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■第20回 十日町石彫シンポジウム
　　アートのかおるまちづくり事業「第20回�十日町石彫シン
ポジウム」が７月26日〜８月17日まで、３人の作家が参加し
て石彫の作成状況が公開されました。また、20回を記念して
十日町駅東口公園では、歴代参加作家展が開催され、約90点
の作品が展示され、観光客や帰省客が足を止めて作品に見入
っていました。
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着任のごあいさつ

十 日 町 税 務 署 長
 　水 野 義 孝

　公益社団法人十日町法人会の会員の皆様、はじめまして。本年７月の定期人事異動によりまし
て、長野県の木曽税務署から、山田署長の後任として参りました水野でございます。前任の山田
同様、どうぞよろしくお願いいたします。
　私は、隣の長野県中野市の出身で新潟県勤務は初めてでございます。
　「きものの町」十日町市の歴史は古く、1,200年前の飛鳥・天平時代からの伝統文化、「日本
の秘境100選」に入る秋山郷、「超ブランド米」の魚沼産コシヒカリ、最近では近代アートなど
すばらしい歴史・文化・産業・特産品等々にあふれ、人情味豊かな越後妻有の里に勤務できます
ことは、大変光栄でございます。
　公益社団法人十日町法人会におかれましては、公益社団法人に移行して本年で３年目となり、
制度の趣旨に基づいて「税を巡る諸環境の整備・改善等を図る事業」及び「地域の経済社会環境
の整備・改善等を図る事業」に機軸を置いて、企業経営の健全な発展と地域社会の貢献事業の活
動推進に積極的に取り組んでおられ、更に、「会員強化月間」を設けて積極的に取り組み、加入
率は新潟県内のトップクラスの高い組織率を長年維持しておられます。
　これは、村山会長をはじめとする役員及び会員の皆様方のご尽力の賜物であり、衷心より敬意
を表する次第でございます。
　また、貴会は、役員の皆様を中心として青年部、女性部のほか各４つの専門委員会が租税教育
活動や社会貢献活動、研修、広報など幅広く活動されており、私どもに取りまして誠に心強い限
りでございます。重ねて感謝申し上げます。
　皆様、既にご承知のとおり、最近の税務行政を取り巻く環境の変化に対応するため、国税通則
法が改正され「税務調査手続きの透明性の確保」や「納税者に対する説明責任の強化」、「税務調
査手続きが法定化され、不利益処分に対する理由附記」などを種々実施しております。
　更に、本年４月より消費税が８％に増税となり、政府全体で円滑な実施に向けて取り組んでお
りますが、大きなトラブルもなく円滑に実施されております。
　なお、本年末には、第二段階の税率引き上げの判断が行われる見込みであり、事業主の皆様が
改正内容や消費税の仕組み等を十分に理解していただけるよう、引き続き、広報・相談・指導と
いった種々の施策に取り組んで参る所存であります。
　私どもといたしましては、これまで以上に私たちに与えられた任務である「内国税の適正かつ
公平な賦課及び徴収の実現」を果たしていくことが何より重要であると考えております。
　貴会の皆様方におかれましては、引き続き税務行政の良き理解者として私どもの取り組みに対
しまして一層のご理解とご協力を賜りますお願い申し上げます。
　終わりにあたり、公益社団法人十日町法人会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝、事業の益々
のご繁栄を祈念申し上げ、挨拶とさせていただきます。
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　６月５日にクロステンにおいて山田十日町税務署長、
片桐新潟県南魚沼地域振興局県税部長、関口十日町市
長をはじめ、多数の来賓をお迎えして開催されました。
　平成25年度決算報告及び口座振替等を盛り込んだ
会費に関する規程の一部改正が承認され、また平成
25年度事業報告、平成26年度事業計画及び平成26年
度収支予算案が報告されました。
　総会に引き続き、研修会が行われ、関東国税局課税
第二部消費税課国税実査官　川島京子さんから「改正
消費税について～税率引上げとその対応～」と題して
お話をいただきました。
　研修に引き続き、記念講演が開催され、銀座「クラ

　17年ぶりに税率が引き上げられた消費税について、「国の財
政状況」、「消費税収入の使途の明確化」、「消費税の性格」、「経
過措置」、「転嫁拒否行為に対する状況」等についてわかり易く
説明が行われました。

ブ稲葉」ママ、白坂亜紀さんから「銀座のママに学ぶ
経営力・人間力」と題して、講演をいただきました。

平成26年度 通 常 総 会 開 催

研修会

記
念
講
演
会

　白坂さんは、早稲田大学卒業。女子大生ママとして
　日本橋の老舗クラブに勤め、卒業後、銀座五丁目と
七丁目にクラブ稲葉を２店舗開店し、話題を呼んだ。
　夜の世界に足を踏み入れたのが昭和61年、日本中
がバブル全盛期で株投資等に熱狂していた。その61
年に男女雇用機会均等法が出来たが、当時はまだ女は
クリスマスケーキと言われ、24歳位までは高く売れ
るが、25歳を過ぎるとだんだん価値が下がった。そ
んな時代に水商売の世界と出会った。ここはまさに女
性が主役となって活躍できる場。男性に遠慮すること

関東国税局課税第二部
消費税課国税実査官

川　島　京　子　氏

株式会社白坂企画代表
銀座「クラブ稲葉」ママ

白　坂　亜　紀　氏

村山会長開会あいさつ 山田前十日町税務署長 関口十日町市長
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理事会等の開催状況 出席した諸会議
４月23日 理事会

５月８日 女性部会
正副部会長会議

５月13日 青年部役員会

５月20日 厚生委員会

６月24日 女性部会理事会

７月17日 合同役員会

８月６日 広報委員会

８月25日 地区会長との懇談会

９月１日 総務委員会

９月８日 女性部会役員会

４月10日 全国女性フォーラム 香川県
５月23日 第11回県連青年部会正副部会長会議 新潟市
５月26日 十日町青色申告会連合会総会 十日町市
５月30日 県連総務委員会 新潟市
６月３日 県連理事会 新潟市
６月11日 津南町租税教育推進協議会 津南町
６月12日 県連合同税制委員会 新潟市
６月12日 十日町市租税教育推進協議会総会 十日町市
６月17日 県連通常総会 新潟市
７月３日 県連女性部会正副会長会議 新潟市
８月21日 局連通常役員総会 大宮市
９月５日 局連青年部会合同セミナー 前橋市
９月８日 十日町税務団体連絡協議会総会 十日町市

なく働けることに魅力を感じた。もう一つは実力主義、
キャリアは関係ない、10年選手でも女子大生であっ
ても一生懸命頑張って結果を出せばそのまま評価され
る世界だ。銀座社交業協会が出来て89年、明治はカ
フェ、戦後はバーの呼び名に。バーの時代はママでな
くマダム、当時バーで働く女性を女給さんと呼んだが、
着物の上に白いエプロンをしていて、後ろが蝶々結び
になっていたことから夜働く女性を「夜の蝶」と呼ぶ
ようになった。できるホステスはだんだんお客様を見
極める目が肥えてくる。この先どういった業界のお客
様をつかんでいったらいいかを常に勉強している。日
経新聞だけでなくあらゆるメディアの情報をインプッ
トしながら、自分のお客様をどうしたらいいか見極め
ている。
　銀座のママと言うとどんな絶世の美人かと期待され
るが、案外、普通の人が多い。ただ抜きん出ているの
は気力と体力があり、それを持続させられるかどうか
である。
　夜の銀座は接待する場所、出世する男性は接待がと

ても上手で、お互いに恥をかかせない気遣いができる。
お店任せにしないで自分でおもてなしの空気を作れる
人。部下と来ても威張ったりしないで、部下を接待す
る。出来る人は、左遷されてもくさらず、苦境の時に
めげたり落ち込んだりせずに、与えられた仕事をキッ
チリこなす。飲んでいるときも会社の愚痴や上司の愚
痴は絶対に言わない。出来る男性は、直感力があって
決断が早い。もう一つは変化する勇気があるかどうか。
日本は世界でも一番老舗企業が多い国。今は時代も目
まぐるしくて、経営者を横で見ていて大変だと思う。
変化することはとても勇気がいること、変化する勇気
を持っている人は出世するし、会社も生き残っている。
出来る人のシンプルな共通点は、早寝早起き、出世す
る男性は遅くまで飲まない。後は健康に気を付けてい
る人。
　日本人は飲む場所、遊ぶ場所でも自分を高めようと、
研くことをずっと続けてきているのではないか。銀座
のビルの屋上で養蜂場をスタートした。この蜂蜜は銀
座の飲食店で消費されるようになり、銀座に新しい生
態系とその環境ができつつある。飲食業界でもハニー
ボールというカクテルを売り出し多くの人たちにも好
反響である。公益活動に参加し協力することによって、
銀座を愛する人たちの思いを結集することの重要性を
強く感じている。銀座の文化を大切にする人たちのネ
ットワークを強くすることによってこそ生き残ること
ができるのだという。
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　平成26年６月17日にホテルイタリア軒において、
新潟県法人会連合会の通常総会が開催され、以下のと
おり十日町法人会の個人及び団体で表彰を受けました。

　（敬称略）
◆全国法人会総連合功労者表彰
� 会　　長　　村　山　政　文
◆新潟県法人連合会功労者表彰
� 理　　事　　瀧　澤　泰之輔
� 前事務局長　村　山　秀　雄
◆ｅ-Ｔax推進表彰
� 十日町法人会
◆大型保障制度推進表彰
� 銀　賞　　　十日町法人会

　６月は、各地区会においても通常総会が開催され、
村山十日町法人会会長、十日町税務署担当官及び地区
来賓を迎えて開催されました。
　平成25年度事業報告並びに決算報告及び平成26年
度事業計画並びに収支予算が報告されました。また、

全地区会で村山会長より会計事務一元化について説明
が行われ活発な議論がされました。総会に引き続き、
税務署担当官による税務研修や地元金融機関支店長に
よる講演会が開催されました。

各地区会総会

平成26年度 功労者・単位会表彰

月　　日 研 修 ・ 講 演 会 内 容

６月６日
◎松代松之山地区会総会
【研修】　講師：十日町税務署法人税部門上席国税調査官　和 田 恒 夫�氏
　　　　　演題：改正税制のあらましと税務対策

６月11日
◎水沢地区会
【研修】　講師：十日町税務署法人税部門上席国税調査官　和 田 恒 夫�氏
　　　　　演題：改正税制について

６月18日

◎中里地区会
【研修】　講師：十日町税務署法人税部門上席国税調査官　和 田 恒 夫�氏
　　　　　演題：平成２６年度税制改正について
【講演】　講師：大光銀行　中里支店長　五十嵐　新�氏
　　　　　演題：県内の金融経済動向について

６月19日
◎川西地区会
【講演】　講師：新潟県信用組合　川西支店長　若 杉 康 典�氏
　　　　　演題：県内及び地域経済の動向と見通し

６月26日
◎津南地区会
【研修】　講師：十日町税務署法人税課税部門統括国税調査官　吉 田 信 治�氏
　　　　　演題：国税庁レポートから

功労者表彰受賞者を代表して、当法人会村山会長が
表彰状を受け取る
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ECHIGO-TSUMARIフェスタ

■ 児童図書贈呈

■ 第18回「十日町クリーン作戦2014」に参加

　地域の子どもたちの安全・安心な居場所として
学校図書館の充実が重要となってくることから、
平成25年度から津南町、十日町市の各小学校へ
年次計画で児童図書の寄贈を始めました。
　４月21日、津南町教育長室において、津南町
の５つの小学校に児童図書190冊の目録を贈呈し
ました。

　４月29日の市内一斉クリーン作戦（当会後援）に、
当法人会では４年前から参加しています。当日は、大

　私たちの越後妻有を、明るく豊かな地域にするために十日町青年会議所
が発信する「ＥＣＨＩＧＯ ‐ ＴＳＵＭＡＲＩフェスタ」が開催されます。
　フェスタの催しとして「総ての人が喜び、笑顔で向き合える調和のとれ
たまち、十日町・津南地域を実現するために個人がどうあるべきか」をテ
ーマにした参加型セミナーを行います。

お問合せ、ご予約は　（公社）十日町青年会議所　松田（☎080−1166−2933）

主催／公益社団法人十日町青年会議所　　　協賛／公益社団法人十日町法人会

勢の市民・団体や小中学生も参加して、妻有大橋付近
の広場や信濃川沿いの河川敷など、２時間余りにわた

って空き缶などの
ごみ拾いを行いま
した。
　終了後、当法人
会から花の苗ポッ
ト500個を参加市
民へ配布いたしま
した。

社会貢献活動

目
録
の
贈
呈

右
　
：
津
南
町
　
桑
原�

正
教
育
長

中
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：
十
日
町
法
人
会
　
村
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政
文
会
長

左
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藤
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忠
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会
長

お知らせ

■日時　10月23日㈭　13：00〜16：00
■会場　クロステン　３階レセプションホール
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　青年部会では６月10日に十日町商工会議所に於いて、山田十日
町税務署長及び吉田統括国税調査官、法人会村山会長をお迎えして、

平成25年度事業報告及び
収支決算、平成26年度事
業計画並びに収支予算案が
承認されました。
　総会後の研修では、山田
署長が「相続税のおはなし」
の演題でサザエさんのいそ
の家をモデルに相続の講話
が行われました。

■ 通常総会

■ 通常総会

合」さんが「十日町に住むということ」の演題で講演
が行われました。
　女性部会総会らしく、十日町伝統のきもので多くが
出席します。今年は、村山法人会長はじめ、きものは
初めてという山田税務署長、吉田統括調査官もきもの
を着ての出席で総会を盛り上げました。　女性部会では６月24日にラポート十日町に於いて、

山田十日町税務署長及び吉田統括国税調査官、法人会
村山会長をお迎えして、平成25年度事業報告及び収
支決算、平成26年度事業計画並びに収支予算案が承

青
年
部
会
の
活
動

婦人部会の活動

講  演

講　師
　奥　平　百　合�さん

演　題　「十日町に住む」ということ

　「どこに住み、なにをするか」それが私の生きていく為の題
目であるようです。
　ちょうど時代は折返し、縮んでゆく現在。様々なモンダイが
目の前にある。
　するとつい、行動を起こしたくなるように育ってきて、それ
を一緒に楽しめる仲間も十日町にはいる。
　なにより、雪国のしたたかに生きてきた文化のど真ん中で、
そのエッセンスを享受できる。
　やるべきことがあり、学ぶべきことがある場所ゆえに、ここ
に暮らしています。

認されました。
　総会終了後
の講演では、
大地の芸術祭
がきっかけで
十日町に移住
した「奥平百
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社長さん こんにちは
株式会社 メイケン

代表取締役　　尾 身 賢 二 さん

「育てれば伸びる、人こそ宝」
☆本日はお忙しい中、法人会の取材にお時間をいただ

きありがとうございます。会社概要をお聞かせくだ
さい。

尾身社長：「コネクタの組立」、及びこれを収納するた
めの「エンボスキャリアテープの成形」さらに、そ
れらを生産するための「自動機設計・製作」を行っ
ています。
　　従業員は現在99名です。

☆起業のきっかけ、会社の沿革を教えていただけます
か？

尾身社長：前の社長と工場長である私が株主となり、
従業員20数名とともに平成９年５月に有限会社「メ
イケン」を創業いたしました。
　　その後、10月に第２工場も設立してしばらく運
営しておりましたが、工場が２ヶ所にあると効率が
悪いため、現在の場所に２つの工場と本社を集約し

ました。平成16年11月に私が代表取締役に就任し、
平成17年７月には増資をして株式会社メイケンと
なりました。本年２月には工場を増築し、1,730㎡
から2,890㎡と拡張いたし、現在に至ります。

☆創業の頃のご苦労は何かございますか？
尾身社長：仕事がなかったものですから、創業当時か
ら唯一のお客様である京セラコネクタプロダクツ株
式会社さんへ日参しました。その会社は横浜にあっ
たのですが、とにかく毎週十日町からトラックに乗
って営業に行きました。
　　最初は相手にもされなかったのですが、そのうち
顔も覚えていただき「こんなのを明日までに作れる
か？」という声を掛けてもらえるようになりました。
こちらは仕事をもらいたくてしかたないものですか
ら、できるかどうかは考えずにどんな注文でも「で
きます！」と無理な注文を引き受けてました。

　　そしてそれを徹夜してでも作り、神奈川
へ明朝９時始業の30分前に平然とした顔
で納品するのです。よく、従業員も文句を
言わずについてきてくれたものです。その
当時のスローガンは、「日本一の京セラの
協力工場になる！」でした。次第に相手先
の信用を得て、現在では京セラコネクタプ
ロダクツ株式会社さんのコネクタの25％
は弊社で製造しています。

☆どのような製品を作られているのですか？
尾身社長：主に、コネクタです。コネクタと
は聞きなれない言葉だとは思いますが、電
気製品の中で、部品と部品又は基盤をつな
ぐための部品であり、回路を形成する上で
無くてはならないものなんですよ。
　　弊社で造られたコネクタは家庭電化製品、

今回の企業訪問は十日町市中条にあります、株式会社メ
イケン様へおじゃましまして、代表取締役　尾身賢二様
にお話をお伺いいたしました。
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製造業の空洞化が叫ばれる中、製造業でこれだけの企業
が十日町にあるのが驚きでした。しかし、社員研修や教
育に力を入れ、30代中心の若い従業員を責任あるポス
トにつけていることでその発展の理由が納得しました。
それも創業の頃の大変なご苦労があったからでしょう。
お忙しい中、長時間の取材ありがとうございました。
 インタビューア　法人会広報委員会　関 口 憲 太
 　滝 沢 重 雄
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

プリンターなどのコンピューター周辺機器、家庭用
ゲーム機、そして近年は携帯電話やスマートフォン
といった幅広い分野で使われています。また、その
コネクタを収納するためのエンボステープの成形も
同時に行っております。

☆御社の強み、セールスポイントをお聞かせください。
尾身社長：製品を製造するための機械を自社開発でき
ることです。最初は製造機械も京セラコネクタプロ
ダクツ株式会社さんから貸与を受けていたのですが、
自社で改良を繰り返していく内に、社内でも製造機

玄関のウェルカムボードがお出迎え

目標とし、テーマを変えて学んだり、月１回の全体
集会では会社方針の唱和を行います。

☆十日町で仕事することのメリットがありますか？ま
たデメリットやハンディはありますか？

尾身社長：デメリットやハンディはないですね。逆に
電車でも車でも東京まで２時間程度。「いなか」と
思わないことが大事だと思います。また、ITにより
発信もできますし。また、十日町は古くから織物産
業が発達しており、設計やデザインと言ったモノを
作り出す素地があるのではないでしょうか？
　　弊社も加入している異業種交流グループである
「グループ夢�21�ものづくり部会」では、こどもの
頃からものをつくる機会にふれてもらうために産業
フェスタ2014で「子どもものづくり教室」にも参
加する予定です。

☆将来の夢は？
尾身社長：全従業員の名刺にもある弊社のスローガン
は「十日町から世界へつなぐ、コネクタ高速組立自
動機メーカー」のように、十日町から世界へ発信し
ていきたいです。また、コネクタのように地域や社
会、人や人を結ぶ懸け橋になっていきたいと思って
います。

械を設計そして、組み立てまで出来るように
なりました。弊社の製造機械は改良に改良を
重ねているので、従来より、２倍、３倍とど
んどん早く生産できるようになっています。
　　また、コネクタを収納するためのエンボス
テープの成形を製造する機械も製造している
んですよ。これらの開発を高卒の若い従業員
がするものですから京セラコネクタプロダク
ツ株式会社の副社長も絶賛しています。最近
は、製造機械の引き合いも多いんです。
　　加えて、製造機械の製造だけでなく、その
製造機械を使って実際コネクタの製造も行っ
ていることも強みですね。コネクタを製造し
ながら製造機械を日々改良します。それを機
械設計・製造にすぐ反映するのでお客様の使
いやすいようになっていきます。

☆社員研修や教育に力を入れられているようですね？
尾身社長：中小企業三条校やNICOなどの外部研修を
積極的に活用しています。半分近い社員は研修を受
けているのではないでしょうか。研修後には仕事の
基本動作が良くなったり、積極的になったりと成果
が出ています。
　　他にも、倫理法人のグレートセオリーを今年度の
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　企業経営者の相続対策は、事業承継対策とセットで行うことになります。経営者個人の相続問題とともに、
会社の承継問題（後継者・自社株等）も発生するからです。
　平成27年１月１日から施行される相続税・贈与税改正を目前にした今こそ、真剣に考えてみませんか。

いよいよ来年１月から相続税法改正
〜 円満な相続のために 〜

AFP（日本FP協会）
中小企業診断士
相続診断士Ⓡ（相続診断協会）

 　池 田 　 隆

知
識
の
窓

問い合わせ先 有限会社サクセスプラン 〒948-0031�十日町市山本町１丁目204
☎025−757−2058　　　0800-800-1110

相続「税」対策の考え方

相続対策サイクル（何から始めるべきか）

相続対策の基本的なメニュー

①〝争族〟対策
（遺産分割対策） 減らす

変える

特例活用

②納税資金の確保
（納税財源対策）

③相続「税」対策
（節税＝
課税価格の引下げ）

遺言　エンディングノート
生命保険
生前贈与
相続時精算課税制度
不動産の権利調整（整理）
資産の資金化
養子縁組
借 入 金
不動産の有効活用
資産の組替え
法人設立
家族信託

〈例〉
　使う
　あげる（生前贈与）

〈例〉
　現金　→　不動産
　現金　→　生命保険

〈例〉
　小規模宅地等の特例
　生命保険金の非課税枠
　死亡退職金の非課税枠

うちの財産はいくら位なのか？
評価額ってどの程度なんだろう
どこに何があるのか分からない…
どれが遺産に該当するの？
誰が相続人になるのかな

そうか、これが問題なのか
え、相続人が他にいるの？
子供名義の定期も課税されるの？
納税資金が足りないかも…
頼れる人が見つからない

優先順位をつけないとね
よし、この案でいこう！
余計なお金をかけたくないなあ…
誰にどこまで頼もうかな
子に迷惑をかけずにやりたい

たまには財産評価を見直さないと
税制改正の影響はないかな
随分地価が下がったぞ
生前贈与の効果はどうかな
また孫が生まれた

現状把握

解決策の
立案・実行

問題点の把握検　証
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新潟支社
〒950–0088 新潟市中央区万代4–4–27　新潟テレコムビル４F
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　7月13日の早朝、曇り空
ながら40名の参加者によ
りバスで栃木県奥日光へと
向かいました。
　100種類以上の湿生植物
が見られる戦場ヶ原、奥日
光三名瀑のひとつである迫
力ある湯滝、小さいながら
も美しい景観の小滝など標
高1,400ｍの原生林と湖、
湿原、滝などめぐる全長５
㎞を自然観察指導員の説明
を聞きながら歩きました。
　午後からは山の天気は変

奥日光ハイキング

　第36回親睦ゴルフ大会が、開始早々雨が降る中で、９月18日㈭、十日町カントリークラブにおい
て39名の参加で行われました。36回大会より、村山会長より豪華優勝カップが寄贈され、会長杯を
目指してハイレベルな大会となりました。

優勝　佐藤恒雄様 準優勝　樋口勝彦様

親睦ゴルフ大会

わりやすく雨になりましたが、みなさん楽しくハイキングを

第36回

成 績

満喫しました。
　帰りに沼田市の
白沢高原温泉・
望郷の湯で疲
れを取り、午
後5時30分頃
十日町に着き
ました。

優　勝　佐 藤 恒 雄 様（大和開発）

準優勝　樋 口 勝 彦 様（共立舗装）

３　位　田 村 隆 二 様
　　　　（医療法人社団田村歯科医院）

４　位　吉 田 之 人 様（吉田商会）

５　位　田 村 順 作 様（田村自動車）


