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　会員の皆さまには、常日頃から当米子法人会の運営・事業活動に格別の
ご理解・ご支援を賜り、心より厚く御礼申し上げます。また、地域の皆さ
まにも各研修会や講演会にご参加いただきありがとうございました。当会
の目指す「地域の皆さまと共に」の活動に一層の拡がりが実感でき、これ
らの活動・事業の継続に対するモチベーションアップの原動力となってお
ります。会員の皆さまをはじめ地域の皆さまに改めて御礼申し上げます。
　さて、昨年末は政権交代、新しい内閣の誕生。デフレ不況脱却と円高是正の政策が打ち出され、インフ
レ誘導2%、大規模な財政出動などが明らかにされる中、市場では円安株高傾向が顕在化し、株価1万円を
8カ月ぶりに回復。東証大納会では13年ぶりの年最高値を更新するなど、日本経済回復への期待感が高ま
っており、新しい年がこの明るい空気・風に乗って早期の経済回復を願う方々の声が一段と多く聞かれます。
　今、地方においては、地域経済の活性化に向けて、「人口減少社会にあって、地域の活力再生を如何に
するか?」と各種の街並み再開発、地域おこしプロジェクトが取り組まれています。地域が育んできた街
の特色を再発見し、「交流」を通じた地域発展を目指したもの、若い人たちによって、従来とは全く異な
った視点で街を再構築しようとする動きもまた見受けられ、正に「新しい風」「新しい空気」が感じられ
ます。
　私ども「米子法人会」は、鳥取県西部地区で活動していた4つの法人会(米子法人会、境港法人会、鳥取
県西部法人会、鳥取県西部地区農協法人会)が昭和58年に大同団結して誕生したものであり、今年で創立
30年を迎えます。
　当時は、半導体やICなどの電子部品、コンピューターといったハイテク産業が隆盛を極め、事務室内
にワープロ・パソコンが拡がり、今までとは異なった「新しい風景」が出現し、「新しい体制」「新しい時
代」を予感させるようになりました。
　その後、アナログからデジタルへの時代変化が“ドッグイヤー”と言われるスピードで定着しました。
　時代の「新しい風」が吹き始めたときであったのだろうと思います。
　社団法人として誕生した「米子法人会」は当初、経営研修会や経営関係講演会のほか、「会社の税をも
う少し知りたい」「税務会計はどうするの?」といった現場事務担当者の方々の要望に応えることや損金処
理できる福利厚生制度（保険制度）の開発・普及でした。
　地域企業の半数を超える方々を会員に擁した団体として、許可官庁であった「広島国税局」「米子税務署」
から講師派遣をいただき、「税務研修会」を開催。第一線の税務署担当官を「講師」とした税務研修会は
法人会の特色でもありました。
　その後、平成8年の公益法人指導監督方針が出された時期に、法人会全体で「税知識の普及、企業の健
全な発展」に加え、「社会に寄与、貢献する団体」への脱皮に努めてきました。
　平成に入り「公益法人改革」の流れを受けて私たちは、「公益法人のあり方」という「社会の新しい風」
をいち早く感じ、「ゴミのポイ捨てダメダメ運動」など地域に結びついた活動に着手しました。その後、
リサイクル活動と老健施設等への支援活動を合体させた「古布・古タオル回収・寄贈」活動、小学校租税
教室の出前授業・税に関する絵はがきコンクール等々を実施、・・
　私たちは、その時、その時代の新しい空気を感じ取って、“新しい風を伝えよう”と、公益法人として
の活動を行ってきた30年ではなかったでしょうか。
　今後とも、新しい公益社団法人として会員企業の発展に資する活動と、「地域とともにある法人会」を
目指して、地域・企業・社会の発展に寄与する各種の活動を推し進めてまいります。
　こうした活動には、地域企業の皆さまのご参加が何よりも重要です。現下の厳しい社会経済のなかで、
当会も「会員減少」という厳しい状況にあります。
　一社でも多くの方々に「米子法人会」にご加入いただき、「新しい、活力ある西部地区」の構築に向け
共に活動いただきたく、ご案内申し上げます。
　最後になりましたが、会員をはじめ地域の皆さまのご繁栄とご健勝を祈念いたしますとともに、今後と
も当会の活動に一層のご理解・ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　新しい風を感じて !
さあ、今こそ!　一歩踏み出す法人会を!!

公益社団法人 米子法人会
会　長　鷲　見　 　弘
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えっ？ＹＡＪＩＮ？
　はじまりは、２０１０年７月２６日東京の永田町
にある都道府県会館にて、日本一人口の少ない鳥取
県で、日本初のプロジェクトに挑戦することを発表
させていただきました。その名も｢市民参加型̶野
人続々 ! プロジェクト｣。記者会見には雑誌社、テ
レビ局、新聞社など４０社を超えるたくさんの方が
取材にこられました。
　当時ＪＦＬ時代、米子でもどらドラパーク米子陸
上競技場で、４試合程度を行っていました。しかし
クラブが誕生した時から、長い間育んでもらった米
子市では、Ｊリーグに昇格したら基準を満たしたス
タジアムがなく、Ｊ２公式戦を行うことができない
という現実も見えていました。
　発表された野人続々！プロジェクトの概要とは、
米子市安倍のゴルフ場跡地に、新スタジアムの建設
を考えていること、またその土地でまちの晴れ舞台
となる、次世代の育成の拠点となるスポーツパーク
をつくろうというものでした。このプロジェクトは、
　

通常数十億かかるスタジアムを約３億円で建設し、
協賛金として広く市民の皆さんに募るという、日本
で初めての試みでした。

なぜ３億円でできたのか？
　通常スタジアムの建設にはスタンドを建てるなど
数十億円かかります。それを破格の金額で作ること
ができたのには、安倍山という高さ１３ｍの砂でで
きた小山を掘って作れたこと、また地元の工事関係
者の皆様のアイディアと多大なるご協力があったか
らです。
　ひとつの例として、メインスタンド側の客席があ
ります。通常購入すると１席数万円もするものです
が、以前日韓ワールドカップ開催時に神戸のスタジ
アムで増設され、ワールドカップ終了後、撤去され
たものをクラブがもらってきていました。しかしそ
のままでは、色もバラバラで使えないものを地元境
港の企業様が、｢うちに任しとけ！！｣と塗り直して
くださり、あのようにすばらしいメインスタンドが
できたのです。

１２月９日に完成記念試合
「YAJIN オールスターズVSガイナーレ鳥取」が行われました。

米子市安倍に完成!!

日本初 市民クラブ発 市民の協賛金を財源につくったスタジアム

N EW  WAVE 1
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広がる支援の輪
　当初、計画を立ち上げた時には、｢そんなの無理
だ！｣｢夢物語だ！｣と言われることも多くありまし
た。しかし、その反面応援して下さる方の輪も広がっ
ていき助けていただきました。一番に立ち上がって
くださったのは、一般サポーターの皆さんでした。
商店街や国道沿いをポスター貼りしてくださった
り、お盆の帰省客の皆さんに向け米子空港でチラシ
配りをしてくださったり。
　これらの報道を皮切りに、応援の輪は広がってい
きました。地元経済界を中心に、｢ＹＡＪＩＮスタジ
アムをみんなでつくる会｣を立ち上げてくださり、
企業の皆様へのお声がけ、市民の皆さんに１０００
円のご協賛を募る運動を広げていただきました。各
企業・自治体・団体を中心に芳名帳を回してくださ
り、約１万名以上もの方がスタジアムにご協賛して
くださいました。

サッカーに限らずスポーツを通じた交流を深める
場として、市民の皆様に提供します。また地域の皆
様の憩いの場、観光の場としても地域社会に貢献
できるよう計画しています。

感謝をこめて
　昨年１２月９日チュウブＹＡＪＩＮスタジアムが
完成し、完成記念試合が行われました。ガイナーレ
鳥取と対戦したのは、YAJIN オールスターズ。岡
野選手と縁のある名古屋グランパスの田中マルクス
闘莉王選手をはじめ、日本の名だたる選手が、米子
に集結しました。暴風雪という悪天候の中、山陰全
土のみならず全国から４３４４名の方がご来場いた
だきました。
　このプロジェクトに関わって下さった各方面すべ
てのどなたが欠けてもこの日を迎えることはできな
かっただろうと思います。改めてご支援ご協力いた
だいた皆様に感謝申し上げます。
　弊クラブとしても今後とも地域の明るいスポー
ツ・文化発展のため、新しい時代を拓く礎にならん
ことを願い、鋭意努力する所存であります。何卒、
趣旨をご理解の上、ご支援・ご協力・ご協賛を賜り
ます様、お願いいたします。

駐車場

入口

スタジアム

管理棟

バス乗り場

天然芝広場

クラブ
ハウス

トイレ

YAJIN ロード
レンガ設置

「YAJIN スタジアムをみんなでつくる会」発足式のようす。

スタジアムにご協賛企業の方の
名前は、半永久的に顕彰されます。

YAJIN ロードレンガに刻まれたお名前

㈱ SC鳥取西部本社 米子市久米町 253-1
TEL 0859-37-3515  FAX 0859-37-3510

連絡先
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　山陰コンテンツビジネスパーク協議会は、平成23年7月8日に「山陰をポップカルチャ
ーの聖地へ！」これを合言葉に設立され、その後、平成24年4月11日に一般社団法人化し、
米子市中心市街地活性化協議会と連携の下、新ビジネス商業空間と新たな賑わいの創出
による米子市中心市街地活性化事業として「よなごコンテンツビジネスパーク開発構想」
を策定しました。 
　山陰コンテンツビジネスパーク協議会は、現在、経済産業省より経営力強化策実施地
域モデル事業に認定頂いております。（全国で19団体、中国地方で1団体のみ、コンテン
ツ産業では全国唯一であります。） 

山陰コンテンツビジネスパーク協議会設立 
そして「よなごコンテンツビジネスパーク開発構想」へ！  

一般社団法人
山陰コンテンツビジネス
パーク協議会理事
宇田川　正樹

コンテンツの力と魅力！  
　世界のコンテンツ市場は急速な拡大が進んでおり、中でも日本のコンテンツは世界的
に高い評価を受けており、我が国の今後の経済活性化手段として期待を集めています。
日本のコンテンツ産業の市場規模は2008年度実績で13.8兆円となっており、日本政府は
2015年に向けて20兆円まで市場規模を拡大するという目標の下、制作環境の整備や人材
育成、著作権やコンテンツ促進法の見直しなどの課題に取り組んでいます。 
　鳥取県では鬼太郎の水木しげる氏、コナンの青山剛昌氏など日本を代表するクリエー
ターを多く輩出しており、コンテンツなどを生み出す潜在的なものがある地域であると
思われます。 
 
よなごコンテンツビジネスパーク開発構想とは？ 
　コンテンツを活用した産業振興とコンテンツを活用した地域活性化を主な目的とし、
取組が一過性のものに終わらせない為に、ポップカルチャーをコンセプトとしたコンテ
ンツビジネスが、この地に定着する為の5策を提唱しています。 
 
 
 

 1. 人材育成・・・・・クリエーター育成の一環として「デジタルハリウッドSTUDIO米子」整備 
 2. 活動支援・・・・・活動支援策として新人クリエーターの為のアワード創設検討 
 3. 情報発信・・・・・地元メディア連携やインターネットメディアの活用方法検討 
 4. 企画製作工房・・・㈱ガイナックス、㈱スターなど県外企業の誘致促進と企画製作工房の集約化 
 5. 販売チャネル・・・コンテンツ商業拠点の一環として「アルファビル」整備と県外拠点検討 
 
　ガイナーレ鳥取のキャッチフレーズである「強小」。鳥取県は全国で一番人口も少なく資本力もない県であり
ますが、その地域性を活かすビジネスがコンテンツビジネスであると考えています。コンテンツビジネスは「知
恵・感性・技術」のビジネスであり、大きな資本力を必要としない頭脳のビジネスであります。 
　平成24年は「まんが王国とっとり」建国イヤーとして、国際まんが博が企画され、国際マンガサミット、第二
次映画事変、よなごワンダーなどで、何かとポップカルチャーが良いも悪いも話題の中心に有り、我々の取組も
注目された年で有りました。10月にアルファビル、12月にデジタルハリウッドSTUDIO米子も何とかオープンに
こぎ着けました。平成25年は本当の意味で勝負の年であります。皆様方のご支援やご期待に応えられるように、
コンテンツビジネス定着の5策実現に向け精進してまいります。 

コンテンツビジネス定着の5策

1.人材育成 2.活動支援 3.情報発信 4.企画製作工房 5.販売チャネル

N EW  WAVE 2
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今
、米
子
駅
前
通
り
が
熱
い
！　要因には様々な事が有ると思われるが、

大きく分けて以下の事が考えられる

① 米子駅前の宿泊率向上　② 若年層の飲酒率の減少
③ ２次会、３次会などのコミュニケーションの減少

　山陰自動車道の青谷（鳥取市）～はわい（湯梨浜町）、名和（大山町）～米子西（米子市）の区間が開通。平
成23年２月27日には、大栄東伯（北栄町）～赤碕中山（琴浦町）の区間が開通した。
　この区間開通により、鳥取・倉吉・米子間の移動時間が短縮され、鳥取にビジネスで訪れた県外サラリーマン
の宿泊先が中間地点の倉吉から米子へと移ってきている。現に米子駅ビジネスホテルの宿泊率はUP傾向にある。
夜食をしないビジネスホテルでは飲食が出来ない為、米子駅前の居酒屋などで食事をする傾向だ。現に居酒屋な
どの平日利用客は3割程度が県外のお客様で占められている。
　また、長引く景気低迷などで観光客の新たなスタイルとして、旅館では無くホテル宿泊、地元飲食店での食事
そして温泉は日帰り入浴、などが考えられ、飲食店の利用が増える要因となっている。
　さらに、若年層の飲酒率減少、ビジネスコミュニケーション減少に伴って、飲酒でのコミュニケーションは1
次会を主としたコミュニケーションに変わっています。その為、最近はカラオケ店などでは、居酒屋とタイアッ
プしたプランで、食の提供にも力を入れたセットプランを設け、滞留時間を長くし一軒で充分に満足させるよう
な企画にされています。このように現代のニーズに飲食店が変化し、更にコミュニケーションの多様化、携帯、
ネットも拍車をかけ1次会で完結しやすい駅前にお店が集中し始めているのではないでしょうか。出店が相次ぎ、
そこに人が溢れ、更に様々なサービスが生まれる原理は昔も今も変わりません。今後、さらに米子駅前には期待
し、米子の発展の新たな起爆剤になって欲しいと思います。

不況と云われる昨今、
この数年、米子駅前に飲食店の
出店が相次いでいる。
全国的に見ても、地方の駅前は衰退の傾向が強い中、
今米子駅は飲食店が相次いで開店。
新たな飲食店激戦区となっている。

青年部会研修副委員長
漆　原　輝　之
〈㈱染創〉

N EW  WAVE 3
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　鳥取県は、県土の70％以上を森林が占める緑に恵まれた県です。この森林を守り育てるため、鳥取県内各地で
は「とっとり共生の森」活動、「森林環境保全税」・「カーボンオフセット」を活用した森林整備を始めとする、
企業や県民と協働し森林保全活動の輪を広げています。
　そんな中、鳥取県では、豊かな国土の基盤である森林・緑に対する国民的理解を深めるため、毎年春に天皇皇
后両陛下ご臨席のもと行われている全国植樹祭を平成25年５月26日に「感じよう　森のめぐみと　緑の豊かさ」
をテーマとして県内外から約5,000人を招待して開催します。鳥取県での開催は、昭和40年５月に開催した第16
回大会以来、48年ぶり２回目となります。
　今回の第64回全国植樹祭では、県民全体で推し進める森林づくりのモデル林を整備し「持続可能な森づくり」
を形成するなど、環境先進県「とっとり」の活動を県内外に発信します。

　

　また、第64回全国植樹祭の開催を契機に、県民、企業、ボランティア等の多くの皆さんが環境保全活動に取り
組み、自ら行動する県民運動「とっとりグリーンウェイブ」を展開しています。
　この県民運動を第64回全国植樹祭と同じ平成25年に鳥取県で開催される「第30回全国都市緑化とっとりフェア」

「エコツーリズム国際大会2013in鳥取」へと発展・承継させ、緑豊かなふるさと鳥取県から「とっとりグリーン
ウェイブ」の大いなる風を起こします。

第64回全国植樹祭の概要 ──────
開催時期　平成25年5月26日（日）
開催場所　式典会場：とっとり花回廊（南部町）
　　　　　植樹会場：とっとり花回廊いやしの森（伯耆町）
　　　　　国立公園奥大山鏡ヶ成高原めぐみの森（江府町）

式　典 ──────
　鳥取の豊かな自然や文化、森林、林業、木材産業などの
紹介や森・川・海の繋がりを表現する集団演技のほか、県
民が参加する創作劇「大山森話（だいせんしんわ）」を上演
します。
　また、例年、天皇皇后両陛下によるお手植え、お手播き
の他、国土緑化功労者等の各種表彰、創作ダンスや吹奏楽・弦楽による大会テーマの表現、次期開催県へのリレ
ーセレモニー等を行います。
※創作劇「大山森話」・・・木や森と共生することの大切さを子供と木の精の語らいで表現。
　　　　　　　　　　　　 脚本・演出は「鳥の劇場」芸術監督の中島諒人氏

カーボンニュートラル

全国植樹祭が鳥取県にやってくる!
緑の大いなる風をとっとりから

持続可能な
森林づくりの
イメージ

48年ぶり!! 
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植樹行事 ──────
植樹会場において、未来の森をイメージしながら参加者全員で苗木を植樹していただきます。ただ植樹をして緑
を増やすだけでなく、植樹した苗木は、４つのテーマを持った鳥取県の新しい森を形成します。

おもてなし広場 ──────
式典と植樹の合間に招待者の皆様に楽しんでいただける場として、
鳥取県の食、特産品の販売コーナー、森林・林業・木材産業、観光
等の紹介コーナー、県立日野高等学校による荒神神楽などの郷土芸
能を披露するステージを御覧いただけます。県民の方には鳥取県を
再発見いただき、県外の方には鳥取県の良さをアピールします。

全国植樹祭を盛り上げる様々な取り組み ──────

　全国植樹祭で参加者が植樹する苗木の一部は、「スクールステイ」や「ホームステイ」と
して県内の小学校や団体に預け、育ててもらっています。
　　○スクールステイ　県内小学校37校で約1,000本の苗木を育成
　　○ホームステイ　　県内236団体で約3,000本の苗木を育成

　植樹行事をリレー形式で繋ぐ「リレー植樹」を県内全市町村で開催しています。
全国植樹祭開催まで県内全域で植樹をし、緑化の心を広げています。

　県民運動「とっとりグリーンウェイブ」の中心となる方を「美鳥（みどり）の大使」に認定し、ふるさとの森・
川・海をはぐくむ活動を県内に広げています。現在、美鳥の大使は4万人を突破し、自然環境の保全に対する取
り組みが広がっています。

【生活の森】
人々の暮らしと共存した里山の森
アラカシ、スダジイ、コナラなど

【学習の森】
県内の代表的な樹木を植栽する学習の森
アカマツ、ヤブツバキなど

【体験の森】
人と動物がふれあう多様性の森
エノキ、シバグリ、アベマキなど

【交流の森】
四季の彩りを感じられる樹木の森
ヤマザクラ、イロハモミジなど

問い合わせ先
〒683－0054　米子市糀町1－160
鳥取県西部総合事務所新館2階
鳥取県全国植樹祭課　電話　0859－31－9364

苗木のスクールステイ・ホームステイ

　美鳥の大使が繰り広げる様々な活動

リレー植樹

ふるさとの森・川・海とともに生き、それらをはぐくむ活動

⑴ 森林環境の維持・保全活動
植林や育林、県産材製品の普及活動

⑵ 環境美化・啓発活動
農山村・都市景観の美化、自然の豊かさ
を情報発信する講演会やエコツアーなど。

⑶ 海・川・湖沼の環境・水産資源の
　 保全活動

検索鳥取県植樹祭



　10月11日「第29回法人会全国大会　北海道大会」が北海道釧路
市の「釧路市民会館」において、全国から1600名を超える会員の
ほか、地元及び近隣地域の企業経営者の方の参加も得て開催され
ました。
　第一部で、片山善博慶応大学教授による講演「地方の済世と日
本の将来」。北の国で久しぶりのあの笑顔、あの声を懐かしく聞き
ながらも、片山教授が常に発言されている「地方から国を動かそう」
との熱い想いに感銘を受けました。
　本番は、何と言ってもメインの「平成25年度税制改正に関する
提言」報告。金田全法連税制委員長から提言作成の経過や背景、

重点ポイントが映像を交えて説明され、本年の「税制改正に関する提言」は、成立した社会保障と税の一体改革
関連法に関する内容が中心テーマであり、提言の基本的スタンスは、日本の将来を左右する国家課題に対し、「決
められない」と批判されてきた政治が民、自、公3党合意により一定の政治決定を行ったことを評価しつつも、
重要なのはこれからであることが強調された。一体改革は持続可能な社会保障制度の構築と財政の健全化の両立

を目指すもので、消費税10％への段階的引き上げを柱とした今回
の関連法は、この二つの問題解決に向け一歩踏み出したに過ぎな
いと認識しているからである。このため、各会議で、今後の改革
のあり方を中心に積極的な議論が展開され、何より重要なのは社
会保障分野を含めた聖域なき歳出削減であるとの結論に至ったと
のことであった。
　また、長引くデフレと欧州債務危機などによる世界経済の低迷
が、地域経済と雇用の担い手である中小企業に大きな悪影響を与
えているとの認識でも一致し、提言では政府がこれらの問題に対
して全力で取り組むよう求めると同時に、とりわけ消費税の適正
な価格転嫁対策と事業承継税制の充実が重要であることを指摘し
たとの報告がされ、会場全員一致でその報告が了承され、本大会
スローガンを採択して大会は終了した。
　大会を終えた一月余りたった11月、衆議院解散が表明され、12
月に総選挙。そして政権交代で安倍政権が誕生。私どもが提起し
た「平成25年度税制改正に関する提言」のテーマである「地域経
済と雇用の担い手である中小企業に活力を与える税制」実現を強
く訴えていかなければとの思いを再確認したところです。

鳥取と釧路【釧路大会余話】
　今回の北海道大会の連絡が入ったころ、地元新聞記事で「賀露
大橋のたもとに『釧路開拓移民団出港の地』の記念碑がある。」
とあり、釧路と鳥取の関わりを初めて知り、「この機会に」と時
間を作って釧路の「鳥取神社」を訪ねた。釧路「鳥取」の歴史は、
あまりにも厳しく悲しい物語であったようだ。明治維新後の鳥取
藩士が置かれた境遇、「地獄絵図の田舎を二度と踏まじともよし」
と生きるためと水杯を交わしての離郷、入植当時の有様を目の当

第29回法人会全国大会　北海道大会

平成 25年度税制改正に
関するスローガン

〔総論〕
• 待ったなし。国・地方とも

聖域なき行財政改革の断行を！
• 活力ある経済社会の実現を目指し、

抜本的な税制改革を！

〔震災復興〕
• 予算の迅速な執行など、
万全な体制により被災地の早期復興を！

〔所得税〕
• 所得税は広く薄く負担を求め、

努力した人が報われる税制の構築を！

〔法人税〕
• わが国企業の国際競争力確保のためにも、

さらなる法人税率の引き下げを！

〔事業承継税制〕
• 地域の活性化・雇用確保に資するためにも、

欧米並みの本格的な事業承継税制を！
　
〔消費税〕
• 増税だけに頼るのではなく、

徹底した歳出削減の実施を！

〔地方税関係〕
• 地方分権の推進のため、

三位一体改革の更なる徹底を！

〔その他〕
•年金・医療・介護制度について改革を断行し、

持続可能な社会保障制度の確立を！

“企業活力を支える税制“を求めて
全国から釧路に集まり税制改正提言を
～第29回法人会全国大会　北海道大会～
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　10月11日に開かれた「法人会全国大
会　北海道大会」で採択・確認された

「平成25年度税制改正に関する提言」
を現実のものにするため、地元国会議
員に面談して所属政党への働き掛け
を、地方の税制・財政運営を行う米子・
境港市長、市議会議長には「活力を生
み出す税制」への取組みを求めて、私
たちの考え方を訴えてきました。
　政権交代となって「国土強靭化」路
線が前面に打ち出された今、私たちが
訴えてきた「活力を生み出す税制」構
築に、今まで以上に、提言実現への活
動を強めていく必要があります。

企業税制の第一はこれだ! 
各政党、地方公共団体に

税制の提言を
赤澤議員に「提言書」を渡す鷲見会長、

髙橋税制委員長

野坂米子市長「提言書」を渡す鷲見会長、
髙橋税制委員長

伊達市民生活部長に「提言書」を渡す
岡空境港支部長

湯原前議員に「提言書」を渡す鷲見会長、
髙橋税制委員長

松井米子市議会議長に「提言書」を渡す
鷲見会長、髙橋税制委員長

松下境港市議会議長に「提言書」を渡す
岡空境港支部長ほか役員の皆さん

平成24年度 税務署長表彰　申告納税制度の普及・発展に貢献
　11月15日（金）、米子税務署において角博明米子副市長をはじめ、
各界から多くのご来賓が出席された中、「平成24年度米子税務署
長納税表彰式」が挙行され、勝部芳子女性部会部会長の税務署長
表彰をはじめ、難波収理事、八幡康久青年部会副部会長、岩﨑瑞
枝女性部会理事が感謝状の贈呈を受けられました。
　岡山保則米子税務署長から「みなさんは、長く各団体の活動を
通じて、国の根幹を支える税制度の普及発展や税知識の普及に尽
力された」と、これまでの積極的な活動の実践に「敬意と感謝」
の意を述べられ、ひとり一人に表彰状、感謝状が手渡されました。

　式典の締めくくりは、勝部
芳子女性部会長による受彰者
代表のあいさつで「この受彰
を機に、正しい税知識の普及・
納税意識の高揚に資するよう
活動していきます。」と熱意
を述べられました。

受彰者を代表して、挨拶する
勝部芳子女性部会部会長

左から八幡青年部副部会長、難波理事、伊坂副会長、
勝部女性部会部会長、岩崎女性部会理事

たりにジッと立ちすくむ思いで、「筆舌尽くし難し」の
言葉しか浮かばなかった。
　明治17年18年と105戸513名が賀露港から約7日間をか
けて入植地釧路港に。想像を絶する開墾生活、厳しい生
活苦の中にあっても2年後には「鳥取簡易小学校」を、4

年後には鳥取神社創祀。鳥取人の意気と品位に感じ入っ
てしまった。「鳥取県」の名が一時ではあっても世の中
から消えたという事実。鳥取藩士の北国への移住政策。
それでも「鳥取を愛する」という。「故郷」とは一体何
なのだろうかと考えさせられる機会でもありました。
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　9月13日（木）秋の「古布・古タオル寄贈」事業は、曇り空の中で青年部会役員の先導するトラックが「ホテ
ルわこう」前を出発してスタートしました。今回は、寄贈先の位置関係から、なかなか行けなかった日南町の福
祉施設を第一寄贈先に決定して、作業を開始しました。特に、前回から、回収物
をTシャツ・タオルに限定しようとしたこともあって、回収量がやや減少したこ
とから、「今回も回収量が少なくなりはしないだろうか?、多くの方々に回収に参
加いただくためには?」と、女性部会員のネットワークをフル回転させての回収活
動を展開。その取組みが功を奏し、又「日本海新聞」の生活面にも取り上げてい
ただいたこともあって、会員企業のほか、個人の方々からも多くの電話連絡もい
ただいて、前回を上回る回収ができました。今まで以上に「地域ととともに歩む」「地
域社会に役立つ」活動を実感することができました。
　3・11震災から「日本の心」が大きく取り上げられ、
社会の「絆」の大切さを目の当たりにするにつけ、
約10年前から始まった「古布・古タオル回収・寄贈」
活動をスタートされた先輩諸氏の視点の先見性に、
改めて畏敬の念を覚えるとともに、今の法人会が
目指す「地域とともに歩む」という理念の実践に
意を強くしたところです。

古布・古タオルで紡ぐ地域の絆

　例年行っている「税を考える週間・協賛街頭キャンペーン」は、11月13
日（火）米子間税会と共同して、米子市内４か所で街頭活動を行いました。
　イオンモール日吉津ショッピングセンターでは、昨年同様、法人会ゆる
キャラ「けんた君」の登場。イオン米子駅前店ではe－Taxの着ぐるみキ
ャラクター「イータ君」。米子高島屋では米子間税会のみなさん、ホープ
タウンでは「税の歴史」「租税教室」パネル展示。
　それぞれの場所で、税知識の普及とともに、イータックスの活用、「納
税はダイレクト納付」方法などを紹介した「ポケットティッシュ」を配布
して、「国民ひとり一人が、税について考えよう」と訴えました。
　街頭キャンペーンには、米子税務署から漆谷副署長、石原法人課税第一
部門統括官など幹部の方も、揃いの税務署スタッフジャンバーを着て駆け
つけられ、行き交う人々の眼を奪っていました。

税の役割りを考える機会に　「税を考える週間」街頭キャンペーン

南部町「ゆうらく」にて

西部やまと園　にて

日南福祉会「あかねの郷」にて

社会貢献活動のコーナー

御 協 力 い た だ い た 企 業 ・ 団 体 様

㈲足立道路
㈱岩崎組

（医）社団魚谷眼科医院
㈱エッグ
㈱雲越商店
尾崎商事㈱山陰営業所
尾崎商事㈱米子工場
㈱皆生グランドホテル
㈱皆生つるや
㈱かな山服装
環境建設㈱
㈱越河
㈱勝部朝日会計
㈱桑本総合設計
㈱ＧＲＡＺＩＥ

㈱ケイズ
㈲笹間建材店
サンイン技術コンサルタント㈱
㈱山陰放送
㈱山陰合同銀行米子支店
山陰打設㈱
山陰化成工業㈱
㈱三伸総合設備
シャトー・おだか
㈱葬仙
大山レークホテル
㈲松月旅館
㈲高田
㈲高橋会計事務所
㈲角森自動車工業

㈱トンボ
（税）パートナーズ山陰支店
㈱ハローツーリスト
㈱ハッピーガスフォーラム
㈱備中屋本店
㈱ＢＥＡＮＳ
㈲フレッシュ電子
㈲福田宝進洞
堀田石油㈱
㈱やまさき

（医）養和会
米子税務署
鳥取県西部総合事務所
米子市役所
米子信用金庫

㈱米子青果
㈲米子ニューアーバンホテル
㈲米子報知機
㈲米子屋旅館
ワタキューセイモア㈱米子営業所

三保公照
久保田博
生涯学習ボランティアバンクＯＢ会
内藤玲子
安部育代
本庄緑
匿名の方3名

（敬称略・50音順）
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　11月12日（月）、米子市湊山公園に「ソメイヨシノ」5本を寄贈。「桜の名所」米子市の湊山公園整備計
画に参加し、ゆとりの街・緑豊かな街づくりに一役買おうと、始めたこの事業も、今年で4回目を数えます。
最初に植樹したソメイヨシノも幹を太くし、昨春には枝一杯に花をつけた姿を見て、市民のみなさんと
一緒に「桜まつり」を彩っていたのを思い起こしました。
　当日、国税庁主催の「税を考える週間」が実
質スタート。野坂米子市長、岡山米子税務署長
にも参加いただき贈呈・植樹式を行って、春に
は米子の「桜の名所」を一段と華やかにしてく
れることを願い、参加者は「地域とともに歩む
法人会」の役割りを地道に果たしていくことを
誓い合いました。

ゆとりのある街　緑豊かな街に

取県西部地区には“被災者に寄り添い、励まそう”
という絆を大切にする多くの人々が住む「日本一住
みよい県、地域」だと自慢したい思いを強くしました。
　平成25年も第3回を企画いたします。
　多くの皆さまの是非ご参加を!!

　10月26日（金）秋晴れの中、第2回がんばろう
日本！チャリティゴルフコンペが、大山平原ゴル
フクラブにおいて開催されました。「3・11復興」
は被災地の問題ではなく、国民ひとり一人の問題、
重要な課題と受け止め、“それぞれが出来ること
から、出来る範囲で”息の長い支援活動として行
っていくことが大切です。米子法人会もこの立場
に立って、私どもの出来ることとして、日常生活
の中に支援の輪を作っていこうと、今年も“チャ
リティーゴルフコンペ”を企画しました。当法人
会の会員に限ることなく、友人や知人の方々にも
ご参加の呼びかけを行ったところ、ゴルフシーズ
ン真っ只中、しかも金曜日という日程にも関わら
ず76名の参加を得て大盛況のチャリティコンペ開
催となりました。
　恒例のショートホール「ワンコイン（500円）
ペナルティ」は女性部会員の持つ「チャリティ
BOX」に吸い寄せられて、“チャリン”の音。
BOXに収まったショートホールチャリティ募金
は、寄せられた義援金とともに141,500円の「被
災地に寄せる心」として「宮城県復興義援金」に
寄贈、送金させていただきました。
　ご参加され、募金にご協力いただきました皆さ
まのご熱意に改めて御礼申し上げます。
　“殺伐とした社会”と言われて久しい現代、鳥

プレートを付ける
野坂米子市長

植樹をする岡山米子税務署長（手前）、
野坂米子市長（右）

レディス優勝の服部泰子さん

3.11復興支援　がんばろう日本！
チャリティゴルフコンペ　開催

　びっくりしました。
　島田さんに声をか
けていただき、初め
て参加しました。
　天候に恵まれ、楽
しいコンペで僅かで
すが復興支援にもな
れば一石二鳥ですね。

優勝者
権田正彦さんの
コメント

優勝商品ドンペリを片手に…



　米子法人会の青年部会が、西部地区の小学生に租税教室をさせて頂くようになり、今年
で６年。初年度の児童は今春高校を卒業。多くの人が社会の荒波に船出することでしょう。
税金とは社会に納める会費のようなもの、税金がない世の中はどうなるのだろう、そんな
ことをクイズにしたりビデオを見せたり、我々なりに手を替え品を替え啓発してきました。
拙い説明にもかかわらず、聞く側はいつも真剣。時には、こちらがドキリとする鋭い質問も。
今年も良い意味での緊張感をもって、青年部会では計10校の６年生にお話をさせて頂きました。
　さて、小学生一人当たりに使われる税金は何と約83万円。卒業するまでには約500万円もかかっていることを
皆さんご存知でしょうか？今日の日本の繁栄を築き上げたのは、まさにこの教育への投資があってとの思いを強
くしております。消費増税が間近にせまり、否が応でも税金への関心は高まるばかりですが、次代を担う小学生に、
少しでも納税への意識をもって社会に出てもらいたい、そんな気持ちでこれからもこの租税教室を微力ながらも
続けてまいりたいと思う次第です。

福生東小学校 尚徳小学校

大山小学校

淀江小学校

河崎小学校 弓ヶ浜小学校 和田小学校

名和小学校

彦名小学校

誠道小学校 余子小学校 外江小学校 渡小学校

ワァー !! 

1億円!!

杉本先生、大活躍！！

納税意識の啓発への取り組み
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青年部会副部会長
杉　本　真　吾

を開催！小学校で「租税教室」
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『もっと知ろう！ がんのこと』『もっと知ろう！ がんのこと』
～『がん大国 日本」で生きていくために～

平成25年 3月16日（土）  13：00～16：30 平成25年 3月16日（土）  13：00～16：30 日　時

米子コンベンションセンターBig SHiP　1階情報プラザ
（米子市末広町294）
米子コンベンションセンターBig SHiP　1階情報プラザ
（米子市末広町294）

場　所

主催／公益社団法人　米子法人会
　　　電話：０８５９－３２－６６１６　FAX：０８５９－３２－６６１５
共催／鳥取県西部総合事務所福祉保健局
　　　電話：０８５９－３１－９３１９　FAX：０８５９－３４－１３９２
後援／アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）

講演会 ・
相談会申込み
お問合せ

◇ １３：００～１３：３０ 受付

◇ １５：１０～１５：４０ がん個別相談会
 　（若干名要予約）

◇ １３：３０～１４：３０ 講演 「がんで死なないために」
講師　南部町国民健康保険西伯病院
　　　院長　木村　修　氏

◇ １４：４０～１５：１０ がん体験談
山陰労災病院がん患者サロン『和みサロン』世話人
あけぼの会鳥取県支部会員

・ がん検診オリジナルトイレットペーパー
・ 手作りお菓子  ほか

来場者プレゼント来場者プレゼント

参加無料

講師紹介講師紹介 南部町国民健康保険西伯病院
院長　木村　修　氏

西伯病院院長。
専門は消化器外科（特に大腸がん）。日本外科学会・日本消化器外
科学会・日本大腸肛門学会専門医。日本オストミー協会顧問医。
消化器がん外科治療認定医。
県内で初めて、血液中のアミノ酸濃度のバランスの違いを分析
し、がんになる危険性、がんの可能性を予測するアミノインデッ
クス検査を実施している。がんに関するパネル展（１３：００～１６：３０）入退場自由

がんに関するパネル展（１３：００～１６：３０）入退場自由

申し込み締め切り　3月11日（月）

開催日時

講師：井村 登　 公認会計士
㈲オフィス井村　代表取締役

「税務調査はこう変わる！」
平成25年3月8日（金）　13：30～15：30開催日時

米子市文化ホール　イベントホール会　　場

会員／無料　一般／300円（資料代）参 加 費

3・8 必聴 ! 税務研修会
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確定申告はｅ-Tax
（国税電子申告・納税システム）の利用を

計算され、所得税、個人事業者の消費税及び贈与税
の確定申告書などを作成することができ、ｅ－Ｔａ
ｘにより送信することもできます。
　また、米子税務署においては、平成25年２月12日

（火）から３月15日（金）までの間（土、日を除く。）、
米子コンベンションセンターに申告会場を設けてお
ります。確定申告の相談で申告会場にお越しになら
れた皆様には、できるだけご自身で確定申告書を作
成して提出していただけるよう、職員が会場を巡回
し、確定申告書作成のためのアドバイスを行ってお
ります。さらに、申告会場では、国税庁ＨＰが利用
できるパソコンを設置し、それを利用して確定申告
書を作成していただくとともに、ｅ－Ｔａｘの利便
性を体験していただける環境を用意しておりますの
で、ぜひご利用ください。

ダイレクト納付
　次に、「ダイレクト納付」についてご紹介します。
ダイレクト納付は、事前に税務署に届出をしておけ
ば、ｅ－Ｔａｘを利用して申告又は納付情報登録依
頼をした後に、届出をした預金口座から即時または
期日を指定して納付することができる電子納税の納
付手段です。
このダイレクト納付は、①税務署や金融機関に出向
くことなく自宅やオフィスなどから納付が可能であ
ること、②納付手続きが簡単であること、③インタ
ーネットバンキング契約が不要であること、④即時
または期日を指定して納付が可能であることなどの
メリットがあります。
　これまで振替納税ができなかった法人税及び法人
の消費税についても利用可能となっており、特に納
付回数の多い源泉所得税や消費税の中間申告分など
に便利ですので、ぜひご利用をご検討ください。
　終わりになりましたが、皆様の企業のご繁栄と皆
様方のご健勝を祈念いたします。

　各企業の皆様方には、日ごろから税務行政に対し
まして、深いご理解と格別のご協力を賜り、厚くお
礼申し上げます。
　さて、最近の税務を取り巻く環境は、経済社会の
グローバル化やＩＣＴ化などに加え、改正通則法の
施行、消費税率の引上げといった大きな制度改正へ
の対応が求められています。
　こうした中で、私どもに与えられた「納税者の自
発的な納税義務の履行を適切かつ円滑に実現する。」
という不変の使命を踏まえ、法定化された調査手続
等を遵守しながら、引き続き「適正・公平な課税と
徴収の実現」という任務をしっかり果たしていくこ
とが、国民の負託に応え、信頼を維持していくこと
に繋がるものと考えています。
　また、「ｅ－Ｔａｘ」につきましては、昨年６月に
公表された「国税庁における業務プロセス改革計画」
により、オンライン利用率についてさらに高い目標
が設定され、普及及び定着に向け、取り組んでいる
ところでございますので、皆様方にも積極的なご利
用をお願いします。

所得税・個人事業者の
消費税・贈与税の確定申告
　さて、本年も所得税、個人事業者の消費税及び贈
与税の確定申告時期がまいりました。税務署では、
できるだけ納税者の皆さまにご自身で確定申告書を
作成していただき、お分かりにならない点があれば、
申告書の作成に必要なアドバイスをさせていただく

「自書申告」を推進しています。
　このため、国税庁のホームページ（ＨＰ）などで
税に関する情報やサービスを提供するとともに、国
税庁ＨＰでは、ご自宅で確定申告の作成ができるよ
う「確定申告書作成コーナー」やｅ－Ｔａｘが利用
できる環境を整えております。
　この「確定申告書等作成コーナー」では、画面の
案内に従って金額などを入力すれば税額などが自動

米子税務署長

岡　山　保　則

税 務 署 の コ ー ナ ー
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※なお、申告会場の設営期間中は、税務署では申告相談を実施していませんので、ご注意ください。

ご自分で申告書を作成することが難しい場合は、
申告会場をご利用ください。申告会場について

受付時間 9：00～ 16：00（相談時間 9：00～ 17：00）
平成25年2月12日（火）～平成25年3月15日（金）まで　※土・日は除きます。期　間

米子コンベンションセンター（ビッグシップ）　2階 国際会議室 ［米子市末広町294］場　所

平成24年分の申告で
最高3,000円の税額控除
平成24年分の所得税の確定申告を本人の電子署名及
び電子証明書を付して、平成25年3月15日（金）ま
でにe-Taxで行うと、所得税額から最高3,000円の
控除を受けることができます（平成19年分から平成
24年分の間でいずれか1回受けることができます。）。

還付がスピーディー
e-Taxで申告された還付申告は書面申告と比べて早
期処理しています（3週間程度に短縮。）。

添付書類の提出省略
医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容（病
院などの名称、支払金額等）を入力して送信すること
により、これらの書類の提出又は提示を省略すること
ができます（法定申告期限から5年間、税務署から書
類の提出又は提示を求められることがあります。）。

24時間受付（e-Tax送信可能時間）
平成25年1月15日（火）から所得税の確定申告期限
の3月15日（金）までは、メンテナンス時間を除き、
24時間e-Taxの利用が可能です。



会 員 の コ ー ナ ー

　「好熱菌」は38億年前に地球上で初めて誕生した生物といわれ、地
球創生期の過酷な環境を生き抜いてきました。現在では熱水鉱床や高
温温泉のなかで生息が確認されています。弊社の好熱菌資材は鳥取大
学農学部と国立米子高専物質工学科との共同研究により、山陰の温泉

から分離・培養した好熱菌を使
用しています。
　現在、応用製品として「栄栽
強育（えいさいきょういく）」（販
売者：エコアート(株)）を植物
生長促進材としてWebや地元ホ
ームセンターで販売しています。

皆生温泉から抽出された好熱菌

「好熱菌で未来を拓く」
鳥取大学発ベンチャー

株式会社  楽   人らくと

米子市日下1247鳥取県産業技術センター内
TEL0859-27-1232　FAX0859－30－3005
http://www.lacto.co.jp/   info@lacto.co.jp

　今年は山陰の休耕地を利用した「ハイオレックひまわり」栽培事業を計画しています。新品種
の「ハイオレックひまわり」の種子からは、オレイン酸が85％以上含まれる油が採れます。オレ
イン酸は高級オリーブ油の主成分（約77％）で、LDL（悪玉）コレステロールを減らす健康油
として注目されています。「ハイオレックひまわり油」はオリーブオイルのようなクセが少ない
ため、食材を選ばず食用油として使い勝手に優れています。すでに国内航空会社のファースト・
ビジネスクラスの機内食用に採用が決まっています。また、酸化されにくい特長を活かし化粧品
などの工業原料としても利用できます。さらに、搾油後の搾り粕にはオレイン酸がたっぷりと含
まれるため「ブランド牛・
豚」向けの飼料としての
需要があります。現在、
農工商連携を目指し栽培
農家（または会社）様を
幅広く募集しております。
ご興味のある方は、ぜひ、
ご一報くださいませ。宜
しくお願いいたします。 タイ・ナコンサワン県のハイオレックひまわり畑
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　平成24年11月1・2日の２日間、宮崎県シーガイ
アコンベンションセンターにおいて、第26回「全
国青年の集い」が、新価値創造「復興から未来へ。
今、見せよう。日本の底力」をスローガンに2008
名の参加者のもと開催されました。
　本大会には米子から、荒濱青年部会長ほか7名
が、空路伊丹空港より宮崎へ出発しました。私は
青年部会ラストイヤーでもあり、宮崎県未体験で
したので、清水の舞台から飛び降りる気持ちで参
加しました。途中機内で隣り合わせた初老の女性
客は、宮崎のご実家に帰られるようで、終始に渡
って「宮崎自慢」を語られ、到着まで寝かせても
らえませんでした。「たくさんお土産を買って、
どんどん美味しい食事をしてくださいね」彼女の
言葉には、故郷への愛着があり、コンベンション
開催の趣旨をあらためて感じました。
　空港ロビーを出ると、南国の香りを感じます。
リムジンバスから見えるシーガイアまでの風景
は、半世紀前はハネムーン旅行の一番人気だった
事も納得です。壮大で豪華なホール、高層ホテル、
ゴルフ場etc、右肩上がりの成長持続を疑わなか
った時代ならではの施設です。今では、このよう
なリゾート計画は考えられないでしょう。大会式
典においては、租税教育活動最優秀会に、出雲法
人会が選ばれました。隣県の単会が受賞されたこ
とは、私たち米子法人会青年部会員には、刺激に
なるものです。本年度も相当数の租税教室を担当
しますが、より充実させていかなければとの思い
を荒濱会長以下、参加者は感じた次第です。
　今回の基調講演は、渡邉美樹氏による「夢をカ
タチに、新価値創造への挑戦」です。渡邉氏はご
紹介するまでもなく、ワタミの創業者で、現在は
東証一部上場会社です。メディアへの露出も多く、
著作本も多数出版されておられるので、講演の内
容は割愛させていただきますが「ありがとうを集
める」の理念は私自身の仕事にも通じるものです。
　またアンケート調査で、日本で一番尊敬する経
営者と嫌いな経営者の双方にベストテン入りする

だけのオーラを感じる、一時間あまりの講演でし
たが、終始笑顔を絶やさず、エネルギッシュに語
りかけられる姿勢は、時代のトップランナーその
ものでした。講演が終了し、懇親会までの待ち時
間には、ロビーで宮崎焼酎のふるまいがありまし
た、ご当地らしい演出です。2000人の大懇親会に
場を移すと、ご当地グルメのオンパレードです、
宮崎牛、炭火焼き鳥、肉巻きおにぎり、どれも美
味しくいただきました。米子の焼き鳥は、塩・タ
レが定番なので、炭火焼き鳥は不思議な感じでし
た。アトラクションも、おもてなしの気持ち満載
でした。お隣の鹿児島出身・長渕剛の、ご当地そ
っくりさんの歌謡ショーは、とても盛り上がって
いると勘違いしている本人が、延々と歌い続ける
サービス過剰状態でした。楽しかった懇親会場を
後に、地元会員推薦のお店に出かけました。接客
スタッフは、皆さん一様に、穏やか、のんびり、
楽ちんです、県民性なんでしょうね、巨人のキャ
ンプ地に選ばれている理由かもしれません。翌日
は観光列車にゆられ、南国青島を散策しました、
手ぶらでは帰路につけないので、お土産を購入し
たのですが、「マンゴー」「宮崎牛」は高価すぎて、
断念しました。次年度の全国大会は広島なので、
たくさんの会員で参加したいものです。

青 年部会のコーナー

青年部会副部会長
村　岡　誠　一

〈㈲米子ニューアーバンホテル〉
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「新価値創造」
 ～復興から未来へ。今、見せよう。日本の底力～
第 26 回全国青年の集い宮崎大会



女性部会は
「税に関する絵はがきコンクール」に

取り組んでいます！
　女性部会は今年第２回目となる「税に関する絵はがきコンクール」の募集に取り組みました。

　昨年の第１回コンクールでは、嬉しい事に福生東小学校の子どもさんの作品が全国の女性部会連絡協議会会長

賞を受賞するという快挙を達成しました。

　今回も２匹目のどじょうを追っているわけではありませんが、米子法人会から選考された作品が全国レベルの

賞を受賞するという栄誉に浴する事が出来れば、これに越したことはありません。

　女性部会では、鳥取県西部の小学校で開催される租税教室に同行し、その席で児童のみなさんに「絵はがきコ

ンクール」について説明し、応募を呼び掛けました。

　その結果、28校から690点余りの作品の応募を頂きまして、１月中に、まず、女性部会で候補作品を選考し、

県内の女性部会連絡協議会に作品を提出しました。

　また、２月８日に合同庁舎におきまして審査会を開催しました。審査員には米子市美術館長様、米子税務署長様、

県税局長様、中国税理士会米子支部長様、米子法人会会長様、青年部会長様にお願いし、女性部会正副部会長４

名も加わり、各賞に該当する作品を選考しました。

　また、２月中旬には米子しんまち天満屋様のご協力により、応募して頂いた全作品を店内で展示させて頂き、

表彰式も開催する予定です。その時には皆様、どうぞ米子しんまち天満屋に足を運んで、児童のみなさんの力作

をご覧になって下さいますようお願い致します。

　このように11月末から３月初めまでの延べ約５か月間にわたって絵は

がきコンクールに取り組んで参りますので、これからも女性部会の活動

へのご理解とご支援の程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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女性部会のコーナー



①会社名　②代表者氏名　③会社現住所　④業種名　⑤アピールコメント

支部名 法　　人　　名 代表者名 業　　　　種 所　在　地

米子 ㈱栄心 宮原　　勝 太陽光設置 米子市両三柳866-2

米子 ㈲キニシエージェンシー 木西　将夫 保険代理業 米子市車尾1-5-43

米子 ㈱ジェイコス 古杉　　淳 建築設計監理業 米子市米原7-7-19

米子 ほけんプラス navi合同会社 笹間　　静 保険代理業 米子市上福原4-1-1

①税理士法人クレール
②代表社員　池淵　靖
③鳥取県米子市東福原
　5-10-54
④税務書類の作成、税務
相談、会計帳簿の記帳
代行など
⑤お客様の信頼に応えられるよう、日々邁進しており
ます。

①アイル山陰株式会社
②代表取締役　上森　英史
③鳥取県米子市東福原
　3-9-13
④お食事・ご入浴・機能訓練・
娯楽などのサービスを提供する
介護保険事業所（デイサービス）
⑤あなたのために、ゆったり過
ごせる空間と時間を提供し、住み慣れた地域で自立
して安心できる生活を過ごしていただけるように、
私たちは支援をしてまいります。

①株式会社わこう介護サービス
②代表取締役専務　仲井　義高
③鳥取県米子市東福原2-1-1
④通所介護（デイサービス）
⑤私たちは、ご利用者様一人一
人の人生観を尊重し、個人ケ
アに徹することで、ご利用者
様が自分らしく生き生きとして過ごすことができる
サービスの提供に努めます。

①株式会社楽人
②代表取締役　木下　秀敏
③鳥取県米子市日下1247
　（鳥取県産業技術センター内）
④好熱菌素材の開発・製造・
販売・コンサルティング
　環境エネルギー関連商材の開発・製造・販売
⑤私たちは、世界的な食料、環境、エネルギー問題の解決
の一翼として「好熱菌」の活用を研究・開発しています。

①有限会社オーヴ
②代表取締役社長　林　俊一
③鳥取県米子市安倍
　441-1
④建物清掃及び清掃用品レ
ンタル
⑤使用する薬剤を減らした
り、環境に配慮したサービス技術や薬剤の開発・導入
に取り組んでいます。お掃除のことならダスキン!!

①株式会社FRAME WORK
②代表取締役　垣　則忠
③鳥取県米子市夜見町
　2165
④建設業一式
⑤お客様元請けの納得の置
ける企業努力をしている
会社です。

①アールステイ株式会社
②代表取締役　松尾　二郎
③鳥取県米子市夜見町1567
④店舗・住宅の新築・
　リフォーム・リノベーションの設計・デザイン・施
行を行います。
⑤既製品でなく、長く使い込むほどに味が出る物造り
がしたいです。 ご加入ありがとうございました。

みんなで、地域に新しい風を起こしましょう！
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がん保険なら 医療保険なら

法人会会員企業にお勤めの皆様には、
お一人からでも集団取扱の割安な保険料でご加入いただけます。

■引受保険会社（お問い合わせ先）
鳥取支社
〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町32番地 扇町扶桑ビル5Ｆ 
法人会フリーダイヤル　　　0120-876-505

編集後記
　会報の名称「みずどり」の季節、一月下旬に編集会議を開催…。70号の編集から半年、本当に時の経つのを早く感じるこの
ごろです。会報71号「みずどり」は“新しい風が吹く年”をイメージしての編集でした。
　これからも楽しく読みやすい紙面で皆様にお届けしていきたいと思います。皆様からの情報やアイデア等お寄せくださるよ
うお願いいたします。
　昨年12月の政権交代により、政界にも新風吹き少しでも暮らしやすい世の中になってほしいものです。

♪もうすぐ春ですねぇ～♪♪…
皆様にこの会報が届くころには春一番が吹いているのでしょうね…

広報委員　岩﨑瑞枝（㈱岩崎組）

新規会員を募集しています。
～法人会ご加入のおすすめ～

経営に差がつく！ 人脈がひろがる！税の知識が
身につく！

　刻々と変化する社会情勢下、企業の存続・発展を図るには、
正しい知識と情報が必要です。法人会では各種研修会、会報
やセミナーなどを通じて、企業経営に求められる知識や情報
を提供しています。
　とくに、企業の健全経営を支える税の知識は、税務署や税
理士とも協力しながら、研修会・説明会等を実施しています。
　これらの研修会をはじめ各事業に参加することで、法人会
に加入する様々な業種の経営者と知り合い、その交流を通じ
てお互いの経営感覚を磨き、自らの視野を拡げます。

お申し込み、お問い合わせは
事務局へご連絡下さい

TEL 0859-32-6616
FAX 0859-32-6615

yonago-h23@true.ocn.ne.jpメール

http://www6.ocn.ne.jp/~yonagoho/HP

公益社団法人  米子法人会  事務局
〒683-0802
米子市東福原２丁目１－１わこうビル 2F205号

法人会とは…

それが法人会です。

よき経営者を
めざすものの団体
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集合写真（完成記念試合には、野人岡野選手に縁のある、日本の名だたる選手達が米子に集結。両チームでの集合写真。）  

スタジアム全体Ｗ
（開門後まもなく。ゴール裏から、スタジアム全体を望む。）

バックスタンド
（暴風雪という悪天候の中、4344名の方が来場。） 


