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山陰道（赤碕中山IC～名和IC）の開通
平成25年12月21日山陰道名和IC～赤碕中山IC間が開通しました。
これにより、一層高速道路の利便性が高まり、米子空港の空路の拡充、
境港の発展と相まって地域の発展の可能性が大きく広がります。
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　会員の皆様には、常日頃より当米子法人会の運営・事業活動に格別のご
理解・ご協力を賜り、心より厚く御礼申し上げます。
　また、地域の皆様には、当会が開催しております税務研修会、経営セミ
ナー、講演会などにご参加いただきありがとうございます。特に、会員の
ほか地域の皆様とともに「地域社会にお役立とう」と行っております「古
布・古タオルの回収・寄贈」活動や「東日本震災支援　がんばろう日本!チャリティーゴルフコンペ」にも、
数多くご参加いただき、公益社団法人としての責務と役割が幾分かでも実践できたように実感しておりま
す。
　さて、一昨年の8月、野田政権下で成立した「消費税増税法」の「平成26年4月消費税率8%実施」は、
安倍政権の下、昨年10月1日「平成26年4月1日実施」の決定がなされました。
　この「消費税増税法」の名称は「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための
消費税法の一部を改正する等の法律」という長い名の法律であり、その実施にあっては「・・・消費税率
引上げの前に、経済状況等を総合的に勘案した上で、消費税率の引上げの停止を含め所要の措置を・・・」
としており、今般のアベノミクス効果による好況感などの経済状況等を睨んでの政治判断がなされたもの
でした。
　この約1年、「消費税8%への歩み」は、今までになく国民一人ひとりが真剣に「税」の負担方法や役割
りなどを考えた期間ではなかったでしょうか。歳出の31.4%を占める現在の社会保障関係費を支えるため、
少子高齢化社会にあって誰がどのように負担するのか。一方、消費税が抱える「逆進性」をどのように克
服するのか、などの問題点やその対応策にも多くの国民が関心を示しており、私ども法人会が「税のオピ
ニオンリーダー」としても、消費税の確実な転嫁と軽減税率問題などに対し、引き続き積極的に発言して
いくことが重要ではないかと考える次第です。
　また、地元に目を向けますと、昨年の春に実現した「松江三次道路」は、100万都市「広島」を一気に「隣
接都市」に変えた感がありました。山陰道は昨年12月の中山・名和間開通により、米子・倉吉は一気に隣
接市となり、米子・鳥取間88kmの早期開通は単なる道路整備に止まらず、「物・人・情報の更なる進展」
への期待となっています。昨年秋には、鳥取県西部地域で「エコツーリズム国際大会」の開催により、自
然・歴史・文化に富んだ当地がアピールされ、出雲大社大遷宮ブームと相まって多くの観光客を迎えたの
ではないでしょうか。加えて、米子鬼太郎空港に「スカイマーク」の就航発表がされました。境港には大
型クルーズ客船の寄港増便など、陸・空・海による「人・物・情報」の交流が一段と高まり、今後、鳥取
県西部地域の枠に止まらず、より広い経済圏域への変貌が期待されています。
　私ども米子法人会は、税のオピニオンリーダーとして「正しい税知識の普及」「納税意識の向上」への
取り組むとともに、このような地域経済の流れにも関心を示し、会員企業の皆様と一緒に元気な地域経済
を目指していきたいと考えます。
　引き続き、会員企業の皆様のご理解・ご支援をいただき、又、未加入の企業の皆様には是非とも当会に
ご加入いただき、企業の発展と元気な地域創造にともに活動いただければ、誠に幸いに存じます。
　最後になりましたが、皆様のご繁栄とご健勝を祈念いたしますとともに、今後とも当米子法人会の活動
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。

「もっと広い経済圏域の発展に」

公益社団法人 米子法人会
会　長　青　砥　隆　志



地域の安全安心の向上
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○向上する交通の安全性 　これまで、国道9号では大型車交通量が多く、また沿道
からの車両の出入りや歩行者が混在するため、死傷事故
が多数発生していました。山陰道（赤碕中山ＩＣ～名和ＩＣ）
の開通により、国道９号の交通量が山陰道へ転換し、交通
事故の大幅な減少が見込めます。

平成25年12月21日山陰道名和IC～赤碕中山IC間が開通しました。
その結果、鳥取県内の山陰道の約65%が供用開始され、
また鳥取県中部から島根県出雲市まで高速道路でつながりました。
これにより、一層高速道路の利便性が高まり、米子空港の空路の拡充、
境港の発展と相まって地域の発展の可能性が大きく広がります。
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平成25年12月21日山陰道名和IC～赤碕中山IC間が開通しました。
その結果、鳥取県内の山陰道の約65%が供用開始され、
また鳥取県中部から島根県出雲市まで高速道路でつながりました。
これにより、一層高速道路の利便性が高まり、米子空港の空路の拡充、
境港の発展と相まって地域の発展の可能性が大きく広がります。

高速道路の開通によりもたらされるもの高速道路の開通によりもたらされるもの

○交通渋滞の緩和
　今回開通する区間の端部にあたる御来屋駅
前交差点や金屋交差点では、観光シーズンに
大きな渋滞が発生していました。この道路の
開通により交通混雑の解消が期待されます。
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広がる地域発展の可能性

　この区間の開通により、国道９号とのダブルネット
ワークができあがり、災害等に強いネットワーク及び通
行止め時の代替道路が確保され、道路の信頼性の向上
や東西幹線軸の強化が図られます。

○交通の代替機能の確保
　今回開通する区間では、国道9号以外に幹線となる
道路がなく、国道９号が交通事故などにより通行止めと
なった場合、代替道路が無く交通の大きな支障となって
いました。特に、平成２３年正月の豪雪では、４２時間にわ
たって約１，０００台の車両が立ち往生し、住民生活や経
済活動に大きな影響を与えました。

○新たな観光ルートの形成

　今回の開通により、倉吉～米子間は約９分の移動時間が短
縮されるとともに、定時制が高まります。また、鳥取県内の山
陰道は無料の高速道路です。平成２５年３月に全線供用した
同じく無料の鳥取自動車道・松江自動車道とつながったこと
により、近畿方面や広島方面からの高速料金が大幅に低減さ
れ、移動時間が短縮されることにより、新たな広域観光ルー
トが形成されます。
　さらに、観光目的地間の移動時間、特に観光シーズンにお
ける移動時間が大幅に短縮され、訪問する観光地の選択肢
が増え、また、「ゆとり」をもった観光が出来ることで、観光の
周遊ルートが魅力アップし観光客の増大につながります。

○繋がる命の道
　今回の開通により、三次医療機関がな
い中部地域にとって、倉吉市から三次救
急医療施設のある米子市まで、１時間以
内での安静搬送が可能となり、命の道が
繋がり地域の安心なくらしが支えられま
す。

○物流の効率化による
　産業競争力の強化

　今回の開通により、物流のリードタイムの短縮や定
時制の向上、さらに無料の高速道路網を活用した物流
コストの低減により、産業の競争力が向上し、事業拡
大や新たな企業立地の可能性が高まります。
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　昨年末、米子鬼太郎空港にスカイマークが新規就航し、山陰を発着する「空の道」が飛躍的に拡大すること
となりました。山陰のハンディであった主要都市との交通アクセスが大幅に改善することにより、企業活動の
活発化や商圏拡大、観光客誘致などに期待がかかります。
　今回は、米子鬼太郎空港の路線拡充について紹介しながら、地域経済に及ぼす影響、路線の利活用方法な
どについて紹介させていただきます。

低減する圏域人口を
、

交流人口の増大で補
完

　今年４月、米子鬼太郎空港にスカイマーク株式会社に
よる羽田、新千歳、那覇路線が新たに就航することによ
り、昨年からの成田、神戸、茨城（神戸経由）便と全日本
空輸株式会社（ＡＮＡ）の羽田便を合わせると、国内線が
６路線１日１5往復となり、中国地方で最も多い国内線路
線数が就航する拠点空港に成長します。
　路線数や座席供給数の大幅増、幅広い運賃が提供さ
れることによって、移動の選択肢が大幅に広がることか
ら、米子鬼太郎空港を拠点とした人の流れが急速に広
がっていくことが想定され、旅行、企業活動、相互交流な
ど、さまざまな活動に経済波及効果が及ぶものと見込
まれます。

今年４月 米子鬼太郎空港にスカイマ ク株式

大幅に行き先が広が
る

米子鬼太郎空港
ビジネスチャンスの創

出と

交流人口の拡大

　新たな路線は、ビジネスチャンスを創出します。地元
の空港からさまざまな地域に直接移動することができ
ることにより、自治体にとっては企業誘致の際のアピー
ルポイントとなります。輸送コストの削減や高付加価値
産業の立地など地域産業の高度化にも直結します。ま
た、各企業にとっても、企業間活動の活発化、商談機会・
商談相手の拡大、地域ブランドの販売ルートの拡大、成
田便、神戸便経由で海外と繋がることに加えて、境港と
ロシア、韓国をむすぶ国際定期貨客船ＤＢＳクルーズ
フェリーや米子鬼太郎空港とソウルを結ぶ山陰唯一の
定期国際路線アシアナ航空便など既存の路線を組み合
わせれば、観光面、ビジネス面での新たな流れもでき、
交流人口の増大に期待がかかります。

本格化する空の大交流時代
～米子鬼太郎空港を拠点とした航空インフラの飛躍～

鳥取県地域振興部交通政策課

　鳥取県の人口は、１９８５年の６１万６千人をピークに年々減り続けています。少子化対策、移住定住対策の推進によ
り定住人口の減少を可能な限り食い止めるとともに、たとえ人口が減少しても持続可能な活力ある地域社会を形成
することが必要となってきています。
　交流人口の増大は、地域に経済と物・情報の流れを呼び込み、人口低減を
補完すると言われています。広がる翼（航空路線）は、私たちの地域と遠くの
地域の時間距離を大幅に縮めてくれます。人口低減社会においても活力あ
る地域社会を形成するためには、この翼を使いこなし、より多くの人や企業・
団体、情報・サービスに接し、ビジネスチャンスを拡大していくことが重要に
なってくると考えます。
　皆様も、ぜひとも米子鬼太郎空港を発着する航空路線を使いこなしていた
だき、企業活動、ひいては地域の活性化に繋げていただければと思います。

̶　4　̶



地域に及ぼす効果
観光客の来訪による
地域消費拡大

企業間活動の活発化
商談機会の拡大等

地域ブランドの
販売ルートの拡大

地域間の
文化交流の拡大 教育・学術

連携の拡大

運賃の低廉化による
県民資産の県内循環

企業誘致の際の
アピールポイント

地域産業の高度化
（輸送コスト削減）

（高付加価値産業の立地）

＜地元利便拡大＞
羽田以外に行く場合の
移動時間短縮 国内各都市・

海外との
アクセスが
飛躍的に向上

海外からの
チャーター便
定期便

米子

ソウル

茨城

羽田

那覇

札幌

神戸空港→
関西国際空港は、
ベイシャトル利用で
直結・最短４０分。

関西
国際空港

神戸

成田

海外各都市

海外各都市

羽田・成田乗り継ぎ
北海道、東北、九州、沖縄などへ

神戸乗り継ぎ
新千歳、茨城、羽田、
長崎、鹿児島、
那覇、石垣へ

成田国際空港から東京への
利便性が飛躍的に向上。
スカイアクセス利用で上野まで41分。
リムジンバスで、八重洲まで
最短60分、900円。

国内既存路線

国内既存路線

2014年
4月１日就航

国内線

OZ163
OZ163
OZ163

便　名
火
金
日

曜日
14：25
12：00
14：25

米子 ▶
16：00
13：40
16：20

ソウル
OZ164
OZ164
OZ164

便　名
12：00
9：30
12：00

ソウル ▶
13：25
11：00
13：25

米子
国際既存路線国際線

お問い合せ先　全　日　空／TEL 0570-029-222
　　　　　　　スカイマーク／TEL 050-3116-7370
　　　　　　　アシアナ航空／TEL 0570-082-555米子鬼太郎空港時刻表 3月30日以降、運航時間・便名が異なります。

羽田
神戸
成田
羽田
羽田
羽田
成田
羽田
神戸
茨城
羽田

出発地
6：55
7：55
8：45
10：20
13：15
15：25
16：00
18：35
19：35
17：35
20：05

出発
ＡＮＡ812
ＡＮＡ814
ＳＫＹ122
ＳＫＹ282経由便
ＳＫＹ824
ＡＮＡ816
ＡＮＡ992
ＡＮＡ818
ＳＫＹ826
ＡＮＡ820
ＳＫＹ128

便　名
7：15
9：00
9：15
9：15
11：00
12：30
15：25
17：25
18：15
20：45
20：55

出発
羽田
羽田
神戸
茨城
成田
羽田
羽田
羽田
成田
羽田
神戸

目的地
8：30
10：15
9：55
11：45
12：25
13：45
16：45
18：45
19：40
22：00
21：30

到着
ＡＮＡ811
ＳＫＹ121
ＳＫＹ823
ＡＮＡ813
ＡＮＡ991
ＡＮＡ815
ＳＫＹ825
ＡＮＡ817
ＳＫＹ127
ＳＫＹ287経由便
ＡＮＡ819

便　名
8：20
8：35
10：20
11：45
14：40
16：50
17：35
20：00
20：15
20：15
21：30

到着
米子発 米子着

羽田
那覇
羽田
新千歳

6：40
12：25
15：35
19：10

ＳＫＹ220 
ＳＫＹ251 
ＳＫＹ224 
ＳＫＹ277 

7：20
8：35
15：00
17：35

羽田
那覇
羽田
新千歳

8：45
10：40
16：25
19：30

ＳＫＹ221
ＳＫＹ252
ＳＫＹ225
ＳＫＹ278

8：00
14：25
16：55
21：10

４月１日
以降就航便
です。
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青年部会

川　原　康　寛
税理士法人パートナーズ

山陰支社

　世間は一昨年から始ま

ったアベノミクスにより、

ようやく景気回復の兆し

こそ見えてきていますが、未だ道半ば…事業者を取

り巻く経営環境は厳しいものがあります。大手企業

でさえ消費税転嫁について消費者に受け入れられる

かどうか二の足を踏んでいるのが現状です…消費税

増税の良し悪しを論じるのは割愛します。

　幸いなことに４月１日の新税率適用開始まで、ま

だ少しだけ時間が残っています。転嫁をスムーズに

行うために、取引業者間で連携を図ることも有効で

す。消費者の値上げ感を和らげるために総額表示の

特例適用を検討することも対策となります。転嫁が

出来なかった場合にキャッシュフローを含め経営に

与える影響を試算しておくことも必要かもしれませ

ん。万全の体制で来る日に備えましょう！！

～まとめ～
　｢消費税増税に伴い、売上に増税分をちゃんと転嫁

できるか？出来ない場合には実質値引き販売をする

ことと同じになります。原価が変わるわけではない

ので、値引き分は利益を直撃します。消費税増税を

踏まえたコスト対策など、より一層厳しい経営戦略

が求められることになります。消費税増税で事業者

がまず対処すべきは、増税分を売上に『確実に』転

嫁していくことです。｣

　平成26年4月1日以降の取引について消費税率が5％

から8％に増税されます。今回の消費税増税に際して、

われわれ事業者の今後の肝にすえて取り組まなけれ

ばならない取り組みがあります。それはズバリ『消

費税の転嫁』です。すでに、セミナー、冊子、メデ

ィア等さまざまな場面で啓発活動が行われています。

　おさらいになりますが、消費税は価格への転嫁を

通じて最終的に消費者が負担することを予定として

いる税金です。消費税は『間接税』であり、『税金を

負担する人』と『税務署へ申告・納付する人』が異

なります。『転嫁』について考える上で重要なのが、

この『負担者』と『納税者』いう考え方です。

　お店の商品の仕入代を105円（税込）、商品の販売

代を210円（税込）とします。このとき商品を通常通

り販売できればお店は100円の儲け（200円－100円）

となり、納付することになる消費税は5円（10円－5円）

となります。

　では、この取引が平成26年4月1日以降になった場

合はどうでしょう？消費税の転嫁が首尾よくできれ

ば、儲け100円（200円－100円）、納付消費税8円（16

円－8円）となります。税務署へ納付する消費税は5

円から8円へ3円増加しますが、お店の儲けは100円の

まま（100円－100円）変動していません。

　それでは増税分3％の転嫁できなかった場合は、転

嫁できた場合と比べてどうなるのでしょうか？儲け

は95円（195円※1－100円）となり、5円減少。納付

消費税は7円（15円※－8円）となり1円減少となりま

す。※1商品代…210円×100÷108円未満切上げ　※2

預かり消費税…210円－195円

　これでは転嫁できなかった消費税相当額がお店の

コストとなっています。転嫁出来なかった消費税分

だけお店の儲けを圧迫してしまっているのです。

来る4月1日に備えて
消費税コラム
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駒太
　今年の４月から消費税率が８％になるんだよね。な
ぜ増税するのかなぁ～？
けんた　
　何といっても「社会保障の財源確保」のためだよね。
少子高齢化して、現役世代は減少する一方。所得税
や法人税の増税は現役世代への負担が一層高まるこ
とになるため、特定の者に負担が集中しない、国民
全体で広く負担する消費税が社会保障の財源にふさ
わしい、ということで「消費税増税」となったんだよ。

駒太　
　じゃあ、事業を始めた場合は、２期目までは納税し
なくてもいいんだ！
けんた
　そうなるね。それを「免税事業者」っていうんだ。
でもね、事業を始める場合は、どうしても最初にい
ろんな設備などを購入することになるので、たくさ
ん消費税を払っているよね。受け取った消費税より
払った消費税額の方が多い、つまり消費税を払った
ままのような形になってしまうこともあるよ。
　駒太くんが最終消費者ってことでね。
駒太
　そんなの嫌だよ。商売に必要な物を買って、その中
に入っている消費税を自分が被ってしまうなんて！
けんた　
　だから、場合によっては初めっから「消費税課税事
業者」となって、消費税の申告をすると払った消費
税が還付される場合があるよ。ただ、いろいろな条
件があるから、「課税事業者」を選択するかどうか
は充分考えないとね。いろいろな制度や届出、提出
期限などしっかり調べてからね。

駒太
　そうなんだ！
　こりゃもっと勉強しないといけないなぁ～。法人会
の研修会に行ってみよ～っと！！

駒太
　けんたくん、消費税のことなんだけどちょっと教え
て。消費税って誰が払うの？

けんた　
　簡単に言っちゃうと、お店の人が税務署に払うんだ
けど、消費税額は買った物の代金の中に入っている
から、実際には買った人が払うことになるね！つま
り買った人が税金を負担して、お店の人が税務署に
払うんだよ。

　こんな感じかな？

駒太
　そうなんだ。でも、物を売った時ごとに計算して払
うなんて、面倒で事務も大変だよ。いやになっちゃ
うね。

けんた
　いやそうじゃなくて、個人経営だと、1年分を、会社
だと事業期間をまとめて納税するんだけど、個人経
営の場合は商売をはじめた翌々年（最初の年を基準
期間っていうの）から、会社の場合は３期目（１期
目が基準期間）から納税義務者になるんだ。つまり、
個人も会社も基準期間の課税売上高が１０００万円
を超えた翌々年からが「納税者」ってこと。でも、
資本金の額が１０００万円以上の会社の場合は設立
第１期目からの納税義務者になるからね。いろいろ
あるから、ちゃんと、税務署や税理士さんで確認し
た方が良いよ。

　例えば、こんな感じ。
H○○.01.01～ H□□.01.01 H△△.01.01 H◇◇.01.01

詳しくは、税務署や税理士でしっかり確認を！
ネットでも

で確認してみましょう!
国税庁ホームページ パンフレット・手引き 消費税関係⇒ ⇒

駒太くん けんたくん

消費税 Q＆ＡＡ



　「平成26年4月に消費税８％増税」の政府決定がなされた直後の平
成25年10月3日、法人会全国大会青森大会が青森市文化会館で開催さ
れ、全国から約1,900名の会員が参加、当米子法人会からは國頭副会
長をはじめ5名が参加いたしました。　
　この全国大会は、平成26年度税制改正への提言書の確認報告会で
あり、また、政府関係機関や都道府県知事に対して「税制改正」へ
の取り組みを求める行動開始を確認する大会でもあります。
　柳田道康全法連税制・税務委員長から、「平成26年度税制改正に関
する提言書」の作成にあたって、一昨年12月にスタートした第２次
安倍内閣の経済運営への期待のなかで、全国の法人会が会員をはじ
め多くの企業に対して税制アンケート・要望意見の聞き取りなどを
行って、その集約に基づいた企業税制等を中心とした「税制改正」
提言書の作成を行った旨の経緯・背景の報告がされました。

　このことは、単に
会員の税制改正要望を取りまとめたものではなく、「企業の活性化
を支える税制」を目指して議論された税制改正の提言であることを
改めて強調され「公益法人としての役割」としての活動である点も
指摘されました。
　引き続き、「平成26年度税制改正に関する提言書」の説明として、
次の２点の説明がなされました。第一は、中心テーマとして掲げた

「社会保障と税の一体改革」問題であり、我が国の現状として、少
子高齢化社会の急速な進展にあって、「負担」と「給付」をどのよ
うに整合させるのかを改めて提起し、持続可能な社会保障制度の構
築と財政健全化の両立を目指した一体改革には、安定的な政治基盤
を得た安倍第２次内閣に、この改革実行への条件・環境が整ったと
報告されました。
　次に指摘された事項は「経済活性化と中小企業対策」でした。
　安倍第２次内閣の発足後、経済活性化に向けた「３本の矢」を掲
げたアベノミクス効果への期待感から、長引くデフレで低迷してい
た日本経済に明るさが戻ったことを認め、本格的な回復に繋がる民
間投資を喚起する成長戦略の必要性・重要性を指摘し、規制緩和、
投資減税及びさらなる法人実効税率の引き下げを提言しています。
あわせて、中小企業の最大関心事である「事業承継税制」について、
今一歩踏み込んだ「事業用資産を一般資産から切り離した本格的な
事業承継税制の創設」を提言することを説明されました。
　この報告を聞き、従来から税制改正の提言を行い、その実現した
いろいろな税制を思い起こしてみると、全国約90万社の企業経営者
の団体だから成し得たものと、改めてその「結集力」の重要性を感
じずにはおれませんでした。

第30回法人会全国大会　青森大会

平成 26年度税制改正に
関するスローガン

（総論）
○まさに今。
　国･地方とも聖域なき行財政改革の断行を!
○持続可能な社会保障制度を確立し、
　国民の将来不安の払拭を !
○中小企業の重要性を認識し、
　経済活性化に資する税制措置の拡充を !

（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）
○法人実効税率は、
　欧州･アジア主要国並みの20%台に引き下げを!

（事業承継税制）
○本格的な事業承継税制を確立し、
　地域経済を支える中小企業に配慮を !

（消費税）
○消費税引き上げに際しては、
　景気に配慮するほか行財政改革の徹底を !

（地方税関係）
○国と地方の役割分担を見直し、
　地方の自立･自助の推進を !

（震災復興）
○被災地の復興を図るため、
　税制上の対応を含めて実効性のある措置を !

念には念を入れた
消費税転嫁対策を！

～第30回　全国法人会青森大会～
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　昨年の10月3日に開催された「全国法人会　青森大会」において決定された「平成２６年度　税制改正に関する
提言実現への全国一斉の取り組み」を受けて、米子法人会においても早速行動を開始しました。
　国会開催中の赤澤衆議院議員には地元帰郷の折に直接面談をお願いするとともに、地方税制、地方行財政を担っ
ておられる米子・境港市長、両市議会議長にも面談をお願いして、私どもが目指している「活力を支える税制」に
ついての理解を求め、当面の税制改正要望のポイントや改正消費税の問題にも触れて、提言内容の実現に向けた取
組みを求めてきました。
　特に、赤澤衆議院議員からは、自民党の国土交通部会長として国土強靭化などの課題に全力で取り組まれ、国土
強靭化や山陰を含む日本海国土軸の形成に向けた今後の重要課題等の説明や、国会情勢等のお話もいただき、私ど
もの「会員の要望のみではなく、企業・国民全体の立場に立った提言とりまとめ」へのご理解を示されました。
　この提言活動は、私どもの税制アンケートや有識者によって真剣な議論を通じて出来上がった「提言」を、現実
のものとするためのものであるとともに、国や地方の運営を担う議員の方々からご意見をいただける絶好の機会と
考え、今後ともface to face での実践を行ってまいります。（提言書は「全国法人会総連合」のホームページに掲載）

赤澤亮正衆議院議員に提言書を渡す
青砥会長、髙橋税制委員長

野坂康夫米子市長に提言書を渡す
青砥会長、髙橋税制委員長

藤尾信之米子市議会副議長に提言書を
渡す青砥会長、髙橋税制委員長

中村勝治境港市長に提言書を渡す
門永常任理事、松本、中西両理事

松下克境港市議会議長に提言書を渡す
門永常任理事、松本、中西両理事

平成25年度　税務署長表彰
　11月13日（月）、米子税務署において、角米子副市長（市長代理）をはじめ、明里鳥取県西部県税事務所長など、多数
のご来賓が出席される中「平成25年度　税務署長納税表彰式」が挙行されました。
　納税表彰を受彰された方々は、所属団体の活動を通じて「長く申告納税制度の普及、発展に寄与」されてこられた方々
であり、その活動への熱意やご尽力には頭のさがる思いがします。
　今中税務署長から、「税務署の使命は、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。」ことであり、「対外コ
ミュニケーションの充実を図ることが、国民の紫雲来に応える
行政につながる」との説明があり、「その実現には、受彰者の皆
さんのご支援と、関係する団体のご理解ご協力が無くしては困
難」と、感謝の意が述べら
れました。
　米子法人会からは、上村
忠史常任理事、坂口紀之元
理事、河崎美代子女性部会
理事の３名の方に「引き続
き、正しい税知識普及にお
力添えを」と「税務署長感
謝状」が手渡されました。 青砥会長を挟んで喜びの受彰者のみなさん感謝状をを受ける坂口紀之氏（元理事）

各政党、
地方公共団体に
税制の提言を
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　30度を超える暑い秋が続く中で、11年目となっ
た「古布・古タオルの回収・寄贈」活動が開始さ
れました。9月初頭、「11年目の活動をはじめます」
と法人会会員あてに連絡をし、合わせて日本海新
聞社のご協力で、「告知板」に「古タオル類の回
収をしています」と掲載いただき回収活動がスタ
ートしました。
　多くの市民の方々からも古タオルを中心とした
古布の回収ができ、次の3施設に寄贈いたしました。
　各施設から、「本当にありがとうございます。
皆さんによろしく」とお礼の言葉をお預かりし、
今回の「古布・古タオルの回収・寄贈」活動を無
事完了いたしました。

ご協力ありがとうございました。11年め「古布・古タオルの回収・寄贈」活動

税を考える週間：11月17日（土）「親子で税金バスツアー」開催
　国税庁が毎年秋に主催している「税を考える週間」行事に際し、米子法人会では、「親子で税金
のことを考えてもらおう」と、「親子で税金バスツアー」を実施しました。
　大型バスの定員もあって「親子20組」に限定し、福生東、弓ヶ浜、大篠津小学校の皆さんに声
をかけて募集を行ったところ「定員オーバー」となり、一部の方には「直
接米子空港に集合」をお願いするなど、主催者にはうれしい誤算のイベン
トになりました。
　米子・境港には、空から海からの外国のお客さんも多く訪れ、又、海外
旅行の出発基地となっていることから、「税関」という国の機関があること
もあって、「税関ってどんなとこ?何をしているの?」といった疑問に答えよ
うと、境税関支署のご協力を得て、米子空港にある税関の施設見学、「税関
の仕事」」のDVDによる紹介や、入国者の模擬検査体験、麻薬探知犬の実
演など盛りだくさんメニューの見学ツアーとなりました。

税関ってどんなとこ？

介護老人保健施設「ふじい」（米子市奥谷） 特別養護老人ホーム「ゆうらく」（南部町）

バス内での税金クイズ

DVDで税関の仕事紹介入国検査の模擬体験

人気のカスタムくん麻薬探知犬の活躍

高島病院 介護老人保健施設（米子市西町）

社会貢献活動のコーナー

㈱岩崎組
㈲岩崎米穀
㈱ＯＭＣ
㈲皆生つるや
㈲上後藤コンタクトレンズセンター
㈱カナヤマ
皆生タクシー㈱
㈲勝部朝日会計
㈱皆生グランドホテル
㈲楠計量機
㈱ケイズ
㈱越河
山陰緑化建設㈱
山陰打設㈲
サンイン技術コンサルタント㈱
㈱山陰放送
三和企業㈱
山陰電装㈲
㈱三伸総合設備
㈲笹間建材店

㈲島津組
㈲松月旅館
㈲千疋屋
㈱葬仙
㈲高橋会計事務所
大同生命保険㈱米子営業所
㈲高田
中国大建管財㈱
㈱中央機材
㈲角森自動車工業
鳥取県金属熱処理（協業）
㈱トンボ
一般社団法人鳥取県西部建設業協会
㈲中塚カイロプラクティック研究所
㈱ハローツーリスト
㈱ハッピーガスフォーラム
㈱卑弥呼企画
㈱備中屋本店
㈲フレッシュ電子
ほけんプラスｎａｖｉ合同会社

まほろば税理士法人
㈲村尾事務機米子支店
㈱モチダ
㈲八幡醤油店
㈱やまさき
㈲米子ニューアーバンホテル
㈱米子青果
米子信用金庫
ワタキューセイモア㈱米子営業所
㈲ワインセラー葡萄屋
㈲錦海化成
㈱大昇食品
大海通産㈱
堀田石油㈱
ダイニチ技研㈱
㈲湊谷商事
㈲米子屋旅館
尾崎商事㈱山陰営業所
尾崎商事㈱米子工場
シャトー・おだか

大山レークホテル
ニシキ商会
鳥取県西部総合事務所
米子市役所
米子税務署

梶川 塚田宗房 枠島和江
前田久美江 舟羽三重子 勝部尚子
安達京子 松本真智子 松田アユミ
山澤公子 尾崎節子 川田照美
妹尾 土井貞子 竹田悦子
景山俊夫 金川留美 安田吾朗
国広瑞子 永光みよ 福井良子
宇田川知美 桑田秋弘 魚嵜圭子
田子川絹江 田中晶子 岸本恵実子
清水邦子 板倉越美 安田一子
田中 平家恵美子 徳晃次
谷口裕子

ご 協 力 い た だ い た 企 業 ・ 団 体 様

その他、匿名の方々ありがとうございました。
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　11月13日（月）、米子市の進める「湊山公園整備事業」に協賛し、湊山
公園一帯の環境整備と合わせ、地球温暖化防止にも役立とうと、「ソメイ
ヨシノ　5本の寄贈」を企画し、平成21年からはじめたもの、今年で5年目、
全部で25本のソメイヨシノがこの公園で育っています。
　この時期は、ちょうど国税庁が主催する「税を考える週間」期間にあた
っていることから、例年、米子法人会の各種事業にご支援をいただいてい
る米子税務署長にもご参加いただき、寄贈・植樹式を開催しています。
　いつもながら、この寄贈・植樹式前後は雨模様で、このたびも前日は雨。
当日は「曇り午後から雨」の天気予報を信じつつも、「避難場所?贈呈式は
??」と気を揉みつつ当日を迎えました。
　天気予報的中！　足元はやや悪いながらも、朝から薄日和。寄贈式の進
行中には太陽が顔を出すという天候の中で、今中税務署長、角米子副市長、
勝田米子市建設部長をご来賓に迎え寄贈・植樹式が行われました。
　青砥法人会会長から角米子市副市長に「ソメイヨシノ　5本」の贈呈、
角米子副市長からお礼のご挨拶をいただいた後、会長、ご来賓3名の方に
よるメインツリーの「植樹」をしていただきました。
　湊山公園は、地域に誇れる憩い場、春のお花見シーズンには多くの市民
が昼も夜も訪れる観光名所となっており、この公園がいつまでも「わが街
の自慢の公園」として守り育てていくことに期待し、引き続き「地域とと
もに歩む米子法人会」を目指して活動を続けていきたいと考えます。

　10月16日（金）（公社）米子法人会主催の「第3回がんばろう日本！チャリティーゴルフコンペ」が大型台
風26号の通過を待って、大山平原ゴルフクラブで開催しました。
　3・11東日本大震災の復興支援を目指して「被災地の元気のために、今できることを」と、「チャリティー
ゴルフコンペ」の実施を企画、今年で3回目を迎えました。
　前日からの台風の影響が残る中、今出大会実行委員長（米子法人会　総務委員長）は、大会当日早朝から
現地に入り、暴風雨でコース内の折れた木々が散乱した状況や、幾分か治まってきた風や雨についてコース
側と再三の打ち合わせを。他のゴルフコンペ組が帰宅準備を始めたころ、コース委側から「コース内は整備
完了、風も治まってきており30分遅れスタート可能」との報告が入り、86名の最終参加者を得て今出大会実
行委員長から、「天候も順調に回復しつつあり、東日本の復興ももっと明るき兆しが見られることを祈念して」
と参加者への感謝の言葉とともに「大会開会宣言」がされました。
　今回の大会では、「被災地の企業に直接お役に立てることはないか?被災地特産品を賞品にしては」と、入
賞賞品の調達を公益社団法人宮城県物産振興会にお願いするという、今までに無い企画となりました。
　チャリティー募金には、ショートホールでのワンオンミスの方から「ワンコイ
ン募金」をお願いするという企画もあり、参加チャリティーと合わせて総額15万
円を超える募金が集まりました。
　集まった募金は全額被災地の「岩手県」に「ほんの僅かな金額ですが、少しで
もお役に立てれば、またみんなで応援していることを知っていただければ・・」
とのコメントを添えて義援金（寄附金）を送金しました。

ゆとりのある街　緑豊かな街に

みんなで応援しています！
東日本復興支援
第３回がんばろう日本！
チャリティーゴルフコンペ　開催

ワンコインチャリティーの参加者

来賓の方々で植樹を

目録を受取る角米子副市長
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　今年度も米子法人会の青年部会で、西部地区の小学生に租税教室を開催させて頂きました。
今年は４月から消費税が、８パーセントに引き上げられることもあり、我々青年部会のメン
バーは、小学生に少しでも税金に対する興味を持ってもらえるよう、一生懸命税金の説明を
させて頂きました。青年部会のメンバーも、毎年教師役をされ、本当の先生さながらのもの
もいれば、今回初めて経験させて頂き、緊張気味のものもいました。そしてなかには、初め
てなのに、「熱中時代・教師編」の水谷豊ばりに、熱血教師ぶりを披露するものもいました。
ただ、いつも子供達は、真剣に話を聞き、時にはするどく、時にはユニークな質問をしてくれました。子供達と
のふれあいは、メンバーにとって本当に貴重な体験となりました。
　さて、この度の租税教室は、納税意識の啓発への取り組みの一環として行われましたが、我々メンバーも改め
て税金の大切さを知ることになりました。子供達の未来が輝かしいものとなるよう、これからも税に対する啓蒙
活動を、米子法人会の青年部会も、より一層頑張ってまいりたいと思います。
（参考）今年は、青年部会による「租税教室講師研修会」が開催されたこともあって、東部支部を先頭に
境港支部、日野支部においても役員が「先生」となって、全支部で「租税教室」が実施されました。

大山西小

江府小

名和小

住吉小

大山小

溝口小

義方小

外江小

会見小

淀江小 日吉津小伯仙小

彦名小 就将小福生東小

誠道小 余子小中浜小

納税意識の啓発への取り組み

青年部会
研修副委員長
岡　田　啓　介

を開催！小学校で「租税教室」



　女性部会は活動のひとつとして、６年生を対象とした租税教室に同行させていただき、絵はがきコンクールの
概要を説明し応募を呼び掛けています。
　今年で３回目となりますが、年々応募作品も増えてきています。
　ちなみに県西部で第１回16校444点、第２回28校686点、応募があり全国入賞もありました。第３回目の今回は、
30校で807点と多数の応募がありました。
　租税教室終了後の質問や感想を聞きますと税金に関する意識が確
実に高まったことを感じます。租税教室や絵はがきコンクールによ
り税に関心をもつ子どもたちが増え、大人になっていく…
　微力ですが将来につながるお手伝いができればと思います。
　これからも女性部会の活動にご理解とご支援をいただきますよう
お願いいたします。
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・社会保障と税一体改革関連法案成立とは？
・消費税率10％が経営に及ぼす影響
・消費税の価格転嫁に対する準備
・法改正のタテマエとホンネ
・倒産事例にみる「価格転嫁」の難しさ
・シンプル資金繰り表で、消費税率アップに備える
・事業再構築に向けた経営計画

講

内
座

容

■日　時：平成26年3月6日 （木）
　　　　　午後1時30分～午後3時30分
■会　場：米子食品会館

チャンスに変える！消費税増税を
　消費税引き上げによって、経営上、どのようなことがおこるのか？またどのような準備をする必要があるのか？
本セミナーでは、こうした疑問に答えるだけではなく、想定される様々なリスクをわかりやすく解説いたします。
さらに、消費税引き上げに伴って、最も影響を受けると懸念されるのが“資金繰り”です。そこで、今回は、講師
が開発した「ビジュアル分析」や「シンプル資金繰り表」のエッセンスを学び、事業計画の重要性を再認識するこ
とで、税率アップ後の資金繰り強化・健全経営を目指すセミナーです。

会計事務所、コンサルティング会社等の勤務を経て、
2002年アーネストコンサルティングを開業。2008
年6月、名称を『財務リスク研究所』に変更。約10
年にわたる研究を重ね、指標を使わない世界初の分
析手法「ビジュアル分析」を開発。難解なバランス
シートをわかりやすくするだけでなく、決算書に潜
むリスクや粉飾を読み解くノウハウを確立。分析し
た決算書はすでに5,000社を超えている。

財務リスク研究所㈱
代表取締役

横
よこ

山
やま

   悟
ご

一
いち

  氏

講師プロフィール

受講料

無 料

 いよいよ消費税8％
対策セミナー

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！
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税 務 署 の コ ー ナ ー

案内に従って金額等を入力すれば税額等が自動計算
され、所得税・個人事業者の消費税・贈与税の確定
申告書等を作成することができ、「ｅ－Ｔａｘ」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26年２月17日

（月）から３月17日（月）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。申告会場では、お越しになられた皆様にで
きるだけご自身で確定申告書を作成し、提出してい
ただけるよう、職員が会場を巡回して確定申告書作
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、国税庁ホームページが利用できるパ
ソコンを設置し、「確定申告書作成コーナー」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。

（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。
ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしてお
けば、ｅ－Ｔａｘを利用して電子申告等又は納付情
報登録依頼をした後に、簡単なパソコン操作で、届
出をした預貯金口座からの振替により、即時または
指定した期日に納付することができる便利な電子納
税の納付手段です。
　このダイレクト納付は、①インターネットを利用
できるパソコンがあれば、簡単な手続で利用が可能
であること、②インターネットバンキング契約が不
要であること、③金融機関等の窓口に出向く必要が
ないこと、④即時または納付日を指定して納付する
ことが可能であることなどのメリットがあります。
　ダイレクト納付には、電子証明書やカードリーダ
ライタが不要であり、口座振替ができなかった源泉
所得税、法人税及び消費税などの税金について利用
可能です。特に納付回数の多い源泉所得税や消費税
中間申告分などに大変便利ですので、ぜひダイレク
ト納付の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。

　法人会会員の皆様方には、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
国際化・ＩＣＴ化の進展に加え、国税通則法の改正・
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と
ともに「対外コミュニケーション」の充実を図るこ
とが「国民の信頼に応える行政」に繋がるものと考
えております。
　また、「ｅ－Ｔａｘ」につきましては、「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
利用率について目標が設定されており、普及と定着
に向けて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・復興特別所得税・
   個人事業者の消費税・贈与税の確定申告）
　本年も所得税等、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。平成25年分から平
成49年分の各年分において、東日本大震災からの復
興を図るために必要な財源の確保のため、「復興特別
所得税」が所得税と併せて課税されることとなりま
した。
　「復興特別所得税」は、源泉所得税の徴収の際に併
せて徴収されますが、確定申告を提出する場合は、
所得税額の計算の際に併せて税額が計算されますの
でご理解ください。
　さて、確定申告時期において税務署では、納税者
の皆さまご自身により確定申告書を作成していただ
く「自書申告」を推進しています。このため、国税
庁ホームページでは、税に関する情報やサービスを
提供するとともに、ご自宅で確定申告書の作成がで
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

米子税務署長
今　中　　実

確定申告は便利な e -Tax
（国税電子申告・納税システム）の利用を
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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26年2月17日（月）～3月17日（月）まで
※土・日は除きます

期　　間

受付時間 9：00～16：00（相談時間 9：00～17：00）
※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。

申告会場について 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。



会 員 の コ ー ナ ー
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第27回法人会 青年の集い「広島大会」 参加報告
　2013年11月８日、９日に第27回「法人会全国青年の集い広島大会」が広島県立総合体
育館（広島グリーンアリーナ）で開かれ参加して参りました。
　今回のスローガン「百万一心」束ねよう三本の矢を！百万一心とは一日一力一心とも
読み国民が皆で力を合わせれば何事もなし得ると云う意味があるそうです。このスロー
ガンとともに開催され記念講演には広島出身の今は経営者としての顔も持つ吉川晃司氏
による「日本一心」～日本の未来のために果たすべきこと～と題し吉川氏は東日本大震
災発生直後から３回宮城県石巻市に匿名でボランティア活動を実施されたり東京ドーム
でCOMPLEXの復活ライブ開催。収益金６億超を被災地に寄付されたり、それ以降も様
々な活動を通して支援を続けておられるなど非常に中身の濃い内容でかつ笑いもあり大
いに参考になる講演でした。講演後は会場をリーガロイヤルホテル広島に移して大懇親会が開かれ2000人を上回
る人数のためホテル内の会場を数箇所に分散しても入りきらず会場の外のホールにも各所テーブル席が設けられ

私たち鳥取法人会は会場の中に入れず外のホール席となり、そ
こでメンバーとの新たな交流を深め、その際に来年の大会開催
地の秋田法人会メンバーとお会いし来年は出来るだけ多くのメ
ンバーと秋田の地で再会することを約束しました。私にとって、
この大会は非常に有意義な時間を過ごすことができ、とても得
るものがありました。最後に会員の皆様、全国青年の集い秋田
大会に是非とも参加し新たな出会いを見つけてみませんか…

“青年の集い  広島大会”に行ってきました。

米子のともちゃん
中食産業ＴＯＭＯ企画

米子名物「いただき」「白ねぎだし醤油」を出店。
全国から集まってきた青年部会の皆さんに、
米子の「うまもん」を味わってもらおう！と広島に行ってきました。
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青 年部会のコーナー

青年部会

足　立　和　弘
㈲米子電設



  造幣局視察と伊勢神宮参拝親睦行事に参加して

女性部会副部会長
山　﨑　節　子

　私たち米子法人会女性部会15名は、10月29日の午前8時、皆生つるやに集合し、一路大阪へ
と向かいました。
　ホテル京阪天満橋にて昼食を慌ただしくとった後、13時には造幣局見学へと場所を移しま
した。日本全国でも桜の名所として有名な造幣局ですが、法人会会員にとっても一度は行っ
てみたい所だということで、希望者が多数ありました。さすがに時季が外れており、桜は咲
いておりませんでしたが、桜並木の景観は最高に素晴らしいものでした。
　造幣局と聞くと、何やら札束ばかりをイメージしがちですが、実際にはその取り扱う貨幣
の大半は硬貨ばかりでした。工場内は警備も厳しく、働いている方も二三名ほどで、オート

メーション化された機械の中で、硬貨のこす
れる音がかすかに聞こえる程度でしたが、次々と硬貨の出来あ
がる様を見て、一同感嘆しておりました。
　造幣局見学を終えた後は、女性部会会員が最も楽しみにして
いるショッピングの時間になりました。10月に再オープンし、
大阪で最も注目されているという「あべのハルカス近鉄本店」
へと向かい、会員それぞれが思い思いのものを買い、笑顔で集合。
その日は津都ホテルに一泊しました。
　翌日早朝、伊勢神宮参拝へと向かいました。その車の多さ、
人の多さに驚きの連続でした。私もこのたびで四度目の参拝に

なりますが、何度足を運んでも感激いたします。
　おかげ横丁、おはらい町散歩は楽しく賑やかななか終わり、
帰りのバスでは皆疲れて、寝る人ばかりかと思われましたが、
元気いっぱい、米子に帰るまでしゃべり倒しの人たちばかりで
した。このたびのツアーがいかに楽しかったかを物語っていま
した。
　今年の法人会女性部の親睦会行事として、７月19日には出雲
大社と日御碕神社、10月30日には伊勢神宮参拝と今年の大遷宮
にあやかりました。

女性部会理事
清　水　妙　子

　12月５日ぶどうの木レストラン２階に於いて、第２回ガーデニング
教室を庭園デザイナー・ガーデンコーディネーター佐藤隆則先生とア
シスタントの吉野啓子先生を講師にお迎えして講習会を開催致しまし
た。今回のテーマは「クリスマス」です。出席者は20名で初めて参加
される会員の方もおられましたが先生方のとてもわかりやすいご指導
のもとで楽しく作業していらっしゃいました。
　花材は同じでも色の組み合わせ配置の仕方で各々個性溢れた素晴ら
しいクリスマス用寄せ植え（因みに市価￥5,000位）が出来上がり皆さ

ん大変満足のご様子でした。出来あがった作品は皆さんの玄関やお庭に彩りを添
え、楽しいクリスマスをご家族でお過ごしになられた事と思います。
　後でおいしいケーキとコーヒーなどを頂きながら会員の親睦を深める集いも設
けられ充実した講習会となりました。
　最後に事務局の森本さんには裏方で土や花材運びの準備など大変お世話になり
ありがとうございました。第３回はどのようなテーマで開催されるのか今から待
ち遠しくしております。

　　人気のガーデンニング   ～くらしに彩りをそえて　　      ～

̶　18　̶

女 性部会のコーナー
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◆「私のことを理解してくれない」という訴え
　厚労省が５年ごとに調査している「職場のストレス要因」の上位３、つまりワースト３はいつも①職場の人間
関係②仕事の量（多いだけではなく少ないという不満も）③仕事の質（簡単すぎる仕事がストレスという例も）
です。②と③が原因となるストレスも、人間関係悪化につながります。つまり、職場のストレスは常に人間関係
に起因しているのです。
　ある企業の事務職の女性からの相談です。同僚から「あなたっていつも自分勝手ね。どうしてみんなのことを
考えないの？　ここにいないほうがいいんじゃない」と言われて落ち込み、電話してきました。
　このような言い方をする同僚にも非があるでしょう。といって正面から反論した場合、さらにこじれた関係に
なります。黙って受け入れてもますます気分が悪くなり、ストレスからくる心身の悪化を招きかねません。実は、
対人関係の悩みの多くが、このように双方の理解が不足していることから発生しているのです。
　この女性が電話をしてきたことは、自分にも落ち度があるのかな、という考えをもったからでは、と推測しま
した。

◆お互いが長所も短所も言える職場になりませんか
　では、どう考えたらいいのでしょう。社会人になって、同じ職場で働くようになったみんな〝立派な大人〟で
すが、ここで学生の頃を思い出してみてください。よくケンカしたりする友達もいたはずです。「もうあの人と
は付き合わない」と避けた場合もあるでしょう。長くいい関係が続いた場合は、自分が気づいていない欠点を教
えてくれたり、お互いが、あまり意識しないで、良いところを教えられる間柄だったはずです。
　他人を理解するということは、自分と他人がどう違うかが分かることです。学生なら「絶交する」ことも通用
しますが、職場ではできません。そんな時こそ「偶然同じ職場で働くことになった。違いを認めて付き合ってい
こうか。一日中一緒にいるわけではないし」という所に落ち着くことはできるはずです。「分かりあう」ことを「み
んな同じ考え」とだけとらえると、お互いが支え合う、という職場に欠かせない関係にはなりません。

◇　　　　　　　◇　　　　　　　◇

　このようなことを電話で話し合った女性は、受話器の向こうで、フッとため息をついた後で、「わたしって身
勝手な所があるんです。学生の時も言われました。そうならないように会社では抑えていたつもりですが、隠せ
ませんね。同僚は乱暴な言い方だったけれど、指摘してくれたことに感謝しなければいけませんね。いつか、自
分も、みんな同じじゃないのよ、と言えるといいですね」と静かな口調で語ってくれました。

産業カウンセラー　柏木勇一

違いが分かって生まれる「本当の人間関係」

[筆者紹介]
柏木勇一（かしわぎ・ゆういち）　1941年生まれ。大学卒業後、新聞社勤務を経て、現在Ｅ
ＡＰ企業でカウンセラーとして活動。厚生労働省認定産業カウンセラー、日本産業カウン
セラー協会認定キャリア・コンサルタント、家族相談士、交流分析士。 
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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
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、ワールドカップ出場、東京オリンピック開催決定と世界に、日本を発信する機会が増えた年でした。
　今年は広報紙でも紹介しましたが、スカイマーク就航、山陰道一部開通と、鳥取県西部へのアクセスを発信する
チャンスの年です。
　米子法人会会員の皆様も是非この機に各方面に馬のごとくかけ抜けて下さい！我々広報委員会も皆様の活躍を取
材して、応援したいと願っています。今年もどうぞよろしくお願いします。

広報副委員長　　足立　耕太郎　　―  ㈲ワインセラー葡萄屋   ― 

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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駐車場拡大で、もっと使いやすい空港に変貌を…


