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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及び事業活動の実施
につきまして、格別のご理解・ご支援を賜り、心から厚く御礼申し上げま
す。また、地域のみなさまにも、各種の研修会や講演会にご参加いただき
誠にありがとうございます。
　この度の定時総会及び理事会におきまして、当会の「会長」を仰せつか
りました「青砥隆志」でございます。この場をお借りしまして、改めて会
員の皆様にご挨拶申し上げます。
　米子法人会は昭和43年に「任意団体」として誕生して以来、約半世紀に及ぼうとする「歴史と伝統」に
培われた団体であり、特に、国家の基盤を支える「税」を考え、社会にその役割を伝えていこうと言う、
崇高な使命を掲げて活動する唯一の民間団体と言えます。
　鳥取県西部地区の経済界をはじめ各界のリーダーの方々が中心となって、「税の仕組み」や「会計事務
での税務処理」など、企業経営上の自己研鑽とともに、「会員同志の交流」を図ろうと誕生しました。
　以来、税務ご当局のご指導を得ながら、地域の全法人企業の2/3近い企業の方々のご参加を得て、企業
経営に必要な税務研修会や講演会などを開催してまいりました。
　昭和50年代の半ばから、全国各地の法人会が「企業同志の友誼団体」から、「税の啓蒙活動、企業の社
会的責務を担う」公益的な活動を行う団体へと脱皮しようとする動きに呼応して、当米子法人会も、税務
当局の認可団体としての「社団法人」に組織変更し、任意団体から地域における「税のオピニオンリーダ
ー」としての役割を担う「公益法人」へと衣替えしてまいりました。
　昨年の春、公益法人改革の中にあって「公益社団法人」にステップアップし、今まで以上に「社会のた
めに、より多くの方々のために」といった活動が求められてまいりました。
　私ども活動の右手には、「税を巡る諸環境の整備改善を図る」こと、「地域社会の健全な発展及び社会貢
献を目指す」の2本の旗を掲げています。
　この活動こそが、「公益社団法人」を目指した旗印であり、地域の皆様にそのことを体感いただける工
夫を組織全体で創りだしていくことが重要と考えています。
　本年、当法人会が「社団化30周年」を迎えたことから、定時総会の折に、「30周年記念式典」を開催い
たしました。30年の歴史を刻むことの難しさを乗り越えてこられた先般諸氏に畏敬の念と歴史の重みを感
じた次第です。
　一方、近年、次代を担う子供たちへの「租税教室」にも取り組んでおります。青年部会や女性部会の役
員や会員の方々を中心として、小学校に赴き「先生役」を務めています。
　児童の皆さんには「絵はがき」の作製を通じて、税が果たしている役割りを実感していただくなど、親
の目線に立った活動も行っており、その成果は「未来の日本」となって、近い将来現れてくるのだろうと、
期待をしているところです。
　これら「租税教室」の取組みは、税務当局により始まったものから、社会的な要請や期待もあって、「民
間による教室開催」が始まったと聞き及んでおります。これを受けて、米子の地では、米子法人会がいち
早く「手を挙げて」取組みをはじめております。各地での、こうした取組みが高い評価を得て、平成23年
度の税制改正大綱（閣議決定されるもの）に、「民間団体と連携した租税教育」が謳われたのであろうと推
察し、緒をつけられた方々の先見性に敬意を表するとともに、今の私どもへの指針となるものと思われます。
　こうした、法人会の中心的活動である「税」に関する活動は、社会・経済環境の変動の激しい現代にあ
っても、不変のテーマであり、このことを、私たち会員をはじめ、地域の方々とともに考えていこうと訴
えることは、特に喫緊の社会的課題と考えています。
　少子高齢化社会の大波が怒涛の如く押し寄せ、その社会的経費負担を「だれがどのように担うのか」と
いう、根本的な課題が提起されている現在、是非皆さんとともに考えてまいりたいと思っております。
　法人会では、一人でも多くの方にご入会いただき「共に考え、社会に働きかけて」いくことを目指して
おります。是非ともご入会いただきますようご案内申し上げます。
　最後になりましたが、会員をはじめ地域企業のみなさまのますますのご隆盛を祈念いたしますとともに、
当米子法人会の活動にご理解ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

ともに学ぼう！
社会的経費負担のあり方

公益社団法人 米子法人会
会　長　青　砥　隆　志
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　本来の旅とは、時間に追われた日常の生活や現実の喧騒から逃れ、自然界の時間の流れを取り戻すことにあるのだと思い
ます。これからは、あわてて色々なところ を駆け足で見てまわるのではなく「住まうように旅する」時代に入っていると感じ
ています。自然のリズムの中に溶け込み、生き物として体の中心からエンジョ イできるような旅、人間の本性に近いものへ
と誘う旅、それはまさにエコツーリズムの思想と合致していると思います。

大会長　平井  伸治

住まうように旅する時代へ  ～新しい生き方を提案する地域づくり～

エコツーリズム国際大会と
地域の活性化
　「来て楽しんで終わり」という従来の形から一歩踏み込
んで、なぜここは美しいのか、なぜ食べものがおいしい
のかなど、その土地の魅力、そして歴史や文化を掘り下
げて知る旅の形が「エコツーリズム」。ブームが過ぎたら
忘れ去られるようなものではなく、観光客からも地域住民
からも長く大切にされる観光地づくりを目指しています。
　深く知ることは土地の愛着や敬意を育てます。例えば信
仰によって守られてきた大山のブナ林は、清らかな水と
魚介を育む栄養をつくり、農業はもちろん、漁業や食生
活を支えてくれています。そのように信仰や自然、水や食
など多くの事柄が関わり合い、自分にもつながっていると
知ると興味が深まり、地域への愛が生まれてきます。
　エ コツーリズムにはガイドの育成や、楽しく興味深い
プログラム作り、観光資源の保全などが必要。それには
住む土地を知り、愛し、大切にしようという人々の思 いが
不可欠。しかし地元の良さは気づきにくい。今秋の国際
大会をきっかけに、積極的に地元の人が関わるようにな
ればと思っています。
　観光の振興は地域の活性化にもつながる。例えば「大
山」を軸にさまざまな産業が連携して発展し、人々が元
気になり、大山をはじめとする地域の自然も大切にされ
る―そのような良い連環が生まれてくれれば嬉しいです。

事務局　石村  隆男
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境港管理組合
ポートセールス担当
関　　通　子

今、クルーズは
大人気！

境港にクルーズ客船寄港！
　ますます、クルーズを身近に感じていただけるよ
う、昨年開催したクルーズシンポジウムin境港での
お話しや、クルーズを巡る最近の動きなどご紹介し
ます。

クルーズって何？
　クルーズの定義は「客船による観光旅行」であり、
まずその船そのものを楽しもうということです。交
通手段として船を利用するのではなく、船に乗るこ
と自体を楽しみ、船に乗って何かをするということ
も目的の一つとしており、船の設備やサービスが提
供されています。
　例えば、昨年、今年と境港にあわせて５回寄港し
て、すっかりおなじみになったコスタビクトリア

（７万５千トン）には、各種レストランのほか、シ
アター、図書館、バー &ラウンジ、プール、スパ、
ジム等々いろいろなものがあります。
　5月にこの船に乗船されたM様に感想を聞いたと
ころ、「楽しかった。船旅は退屈だろうなと思って
いたが、そうではなく、船の中は動く豪華ホテルの
ようであり、自分が楽しもうと思えば、いくらでも
楽しめるところだった。」とのことです。　
　船では、クルーズ料金にアルコール以外はだいた
い含まれています。いろいろですが一泊当たり1万
円程度の商品もあります。食事は3食以上、夜食も
ついてその上、エンターテイメントも楽しめます　
　また、M様は「60代、70代の方が多く乗船されて
いたが、多くの日本人の方がこういった楽しみ方を
していることを知って驚いた。これまでクルーズ船
に乗られるのは一部の方だけだと思っていたが、家
族、友人との旅行や、退職記念などで気軽にクルー
ズ体験されていて、何度も乗船されている方が多か
った。私もぜひ、友達をさそって気軽にのりたい。」
とも言われました。クルーズに一度乗船された方の
リピート率は70％とも80％ともいわれています。

クルーズは世界的な流行！
　世界のクルーズ人口は2010年のデータによると約
1,400万人。20年間に米国、イギリスは3倍に増えて、
米国1,000万人、イギリス150万人となっています。
　一方、日本人のクルーズ人口はここ20年、18万人
を前後で、あまり増えていませんでした。
　しかし、近年のアジアの経済発展に伴い、中国を
中心としたアジア太平洋地域のクルーズ人口は数年
後には、現在の3倍以上の500万人になると推測され
ています。
　こういった、アジア周辺地域の動きをうけて…

2013年の日本クルーズ
　今年（2013年）、米国プリンセスクルーズ社の日
本発着クルーズ（サンプリンセス7.7万トン、9コー
ス）が4月から始まるなど、外国の船社によって、
観光地でのイベントとタイアップした商品の企画
や、１泊2万円程度の中間的な価格帯でのクルージ
ングなど、日本のクルーズ市場の開拓に積極的に取
り組んでおり、船旅を楽しみながら日本やアジアの
各都市を巡っていく、新しいサービスが展開されて
います。
　また、日本の大手旅行会社も次々と外国船をチャ
ーターし、日本人向け割安クルーズを数多く実施す
るなど、日本人を対象にしたクルーズ旅行の種類が
増え、選択の幅が増えてきています。
　クルーズ旅行が全国的に頻繁にテレビ等のメディ
アで紹介されたこともあり、さらに若い年代層にも
クルーズを楽しむ方々が増えてきていると聞きます。
　引き続き、日本人をターゲットにした、この動き
は続くとのことで、「来年（2014年）の日本人のク
ルーズ人口が30万人に達すれば、翌年は40万人、次
は50万人になる！」と、Ｙ旅行会社社長は言われます。
　国土交通省によると、昨年、2012年の日本人のク
ルーズ人口は、10年ぶりに20万人を超え、21万7000
人。そして、2012年の国内港湾へクルーズ船が寄港
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「目覚めれば、新しい街。クルーズで体験する非日
常空間へ……、クルーズには通常の旅行では味わう
ことのできない喜びや感動がたくさん詰まっていま
す。」
　　　　　　　　　　（ある旅行会社の紹介文）
　ぜひ、皆様もクルーズの素晴らしさをご体験くだ
さい。

　最後に、Ｍ様から、「お客様を迎えるとしたら境
港の特色ある環境づくりが必要だと感じた。神戸や
釜山のような華やかさとは言わないが、お客様をお
迎えするといった準備は大切だと思った。」また、「ご
一緒した横浜から乗船された方から、それぞれの港
でこんなことしてくれたと、セレモニーや子ども達
の演技などの写真を見せていただいた。乗客は、そ
れぞれの港の歓迎の気持ちを感じ喜んでいる。とて
も楽しみにしている。」とお話いただきました。
　クルーズ客船の寄港は多数の国籍、年代の方々が、
一度に多くの背後観光などに向かわれるという一種
独特な行動となります。
　このことから、すなわち新たなビジネスを生むチ
ャンスともとらえられます。
　岸壁や観光地での物販にとどまらず、交流・体験
するメニューもニーズの高い商品です。
　皆様と一緒にクルーズ客船の寄港を通じて、周辺
地域を盛り上げていきましょう。ご協力お願いいた
します。

した回数は、外国船社運航のクルーズ船が476回、
日本船社運航のクルーズ船が629回の合計1105回の
過去最高を記録するとともに、初めて1000回を超え
ました。

境港の今後の展開
　境港はこういった時流を受け、積極的に客船誘致
をすすめているところであり、2013年は20回程度の
寄港、2014年は30回程度の寄港が予定されています。
　クルーズ客船の寄港には、港と観光地両方の魅力
が不可欠ですが、境港は現在、貨客船専用の岸壁が
ないため、原木などを扱う岸壁と共用して利用して
います。そのため、原木の山という景観や異臭のほ
か、船舶の入港が重なった場合には寄港を断らざる
を得ないといった課題を抱えています。
　早期に夢みなとタワー横にクルーズ客船や環日本
海定期貨客船用に「竹内南地区貨客船ターミナル」
の着工を目指しているところであり、2015年着工に
向けて、本年度は、国交省の補助事業でみなとの機
能や交流・防災機能などの計画づくりを行なってい
るところです。今後の東アジアでのクルーズマーケ
ットの拡大にあわせて、10万総トン以上のクルーズ
客船がたくさん投入されるようになると考えられま
す。近い将来、世界最大のオアシス・オブ・ザシー
ズ（22万トン、乗客6300人）の日本への配船を見越
し、境港の港整備へ向けた取組もすすめているとこ
ろです。

2013年10月 境港に初寄港する ル・ソレアル

竹内南地区 貨客船ターミナルイメージ

境港お見送り
(船から) 

ダイヤモンド・プリンセス



̶　6　̶

会長：本日はお忙しい中お時間をいただきありがとうございま
す。日ごろ、私ども法人会の会員も、一般の方々も税務
署長さんのお話をお聞きする機会は全くありませんの
で、このようなお時間をいただきありがとうございます。

　　　署長さんは、ご出身はどちらですか？

署長：私の出身地は広島県廿日市市です。現自宅も廿日市市の
地御前という「安芸の宮島」の対岸に当たる所にあり、
妻を残して単身赴任で米子に来ています。私は広島県内の勤務が長く、今回も広島国税局の徴収課長から
米子税務署長を拝命しました。鳥取県の勤務は平成12年度の倉吉署以来２回目ですが、大変楽しみにして
います。

会長：米子に来られてまだ日が浅いですが、米子の印象はいかがですか？

署長：米子に着任早々、米子駅前で「がいな祭り」に出会いました。人出も多く賑やかな夏祭りの印象を受けま
した。水陸交通の要衝で「山陰の商都」というイメージは持っていましたが、思った以上に活気がありま
す。出雲大社の遷宮効果もあって東京からの寝台列車や米子空港便もほぼ満席に近いと聞いていますので、
松江と一体となって山陰の経済圏の中心になっているという印象です。特に、広島からみると、松江自動
車道の開通でより身近になったと感じています。

　　　また、管内は中国地方最高峰の名峰「大山」、山陰屈指の温泉地「皆生」、全国有数の水揚量を誇る「境港」
などに代表される豊かな自然に恵まれており、観光地としても有名な場所が多く、活気に満ちているとい
う印象があります。

会長：単身赴任ということですが、休日はいかがお過ごしですか？何か趣味はございますか？

署長：倉吉署で勤務して以来、温泉巡りに嵌りまして、暇を見つけては日帰り温泉に行っています。これから季
節が良くなりますし、せっかく山と海に恵まれた米子に来ましたので、大山周辺の散策をはじめ、山陰の
豊かな自然とできるだけ触れ合って、地域に親しんでいきたいと思っています。

　　　趣味の方は、無趣味を絵に描いたような人間でして、強いて挙げても「読書」「映画鑑賞」「スポーツ観戦」
ともっぱら受身の趣味ばかりになってしまいます。

　　　ただ、学生時代に陸上競技をやっていたこともあって、駅伝やマラソンのテレビ中継は欠かさず観戦して
います。ひたすら走るだけの単調な競技ですが、その背景にある不断の努力に思いを馳せながら見ています。

会長：近年経済情勢や社会情勢が大きく変化していますが、署長さんが今、税務行政を行う上で最も力を入れて
いることはなんですか？

署長：税務行政を取り巻く環境の変化、特に、経済や社会の変化に応じた対応が求められている中で、「納税者
の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という我々税務当局に課せられた使命に変わりは
ないわけでして、この使命を達成するためには、やはり「適正かつ公平な課税及び徴収の実現」というこ
とが基本になると思っています。

　　　具体的には、「善良な納税者に対しては、丁寧にサービスの向上を図り」、他方「悪質な納税者に対しては、
厳しく対応」するということになります。

　　　税務行政については、以前から「正直者には尊敬の的、悪徳者には畏怖の的」という１つのスローガンが
ありますが、正直者がバカを見るようでは、多くの善良な納税者の信頼を失うことになり、申告納税制度
の根幹が崩れてしまいますので、税務調査と滞納処分を充実させることが最重要課題であると認識してい
ます。そのため、職員に対して、常に税務職員としての誇りを持って仕事をするよう指示しているところ
です。

　先の８月10日、新しく米子税務署長として着任
された今中実税務署長をお訪ねして、今の税務行
政などについてお聞きしました。署長訪問

インタビュー

今中実税務署長
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　　　他方、納税者サービスを向上させることにより、納税者環境が整備され、結果として善良な納税者が増え
れば、不適正な行為も減少するという面もありますので、納税者サービスにも力を入れていく必要がある
と思っています。

　　　そうした基本的な考え方の下で、米子署管内の状況を十分に分析・検討した上で、地域の実情に即した税
務行政をしていきたいと考えています。

会長：私たち法人会も税務というものを理解してもらうために「税務研修会」を行なっています。
　　　昨年は「決算・申告のポイント」など10数回の研修会を開催しましたが、署の職員の方に講師をお願いし

ております。改めてお礼申し上げます。

署長：職員の減少などから、ご希望の全てにお応えできず申し訳ありません。研修会は、税法の理解は基より、
　　　「税」そのものにご理解をいただける最良の機会と考えております。研修会には大変ご熱心な方々が参加

しており、今後も可能な限りお応えしていきたいと考えております。

会長：よろしくお願いします。法人会では、他にも大きな取り組みのひとつとして、将来を担う子供たちに税務
というものを理解してもらうために、青年部会・女性部会が中心になって「租税教室」について積極的に
取り組んでいます。

署長：租税教室に関しましては、法人会の皆さまには青年部会を中心に昨年は10校を超える小学校で「租税教室」
　　　の講師をしていただいたと聞いております。また女性部会におかれましては、「税の絵はがきコンクール」

を中心に取り組んでいただき、応募数も増えていると伺っております。この場をお借りしましてお礼申し
上げます。

　　　改めて言うまでもなく、租税は国民の生活や国の発展には欠かせないものです。そのため、我が国の次代
を担う児童や生徒に対して、租税教育を通じて子供の頃から租税の意義や役割を正しく理解していただく
ことは、中長期的な納税道義の高揚の観点から大変重要なことと考えております。

　　　そこで、これまでも積極的に租税教育に取り組んできたところですが、税務当局だけの取り組みでは限界
がありますので、租税教育のより一層の充実に向け、小・中学校における租税教室の講師について、法人
会役員の方々をはじめ、関係民間団体の皆さまからの講師派遣をこれまで以上にお願いできればと思って
おります。どうぞよろしくお願いします。

会長：法人会でも「租税教育活動」は重要なテーマとしておりますので、ご指導をいただきながら、引き続き取
り組んでまいります。

　　　こうした子供たちへ向けた取り組みは充実してきていると思いますが、最近は大人のモラルの低下が取り
上げられています。「適正・公平な税負担」の実現に向けて苦慮されていることはありますか？

署長：社会経済がより複雑化・多様化していく一方、厳しい財政事情もあって職員の増加は望めないという現状
があります。そうした中で、現在の「自主申告」と「期限内納税」の水準をいかに維持していくかが大き
な課題であると認識しています。

　　　そのため、税務署の内部事務を一元化して事務の効率化を図っているところですし、ICT技術も積極的に
取り入れているところです。e-Taxの推進もその一環として引き続き取り組んでまいります。これは納税
者の利便性の向上にも寄与するものと考えております。

　　　一方、調査・徴収に関しても、より効果的かつ効率的に行わないと、当局の使命が達成できなくなってし
まいます。そのため、例えば税務調査を地域や業種を絞って集中的に行うことで、その業種や地域全体に
おける納税者のコンプライアンスの維持・向上を図っていこうという取り組みを行っています。

　　　また、税務調査には至らないまでも、電話や文書によ
って広く納税者と接触する機会を増やして、常に「税
務署は関心を持って見ている」ということを認識して
いただくことも必要ではないかと思っています。

　　　ただ、このような取り組みを行っても、「適正・公平な
課税の実現」や「期限内収納の確保」は、私たちの力
だけでは到底成し遂げることはできません。法人会の
皆さまのご理解とご協力が是非とも必要ですので、今
後ともよろしくお願いします。

青砥会長
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もし映画『東京物語
』が

平成25年度税制改
正の適用を受けたら

…？

①現行
　基礎控除額は、
　5000万円　＋（1000万円×5人）＝1億円
財産8000万円は、基礎控除額内なので相続税なし。
②平成27年1月1日以後
　基礎控除額は、
3000万円　＋（600万×5人）＝　6000万
財産8000万円　－　6000万円　＝　2000万円
　　　　　　　　（基礎控除額）　（課税遺産総額）
税率を当て嵌めて計算すると、
相続税は、なんと200万円！！
　さっきまでゼロ円だった相続税が、平成27年1月1日
午前0時を過ぎたとたんに200万円発生しちゃう、なん
という不条理・・・。
　まずは、ご自身の財産がいくらあるのかを洗い出し、
改正後の基礎控除額を超えるかどうか確認してみまし
ょう。

平山家の節税対策
　世の中には、生前贈与や賃貸アパート購入など相続
税節税対策の本は山ほどあります。結局は、「いかに
相続財産を減らすか」ということに尽きます。今回は
相続財産を減らす王道として「暦年贈与」をご紹介し
ます。
　暦年贈与には、110万円の基礎控除額があります。
つまり、年間110万円までの贈与であれば贈与税はか
からないということです。
　『東京物語』の父・周吉が子供４人に毎年110万円ず
つ10年に渡って贈与すると、110万円×4人×10年＝
4400万円もの資産を無税で子供に移転することができ
ます。また映画の中で、血のつながった子供達よりい
ちばん周吉夫婦の面倒をみてくれた原節子扮する戦死
した次男の妻・紀子に財産をあげたいと思うかもしれ
ません。しかし、紀子は法定相続人ではありません。
この場合でも、あげたい人に財産を渡せる生前贈与は
有効です。また、紀子を保険金の受取人に指定した生
命保険に加入するのも得策でしょう。

終わりに
　基礎控除額の引き下げは、確かに増税かもしれませ
ん。しかし、その反面、家族みんなで普段は敬遠しが
ちな『相続』について話し合い『家族の絆』を深める
良い機会だと私は思うのです。他人にはやさしくでき
るのに、家族にはつい冷たくあたってしまう。映画『東
京物語』は日本人が忘れていたものを取り戻させてく
れる映画です。
『さればとて墓に布団も着せられず』

税理士：播　間　光　広
まほろば税理士法人

（　　　　　　　　　　　　 ）DARAZ FM「ハッピーシネマ・
　　　　　　  ストリート」パーソナリティ　「相続税はお金持ちにかかる税金だからワシには関

係ない」って、ちょっとそこの社長さん！！今後、相
続税は他人事ではなくなりますよ！！
　平成25年税制改正で相続税の基礎控除額が次のよう
に変わります。

　「結局、どげんなーだ？」
という社長さん。
　ではこれを日本を代表する名匠・小津安二郎監督が
1953年に制作した『東京物語』に当て嵌め考えてみま
しょう。この作品は、尾道で暮らす老夫婦が東京で暮
らす子供達を訪ねて上京し、東京での数日間を描いた
不朽の名作です。分かりやすくするために家族構成を
図に描いてみましょう。

平山家の人々

映画『東京物語』より

　どうですか？俳優陣も懐かしい顔ぶれでしょ？皆さ
んの家族構成と比べてみてください。
　映画の中では、とみが東京から尾道へ帰ったとたん
危篤となり家族に見守られ亡くなります。もし、とみ
の財産が8000万円だったら相続税はどうなるでしょ
う？ちなみに、法定相続人は、夫・周吉、長女・しげ、
長男・幸一、三男・敬三、次女・京子の５人となります。

平成26年12月31日以前 平成27年1月1日以後

定額控除 5,000万円 3,000万円

比例控除 1,000万円
×法定相続人数

600万円
×法定相続人数

【平山家の家系図】 
平山周吉（笠智衆）   とみ （東山千栄子） 
 
 
長女   夫  長男  妻  次男   妻  三男   次女 
しげ       幸一  文子 戦死   紀子  敬三   京子 
（杉村春子）（山村聡）（三宅邦子）  （原節子）（大坂志郎） 

 実   勇 
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公益目的
事業支出
65.5%

法人会
管理・
運営費
17.4%

会員支援・
福利厚生
17.1%

支 

出

全法連等
助成金
49.0%

会費収入
44.2%

収 

入
その他
収入
5.9%

　5月16日（木）、岡山保則米子税務署長、明里利彦鳥
取県西部県税事務所長をはじめ、各団体から多くのご
来賓をお迎えして、米子全日空ホテルにおいて、「公
益社団法人米子法人会 第30回定時総会」を開催しま
した。特に本年は、公益社団法人に移行した最初の1
年の総括であり、加えて、「米子法人会」が社団化し
て満30年を迎えた年でもあったことから、総会の後に
は「社団化30周年記念式典」を開催し、この30年を振
り返るとともに、「公益法人」としての責務と社会へ
の貢献を果たす決意の時でもありました。
　総会は、公益社団法人として最初の1年の総括とし
て、この一年の歩みを事業実施報告により、又、事業
資金の適正・的確な運営を収支決算報告書（正味財産
増減計算書など）によって報告されました。
　この度の議案進行に当たっては、配布された「議
案書」冊子を前提として、プロジェクターを使用し

たプレゼン型の提
案説明がなされま
した。議案書に眼
を落したペーパー
を読む議案説明か
ら、時代に即応し
たビジュアル画像
による議案説明で
あり、実施事業の
映像を見ながら、また決算報告もグラフ化された画像
に基づいた説明であり、出席会員からは「分かり易か
った」との感想もあり、好評なものでした。
　当会は、①「税を巡る諸環境の整備改善等を図る事
業（税の啓発活動）」、②「地域社会の健全な発展及び
社会貢献を目的とする事業（地域貢献活動）」の2本柱
を公益目的事業に掲げ、財政の1 ／ 2以上をこの事業
の為に使用することを誓って、公益社団法人に移行し
ました。この一年の実施状況は、具体的な実施事業の
内容とともに、これら公益目的事業に全事業費の65．
5％が使用されていることが説明され、公益法人とし
ての絶対資格条件である、「認定法第15条　公益目的
事業比率50％以上」を達成したことが報告され、議決
議案である事業実施報告及び収支決算承認案件は報告
のとおり満場一致により可決承認された。　
　新年度の事業計画及び収支予算については、法律上、
理事会専決事項となっており、理事会議決内容の報告・
説明が行われ、満場の賛同が得られた。
　また、本年は理事改選期に当たることから、総会・
理事会において、全理事が選任され、代表理事（会長）
には「青砥隆志氏（米子信用金庫理事長）」を選任し
て定時総会の全日程を終了し、前会長「鷲見 弘」氏
に最も厳しかった「公益社団法人」への移行を成し遂
げられた労苦に感謝し、特別功労賞が贈呈され閉会し
た。

社団化30周年記念式典　開催
～税の啓発・地域への貢献活動を達成～

第30回定時総会

　定時総会終了後、引き続いて式典会場に席を移し、
広島国税局から朝日均法人課税課長をはじめ、鳥取県
西部総合事務所長、米子市長、鳥取県西部町村会副会
長など行政機関の方々、米子商工会議所副会頭、境港
商工会議所会頭など商工団体の方々など、各方面から
のご来賓をお迎えして、社団化30周年を共にお祝いし
ました。
　式典は、青砥新会長の挨拶でスタートし、この30年
の歩みの中で、ご苦労され今の法人会を守り育ててこ
られた元役員をはじめ、現役員への感謝状が手渡され
ました。
　特に、公益社団法人として、この30年を機に、地域
で「地道な縁の下の力持ち」役を続けてこられた小さ
な団体に「少しでも力添えを！」と、活動支援金を贈

呈することを決定し、多くの推薦の中から次の5団体
を表彰しました。
・特定非営利活動法人　夢蔵プロジェクト
・大山横手道上ブナを育成する会
・要約筆記の会「虹」
・一般社団法人　みもざの会
・チーム　エフォーツ
　そのほか、当会の活動を地域社会に広く周知いただ
いた2報道機関、活動に積極的なご支援をいただいた
税理士会、提携保険3社（大同生命保険㈱、AIU損害
保険㈱、アフラック）に感謝状をお贈りして、記念式
典を終了いたしました。
引き続いて開宴された記念祝賀会は、「楽しい宴」を
目指した企画一杯の祝賀会で、華やかなアトラクショ
ンが繰り広げられ、賑やかで当に「楽しい」祝賀会と
なり、新しい時代を創っていく「新たな決意」ととも
に全日程を終了しました。

社団化30周年記念式典
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青年部会のコーナー

　６月26日（水）、漆谷志郎米子税務署副署長、
石原一人法人課税第一部門統括官、親会から
國頭芳夫副会長をご来賓に迎え、「バンケット
シュシュ」において第29回定期総会を開催し
ました。総会に先立ち、先に開催された（一
般）鳥取県法人会連合会青年部会連絡協議会
において「会長」に選任された旨の報告があ
り、県下の法人会青年部会が連携を強め、互
いに切磋琢磨して青年部会の発展強化ととも
に法人会全体の発展に寄与しようと呼びかけ
られた。定期総会は、杉本真吾副部会長の司
会進行によって、荒濱部会長を議長に選任し、
大屋副部会長から「平成24年度事業実施報告」
がなされるとともに、租税教育活動の一層の
充実を図っていこうと「新方針」が提案され、
具体的事業実施計画・方針の説明に出席会員挙って賛成、満場一致で採択されました。
　特に、来期は青年部会創設30年を迎えることから、青年部会組織の一層の強化拡大と、地域に「法人会青年部
会あり」との高い評価を得るよう地域活動にも積極的に取り組むことを決定した。
　また、役員任期満了に伴う役員改選に当たっては、荒濱青年部会長が「鳥取県法人会連合会青年部会連絡協議
会会長」に選任され、鳥取県全体への取り組みに従事されることから、「新執行体制」を決定。大屋明宏副部会
長を新たな部会長に選任し、青年部会創設
30周年を力強く迎えようと、新体制が選任
されました。
　活動の具体的な方針に当たって、主要事
業として取り組んでいる「小学生の租税教
室」に関し、米子税務署長から「鳥取県西
部地区の全47小学校での租税教室が開催さ
れた背景には、ここ数年の法人会青年部会
による租税教室の開催の成果」とのお礼の
ご挨拶もあるなど、今後も「子供たちにも
分かり易い税金教室」を目指していくこと
が提案され、租税教室の先生役を務める部
会員の育成に力を注いでいくことが確認さ
れました。青年部会活動の中心的活動とし
て位置付けされている「子供たちへの租税
教室」開催は、現在の社会的重要課題であ
る「税の役割り」「社会的経費の負担のあ
り方」など、大人が子供たちと共に考える
契機になり、公益社団法人としての「税の
啓蒙活動」の中心課題への取組みとなって
いることを強く認識した活動となっていま
す。

役 　  職 氏　　　名 所属会社名
顧問 荒濱健太郎 ㈲ 荒濱建築工務店
部会長 大屋　明宏  中国大建管財 ㈱
副部会長 八幡　康久 ㈲ 八幡醤油店
副部会長 杉本　真吾  皆生タクシー ㈱
副部会長 岩崎　　稔 ㈲ 岩崎米穀
副部会長 杉原　範行 ㈱ はらぶん米子支店

組織強化委員長 舩田　正一  大同警備保障 ㈲
組織強化副委員長 須山　裕文  須山醤油 ㈱
組織強化副委員長 山根　文教  山根商事 ㈱
研修委員長 漆原　輝之 ㈱染創
研修副委員長 川原　康寛 税理士法人 パートナーズ山陰支社
研修副委員長 岡田　啓介  ㈱ ＯＭＣ
親睦委員長 松浦　啓介  大松建設 ㈱
親睦副委員長 秦野　啓一 ㈲ 千疋屋
親睦副委員長 田辺　　学 ㈱葬仙
経営開発委員長 河合　達也  河合商事 ㈱
経営開発副委員長 山﨑　達郎  大同生命保険 ㈱
経営開発副委員長 森田　　浩 ㈲ 森田工産

青 年 部 会 役 員 名 簿

大屋新青年部会長

■第29回青年部会定期総会　開催
　　～大屋明宏新部会長を選任し、30年目の活動を～
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　去る6月22日から23
日の2日間、平成25年
度青年部会の研修旅
行に参加してきまし
た。
　最初の目的地は東
京都千代田区永田町
にある国会議事堂の
参観です。国会議事
堂は建築期間が大正9

年から昭和11年まで17年間という歳月を経て、
当時の金額で約2千500万円の建築費（現在の
貨幣価値で計算すると約450億円）が掛かった
施設になります。天井のステンドグラスを除
き全てが純国産であり、その中でも天皇陛下
の御休所は建築費の10%が費やされており当時の建築や工芸の粋を集めた造りになっております。また赤じゅう
たんが約4キロメートルにも渡って各廊下や階段に敷き詰められ建築物としての広大さを感じ取れます。
　私たちがマスメディア等の国会中継で目にする衆議院議場はもっと空間があると思っていましたが、当初の想
像とは異なっておりコンパクトにまとまっておりました。都道府県から選ばれた全議員には今後も法律の制定や
国家予算、条約締結の承認、憲法改正の発議と日本の未来のために
責務を果たして頂きたいものです。尚、一部会員の中では売店に議
員バッチや議員手帳が販売しているとの情報がありましたが、全く
のデマでありました。（笑）
　国会議事堂参観後は今年3月に開業しました千代田区丸の内にあ
るJPタワー内のKITTEを視察してきました。東京中央郵便局の局

舎を保存と再生した
部分そして新設部分
で構成されたこの施
設は日本郵便が初め
て手がける大型商業施設になります。
　施設は地下1階から地上6階まであり、フロアを歩いてみると女
性をターゲットにした飲食、衣服、雑貨のテナントが出店してい
ます。目玉はやはり北は北海道から南は沖縄まで全国各地の銘店
やこだわりの品や老舗の味、98店舗のうち47店舗が東京初出店と
いうことも類似した商業施設との差別化をはかっているのだと思
われます。また屋上庭園（KITTEガーデン）からは新たなJR東

京駅丸の内駅舎の姿を見ることが出来ますから新スポットとして位置付けされることでしょう。
　東京に行っていつも思うことは、常に各所で大型のクレーンが稼動し、新たな施設が建ち並び、風景の変化と
時代の流れを目の当たりに感じます。昔から一極集中型と指摘も多いです
が今後は分散型も考えないといけないのも事実だと思います。またKITTE
やJR東京駅のように古き施設と新たな技術の融合は素晴らしいことだと感
じました。
　最後になりますが残りの時間は青年部某OBお薦めの ｢サンダーバードカ
フェ｣ ｢白いばら｣ ｢歌舞伎座｣ 鳥取県の ｢食のみやこアンテナショップ｣ ｢
個室処稲田屋はなれ｣ を満喫し帰路に着きました。

KITTE屋上

新歌舞伎座

青年部会
組織強化副委員長

山　根　文　教

東京はなぜ人を惹きつけるのか？
国会議事堂からKITTE、新歌舞伎座、サンダーバードカフェまで 6月22日～ 23日



̶　12　̶

女性部会のコーナー

　6月26日（水）、漆谷志郎米子税務署副署長、石原一人
法人課税第一部門統括官、親会から青砥隆志会長をご来
賓に迎え、「皆生つるや」において第17回通常総会を開催
しました。総会に先立って、勝部部会長から「女性部会
の会員資格に従来から75才制限を定めている。しかし現
在、その年齢に関わりなく、多くの女性経営者や企業責
任者の活躍は眼を見張るものがあります。よってこの度、
会員年齢制限を撤廃することを総会提案致します。是非
ともご検討いただきますようお願いします。」と重要課題の概要説明をされ、総会の開会となりました。
　総会は、魚谷副部会長の司会進行のもと、勝部部会長を議長に選任し、山﨑副部会長から「平成24年度事業実
施報告」がなされるとともに、主要テーマである、「税の啓蒙活動」の具体的事業として実施している「絵はが
きコンクール」や女性の目線に立った「地域社会への貢献」を実施してきたことが報告されました。また、新年
度の方針として、従来から取り組んできた
事業活動の継続的実施とともに、他地区と
の交流を通じた事業の充実、女性部会員の
自己研鑽の契機となるような企画していく
ことが提案され、出席会員全員から賛同が
得られ、満場一致で承認されました。
　また、女性部会員の年齢制限を削除する
女性部会規約の改正提案については、年齢
制限規程の背景とともに、現状や公益法人
としての適格性など山﨑副部会長からの詳
しい説明もあって、全出席会員からその妥
当性に賛辞が示され、満場一致で採択された。
　なお、役員任期満了に伴う役員改選に当
たっては、現執行体制を堅持して、新方針
の確実な実施を目指していくことが提起さ
れ、勝部部会長をはじめ全役員の再選が承
認されました。

役　　職 氏　　　名 所属会社名
部 会 長 勝部　芳子 ㈲勝部朝日会計
副部会長 山﨑　節子 ㈱やまさき
副部会長 魚谷　収子 ㈲上後藤コンタクトレンズセンタ－
副部会長 恩田ひろ子 ㈲フレッシュ電子
理　　事 清水　妙子 ㈱三伸総合設備
理　　事 舩田　睦子 大同警備保障㈲
理　　事 岩﨑　瑞枝 ㈱岩崎組
理　　事 河﨑美代子 山陰打設㈲
理　　事 森脇　尚子 大海通産㈱
理　　事 望月　伸子 ㈱トンボ
理　　事 宇田川智恵 ㈲皆生つるや
理　　事 江本　由美 ㈲米子屋旅館
理　　事 塚田真利子 ㈱ ハッピーガスフォーラム

女 性 部 会 役 員 名 簿

■第17回女性部会通常総会　開催
　　～新たな気持ちで、地域社会のために～

　初めてのフラ
…どうなる

のかドキドキで
したがその

うち一生懸命に
…

　ほんのひと時
でしたが、

素足に衣裳そし
てレイをつ

けてフラガール
？なりきって

の楽しい時間で
した。

楽しいフラを踊ってみませんか？そして、うきうき
・ドキドキを

感じてみませんか
？
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  4月11日、午前8時、我々米子法人会女性部会の5名は、米子駅に集合して、やくも、のぞ
みを乗り継いで12時半に名古屋駅に到着し、そのまま会場のウェスティンナゴヤキャッス
ルに入りました。既に全国各地から集まった女性会員でごった返しているロビーでは、黄
色い揃いのジャンパー姿の愛知県女連協の方達がにこやかに出迎えて下さいました。
  受付の後、我々は、早速、絵はがきコンクールの展示のブースを見学。全国から集められ
た優秀作品323点が展示されているのを見て、子ども達の表現力の多才さに驚き、感動を覚
えると共に、また、その中から鳥取県代表の作品を見つけて、我が子に出会ったかのよう
に嬉しく思いました。そして、これだけ全国的な活動となっており、各県で子ども達が頑
張って描いてくれているのだと思うと、次代の納税者達のために我々も真摯に租税教室や
絵はがきコンクールに取り組まねばならないと、心引き締まる思いを致しました。
  第1部の講演会は、鳥取県の八頭のご出身という伝説のマナー講師、平林都さんの講演でした。 「笑顔の接遇で人
生が変わる」と題し、真っ白なスーツで、まさに立て板に水、歯切れの良い関西弁で、ぽんぽんとマナーについて
語られました。「笑顔を作る事が大事、歯を出して笑顔を作って、ようこそいらっしゃいましたと言いましょう。
お客様にお願いをするときは疑問型で言いましょう、○○していただけますぅ ?」等々、先生の強烈な個性に魅了
されてあっという間に時間が過ぎました。
  第2部の式典は、愛知県連の屬ゆみ子女連協会長の挨拶に始まり、全法連や、税務当局のご来賓の挨拶があり、
選挙運動中という河村たかし名古屋市長はジャンパー姿で、テレビでよく拝見する大村秀章愛知県知事も会場を沸
かせて、祝辞を述べられました。
　式典終了後は懇親会が行われ、戦国武将のコスプレをした名古屋おもて
なし部隊や会員のフラダンスなどで大いに盛り上がり、参加者1,700人と
共に、最後まで熱気溢れる女性大会でした。この法人会の女性パワーを
一人でも多くの会員の皆様に体験していただきたいと思います。次回は、
来年4月10日に香川県高松市で行われます。 皆様、是非ご参加下さいませ。
　翌日は名古屋城や徳川美術館やノリタケの森などを見学しました。充
実した二日間でしたが、何より凄いのは、この間5人がズーッとしゃべり
続けていたことです。

女性部会副部会長

魚谷　収子

「 第８回法人会全国女性フォーラム愛知大会」に参加して

女性部会部会長　勝部　芳子
　女性部会は7月18日、玉造 草庵にて松江法人会女性部会との研修会を開催しました。
　両女性部会は隣同士にありながら今まで一度も交流の機会がありませんでした。ちょうど、東京の全法
連会館で開催された全国女性部会連絡協議会の席で仲佐部会長にお会いし、研修会の申し出をしましたと
ころ、快く受諾して頂き、此度の研修会の開催の運びとなりました。
　松江女性部会は長年にわたり、島根県租税教育推進協議会や税務署と連携して租税教室と絵はがきコン
クールへの取り組みを続けられていて、大変参考になる活動状況を伺う事が出来ました。
　その他互いにどんな事業を展開しているか等について活発な情報交換が行
われ、大変有意義な研修会となりました。そして最後に折角隣同士なのだか
ら今後もこのような研修会を続けて行きましょうとの約束をして閉会となり
ました。米子と松江は個人的にも繋がりがある会員も多く、親近感溢れる和
やかな研修会が出来ました事に感謝しております。

松江法人会女性部会との研修会

各小学校の租税教室からはじまった絵はがきコンクールも、年々、先生方からの多大
なる支援と厚い協力の元に、第2回は686枚ものたいへん沢山の絵はがきを頂戴しまし
た。甲乙つけがたい作品の中から限られた数の賞を選出するのには一苦労しています。

今年も税に関する絵はがきコンクールに取り組みます！第3回
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　3月26日（火）、春の恒例イベント「古布・古タオル回収、寄贈」活動で、大
忙しの日を迎えました。
　今回はちょうど20回の節目、境港の2施設「花の里」と「はまかぜ」、そして
いつもの南部町「ゆうらく」への寄贈となりました。今年は、日本海新聞社で「回
収活動」が紹介されたことから、一般の方々から「準備しましたけど」との声をいただいたり、鳥取や倉吉から
も宅配便で送ってくださる方もあったりと、一段と拡がりを感じる活動となったようです。「休みの日でないと
持っていけませんけど・・・」と、休日を押して御持参いただくこともありました。事務局の前に大きな段ボー
ル箱を準備し、「ありがとうございました。この中に入れてください。できればメモにお名前を」と看板を立て
て・・・・。　
　大量に提供いただくシーツ類は、女性部会の皆さんによる共同作業で順調に、手際よく整理されていき、事務
局を埋めたタオル類は段ボール120個に、シーツ・浴衣類1200枚は120束にまとめられ、綺麗に整理・積み上げら
れて、出荷（?）準備完了。法人会事務局に山と積まれた古布、古タオルを、ほこりと汗にまみれながら箱詰め
整理する作業は、ため息が出る程大変ですが、役員一同頑張っています。
　寄贈先への配送当日、青年部会の皆さんで2tトラックに「後入れ先出し法」よろしく、寄贈先ごとに区分され
て、あっという間の積み込み完了。荷降ろし組とともに、寄贈荷物満載の2tトラックは、「ホテルわこう」の玄
関先を滑り出しました。
　境港・上道町の「花の里」では、「贈呈式」の看板まで掲げられての歓迎をいただき、「感謝のお気持ちは寄贈
していただいた方々にきっとお伝
えします。」とお答えして、次の「は
まかぜ」、「ゆうらく」と、各施設
を回ってお渡しし、平成24年度の
締めくくりの「社会貢献活動」を
終えました。

積み込み

はまかぜ花の里 ゆうらく

女性部会  ハッピ姿でキャンペーン

■手をつなぎあって温かな地域を
　　～古布・古タオルなどの回収・寄贈活動～

社会貢献活動のコーナー

㈲足立道路
㈲荒濱建築工務店
㈱井ゲタ竹内
㈲板谷米穀店
㈱岩崎組
㈲岩崎米穀
イワタ建設㈱
（医）社団魚谷眼科医院
㈱エッグ
㈱オーエムプラン
㈱皆生グランドホテル
㈲勝部朝日会計
㈱カナヤマ
河合商事㈱
㈱ＧＲＡＺＩＥ
㈱桑本総合設計
㈱ケイズ
㈲寿商事
坂口合名会社
㈲笹間建材店
サンイン技術コンサルタント㈱
山陰打設㈲
㈱山陰放送
山陰緑化建設㈱
㈱三伸総合設備

シャトー・おだか
㈲松月旅館
㈱昭和船具店

（医）社団周防内科医院
㈱染創
㈱葬仙
大海通産㈱
大幸㈱
大山レークホテル
大同警備保障㈲
大同生命保険㈱
㈲高田
㈲高橋会計事務所
中国大建管財㈱
㈲角森自動車工業
鳥取県金属熱処理協業組合
鳥取県西部総合事務所
㈱トンボ
中塚カイロプラクティック研究所
㈱ハッピーガスフォーラム
㈱ハローツーリスト
㈱備中屋本店
日野打設工業㈲
㈲フレッシュ電子
ほけんプラスnavi合同会社

㈲マリエ
㈲ミサオソーイング
㈲湊谷商事
㈲ミヤモトサービスまつえ
㈲村尾事務機米子支店
㈲モグデンタルアートスタジオ
㈱やまさき
米子市役所
米子信用金庫
㈱米子青果
米子税務署
㈲米子ニューアーバンホテル
㈲ワインセラー葡萄屋
ワタキューセイモア㈱
久保田博
隠樹美枝子
小西謙明
㈱サンキ鳥取支店
山本由紀
富田桂子（米子市）
黒田茂子（境港市）
南美奈子（米子市）
梶川（鳥取市）

（敬称略・50音順）

御協力いただいた企業・団体様 いちごプロジェクト
がん受診率向上キャンペーン
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　マネタリーベースの増加はインフレに向けてはいい効
果を発揮し、消費を活発にするのではないでしょうか。
従って政府はデフレ脱却として２％のインフレ目標をも
っていますが、うまく繋がれば 〝デフレ脱却〞 というこ
とは可能です。しかし問題は物価上昇とともに賃金が併
行して上昇するかどうかです。最近の統計をみると、ど
うもこの辺りが怪しい。それはデフレ要因を考えてみる
と分かりやすいのですが、企業のグローバル化で海外製
品の安い物が輸入され、国内物価や賃金を圧迫し長期の
デフレを招いたことが依然として続いていることです。
　一方で長期国債の保有も懸念材料です。１０００兆円
超の借金を抱える国の国債のランク付けはどうなるので
しょうか。今のところ長期金利は安定していますが、乱
高下が激しくなればヘッジファンドの餌食になるのは必
至です。

一番重要なのは経済成長
　第３の矢は企業成長です。結論から言うと、公共事業
と大胆な金融政策には限界がありますが、企業の経済成
長だけは上限がありません。つまり企業経営者の経営努
力がいかんなく発揮できれば経済成長は無限に続くので
す。
　勿論、経済のグローバル化やＴＰＰ、為替など国内外
を取り巻く経済環境は厳しいものがあります。
　こうした厳しい環境の中でも経営革新や農商工連携、
ネット通販などで地元経済人は頑張っています。行政は
こうした企業が動きやすい助成制度や規制の緩和、ビジ
ネスマッチングなど、側面支援をすることが大切ではな
いでしょうか。
　経済成長による税収アップこそはその国の力です。そ
れを支えるのはイノベターとしての企業経営者です。
　しかし「インフレは善し」で「デフレは悪」という二
者択一的な考え方は危険です。確かに日本は長期にわた
ってデフレに悩まされてきました。しかしその分、賃金
が上がらない
中で物価は上
昇せずそれな
りに安定して
いたのではな
いでしょうか。
これからは地
方の企業の頑
張りが要求さ
れます。

国の借金１千兆円超に
　８月10日のマスコミは「国の借金が１０００兆円を突
破した（６月末時点）」と大きく報道しています。国民一
当たりにすると７９２万円の借金になるのだそうです。
内訳は80 ～ 90％が国債依存になっている構造です。これ
に地方政府の県債などの借金を合算すると、一体どの位
まで膨らむのでしょうか。ちなみに鳥取県の累計県債額
は３７００億円を超えています。全国ベースでは一説に
は「１５００兆円を有に超えている」とも言われています。
　一言で政府は２０１５年度までに国と地方のプライマ
リーバランスのＧＤＰ比でみた赤字幅を10年度から半減
させると言っています。消費税増税はこの側面からみる
と 〝待った〟なしの状況です。
　こうした膨大な国の借金を帳消しにする政策が「アベ
ノミクス」と言えそうですが、その通り行くのでしょうか。
　アベノミクスは３本の矢から構成されています。ざっ
と見渡してみると一つは財政出動による公共事業の拡大
です。名称は「機動的な財政政策」となっていますが、
要は老朽化したインフラの再整備が中心になると思われ
ます。
　２番目は日銀による「大胆な金融政策」です。マネタ
リーベースを14年末までに２９０兆円に、長期国債を同
年末までに１９０兆円まで残高を増やすというのです。
　３番目が日本企業の経済成長です。アベノミクスの喧
伝以来、株高になり円安に揺れました。インフレ２％ア
ップを目標にしたアベノミクスは当面、国内外で歓迎さ
れているようです。

３本の矢はどれが最も重要化か
　公共事業の発注量は２月補正を経て増加傾向にありま
す。７月の鳥取県の発注量は今年の累計で請負金額が
４１３億円超となり、対前年比では実に３７. ６％の大幅
増です。
　しかし公共事業が依存する財源は建設国債や赤字国債、
県債などの借金がベースになっています。大盤振る舞い
を止め本当に必要な公共事業に絞り込むことが重要だと
思われます。
　鳥取県も今夏で大変な風水害の影響を受けました。ト
ンネル、橋、道路、耐震性などチェック項目は沢山あり
そうです。
　借金に依存する政策である以上、公共事業には限界が
あります。今一度、絞り込んだ政策が必要でしょう。

　２番目は「大胆な金融緩和政策」です。〝大胆〞 という
のは日銀自らが市場に出て買いオペリをやり、潤沢にお
金を市中にバラ巻く施策です。主なものは国債や株式、
社債などですが、これによってマネタリーベースを２年
間で２倍（２７０兆円）にし、長期国債の保有残高を年
間50兆円増加し２年間で２倍にする政策です。

山陰経済新聞社
主幹
野口　荘太郎アベノミクスと地方経済

地 済元 情経 報
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「やってみましょう！
　暮らしの節電・省エネ！」

　中国電力株式会社米子営業所
　　　所　長　佐々木　玲

　いつも当社の電気をご愛顧賜り，誠にありがとうご
ざいます。
　今夏も全国的に見込まれる電力需給逼迫への対策と
して，政府から安定供給が見込まれる中国地方に対し
ても，節電要請がありました。
　お客さまにおかれましては，猛暑が続いております
ので，日常生活や経済活動に影響を及ぼさない範囲内
で，また，熱中症等にも十分ご留意いただいたうえで，
節電へのご協力をお願いいたします。

１．今夏の節電要請期間等
【期　間】
　平成２５年７月１日(月)～平成２５年９月３０日(月)
　平日９：００～２０：００
　＊８月１３日から８月１５日は除く
【目　標】
　数値目標はありません
　＊節電をお願いする期間・時間帯において，無理
　　のない範囲での節電をお願いいたします。

5．最後に
　屋内でも熱中症にかかる場合があります。適切な室温管理や水分補給にご留意いただく等，十分にご注意ください。特
にご高齢の方や体調に不安のある方は無理をなさらないようお願いいたします。

２．夏の昼間におけるご使用量の特徴 ご在宅の場合は，
１３時から１６時の節電が特に重要です！

①＋②＋③ お客さま全体でのご使用電力

③ご家庭のお客さま

① 大企業や工場のお客さま
② 中小企業や商店のお客さま

【サンプルデータ等より資源エネルギー庁推計】

３．家庭の電気の使われ方

ご家庭のエアコンの上手な使い方が
重要になります。

４．ご家庭の節電対策（例）

  節電対策メニュー 削電効果
（削減率）

エ
　
ア
　
コ
　
ン

室温２８℃を心がける。 10％
すだれやよしずなどで窓からの日差しを和ら
げる 10％
無理のない範囲でエアコンを消し扇風機を利
用する。 50％
＊除湿運転やエアコンの頻繁なオンオフは電力の増加にな
る場合があるため注意が必要です。

冷
蔵
庫

冷蔵庫の設定を「強」から「中」に変え，扉
を開ける時間を出来るだけ減らし，食品を詰
め込みすぎないようにする。

2％

照明 日中は不要な照明を消す。 5％
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自転車野郎アキラ（加藤　彰）
1969年（昭和44年）12月6日生まれ　米子市在住
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　名古屋発祥で絶大な人気を誇っている「コメダ珈琲店」を山陰で初めて出店
をする運びとなりました。
　コーヒー文化の根づいている米子の地に、やすらぎや語らいのある喫茶店を
想い描いていたとき、「コーヒーを大切にする心から」をモットーに長く喫茶
店を経営されている「コメダ珈琲店」に出会いました。
　ご家庭の応接間やリビングのように、お客様の日常に溶け込むことにこだわ
った喫茶店。
　平成25年7月に計画してから1年半越し、念願であった「コメダ珈琲店」を、私どもの地元“米子”の地に「コ
メダ珈琲店米子車尾店」をオープンすることが出来ました。
　いつも同じ店で同じ味のコーヒーを楽しめる信頼感、ゆったりとしたテーブルやソファでのくつろぎ、いつで
も来店しやすいお店であり続けることで得られる安心感、など・・・・・・お客様との程良い距離感を保った居
心地の良い接客でおもてなしします
　今後も、地域の方に愛され、くつろげる場、一服できる場を提供していきたいと思っております。

“ 語らい ”“ 憩い ”のある喫茶店を

　有限会社ジョイフルライフは、カネックス株式会社のグループ会社として平成17年5月、スタートいたしました。
“近くて、気軽に、いつでも買い物”が、住み良い生活環境の第一優先に。
　そんなコンセプトから、当社はスタートし、「ファミリーマート」の出店を企画。平成17年7月に山陰で「3番
店」となる「ファミリーマート米子大篠津店」をオープンいたしました。この出店をステップにして、平成25年
1月、新しい街が出来つつある境港夕日が丘に、「ファミリーマート境港夕日が丘店」をオープンいたしました。
　幅広く、地域のみなさまの住み良く、高い利便性のある街にお役にたてるよう、今後とも積極的に店舗展開を
進めていこうと考えております。

利便性とともにやすらぎのある街をめざして

「コメダ珈琲店」といえば
シロノワール！

会員の
コーナー

有限会社 ジョイフルライフ
本社　米子市大篠津町690番地の15



①株式会社　住まいのひろ吉
②代表取締役　妹尾　弘吉
③米子市旗ヶ崎2丁目10-21
④住宅の新築及び増改築の設計と施工、
　ガーデニング工事設計、事務所としての設計監理業務
⑤木造ドミノ住宅を基本に、屋根にＯＭ集熱パネルと太陽光発電
を載せたゼロエネルギー住宅を施工しています。

①株式会社　クリックエステート
②代表取締役　栗田　徹也
③米子市西福原6丁目7-34
④不動産業（土地・建物売買）
⑤クリックエステートは「信頼度」
　地域No.1を目指しています！

①株式会社　ジャパンファームオークション
②代表取締役　坂本　誠
③境港市昭和町2-12
④インターネットオークションの開催、会場管理
　中古農機具の輸出入
⑤日本最大規模の農機具オークション！インターネットと実際の見学会
場の両方を併せ持つ、日本最大規模の中古農機具オークションです。

①アフラック募集代理店
②代表者　塩冶　八千代
③米子市長砂町309-2
④生命保険代理店（アフラック）
⑤保険はSimple  is  Best
　お任せいただけることに 感謝と信頼で 安心をお届け

①在宅ワーク
②代表　川原　寿志
③境港市渡町2747
④ネット広告
⑤無料で提供

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

新 入 会 委 員 の ご 紹 介

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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コルフコンペ
チャリティー
コルフコンペ
チャリティー
コルフコンペ

第
３
回

第
３
回

　東日本の復興は、国民一人ひとりの課題であり、復興支援を通じて“心豊かな社会を創る”“小さくてもできること”をテー
マに、日常生活の中に、「支援の輪」を創っていくことを目指して、チャリティーゴルフを開催いたします。是非、奮ってご参加
をお願いします。

日　時：平成25年10月16日（水）OUT*IN  スタート ９：38
※開会式・表彰式は行いません。ご了承ください。

会　場：大山平原ゴルフクラブ

※当日のプレー代と合わせてお支払いください。
参加費：１名  2,000円（被災地支援募金を含む）

参加者
募集！
参加者
募集！

☆プレー代・食事代は各自ご負担ください。
☆なお、ビジター料金は9,450円です。

お問い合わせ…米子法人会事務局内チャリティーゴルフコンペ実行委員会　TEL 0859-32-6616　FAX 0859-32-6615

チャリティー募金 前半ショートホール２ヶ所で、ワンオンできなかった場合
各ホール“５００円募金”をお願いします。

申込書はホームページからプリントをお願いします。

「がんばろう日本！」被災地支援にご賛同いただける全ての方
参加資格

①前半９ホール、ダブルペリア方式で順位決定いたします。
②大山平原ゴルフクラブ ローカルルール適用
③同ネットの場合、年齢・グロス上位の順で決定

競技方法
表彰式は行いません。入賞発表は当日会場に掲示いたします。
入賞賞品は、当日、お持ち帰りいただきます。
優勝～10位、レディース優勝、飛び賞、ＤＣ・ＮＰ賞、ＢＢ賞、ＢＭ賞
参加者全員への参加賞あり。賞品は「東日本被災地復興支援」の趣旨
から、同地域の特産品を準備いたしました。奮ってご参加ください。

表　　彰

申込期限
９月20日（金）
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鳥取支社
〒680-0846　鳥取市扇町32番地　扇町扶桑ビル5Ｆ

AF法推-2013-0044-1308537　8月8日
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鳥取支店
〒680-0835
鳥取市東品治町102　鳥取駅前ビル 4階
TEL.0857-20-0081　FAX.0857-20-0085
（受付時間：午前 9時から午後 5時まで 土・日・祝日・年末年始を除く）

編集後記
　今、9月上旬。最終の編集会議をしております。夏の猛暑から一転、連日の雨で一気に涼しくなってしまいました。
また暑さが戻ってくるのか、このまま秋へと進むのか？
　秋と言えば読書の秋。書籍ではございませんが、この会報も多くの会員様に読んでいただければと思います。広
報委員会一同、みなさんへ役立ち、楽しい内容を提供できるよう、さまざまなネットワークを通じ、また巨大アン
テナを立てて情報収集そして発信していたいと思います。

広報委員　大屋明宏（中国大建管財 ㈱）

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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75,000トンの巨大な船はまるで海に浮かぶビルのよう。（コスタ・ビクトリア）

青い海と空、白い空によく映える船体。（にっぽん丸） 

客室の一例。（ダイヤモンド・プリンセス）

乗客は、鳥取、島根方面の観光を楽しみ、次の寄港地へ向かいます。

プールデッキは、ゆったりとした時間が流れるリラックス空間。

写真提供　境港管路組合・境港商工会議所


