25日㈭六本木のクラブ（Ｖ2 
TOKYO）にて、大納涼会を開催いたしました。
　麻布法人会３大イベントの１つであり、
【SUMMER CLUB NIGHT in ROPPONGI】
と題し、レディガガやライオネルリッチーな
どが訪れた六本木のクラブで開催致しました。
クラブでの納涼会は新たな試みでしたが、定
員150名のところ、160名の方々にご参加頂き、
大盛況となりました。
　オープニングは、リオオリンピック閉会式
の安倍首相同様に、マリオに扮した稲葉会長
から挨拶を頂戴し、稲葉会長自らシャンパン
タワーにシャンパンを注ぎ、ゴージャスな乾
杯で幕開けに。
　バンドの生演奏の効果もあり、多く
の参加者は徐々に緊張もほぐれ、
懐かしいオールディーズやディ
スコミュージックに乗り、自
然に盛り上がり、大いに交流
を楽しまれておりました。
　イベント半ばには、話題沸
騰中の「ポールダンスショー」
が行われ、日頃鑑賞できないハ
イパフォーマンスに酔いしれ、感
動される方が多く、中には腕試し希望
者も登壇しポールダンスにチャレンジしておりました。数名チャレンジ頂きましたが、成功者はおらず、改めてプ

ロの鍛錬が垣間見れる瞬間を楽しんでおりました。
　今回の大納涼会は、全員参加型。ダンスが苦手な方も周りの後押しもあり、イベ
ント終盤では中心部のステージに参加者が集結し会場が一体となっていたのが印象
的でした。
　いつもの納涼会とは全く異なる盛り上がりで、また参加したいと思われた方も多
かったのではないでしょうか。来年も、お友達を誘って参加したいと思えるような
企画をして参りますので、親睦委員スタッフ一同、皆様方の積極的な参加を心より
お待ちしております。

親睦委員会　倉上　敏雄

麻布法人会大納涼会【8月25日 Ｖ2 TOKYO】親睦委員会

償で血液検査をしてもらえますので、定期的に血液検査をす
ることにより、自分の健康管理にも大変役立ちます。
　つまり、献血は3ヶ月に1度可能ですので、最大年4回の献
血活動ができ、採取された血液は医療現場に役立ち、更に自
分の健康管理もできるというメリットがあるのです。
　麻布法人会ではこの事業に取り組んで17年目になりますが、
今後も継続していくなか、是非法人会会員企業皆様のご賛同
を賜り、一人でも多くの方に献血のご協力を頂きますよう、
お願いする次第です。

社会貢献委員長　重松　公

　７月初旬、梅雨真っ只の中、天候にも恵まれ
参加者は36名、うち新しい方を７名お迎えして
大いに華やいだコンペとなりました。
　中でもゴルフを始めて間もない、初参加の女
性Ｅさんのホールインワンの報告には参加者一
同、感嘆と羨望の声をあげました。Ｅさん本当
におめでとうございます！
　ゴルフは巧拙に関わらず、その日、その時の
一打、その一瞬に歓喜が訪れるので、皆、夢中
になるのだと、改めて感じました。
　また、今回は事業・会計報告、会員規約の配
布、熊本地震チャリティー募金も行ない、麻布
法人会で一番の大所帯の同好会として、益々活
発な活動を続けております。
　ゴルフ同好会の皆様、そしてこれから入会を
お考えの皆様、これからも積極的なご参加をよ
ろしくお願いいたします。

ゴルフ同好会幹事　木村志保

次回　第193回大会のご案内
開催日　平成28年12月１日㈭　
　　　　東松山カントリークラブ
今後の予定：忘年会　12月７日㈬　明治記念館

　社会貢献委員会の活動の1つであります、「献血活動」を平
成28年6月15日に行いました。通常は献血バスを準備して行
うところ、今回は麻布税務署様のご好意もあり、署の別棟会
議室を献血会場として開放して頂き、ゆったりとしたスペー
スでリラックスした雰囲気の中、献血協力の皆様にとっても
快適な環境でご協力いただくことができました。
　血液は人工的に作ることができず、採血後の血液は長期保
存ができないため常に不足がちですが、皆様の継続的な献血
協力が、生命の維持に直結するボランティア活動となります。
　一方、採取された血液の一部を赤十字血液センターにて無

第191回 ゴルフコンペ報告

献血活動

ゴルフ同好会

社会貢献委員会

B.G　八百板　78
N.P　後藤・福元・八百板・内田・渡部・武田・内田
　　  米岡・稲葉・額賀・佐孝・江連・土田
参加者　36名（初参加　7名）

結果表　平成28年７月６日　於：葉山国際カンツリー倶楽部

優勝
２位
３位

氏名
土田　正芳
保坂真美子
木村　志保

法人名
　㈲土田ブロスビル
　㈱クオリティ
　㈱スパイスジャングル

グロス
  83
101
100

HC
18
36
35

ネット
65
65
65

麻布税務署別棟会議室をお借りして 採血の様子
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へお金を納めています。日本は恩義に報
いているのだから、それはとても良いこ
とだと思う。近年、子どもが亡くなるこ
とが、減ってきています。子どもが死ぬ
のは、多く母親が栄養不良で母乳が出な
いからです。母親を良い状態にするとい
うことは、女性を守るということにもな
るわけ。女性の幸せに貢献できるのは嬉
しいなと思っています。子どもの幸せと
母の幸せはほとんどイコールだと思うし、
子どもの幸せに仕事が結びついているの
は非常に良いことだと思うので、今の仕
事を続けていきたい。」と語る。
　男女が差別なく、女性に均等にチャン
スが与えられ、平等な対応が保証される
世の中であって欲しい。これからもそれ
を貫いていきたいという赤松氏。元気の
源は、おいしいものを食べること、ワイ
ンを１杯飲むこと、それを一緒に楽しめ
る友達があること。
　最後に「世の中の役に立つことができ
るんだったら、長生きもいいなと思う」
と結んだ。
（取材：須藤純男、吉田眞紀子、
　　　　山本閉留巳　文責：岡野孝子）

から、館長にという話が来た。それを受
けたが、芸術的な仕事でなかなか楽しか
った。」
　72歳で館長を辞め、次の年に大学教授
も辞めた。

子どもと女性の幸せのために

　2003年、扇千景氏とともに女性として
初めて旭日大綬章を受章。
　また、2004年には、GHQの日本国憲
法草案委員として男女平等を定めた第24
条を草案した、ベアテ・シロタ・ゴード
ンの映画『ベアテの贈りもの　The Gift 
from Beate』をプロデュース。藤原智子
氏を監督・脚本に迎え、東京・岩波ホー
ルを皮切りに全国で公開した。それが一
段落したころ、日本ユニセフ協会から声
がかかった。
　「日本ユニセフ協会の理事は長いこと
やっていました。前任の会長が亡くなっ
てから、しばらく会長席が空いていま
した。2008年そのあとの会長に選任され、
世界の貧しい国の子供達のための仕事な
らと思い、最後のご奉公と思ってやって
おります。交通費だけいただいて、ボラ
ンティアベースの仕事です。高輪のユニ
セフハウスへタクシーで15分、週に１回
ぐらい行っています。」
　「戦後貧しい国だった時、日本はユニ
セフにとてもお世話になった。日本ユニ
セフ協会は今、ダントツ世界一で、本部

女性では私が初めて単身赴任をしたので
はないかと思う。そんな経緯があったの
で、遠いなと思ったけれど『ウルグアイ
は遠いから嫌です』とは言いにくい。だ
からそこで3年間大使をした。」
　ウルグアイはスペイン語圏で、スペ
イン語は四捨五入すれば60の手習いと思
いながら覚えた。59歳で大使をやめ帰国、
国家公務員も退職し　、女性職業財団（現
21世紀職業財団）で会長となった。
　「会長室でのんびり暮らしていました。
２、３年たった頃、政変があり大臣にな
れって訳で、文部大臣になり、オフィス
から国会へ行く、国会で答弁をする、そ
ういう忙しい生活になりました。これが
1年足らずで内閣の総辞職があり大臣は
終わり。」
　しばらくして、文京女子大学から声が
かかり教授を務め、さらに滋賀県立のび
わ湖ホールの館長にも就任した。
　「50代の初めにニューヨークへ赴任し
たが、ニューヨークは毎日でもオペラが
聴けるような場所で、以前からオペラに
は興味があったのに、日本ではほとんど
チャンスがなかったから、オペラ三昧の
日々を送っていた。帰国後はオペラを観
るチャンスも乏しく残念に思っていたと
ころ、滋賀県からオペラハウスを建てる

局長の任期は２年くらいだけど、この法
律を成立させるまでは頑張ろうと思い、
３年半くらいかけて法律ができた。」
　男女雇用機会均等法は、1985年制定、
翌86年から施行、その後一部が改正され
現在に至っている。
　「長い公務員時代に、歴史を変える価
値のある法律を作る仕事ができたこと、
86年生きてきて何をやったかと言われれ
ば、この一つだけでもいいと思っていま
す。」と話す。

ウルグアイ大使、文部大臣に就任

　局長を辞めた後、ウルグアイに大使と
して赴任することになった。
　「ちょっとしたご褒美だと思って引き
受けた。外務省なら、普通は最後に局長
をやって大使になるのが良いコース。労
働省から大使になったのは、前例として
デンマーク大使の高橋展子さんだけ。私
が２人目の大使として地球の反対側の
ウルグアイへ行くことになった。若い
頃、男性が九州や北海道へ地方の課長と
して赴任しているのに、女性には無理だ
といわれ、課長になれなかった時代があ
った。『遠いから行かないとは言わない』
といって人事課長に文句を言ったことが
ある。すると、九州よりはだいぶ近いけ
れど関東地方ならいいだろうと群馬に赴
任になった。さすがに通うことは無理で、

トへ就職、６〜７年働いて年頃になり結
婚。新婚旅行から帰って来たら自分の席
がなかった。要するにクビになってしま
った。会社は、『私は、35歳または結婚
したら会社を辞めます』と書かれた入社
時の契約書に、本人のサインがあること
を提示した。
　「これは仕方がないのかなと思った。
でも、よく考えてみたら納得がいかない。
そこで弁護士に相談したところ、会社が
言うことも一理あるが、民法第90条公序
良俗に反する契約は無効であるという規
定があり、裁判で争えば勝てる可能性が
あることを知った。でも、そのような裁
判は初めてのことだったので、どうなる
かはわからなかった。で、やってみたら
勝った。」
　その後、日産自動車の若年定年など女
性差別の契約は無効とする判決が下る裁
判が続いた。ただ、裁判は時間もお金も
かかり、一人ひとりの負担も大きいし誰
もができることではない。
　「だから、差別はいけないと法律に書
いてあれば良いのだ。」と思ったという。
　法律をつくるには、議員立法と内閣法
がある。労働省は内閣の一貫だから内閣
法という法律で法案を出すことができる。
　「私には、国家公務員としてそういう
チャンスがあった。だから、局長になっ
た時に法律をつくろうと思った。ふつう

男女の差別をなくすために

　赤松氏は、労働省で働いていた頃、女
性の働き方に大きな違和感を持っていた。
　「日本の女性は、皆まじめでちゃんと
仕事をする人が大勢いるのに、均等法が
できるまでは、給料やポジションに男女
間であたりまえのように大きな差があっ
た。私の若い頃は、男性と女性では教育
水準の格差が大きかった。女性が大学を
出ていても、仕事に結びつくような勉強
をした人はとても少なかったから、対
応に差が出ても仕方がないと思っていた。
ところが、女性の教育水準も上がり、た
とえば法律や経済、理系など仕事に結び
つくような勉強をする女性が増えてきて、
女性の教育水準がどんどん上がってきた
にもかかわらず、仕事の上では少しも状
況が改善されない。それは『おかしい、
なんとかしたい』、とずっと思っていた。」
　働く女性が多くなると共に、時代も変
化していく中、女性労働者に対する待遇
で裁判がおこった。住友セメント事件で
ある。
　「以前なら我慢して『一生そんなもの
よ』と思っていたけど、怒る女性が出て
きた。『それはやっぱり違うよ』と思う
人が出てきた。会社を相手取って訴訟を
起こす人が出てきた。」
　この事件は、高校を卒業後住友セメン

　赤松良子氏は長年労働省（現・厚生労働省）
で働き、男女雇用機会均等法制定の中核となる。
その後ウルグアイ大使、文部大臣を歴任し、現
在は公益財団法人日本ユニセフ協会の会長とし
て、精力的な活動を続けている。

公益財団法人 日本ユニセフ協会会長

赤松良子氏
　　　　   （あかまつ　りょうこ）

女性にも平等な対応とチャンスが
保証される世の中のために

▪赤松良子氏プロフィール───────────
1929年　大阪府生まれ。
1950年　津田塾専門学校英文学科卒業。
1953年　東京大学法学部卒業、同年、労働省入省。
1979年　国連日本政府代表部公使に就任。
1982年　労働省婦人少年局長に就任、男女雇用機会
　　　　均等法の立案に当たる。
1986〜89年　駐ウルグアイ大使。女性職業財団会長。
1993〜94年　細川、羽田内閣で文部大臣に就任。
1999年　政治を目指す女性を支援するネットワーク
　　　　「WIN WIN」立ち上げ。
2008年　日本ユニセフ協会会長。

インタビューの後に

ご友人との楽しいランチ

女性初の旭日大綬章を受章

取材風景

赤松先生と広報委員
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　平成28年分の法定調書（源泉徴収票及び支払調書）の作成と提出に当たっては、次の点にご留意願います。
①提出する法定調書の下部にある「署番号」及び「整理番号」欄には、次の番号を正しく記載してください。
　●「署 番 号」……「０１１１３」です。（麻布税務署の署番号です。）
　●「整理番号」……法定調書合計表の「整理番号」（８桁）です。
②法定調書の提出枚数は１枚ですが、日本と情報交換に関する租税条約を締結している国に住所がある方の分については、
　同じものを２枚提出してください。
③法定調書の提出に当たっては、税務署から後日お送りする「法定調書合計表」に所要の事項を記載の上、一緒に提出し
　てください。
④法定調書の提出範囲等の詳しい内容については、「平成28年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
　を参照してください。
⑤光ディスク（CD、DVD）磁気ディスク（FD、MO）により、法定調書を提出することができます（合計表は紙による
　提出となります。）。なお、提出に当たっては、事前に「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が必
　要になります。（詳しくは、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm）
⑥法定調書の種類ごとに、基準年（その年の前々年をいいます。）の提出すべきであった当該法定調書の枚数が1,000枚以
　上であるものについては、インターネットを利用したe-Taxを使用して送付する方法又は光ディスク等を使用して提出
　する方法によらなければなりません。
⑦平成28年１月以降の法定調書には、個人番号又は法人番号の記載が必要となり、大幅に項目やレイアウト等が変わって
　います。
　※給与所得の源泉徴収票は、用紙の大きさが従来のＡ６サイズからＡ５サイズに変更されています。

（詳しくは、http://www.nnta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm）

　源泉徴収事務の総まとめである年末調整の時期が近づいてまいりました。
　以下のとおり、年末調整のしかたと法定調書及び給与支払報告書の作成についての説明会を開催いたします。
　なお、本年の説明会は、芝税務署、港区、麻布法人会及び芝法人会との共催により開催いたします。

●税務署からのお知らせ

年末調整等説明会の開催

法定調書の作成と提出に関する願い

(注) 対象地域の説明会に出席できない場合には、他の地域の説明会に出席されても差し支えありません。
※詳細は、源泉徴収義務者の皆様に後日送付予定の「平成28年分　年末調整等説明会開催のお知らせ」を御覧いただくか、
　次の問い合わせ先にお尋ねください。
■説明会、源泉所得税関係　麻布税務署（源泉所得税担当）　　 03（3403）0591
■用紙請求、法定調書関係　麻布税務署（管理運営部門）　 　　03（3403）0591
※自動音声案内にしたがって、説明会（会場案内）、用紙請求（源泉所得税関係・法定調書関係）については「２」番（税
　務署）を選択してください。なお、年末調整のしかたなど国税に関する一般的なご相談については「１」番を選択し、
　電話相談センターをご利用ください。
■給与支払報告書関係　　　港区（税務課）　　　　　　　 　　03（3578）2111　内線 2593〜2598
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2600〜2609

開催月日

11月7日㈪

11月8日㈫

11月9日㈬

時　間
９：45〜12：00
13：45〜16：00
９：45〜12：00

13：45〜16：00

９：45〜12：00

13：45〜16：00

対象地域（注）

赤坂１・２丁目
南麻布・六本木

麻布狸穴町・南青山
赤坂７〜９丁目・麻布台

東麻布・元麻布
北青山・西麻布・元赤坂

赤坂３〜６丁目・麻布十番
麻布永坂町

会　場

　　　  メルパルクホール　
　　　  芝公園２－５－20

  JR浜松町駅（北口）徒歩10分
  都営三田線　
　  芝公園駅（A3出口）徒歩５分
  都営浅草線・大江戸線　
　  大門駅（A3出口）徒歩５分

平成28年分の法定調書の提出期限は、平成29年1月31日（火）です。

法定調書は、e-Taxでの提出が便利です。ぜひご利用ください。

●オンリーワン経営成功のために④

●都税事務所からのお知らせ

　東京都と都内全62区市町村はオール東京で、平成29年度
から原則として全ての事業主の方に、特別徴収義務者の指
定を実施しますので、事業主の方は、ご理解・ご協力をお
願いいたします。
問：主税局徴収部個人都民税対策課
　　　　　　　　　　０３（５３８８）３０４６

小規模非住宅
4 4 4

用地の
固定資産税・都市計画税を減免します

（23区内）
　一画地における非住宅

4 4 4

用地の面積が400㎡以下であるも
ののうち200㎡までの部分について、固定資産税・都市計
画税の税額の２割を減免します（個人又は資本金・出資金
の額が１億円以下の法人が所有するものに限る。）。減免を
受けるためには、申請が必要です。
＊未申請の方で、小規模非住宅

4 4 4

用地を所有していると思わ
　れる方には、８月までに減免手続きのご案内を送付して
　おります。
問：港区にある物件について
　　港都税事務所　０３（５５４９）３８００（代表）

中小企業者向け省エネ促進税制
～法人事業税・個人事業税の減免

　東京都では、中小企業者が行う省エネ設備等の取得を支
援するため、法人事業税、個人事業税を減免しています。
　詳細は、主税局ＨＰ「＜東京版＞環境減税について」を
ご覧ください。
問：〇中小企業者向け省エネ促進税制について
　　　港都税事務所　０３（５５４９）３８００（代表）
　　　　　　　　　（法人）法人事業税第一班・第二班
　　　　　　　　　（個人）個人事業税班
　　　主税局課税部（法人）０３（５３８８）２９６３
　　　主税局課税部（個人）０３（５３８８）２９６９
　　〇地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器について
　　　　　　　　　　　　　０３（５９９０）５０９１

平成29年度から個人住民税の
特別徴収を徹底します！

　個人住民税の納付は、事業主の方（特別徴収義務者）が
従業員の方（納税義務者）に代わり、毎月の給与から個人
住民税を差し引き、納入していただく特別徴収が原則とな
っています。

しくルールを改革するより、決まって
いるルールを守る人達なのかもしれま
せん。

4.　制度設計
　“2・6・2の法則”と“人は楽な方に
流れるという習性”を踏まえると、ど
うすれば組織を動かせば良いがが見え
てきます。私の知る限り、多数派であ
る“６”の人達をどう動かすかで組織
が好ましい行動をしてくれるかが決ま
り、社内空気感に影響を与えるのです。
つまり、この“６”の人達は楽な方へ
流れるのですから、会社としてこのよ
うに行動してほしいと思うようなルー
ルを作り、マニュアル整備、業務ツー
ルの導入など、出来るだけ自然と“正
しい”行動を取るように導けばよいの
です。それが組織の安定的運営につな
がると思っています。組織を動かす仕
組みの運営としては、規程・マニュア
ルなどによる制度による運営と、対話
によって行う運営とがあります。人数
が少ないうちは、対話による運営の方
が効率的だと思いますが、制度による
運営の方が人の入れ替わりにも対応で
き、好ましいと思っています。

分かれるということではないと思いま
すし、あくまでも組織内で相対的に見
た場合に、上中下に分かれるといった
程度に考えればよいのだと思います。
現実社会で考えてみると、入社した同
期メンバー全員が同じように出世でき
るわけではないですから、自ずと２割・
６割・２割程度に評価を分けざるを得
ないということでしょう。やりたい仕
事をさせてもらえなかったり、出世で
きなければ経験値も積めず、中位であ
る“６”のキャリア形成にとどまって
しまうということなのでしょう。

3.　人は楽な方に流れる？
　もう一つ、多くの人は楽な方に流れ
るということです。“多くの人”とは、
2・6・2の法則でいうところの“６”の
人達です。感情を持った人間ですから、
やらなければいけない、正しいと思っ
ていても、あえて面倒な方を選ばず楽
な方を選択してしまいがちです。一方
では、より大きな成果には結びつかな
いが、楽な方を選択した方が、工数が
かからず小さな成果は得られるため、
効率的であるという考え方もできるの
かもしれません。組織運営的には、正

　今回は、組織を実際に動かすために
何をすべかを考えたいと思います。

1.　組織を動かすということ
　成果を上げるために組織を動かすこ
とを考えた場合、“これが正解”といっ
たものは有りません。なぜなら、組織
を動かすことは、人を動かすことです。
感情を持った人を動かすのですから、
絶対的な正解は有りません。つまり裏
を返すと、組織を動かすということは、
どのようにして人を動かせばよいのか
を考えれるということになります。

2.　2・6・2の法則
　2・6・2の法則と言われるものがあ
ります。どんな優秀な人達を集めたと
しても、上位２割は優秀、中位６割は
普通、下位２割は不良に分かれるとい
うものです。必ず２割・６割・２割に

経営者と考える
組織経営
〜組織を動かす〜

税理士　渡邊 俊雄

NEW
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●活動報告●企業訪問

広報委員が貴社を取材します！お問い合せは事務局まで。 貴社のPRに！広報誌にチラシを同封できます。詳しくは事務局まで

ッツ法人会」ではライブ感満載で今の麻布法人会を知る
場となりました。
　その後第二部「懇親会」では、稲葉会長の挨拶のあと
麻布税務署新任の中村淳一署長のお話の後、ご来賓紹介、
乾杯、和やかな雰囲気で会員と各委員長や支部長や部会
長が続き、麻布法人会を「人」の面からも知っていただ
けたと思います。史上最多の98名のご参加で大変盛大な
会となりました。　　　　　会員増強委員長　竹内敬雄

にする木村先生ならではの考えではないでしょうか。木
村先生の人柄の良さや魅力ある考え方が会場に伝わり、
講義後に非常に多くの質問が飛び交い、活気あふれる会
となりました。最後に木村先生からの「お寿司と言え
ば？」という問いに、「すしざんまい！！」と会場みん
なで答え、笑顔と笑いに包まれた素晴らしい第１回サン
エー塾となりました。　サンエー・クラブ　広報委員会

　2016年８月２日　プラスワンフェス
タが開催されました。
　冒頭　竹内会員増強委員長から会の
趣旨（もっと麻布法人会のやっている
ことや人を知って、会を使い倒して、
会を好きになってもらって更に会員の
勧奨に役立てる。自然と友人を誘わな
いとという気持ちになる）の説明があ
り、第一部「オールザッツ法人会」が
スタート。委員会・支部・部会・同好
会の各代表から思い入れたっぷりに紹
介がありそれはまるで学生時代に新入
部員を勧誘するかのようでした。保険
会社からは福利厚生制度の紹介もありました。長年の会
員の方から「あらためて、麻布法人会の全体像がつかめ
た。意外と知らなかった事も多いですね」というコメン
トもいただきました。昔、私が営業マンだった時、営業
の極意として先輩からよく言われました。「お客様のこ
とをもっとよく知る。好きになる。」やはり深く知るこ
とで良いところがたくさん発見され、色んな切り口で提
案出来、それが営業成績につながるのです。「オールザ

　７月20日、東京ミッドタウン　ホール＆
カンファレンスにてサンエー・クラブ主催
で第１回サンエー塾を開催しました。記念
すべき第1回の講師はマグロ大王として有
名な、株式会社喜代村代表取締役社長の「木
村清」様にお越し頂きました。キャンセル
待ちが出るほどの満員の会場で、木村先生
の話が始まりました。テーマは「なぜ、売
れるか？なぜ、儲かるのか？まぐろ大王が
明かす商売の原点」です。
　幼少の頃、お父様を亡くし、非常に貧し
い生活をされていた木村先生ですが、その
時の話がとてもたくましく、感心すること
ばかりでした。人が必要としている物を知
り、その物の価値を知り、その物の原価を知る。これを
幼少の頃から実践できていたことには驚きです。これが
後の「ちょっと高く買って、ちょっと安く売る」という
商売に繋がっていきます。「安く買える国で少し高く買
い、高く売れる国で少し安く売る」三者みんなが得する
商売を実現させます。自己の利を求め「安く買って、高
く売る」と考えるのが一般的です。人との繋がりを大切

プラスワンフェスタ

第１回サンエー塾

会員増強委員会

サンエー・クラブ

ドイツとの縁に感謝し
ドイツ文化の普及に尽力

　「日本ではドイツ料理＝ソーセージの
イメージから脱していませんが、ドイツ
はヨーロッパの中心に位置し、９ヵ国と
接しているため近隣諸国の影響を受けた
地域色豊かな料理がたくさんあります。
北は魚料理、南は肉料理のメニューが多
く、少しずつ料理法や使う食材も変化し
ているので、年に一度は現地に行って学
ぶようにしています」
　春はヨーロッパ直輸入のホワイトアス
パラガス、冬は野禽料理も人気だそう。
海外駐在経験やドイツ旅行体験のある客
も多く「あ〜懐かしい！あの時食べた味
を思い出す」という言葉が常に聞こえて
くるような店にしたいと語る野田氏。理
想は、旅先で味わった食の記憶や情景を
呼び起こす一皿を提供すること。13種類
から選べるランチも評判だ。
　　　（取材：愛場美和、一寸木美奈
　　　　文責：秋山美英）

“日本人を招きたい店がない”
ドイツ人の言葉が転機に

　帰国後、再びスイスで約２年修業して
新宿にオープンしたスイスレストランの
初代シェフに就任した。その後世田谷で
レストランをまかされ、常連客だったド
イツ文化会館幹部の要請を受けて40歳で
独立。ドイツ文化会館内に自身のレスト
ランを出店した。当初はドイツ料理以外
のメニューも置いていたが、ある外交官
から『日本人がドイツ人を招待したいド
イツ料理店はあるが、ドイツ人が日本人
を招待したいと思う店は残念ながら一軒
もない。ぜひそういう店にしてほしい』
と言われたのを機に勉強し直し、ドイツ
料理1本で勝負することを決意する。そ
うして日本で最もドイツの文化を感じさ
せる店と認められるようになると、今度
はメルセデス・ベンツ・ジャパンの社長
や幹部が連日訪れるようになり、“援助
をするので本社があるビルの中に出店し
てほしい”と口説かれ、1994年に現在の
店をオープンする。“一角獣”を意味す
る店名は、当時のベンツの社長が命名し
たもので、店内にはメルセデス・ベンツ・
ジャパンのために作られた個室も設けら
れている。

ドイツを中心に欧州各地で培った料理が
ドイツの要人たちを魅了し、六本木に本
格ドイツレストランを開業して22年を
迎えた。12世紀の修道女ヒルデガルト
の薬草学にヒントを得た６冊目の著書

「ドイツ修道院のハーブ料理」も話題に。
レストラン運営、執筆、シェフと行く旅
の企画などを通して、奥深いドイツ文化
の魅力を日本に伝える活動を続けている。

海外修業の苦労をバネに
本場の料理を遮二無二吸収

　まだ海外へ修業に出かける料理人が少
なかった時代、横浜から船に乗りソ連経
由で１週間かけてドイツに渡ったのが
1973年のこと。当時勤めていたレストラ
ンのマネージャーのつてを辿り、フラン
クフルトのホテルの門を叩いたのがドイ
ツ料理の道を歩むスタートとなった。当
時日本料理は海外で全く認知されておら
ず、生魚を食べる国と見下され、ビザを
取得するのも苦労した時代。フランクフ
ルトで１年間働いた後ベルギーのホテル
に移る予定だったが、日本赤軍によるハ
ーグ事件が起きてビザが下りなくなるピ
ンチにも遭遇。めげずに手探りで研鑽を
積み、デュッセルドルフやベルギー、モ
ナコなどで修業を続けた。

郷土色豊かな食文化に魅せられ、ドイツ料理を究め続ける

野田 浩資
のだ　ひろし

1947年8月　東京品川生まれ。
1973年、横浜より船でソ連経由ドイツへ渡る。ド
イツ、ベルギー、モナコ、スイスと6年間のヨー
ロッパ料理修行。昭和62年赤坂ドイツ文化会館に

『クライゼル』を出店。
平成6年メルセデス・ベンツの社長の誘いで『ツ
ム・アインホルン』を出店。平成21年5月デアー
在日ドイツ大使より表彰される。

ドイツ料理 ツム・アインホルン
URL　http://www.zum-einhorn.co.jp

ウズラのフルーツ詰め

店内 個室

根セロリのサラダウィンナーシュニッツェル
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「カップヌードルミュージアム見学＆
チキンラーメンファクトリー」体験

　６月25日㈬ティー・クラブ35名（男性７名）の参加で
管外研修に行ってきました。
　AM８:45に六本木集合。バスで横浜みなとみらいにあ
るレンガ造りの建物に、あっという間に到着。
　館内では、日清食品の創業者でチキンラーメン、カッ
プヌードルの生みの親である安藤百福氏の業績や思考
「クリエイティブシンキング」を「百福シアター」CGア
ニメーションで紹介されています。特に百福さんの常識
にとらわれない！NEVER GIVE UP！の精神に感銘を
受けました。
　いよいよチキンラーメン
作りスタート。まずはバン
ダナとエプロンを装着。小
麦粉から練って麺を作り、
最後は百福大発明の「瞬間
油熱乾燥機」でスタッフが
揚げてくれます。これでマイチキンラーメン完成。
　想像以上に腕力と体力を使い果たし、お腹も減ってき
たので、ミュージアムを後にして横浜中華街招福門にて
ランチ。世界に一つだけのチキンラーメンとカップヌー
ドルを手にバスは六本木へ。

ティー・クラブ副部会長　吉田眞紀子

サンエー・クラブ（青年部会）

　平成28年６月23日に霞会館において平成27年度報告会
を執り行いました。今回も初めて参加頂く方にも分かり
やすいようスライド写真を使用して報告を行いました。
　出席者の人数は41名となり、そのうち新人の方も10名
参加頂きました。人数も増え、今回は霞会館の会場が満
員となりましたので、次回からはより大きな会場を準備
する必要がありそうです。
　報告会後の懇親会では、参加された方に楽しんでいた
だけるよう、また皆さんに参加してもらえるよう、趣向
を凝らし、租税教室のプレゼンテーションの実演や、来
賓やOBへマイクを回して一言ずつお言葉をもらうなど、
普段とは違った懇親会となり、大変盛り上がりました。

総務委員長　坂本　章彦

ティー・クラブ（女性部会） 部会員
募集中

●新会員のご紹介〔平成28年6月〜8月　36法人入会〕　

㈱PLC建設
㈲レヴィ
一般社団法人MoLive
㈱BOFC
㈱絆の力コーポレーション
(一社)全日本労働福祉協会
㈱イーダブルジー
㈲石田電機
綜合警備保障㈱城南支社
㈱ビッグバンエクシード
㈱入山商店
蹄㈱
ダイユウビル㈱
㈱宮盛
(一社)日本･ドミニカ共和国友好親善協会
㈱六花スタジオ
(同)office kerikeri
(一財)あんしん財団南東京支局
麻布グリップ㈱
ＰｗＣ税理士法人
ヒカリレンタ㈱
信光物産㈱
㈱エバンスダイナリー
㈱シー・ウイング
東京海上日動あんしん生命保険㈱
寿ビル㈱
ミカコ建設工業㈱
㈱ロータス
㈱プロコーチジャパン
㈱赤坂楼
㈱ＴＩＯ
㈱ティ・コネクト
㈱サイバーノーツ
㈱エムクロス
カウンセリングセンター聴心館
㈱センチュリーアークス

港区白金3-13-14
港区南青山6-2-13
港区南青山2-2-15 ウィン青山942 
港区南青山3-1-3スプライン6F
川越市伊佐沼397-3
品川区旗の台6-16-11
港区六本木7-4-1スマイリービル4F 
練馬区旭町1-41-1
港区三田3-11-36
千代田区神田駿河台2-5
港区麻布十番2-1-8
千代田区一番町6番地
港区赤坂6丁目2-8
渋谷区本町5-28-11
港区西麻布4-12-24
品川区旗の台5-11-7
港区南青山2-2-15
新宿区信濃町34
港区麻布十番4-6-5
千代田区霞が関3-2-5
千葉市緑区あすみが丘東1-28-4
港区南青山2-4-11
港区六本木6-2-35
朝霞市幸町1-9-31
港区白金台3-19-1-6F
台東区寿4-16-6
渋谷区広尾5-4-20
港区北青山1-4-7-5F
中央区銀座5-6-12
港区赤坂2-6-5-1F
港区赤坂6-3-9
千代田区内神田2-3-10
港区南青山2丁目2-15-942
港区赤坂4-1-1SHIMA赤坂ビル
港区北青山1-2-18-2F
港区西麻布3-13-1

髙杉　健司
北久保　剛
永森　咲希
橋田　桂二
中村　陽平
柳澤　信夫
田中　克尚
石田　克也
福住　尚紀
松原　好之
入山　忠正
松井　　勇
大木　裕信
宮里　盛尚
鈴木　　渉
藏田　美香
清水　俊弘
亀田　満規
清水　光代
浅川　和仁
齋藤　眞一
後藤　正孝
平　　正樹
早瀬　健志
井上　裕記
嶋田　　肇
吉田美夏子
蓮見　雅則
山家　正尚
沈　　納勇
岡田　真幸
立川　源之
橋本　憲治
藤田　政嗣
国府谷明彦
半田　　勇

建設業
靴小売業
不妊・妊娠・出産といった生殖に関する講演会活動やイベントの企画等
ファイナンシャルコンサルティング、経営コンサルティング、保険代理店
飲食業
健康診断
不動産業、賃貸、売買、管理
電機設備、設計、施工
警備業
医系予備校
酒・調味料小売
古物の売買及び仲介
ビル建設、ビル保有
建設業
日本とドミニカ共和国間の友好親善を図るための文化交流、研究、通商に関わる事業
広告制作業
介護経営コンサルティング
特定保険業
不動産業(売買･賃貸･仲介･管理･企画)
税理士法人
LEDレンタル
貿易
飲食店（寿司）
広告代理店
保険業
不動産業
建設業、土木、リフォーム
オーダーキッチン、造作家具の製造と販売
コーチング（コンサルティング）
飲食業、中華料理
飲食店経営
コンピュータソフトウェアの開発
ソフトウェア開発､システムコンサルティング
ハイクオリティ名刺作成､デザイン､印刷事業
心理カウンセリング､認知行動療法士養成
電子機器の設計・開発・販売

03-6432-5730
03-3498-6975
03-6868-3944
03-5411-8771

03-3783-9411
03-6388-0464
03-3976-1062
03-5446-3611
03-3219-3755
03-3453-0561
03-4334-1262
0476-20-2322

03-3499-6020
03-6418-8933

03-5362-2339
03-3455-4350

03-5623-2667
03-5770-7515
03-6406-8501
048-467-5034

03-5423-2207
03-6804-1037
03-6255-6523
03-3585-1231
03-3505-0677
03-6206-0450

03-6234-4392
03-5786-7639
03-6804-5752

６月

７月

８月

法　人　名 連絡先住所氏名 業　種 連絡先TEL 入会
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　今夏は、盛りだくさんの年だったように思えます。
　今年から始まった“山の日”。みなさん山と親しめ
ましたでしょうか。
　そして、何と言っても盛り上がりをみせたのは、リオオ
リンピックでのメダルラッシュ！今まで獲得がなかった種
目もありました。インタビューでは、東京オリンピックへ
向けての意識の高さを感じました。
　また、高校野球も北海道代表の北海高校が決勝に進出。

惜しくも負けてしまいましたが、オリンピッ
クにも負けないドラマがありました。
　気になるのは、地球温暖化の影響でしょう

か、例年に比べて鳴りを潜めていた台風が連続して発生し
大きな被害が出てしまいました。
　気が付けば2016年も第４コーナーに差し掛かりました。
残暑は厳しいですが、みなさん元気に駆け抜けましょう。

（広報委員　大橋博資）

下記日程は変更になる可能性がございます。
別途送付のご案内や本誌チラシまたはホームページ（HP）でご確認ください。～2017年1月

行　　　事 日　　　程 会　　　場 内　　　容

決算法人説明会

新設法人説明会

みなと区民まつり

源泉部会研修会

サンエー・クラブ／ティー・ク
ラブ主催　勉強会

麻布支部主催 麻布を知ろう
〜麻布 どうぶつ坂＆
　幕末・近代史跡めぐり〜

Azabu Business Club 朝会

税務・研修委員会主催セミナー 
「実践トレーニング『報・連・相』
スキルを高めよう！」
第14回
Azabu Business Club

平成28年度第3回理事会

麻布法人会　賀詞交歓会

決算期を迎える法人対象（会員を問わず）。
主に決算・申告の実務、法人税を解説。

対象は新設法人（会員を問わず）。税知識・
会社設立に伴う税務手続きを解説。

ブース出展。
税金クイズ、紙芝居など催し。

年末調整のしかた

配偶者控除を考える特別セミナー

年末調整〜誤りやすい事例〜

港区学芸員とともに、ウォーキングで麻布台・
東麻布の歴史ある坂を巡ります。

「報連相」の実践スキルを高め、簡潔な「報
連相」を促し、職場の情報共有を進めること
を狙いとして実践的トレーニングを行います。
講師：
蟹瀬誠一氏（国際ジャーナリスト）

11/17  13:30〜16:00
12/16  13:30〜16:00
(予定）
10/19  13:30〜16:00
12/15  13:30〜16:00

10/8    11:00〜17:00

10/27  14:00〜16:30

10/26  15:30〜17:00

11/24  午後（予定）

10/9    10:00〜16:00

10/14  10:00〜
                      13:30頃

10/25  7:30〜9:00
11/16  7:30〜9:00
12/6    7:30〜9:00

11/1   13:00〜17:00

11/9

11/22 14:00〜16:00

1/17   未定

麻布税務署

未定

麻布税務署

芝公園増上寺会場

ハリウッド・ビューティー
プラザ「メイスクラブ」

ハリウッド・ビューティー
プラザ「メイスクラブ」

麻布区民協働センター

外務省飯倉公館前集合

青山リビエラ

霞会館

明治記念館

ハリウッド・ビューティー
プラザ「メイスクラブ」
明治記念館

　六本木交差点の角、三菱東京UFJ銀行
六本木店の前に建てられている奏でる乙
女の像。
　戦後六本木の区画整理と道路拡張工事
が一段落した昭和29年（1954年）、復興
と平和のシンボルとして、彫刻家の本郷
新氏により初代の像が作られました。
　その後地下鉄工事により、付近の三河
台公園へ移転しましたが、心無い人々に
より破損されてしまいました。しかし昔
の姿を懐かしむ人々の強い希望で、再び

本郷氏により材質をコンクリートより
堅牢なブロンズにして、二代目が完成
致しました。そして昭和50年（1975年）、
六本木交差点の現在地に再び移転しま
した。
　時代と共に変わりゆく街の中で、奏
でる乙女は今日も静かに六本木を見つ
めています。

（参照：六本木商店街振興組合・本郷
新記念札幌彫刻美術館）

山本閉留巳

奏
で
る
乙
女
の
像
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