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税理士・行政書士

尚之

然に恵まれた日本を代表する古都・鎌倉。歴史に育まれた魅力的な地で、相続税と医業顧

岡八幡宮や長谷寺、高徳院の大仏といった神社仏閣をはじめ多くの歴史的遺産や豊かな自

大場

代表

鶴

問の分野で強みを発揮して地域に貢献しているのが大場尚之税理士・行政書士事務所だ。相続税申
告書の作成は税務のプロである税理士でも、「難しい」と敬遠されがちな分野だ。これに対して同
事務所代表の大場尚之氏は、相続税分野で豊富な経験と鎌倉で生まれ育ったアドバンテージを活かし、
「相続に強い税理士事務所」として確固たる地位を着々と築いている。過去には 億円といわれた土地

土地評価額

年の事務所開設当初は、扱い分野を絞らずに様々な案件を引き受ける、いわゆる「普通」

綿密かつスピーディな調査で節税の不可能を可能に

億円が５億円へ、半分以下の減額を実現！

医療系の税務処理についても強みを見せ、その独自の税理手腕が高い評価を受けている。

評価額を５億円にまで減額し、大きな節税効果をもたらした実績を持つ。さらに複雑な手続きが必要な
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の税理士事務所だった。そこからどのようにして現在のような相続分野に強い事務所とし

成

11

な規制が存在しています。そのため、土地の評価額を正確に算出することが、通常の地域と比較して、

や奈良市と並び『古都保存法』が適用される「古都」に指定されているため、土地利用について、様々

「鎌倉の相続・財産問題のおよそ半分が土地に関するものです。鎌倉は歴史のある土地柄だけに京都市

「鎌倉の地特有ともいえる〝相続問題の多さ〟に気づいたことがきっかけでした」と大場代表。

て抜きんでることができたのか？

平
27

70

業務品質及び業
に
ら
さ
、
し
化
に特
役に立ってい
相続と医療分野
お
の
様
客
お
、
を高め
務処理スピード
きます
71

古都・鎌倉で
相続︑医療を
専門に活躍する
税理士事務所

暮らしとビジネスを力強くサポートする

相続・医療分野で圧倒的な
強みを活かし、地元鎌倉に
貢献する

士業プロフェッショナル

暮らしとビジネスを力強くサポートする

困難なものになる傾向があります。鎌倉に生まれ育った私なら、そ
の難しさを肌で理解できるという自信があり、本格的に相続に関す
る仕事を引き受けることにしました」
こう語る大場代表だが、もちろん鎌倉で育んだ肌感覚だけが相続問
題のエキスパートたらしめたわけではない。土地の調査額を１円でも
下げるための努力を惜しまず、机上調査と役所調査を行った上で現地
調査に挑むという、妥協のない真摯な姿勢が「相続問題」に強い現在
の事務所を作り上げたのだ。また大場代表は「
『丁寧に仕事をこなし
ているため時間がかかります』では意味がありません。全ての調査を

は実現出来なかった当初 億円と算出された評価額を綿密かつ迅速な調査で５億円にまで減額した件だ。

に「スピード」を重視している。大場尚之税理士・行政書士事務所の実績で特筆されるのが、他税理士で

正確に、迅速に行ってこそクライアントの役に立つことができます」と業務を行う上では「正確性」の次

江ノ島電鉄和田塚駅から
徒歩 3 分の所にある事務所

「ご依頼者は 筆以上の土地をご所有でしたが、現地調査をするうちに極端に土地開発が制限された区域
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節税はもちろん医院の経営もサポート
業界同士の共通点も活かし、親身になって共に考える

場尚之税理士・行政書士事務所には医療系に強いというもう１つの特徴がある。大場代表
が東京の税理士法人での勤務時代に医療関係の業務を扱い経験を積んでいたこと、また税

比較し、その収入金額が国の医療政策によって大きく左右されるという特徴がある。また、個人開業の

民健康保険団体連合会から支払われる診療報酬をその主な収入源としているため、一般的な営利企業と

分野。例えば、医療機関は社会保険については社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険については国

医療機関のサポートを積極的に行っています」
。相続と同様、高い専門性や業界知識が求められる医療

な差が出る属人性が高い業務である点もよく似ています。このような共通点を徹底的に研究した上で、

ドラインがありますが、このことは医業分野についても共通しています。また、人によって結果に大き

「税理士法では極端に税額を引き下げるような広告の掲出を禁止するなど、ＰＲに関する様々なガイ

する点など、両者は関連する部分が数多くあることなどがその理由だ。

理士業と医業は共に職員に占める女性の割合が高いことや業務について各人の属人性が大きく影響

大

医療分野にも強み！

ます。相続のことでお困りの節はぜひ当事務所へご相談ください」と呼びかける。

いそうだ。しかし大場代表は「私たちは多くの経験から得た知識で色んな方法をご提案させて頂き

申告の期限まで時間がない場合、相続税申告の経験が少ない事務所は依頼を断ることも少なくな

に心に刺さったままでは苦しいはずです。そんなとげを抜くお手伝いができたらと思っています」

談いただける存在でありたい。大切な身内が亡くなるという辛い時期に、相続の問題がとげのよう

「四十九日の法要が済んでホッと一息ついて、相続や税金のことが頭に浮かんだ時、気軽にご相

という書類が必要になるからだ。行政書士の資格も持つ大場代表は、そういった手続きにも対応している。

ちだがそうではない。たとえ税金がかからなくても、
土地や預貯金の名義変更をする際に「遺産分割協議書」

でき、お客様には非常に喜んでいただきました」
。こうした相続の案件は「一般人には関係ない」と思いが

たところ、各種要因（赤道、青地、白地の存在などを把握した）により評価額を約６億円程下げることが

に土地が所在しているとわかったのです。そこで繰り返し現地を訪れ、丹念に一筆ずつ土地評価を見直し
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医院から医療法人へ移行する場合、その機会は原則、年２回ほどしかなく、また、毎年の決算後には、
その医療法人が所在する地域の都道府県知事に決算届や各種変更届を提出しなければならない。上記の
ような普通法人とは異なる運営・ルールを踏まえた上でのサポートは、大場代表の豊富な経験と実績が
大いに物を言う分野となっている。また大場代表は、医療分野において、税務面に留まらない幅広いサ
ポートを行っている。その１つが行政に提出する資料作成への対応だ。医療機関の新規開設の際には、
行政に対し多くの資料を提出しなければならず、また、この資料の作成に大変な手間がかかる。税理士
から行政文書作成の専門家である行政書士に書類作成を再度依頼した場合には大変なタイムロスが生じ
るため、大場代表は行政書士資格も取得し、業務をワンストップでできるようにした。加えて、医院の
人材募集などについてもアドバイスを行っており、面接時のチェックシートや質問項目、さらに入社試
験問題の作成などにも携わっている。当然ながらクライアントとの密な情報交換と業務内容への深い理
解が欠かせない。税理士という枠を超え、経営コンサルタント的な役割まで果たしている。
「医療は税務と同じく働く人によって結果が大きく左右される業種です。それだけに私も人材の
採用に関してはその重要性は身に染みてわかっているので、一緒に考えさせてもらっています」

送っている大場代表だが、こうした業務を行うかたわら、数年前からもう一つ、力を入れ

続と医療分野に特化し、現在多くのクライアントからの相談・依頼に対応。多忙の日々を

誰もが情報を得られる時代だからこそ、専門家としての強みを確立

相続をテーマとしたセミナー、相談会の開催で情報発信にも注力

相

て取り組む活動がある。それが、〝相続〟をテーマとしたセミナー・相談会だ。「相続税対策の必要
性を多くの方々に知って頂きたいという想いから積極的に開催をしています」。テーマは〝相続税
の基本〟をメインとし、〝アパート経営に関する税〟など様々。「セミナーの場合は出来る限りわか
りやすく、時に時事ネタなども交えながらお客様が飽きないような工夫を凝らして実施しています」
セミナーは毎回好評を博し、過去にはセミナー受講者が『自分が死んだ後は大場先生に相続税申告を
お願いしたい』という意向を表明し、実際に相続税申告を手掛けたこともあったという。
「今はコロナ
禍で無料相談会のみの開催ですが、今後も相続に関する情報発信はどんどん行っていきたいです」
業務に情報発信活動にと独立開業以来存在感を高め、地元鎌倉で確固たる地位を築きつつある大場代
表。そんな彼がそもそも税理士を志したのは、大学在学中の起業経験がきっかけだった。
「飲食店経営
を通して初めて税金の恐ろしさ、そして、それに対する対策が必要であることを知りました」
「企業経営を含めもっと世の中について知りたい」という想いが強まり、 歳のときに税理士を目指す決

大場代表は相続・医療という専門分野を掲げ、精力的に営業活動を

大きなアドバンテージにもなると感じました」とも。事務所開業後、

う強い危機感を抱きました」と振り返る。一方で「それができれば

け、他事務所にはない強み、特色を出さなければ生き残れないとい

考えた時、より多くの経験や深い知識、さらには経営感覚を身につ

が大きな影響を受けました。税理士として独立開業していくことを

得ることができるようになり、複雑・高度な情報が商材だった士業

当時大場代表は「インターネットの普及で、誰もが簡単に情報を
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意を固め、東京の税理士法人に勤務。資格取得後、 歳のとき、故郷の鎌倉にて独立を果たした。
クライアントに寄り添い共に考え
ていく姿勢で業務を行っている

大場尚之税理士・行政書士事務所
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暮らしとビジネスを力強くサポートする

行い、
契約後はクライアントを満足させるため地道な努力を弛まず行ってきた。こうした誠実な姿勢が地元・
鎌倉のクライアントから評価を受け、信頼される現在のポジションを築き上げる大きな要因となったのだ。

も変わらず、
『仕事を通して人の役に立ち、同時に故郷である鎌倉に恩返しをする』ということだ。

事で壁にぶつかった時は原点に立ち返り、なぜ独立したのかを自らに問う。出てくる答えはいつ

仕事のスピード感とクライアントに寄り添う姿勢を大切に

いつも心にあるのは「故郷に尽くしたい」という地元への愛

仕
「独立した以上、経営者としての視点は必要ですが、営利の追求のみが仕事の目的となっては、
国より税務に関する専門家としての国家資格が与えられている税理士になった意味がありません。
人の役に立ちたいというところから、全てが始まっていることを忘れないようにしています」
そして生まれ育った故郷の鎌倉を愛する気持ちも、仕事をする上で大きな励みとなっている。若い時は
東京への憧れがあったが、故郷を離れて 年以上たつと故郷の良さがわかってきたという。
「東京で働いて

医院開業を目指す勤務医を無償でサポートも

場代表が今後の目標として掲げているのは「地元鎌倉で相続のことなら大場尚之税理士・
行政書士事務所に頼めば何とかしてくれるといわれる存在になること」だと力を込める。

です」。少子化の影響もあって採用や人材育成の重要性はより切実な問題だ。そんな中で大場代表は、

経験を積むことで業務品質は間違いなく向上します。これらを仕組化することが、今後の私の課題

然と気付くようになるのです。これを繰り返すことで、一定以上の業務品質を維持できます。知識・

ていると、評価業務を初めて行ったときには気付かなかった各土地が持つ問題点などについて、自

えば経験の少ないスタッフでも、複雑と呼ばれる相続税申告の土地評価業務を何度も繰り返し行っ

いる。「同じことを何度も繰り返し行うということは、実は非常に効率性が高いことなのです。例

大場代表は業務の分担及びシステムのＡＩ化によって可能な限り属人性を排除したいとも考えて

務処理スピードを高め、お客様の役に立つ存在になることが必須です」

「そのためには、より一層多くのお客様の業務に携わることで、今以上に事務所の業務品質及び業

大

「相続の問題はここに頼めば何とかなる」と言われる存在へ

門家ならではのアイデアを出しつつ、クライアントに寄り添い、共に考えていく姿勢が何より重要です」

い』という立ち位置で臨む税理士さんが多かったように思いますが、今はそんな時代ではありません。専

接する上でのこだわりは〝寄り添う姿勢〟だ。
「昔はクライアントに対し『こちらの言う通りにしてくださ

要であり、素早い判断を行うためには強い気持ちが必要」と語る。もう一つ、大場代表がクライアントと

事が出来る」とは「正しい判断を素早くできること」であり「正しい判断を行うためには知識と経験が必

が「仕事の質を高めるには、
絶対的に量をこなす必要がある」と大場代表は断言する。大場代表が考える「仕

ジでもある。また、仕事を行う上での考え方として「質より量」あるいは「量より質」という言葉がある

そしてそれはクライアントに対する「あなたのことを大切にしています」という大場代表なりのメッセー

愛着を持ち続けていた。そんな大場代表が、クライアントとのやりとりで重視している業務はスピードだ。

いた時も、無意識の内に鎌倉のことを意識して物事を見ていたように思います」と、心には常に故郷への
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PROFILE

大場尚之税理士・行政書士事務所

子育て世代の女性に期待を寄せている。

「女性の多くが産休や育休で職場を長期にわたって離れざるを得ない

のが実情です。特定の個人に依存しないシステムの構築は、この問題の

解決にもつながると思います」
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大場代表は、医院開業を計画する医師に対するサポートも今後の主軸業務

1．「企業は人なり」の実践
2．生まれ故郷に尽くす
3．事業者の発展を支えることが社会の発展を支えることにつながる

の一つに掲げている。具体的には物件探しから、診療圏調査や資金調達のア

企業理念

ドバイスまで行う。大場代表はこれらの支援を基本的に無料で行っている。

相続（税対策・申告・手続き・生前対策・贈与税申告など）
医科・歯科（開業サポート・資金調達サポート・経営分析とサポート・開業前後のサポート）

「開業を目指す勤務医さんは資金的にも時間的にも余裕がないでしょう。

業務内容

従って将来に投資するつもりで開業支援では基本的に報酬を頂きません。医

グランドメゾン鎌倉由比ガ浜

セミナー・講演を通して相続の
情報発信にも力を入れている

院が立派に成長すれば、私たちにも長期的にはリターンがあるはず。私たち

平成 27 年

大場尚之税理士・行政書士事務所

はそれを期待しています」
。医療機関は開業前の段階においては、医療機器や

立

和田塚

ペンショングリーングラス

医薬品メーカーなどさまざまな業者と関わるが、大方の業者はその時期が過

江ノ島電鉄「和田塚駅」より徒歩 3 分
設

和田塚

鎌倉彫工芸館

N
由比ケ浜うめ公園

アクセス

由比ケ浜郵便局
江ノ島電鉄

ロシア大使館鎌倉別荘

〒 248-0014 神奈川県鎌倉市由比ヶ浜 3-5-11
由比ヶ浜 HALE101
TEL 0467-39-6272 FAX 0467-39-6273

ぎればその関係は終了する。しかし、税理士は他の業者とは異なり、本当の意味でそこから長い付き合い

所 在 地

が始まる。だからこそ目先の損得で手数料を取るようなことはしたくないと大場代表はいう。

https：//kamakura-tax.com/ コーポーレートサイト
https：//souzokuzei-kamakura.com/ 相続サイト
https：//iryohojin-support.com/ 医業サポートサイト

「また、医療分野に力を入れている理由は、将来への投資という部分だけではなく、地域医療の活性

大場尚之税理士・行政書士事務所

化が故郷鎌倉を含む我が国の医療提供体制の向上に繋がると考えているためです。だからこそ、
ドクター

INFORMATION

に寄り添い、一緒に頭を悩ませることが大事なのです。ドクターの伴走者の一人として一緒に前進して

鎌倉支部 厚生副部長
［資格等］税理士、行政書士、クリニック開業支援コンサルタント
経営革新等支援機関（財務局・経済産業局認定）

いく覚悟です。開業を考えているドクターはぜひ一度、開業前に当事務所に相談して欲しい」

（所属・活動） 東京地方税理士会所属

相続と医療を両輪に強みを発揮して、力強く前進していく大場尚之税理士・行政書士事務所。「古

昭和 48 年生まれ、神奈川県出身。鎌倉市で生まれ育ち、東洋大学在学中から飲食店経営に携わり、
その際、税金の重要性を実感する。この経験から税理士を志し、東京の税理士法人に約 10 年間勤務。
資格取得後、平成 27 年に故郷・鎌倉に事務所を構える。資産税分野を得意とし、土地評価の際には、
自ら調査・実測を行う。土地の評価額を減額することにおいては、同業の税理士からも高い評価
を受けている。また医科・歯科など医療系業務の顧問としてもドクターから厚い信頼を得ている。

都鎌倉」で飽くなき挑戦が続く。

大場 尚之（おおば・なおゆき）
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