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組合事務局の変遷史とその界隈

東京税理士会データ通信協同組合

事務局長 山 本 真 弘

(昭和５１年４月～昭和５７年６月）①大森山王電電ビル編

昭和51年(1976年) 4月コンピュータがとても高額で、

日本語ワープロなどまだない時代です。コンピュータ

による税務会計処理の研究を目的に設置された東京税

理士会コンピュータ特別委員会を前身に本組合が設立

され、拠点となる事務局が大田区山王の大森山王電電

ビル５階に置かれました。この建物はその名が示すと

おり、日本電信電話公社が所有する建物ですが、フロ

アには当時の大蔵省の関連施設があったり、羽田の管

制塔とも繋がる重要施設でした。ですから、海外から

要人が訪日される際は、管制塔に影響を与えるこの建

物の前に警察官が立つのを何度も見かけました。建物

の中の事務局ですが比較的ゆったりとした事務室と研

修室、そして立派な会議テーブルと調度品が収まる会

議室、さらに寝泊まりできるほどの広い休憩室があり

ました。24時間体制の建物であったことから、公社側

の施設ではありましたが仮眠室やリーズナブルな食堂

や理髪店も利用できました。特に食堂は、毎日朝早く

から稼働しており、当時独身だった私は大いに助けら

れました。 さて、この事務局で行われる組合員研修

ですが、当時は２日が１セットでした。初日に仕訳伝

票の入力を中心とした基礎習練、翌日、前日入力した

データを元に総勘定元帳、試算表及び決算書を出力す

るといった内容でした。これは入力データを送信、セ

ンターに蓄積した後、夜中にバッチ処理され、翌日に

結果が返信されるというデータ通信システムが利用さ

れていたことに由来しますが、つまり今日入力した伝

票は明日試算表に、もし入力に誤りがあれば、さらに

また明日という塩梅です。昨今の を中心としたAmazon
流通業界の動向を考えるに、果たして人はこのスピー

ドを真から必要としているのだろうかと、改めて考え

てしまうことがあります。

オモシロイ話をひとつ。研修会２日目の総仕上げは、

この電電ビルの地下見学です。地下にはトラックに積

むバッテリーが無数に並べてありました。本当に無数

です。それと自家発電装置が数機。これを見学します。

おそらく皆さんから預かったデータはこんな形で守ら

れてますよ。有事の場合も多少のことではビクともし

ませんよってとこでしょうか。それにしても、コンピ

ュータの研修にバッテリー見学ですか。いやあ、この

時代は本当にゆっくりと時間が流れていたんですね。

昭和のインテリジェントビル大森山王電電ビル

最後に事務局が入っていたこのビル（現 データNTT
大森山王ビル）の敷地内にある貝塚にまつわる石碑の

ことに触れておきます。ここでいう貝塚とは、小学校

の教科書にも登場する ･ ･モース博士が、横浜からE S
新橋に向かう汽車の車窓から偶然発見したあの著名な

大森貝塚 のことです。この貝塚が明治10年(1877年)「 」

にこの地で発見されたことを記す大きな石碑が敷地の

中にあります。実は、この貝塚の位置についてはこの

地より300ｍ ほど大井町方面に寄った位置とするもう

一説があります。その後の研究で最終的には大井町側

に軍配が上がりましたが、今日も石碑の前は掃き清め

られ、社有地でありながら、毎日、朝９時から夕方５

時まで門扉を開いて一般の人々に公開をしています。

本組合とも密接な関係にあるＮＴＴデータという一

企業の懐の広さに拍手を贈りたい心境です。

｢大森貝墟の石碑｣
日本の考古学は

ここから出発しました

社有地に歴史的発見が
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(昭和５７年６月～昭和５９年６月）②旧東京税理士会館 地階編

時流がデータ通信方式よりオフコン方式に変化した

ことに伴い本組合のシステムもオフコン方式を採択し、

事務局を税理士会館に移すことになりました。現在の

最新テクノロジーであるクラウドコンピューティング

がデータ通信方式を土台としていることを考えると何

とも皮肉なものです。

さて、移転先の事務室となる部屋は、元々は会員の

ための娯楽室であったそうで、後に東京税理士会の方

針変更でこれが閉鎖されることになり、私がこの部屋

を初めて覗いたときは、部屋中に段ボールが幾つも上

積みされ、倉庫代わりに使われている様子でした。

この部屋を片付け、部屋の真ん中に７席分の事務机

の島を作り、その周りを書類棚や職員のロッカーで取

り囲みました。着席している職員の背と書類棚等の間

は50㎝程度の間隔しか取れません。よって、事務所内

を人が移動する際は、その都度、着席している者は腹

を少しばかりへこまさなくてはなりません。諸先輩に

申し上げます。「背に腹は代えられ…る」のです。

また、事務室の隣には卓球場がありました。「卓球

場？」この記事を読んで下さっている若い組合員の先

生、職員の皆様の顔が容易に浮かびます。私が子供の

頃は、街の中に駄菓子屋感覚で「貸し卓球場」という

ものが存在していました。温泉地の旅館等では、今で

こそデジタルゲーム機一色ですが、空きスペースを埋

めるのはこれが定番でした。決して特異な代物ではな

かったのです。ところで職場に卓球場というと福利厚

生の行き届いたオシャレな職場を皆さんは想像される

かも知れません。しかし、実態は大きく異なります。

部屋を囲む漆喰の壁は、時の経過を如実に描写したキ

ャンバスと化し、カビ臭漂う部屋の真ん中には思わず

「 昭和」とネーミングしたくなる重厚な卓球台がTHE
鎮座。台の上には、またもや段ボールが天井まで届く

勢いで積まれておりました。倉庫としても効率的に機

能していないように思えました。そこで税理士会に相

談、許可を得て、段ボールを整理整頓、他の場所へ移

し、床を掃き、そして台を磨き、「激務の中にも憩い

の場を」をテーマに税理士会社交場の再生に無事成功

しました。

その様な中、噂を聞きつけ東京税理士会の事務局幹部

の下戸さんや小原さんが社交場を訪れてくれました。

ご両人とも卓球が上手いうまい。お二人とも後の事務

局長です。社交場は立身出世の登竜門でもあったので

しょうか。期せずして昼休みに下戸さんや小原さんと

熱戦を繰り広げることができたことは、事務局として

その後の組合事業の円滑な遂行において大いに役立っ

たことは間違いありません。今振り返るに、この時、

この瞬間、に大きな財産を得たんだなぁと懐古します。

税
理
士
会
館
へ
の
引
越

ト
ラ
ッ
ク
を
見
送
り
、
一
息

旧
税
理
士
会
館
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム

ど
こ
か
で
お
見
か
け
し
た
よ
う
な

(昭和５９年６月～平成２年５月）③旧東京税理士会館 三階編

昭和59年(1984年)6月、 ( )が日本税理士会連合会 日税連

それまで事務所を置いていた旧東京税理士会館の三階

より浜松町にある東芝ビルに移ったことにより、本組

合がエスカレータ式にその空室に入室することになり

ました。引越の当日、湿度の高い地階から明るい三階

への階段に、なぜか石坂洋次郎の「陽のあたる坂道」

を思い浮かべたのを記憶します。

新しい事務室ですが３階フロアということもあり、

予想通り明るく充分満足して働ける環境でした。

ただフロア全体を本組合が独占できる訳ではなく、

税理士会の図書室が半分を占めておりましたので、研

修室を設けるスペースは残念ながらありませんでした。

さて、ここで事務室から離れ、事務局界隈のエピソ

ードをひとつ。この時代、不定期ではありましたが、

日税連と東京税理士会の事務局幹部が音頭を取り、関

連団体の事務局職員が一同に会するソフトボール大会

やテニス大会(教室)などが催されておりました。

因みにテニス教室では、経験ある者が関連団体の職

員仲間を手取り足取り指導するというほほ笑ましいス

タイルが採られました。そして放課後は、税理士会館

－17－



の４階ホールを会場にいよいよ懇親飲み会の開催です。

流した汗を補うために飲むのか、はたまた旨い酒を飲

むために流したのか、若い私もこの非日常の出来事に

少々興奮気味です。次々とビールを喉に注ぎ込んでい

きます。一方、最前列に座られた本日の主催者、日税

連竹林事業本部局長と東京税理士会渋谷事務局長は、

と目を移すと、取り巻きに勧められるお酌に応えつつ、

ゆったりと会場を眺めているご様子。さながら一家の

主が食事する我が子を目を細め見るように。

ああ、何ていい風景なんだろう。

将来こんな大人になりたいなぁ、なれたらいいなぁ

と思ったことを今でもはっきりと覚えています。

まだまだ狭いながらも、明るい事務室を得て、組合

事業も軌道に乗りつつあった最中、東京税理士会会員

が 名に到達。会員数増加に伴う会員サービス14,000

の増大に対処するにあたって、会館の狭隘化がいよい

よ深刻な問題となっておりました。時を同じくして税

理士会館より一つ民家を挟んだ位置にその後の本組合

の移転先となるモリタニビルが建とうとしていました。

その様な中、本組合の営業部長として長年ご尽力を頂

いた平山玲昰東京税理士会会長より本組合に会館の狭

隘化対策に協力をして欲しい旨の要請がありました。

本組合では、これを理事会で慎重審議した結果、東京

税理士会が借り上げたモリタニビルへ移転することで

協力をすることが決議されました。

私自身も事務局で営業課を担当していたことがあり、

平山先生から直に薫陶を頂いた一人です。そんな関係

からか、先生が東京税理士会会長をご勇退されたある

日のこと、道でお会いしたとき「山本君、会長は終わ

った。また、営業で使ってくれよ。」と、真顔で仰い

ました。まったくもって畏れ多いことです。

でも、いつまでも気さくな先生です。

旧税理士会館 この３階に事務局がありました

(平成２年５月～平成２７年９月）④モリタニビル編

旧税理士会館の狭隘化対策に協力するため、組合と

しても初めてとなる個人オーナーのこの建物に越して

きたのが平成２年(1990年)の５月になります。この建

物では、大森山王電電ビル以来となる研修室と会議室

を持つことができました。取り分け自前の研修室は、

積年の夢でありました。何故なら、それまでの研修は

データが借り上げている六本木に建つ森ビルにてNTT
実施していたのですが、毎年、年度末近くになると同

会場で次年度の研修日程について データの担当とNTT
調整します。調整と言うと何だか互いの立場を思いや

りながら時には笑みもこぼれる緩いシーンが容易に想

像されますが、とんでもありません。何しろ敵(？)は、

隙あらば経済性や効率のみを盾に、一日でも多くの貸

付日数を奪い取ろうとやって来るのです。こちらも絶

対譲れません。多少、受講人数が少なかろうとご利用

者がその使い方を教えてくれと乞われて見えるのです。

日程を確保するためなら、１０歳も年上の方でも罵詈

雑言、罵倒を申し上げます。でも、本当はお立場理解

してましたよ。六本木ですもんね。 データの櫻井NTT
さん許して下さいね。そんな時は、必ず一緒に飲みに

行きましたよね。

今浦島？研修室の跡地には｢アークヒルズ｣が

さて、この建物への移転により研修室と会議室を新

たに持つことができたのは喜ばしいことなのですが、

いかんせんどちらも手狭でありました。会議室にあっ

ては、自前の会議室を持ちながら、中途半端な広さゆ

えに、外の施設を有料で借りなくてはならず、その間、
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賃料が発生している自前の会議室は空気を詰めるのみ

となります。また、こちらの建物では、これらの共同

施設を組合員の方にご利用頂くには、必ず外階段を使

わなくてはなりませんでした。比較的に年齢層が高い

私たちの業界ではありますが、ある日、研修を受けに

来て下さった組合員先生が杖を使われながら外階段を

一段、一段、登られる姿をお見かけしたときは、協同

組合の共同施設が本当にこれでよいのだろうかと大い

に疑問を持ったものです。 自前の研修室で社内研修 テーマは電話マナーです

(平成２７年９月～）⑤更生保護会館編

そんな矢先に、税理士会館御苑側に隣接する更生保

護会館の１・２階に空きがでる情報に遭遇します。

実は、今から１５年ほど前に一度こちらに空きが出た

のですが、その時は賃料もさることながら１・２階を

まとめて貸したいとの家主さんの意向があるところへ

それに応じる借り主が登場。元よりそんな広い面積を

必要としない本組合は断念した経緯があります。とこ

ろが、この度はワンフロアでの契約で良いとの家主さ

んの意向。俄然、入室へ向かって意欲が湧いてきます。

次は賃借料です。当初の金額はとても隔たりがありま

した。これでは、まったく可能性がありません。が、

ねばり強く値下げ交渉を重ねた結果、色々とやり繰り

すれば実現できそうな金額まで下りて来ました。次は、

現行の賃貸借契約の解約通知と予告期間の履行に伴う

新旧家賃の重複回避策の策定と交渉です。こちらも何

度も交渉を行い、４か月のフリーレントを引き出すの

に成功、予定した家賃重複の回避まで辿りつくことが

できました。さて、今度は移転先での各施設の間仕切

り工事と、備品の選択、購入先の選定です。一円たり

とも無駄にしないとの決意のもと、購入先を安易に一

店舗にまとめることなく、それぞれ強みのあるショッ

プを一店一店選び抜き、振り分けていきました。そし

て、最後に残されたのは、旧事務局の原状回復工事の

積算とこれを基にした家主との交渉です。これも正直

気を遣いました。しかし、この最後に残された問題も

11月の旧事務局の差入れ保証金の返還を以て完了しま

した。延べ７ヵ月に及ぶ一連の事務局の移転業務が、

今、漸く終わりました。

さて、新事務室のご紹介です。移転先の更生保護会

館は、更生保護事業法に基づいて設立された法務大臣

認可団体の建物ですが、その竣工は昭和62年(1987年)

とありますので、決して新しい造りではありませんが、

新耐震基準に基づく、㈱フジタの手による重厚な建物

です。部屋の中央に据えられた幅75㎝の主柱は大きな

震災が続いている昨今、とても頼りになります。

組合報10月号において先にご案内させて頂いており

ますが、新事務局では皆様に直接サービスを行う共同

施設である研修室、会議室をそれぞれ拡張、これに機

能的配置を施した組合事務室を含めワンフロアに収容、

ワンストップで組合サービスを行ってまいります。

この度の新しい事務局への移転をひとつの契機に、

これまで以上に組合員の皆様との関係を密にできるよ

うに努めてまいります。組合員の皆様には、システム

利用上のご照会はもとより、各種サービスのご感想、

ご依頼事項への職員の対応ぶり等、何なりとご感想を

お聞かせ下さい。皆様からのお喜びの声は、事務局の

何より励みとなり、また、ご不満のお声は、何よりの

財産としてありがたく頂戴してまいります。

何卒、これからも事務局をよろしくお願い申し上げ

ます。

念願の広く明るい会議室です

本組合の選抜オールスターの皆さん
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