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　会員のみなさまには、平素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より厚く御礼申し上げます。
また、地域のみなさまには、当会が開催しております税務研修会をはじめ、
経営セミナーや講演会などの税務・経営に関する事業のほか、「古布・古
タオルの回収・寄贈」事業や「がん検診受診率向上」事業など、住み良い
豊かな地域の創造を目指した事業にもご参加いただき、重ねて御礼申し上
げます。

　「デフレからの脱却、持続的成長経済」を目指したアベノミクス政策は、円安・株高を背景とした「景
気高揚・好況感」が都会中心に沸き起こり、早期の地方波及を求める大きな声となっています。
　その中にあって、「社会保障と税の一体改革」という命題の柱である「消費税８％への引き上げ」が、
昨年10月１日「平成26年４月１日導入」と決せられ４月１日実施されました。消費税８％導入決定時に議
論された「消費税の逆進性緩和策としての軽減税率導入」「事業者における事務負担増大の防止」などの
問題点については「国民的議論を通じて」とされたことから、本年６月以降、与党税制協議会による各界
ヒアリングが実施されてきました。
　新聞紙上でも報道されており、みなさまもご存知のことと思いますが、「公益財団法人全国法人会総連
合（以下、「全法連：私ども米子法人会など全国各地で活動する法人会の全国組織」）も、そのヒアリング
の場に出席し、全国約90万会員企業の代表としてアンケート等を通じて意見の取りまとめを行い、

～～事業者の事務負担、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から、当面（税
率10％程度までは…）は単一税率が望ましい。―中略―　（逆進性の緩和策として）仮に税率10％ま
では単一税率を維持したとしても、「簡素な給付措置」により低所得者対策は担保されていること
から　－中略－　」とし、「当会（全法連）では、今回（与党税制協議会から）提示された 〝消費
税の軽減税率制度＂について」は、適当でない～～

旨の意見表明・提言を行っています。
　国家財政が「公債依存率約43％、国の債務残高1000兆円を超える」という今日の財政状況にあって、景
気浮揚による税収増大への期待が膨らむものの、そのことによる「公債依存度をどの程度圧縮できるのか」、
「負担と給付のバランスをいかにするのか」など、その多くの課題を考えるとき、「国・地方の運営経費を
どのように負担し合うのか？」「今取るべき方策は？」という重要な課題が、今私たち国民一人ひとりに
突きつけられているようにさえ思われます。
　当地「鳥取県西部」の地は、太古の昔から大陸文化・産業の表玄関として大きな位置を確保していまし
た。名峰大山はこの玄関口のランドマークとして大きな役割を果たしてきたことは、誰一人異論を挟む方
はいないでしょう。たたら製鉄技術伝播の起点、千石船の寄港地、山陰における鉄道発祥の地など流通の
要衝などなど、海を背に180度の視野で発展してきた時代から、今360度の視野で、日本全国に加え中国・
ロシアなどアジア大陸を見据えた経済活動の「起点」となろうとしています。
　こうした経済活動のグローバル化や少子高齢化する社会など社会・経済環境が激変する時代にあって、
私ども米子法人会は、「税のオピニオンリーダー」として、今国民一人ひとりに提示されている「税のあり方」
「負担と給付のあり方」などの重要な課題を、会員のみなさまをはじめ地域のみなさまにお示しし、「とも
に考え、社会に働きかけていく」ことが最も大切なことの一つと考えます。このためにも、一人でも多く
の方に当米子法人会にご加入いただき、今私ども国民一人ひとりに提示されている課題に対し、共に取り
組んでまいりたいと存じます。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、引
き続き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。

〜 360 度視野の伝播の　　　　　
　　　　　　　　起点となって〜

公益社団法人 米子法人会
会　長　青　砥　隆　志
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　近年、「大山の恵み」という言葉を耳にすることが多くなり
ました。一般的な表現では“自然の恵み、天の恵みをいただ
いて人は生きている”と著しますが、当地にあっては、大山は
まさに「自然」であり、「天」そのものだと思います。そう考える
と、私達の生命（いのち）は、"大山からの賜物（Ｇｉｆｔ）"と言っ
ても過言でないのかもしれません。

　４年後の平成３０年に「大山開山１３００年祭」が開催さ
れる予定ですが、この祭事は神代の時代から現代に至る
まで、私達がいただいてきた「大山の恵み」の歴史をあらた
めて確認し、感謝し、その恵みを将来の子孫たちへ繋げて
いく大切な行事になることと思います。この機会に「大山」を
地域の座標軸の真中に置き、森羅万象すべての恵みを座
標にプロットし、俯瞰してみましょう。きっと当地の過去、現在、
そして未来のカタチが浮かびあがってきます。それは「大山
とともに生きる」ことを確認する作業にもなるはずです。

  ランドマークとしての大山

　言うまでもなく大山は伯耆の国を代表する山で「伯耆大
山」と表現されることが多いですが、古より中国地方を代表
する山であり、西日本を代表する山であり、東の「富士」と並
ぶ日本を代表する山のひとつでした。米子を中心とする西
伯耆や出雲の西方から望む大山の山容は富士山によく似
ていることから「伯耆富士」・「出雲富士」と親しまれてきまし
た。地元では「大山さん」と敬称をつけて呼んできました。

　大山の麓には妻木晩田遺跡など２０００年以上前の弥
生遺跡が点在しています。それらの遺跡から大陸との交易
を示す発見も数多くされていますが、大山をランドマーク（目
印）にして航海してきたことが想像できます。山麓・淀江の稲
吉角田遺跡で発掘された弥生時代中期の壺には舟を漕
ぐ人々の絵や大型の高床建物（櫓）のようなものが描かれ
ていますが、これはまさに海の交流があったことを示してい
ます。当時、淀江は大陸からのゲートウェイであったことは間
違いありません。
　現在でも大山は大陸からのゲートウェイになっています。
大山上空付近は航空路のクロスロードで、成田、関空など
と大陸（韓国や中国北部）を結ぶ航空機は必ずこの周辺
を飛びます。そう、大陸からやってきた旅客が日本で最初に
見る大地は、実は大山です。どうやら、数千年の歴史を超え
て、大山は日本のランドマークでありゲートウェイの役割をし
ているようです。
　近年では日韓ロ定期貨客船（ＤＢＳフェリー）や多くのク
ルーズ客船が境港に寄港していますが、その入出港の際
に見る海越しの大山の美しさは、当地のランドマークとして
旅人たちの心に刻まれることでしょう。同様に国際路線もあ
る米子空港を発着する旅人たちも大山の大パノラマを上
空から望み、深い印象を持つことでしょう。また陸路や鉄道
にとってもゲートウェイのランドマークとなっています。交通ア
クセスセンターの機能を持つ米子市を基点としたＪＲ山陰線
や伯備線、山陰道や米子道の高速道路など、まさにランド
マークの大山を回り込むようにして、デザインされています。
大山は見る方向で山容が大きく変わっていきますが、旅人

にとって、そのダイナミックな変化は驚くほどに新鮮ということ
です。

　大山は西伯耆だけでなく、東伯耆にとっても大きな存在・
ランドマークです。朝日に輝く大山は、倉吉市を中心とする
東側の地域だけのもの。倉吉は「遥かな町」という表現をさ
れますが、まさに遥かなる峰・大山を望むことに由来している
のでしょう。伯耆国府がこの地に置かれた理由もわかるよう
に思います。大山寺と同様に約１３００年の歴史を刻む三
徳山三佛寺（三朝町）の修験の道に建つ文殊堂や地蔵
堂の回廊からは大山を遠くに望むことができます。大山は
真西になりますので、ここでは遥かなる峰・大山に沈む夕日
を拝むことができそうです。

  マインドマークとしての大山

　120年前に松江に住まいした小泉八雲は、その著書
（神々の国の首都）の中で繰り返し大山のことを記していま
す。大変印象が強かったようで、神々の国の首都である出雲
國には欠くことのできないランドマークに感じたようです。文章
の一部を紹介します。『途方もなく素晴らしい夢まぼろしの姿
だ。大橋から東のかたを眺めると、大空の果てに鋸の歯のよ
うな刻みをつくりながら、或は緑に、或は青く、きびしい線の美
しさを見せる山並みを超えたさらに向うに、光に包まれた幻
が一つ天にむかってそそり立つ。－中略－　下のほうは透き
通った灰色、上の方は霧に包まれて白く、万年雪が夢かと思
えるほどに美しい幻の峰。それが巨峰大山である。これこそ
この魅力あふれる出雲の國でも一つしかない最高の眺めで
ある。－後略－』　当時の町人は大橋川の水で身を清め、朝
日が昇る大山を向いて柏手を打ち祈り、そして出雲大社のあ
る西を向いて同様に祈ることが習慣であったようで、そのこと
も驚きをもって八雲は記しています。そのことからもわかります
が、大山はランドマークの域を超えて、祈りの対象になってお
り、まさに「マインドマーク」と表現したくなります。
　約1300年前に編纂された出雲風土記では大山のことを

「火神岳」と表現していますが、この時代以前から“神”の山
ということで人々の信仰の対象になっていたことがうかがえま
す。同時期に大山寺が開山されましたが、この時代以降は
神仏が集合し、さらに信仰を集め、全国でも指折りの“祈りの
山”となっていったようです。1000年前には160もの寺院が並
び、絶大なる力を持っていた時期もありました。時代の変遷
の中で盛衰はありましたが、時空を超えてマインドマークとし
ての大山はその輝きを失うことはありませんでした。現在で
も、多くの方にとって大切な、大切な心の拠り所です。

  ネイチャーマークとしての大山

　国立公園として知られる大山は、全国的にも貴重な自然
が残されている山でもあります。昭和１１年、全国で第３番目
の国立公園となりましたが、雄大な山容はもとより、広大なブ
ナの森、そこにやってくる数多くの野鳥や昆虫など、豊かな自
然環境は現在でも日本を代表するナショナルパークであり、
ネイチャーマークです。先般、大山の山頂付近でヒメボタル
が確認されましたが、大山独特の生態系はまだまだ知られ
ていないものも多い。生物多様性・自然環境の保全が世界
的課題とされていますが、大山はそのシンボル的な存在に
なりえる場所でもありそうです。

　昨年、米子市を中心に「エコツーリズム国際大会2013in
鳥取」が開催されました。海外からの参加者も含め沢山の
方に参加いただき、当地の自然、歴史、文化についてエコ
ツーリズム的な視点で検証していただきました。大会のテー
マは「森・里・海、水の連環と人々の営み」ということで、森と
里と海の繋がり・連環について議論を深め、エクスカーション
でその連環を実感いただきました。「森は海の恋人」と表現
されますが、当地のフィールドは大山と日本海（美保湾）が近
接しているため、その繋がりを目でも身体でも感じることがで
きます。「大山ブナの森ウオーク」「大山ダウンヒルサイクリン
グ（森から海へ）」はネイチャーマークとしての大山の自然連
環を体感できる大人気のプログラムとなっています。

大山とともに生きる 大山王国　石村隆男

大山放牧場

妻木晩田遺跡の夕焼け

中海の夕日　米子城址から

鍵掛峠からのぞむ大山南壁



—　3　—
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大山とともに生きる 大山王国　石村隆男

大山放牧場

妻木晩田遺跡の夕焼け

中海の夕日　米子城址から

鍵掛峠からのぞむ大山南壁
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　大山は無垢の自然ということはありません。人とのかかわ
りの中で育まれた自然で、私達の暮らしと絶妙なバランスで
保たれてきました。日本の「里山～Satoyama～」の役割
（伝統的な地域の知識や知恵、慣習が、生物多様性の保
全と自然資源の持続的な利用に向けて大きな役割を担う
こと）が、国際的に注目を集めていますが、大山をその視点
で見るとまさに大きな里山で、日本ならではのネイチャー
マークです。

  グルメマークとしての大山

　「食のみやこ鳥取県」ということで、鳥取県として食の豊
かさを全国にアピールする活動が進められています。中で
も、鳥取県中・西部地区の食材の多くは「大山の森の恵
み」と言い切ってしまっても過言ではありません。おいしさの
源は「水」と云われていますが、その水を育むのが大山の
森です。西日本最大のブナ林に降った雪や雨は、大山なら
ではの大地の天然フィルターを通って磨かれ、ナトリウムや
カルシウム、さらに鉄イオンなどのミネラルが絶妙なバランス
で含まれた美味しい天然水を作り出します。極上の軟水
で、これを求めて大手飲料メーカーも複数進出しています。
ちなみに、鳥取県はミネラルウオーターの県別の出荷量で
は山梨、静岡に次いで全国３位となっています。山麓各市
町村の水も大山の地下水ですが、米子の水道水は、2009
年11月のサンデー毎日「日本一激ウマの水道水はココだ!」
において、「専門家が絶賛する『よなごの水』」と紹介され
たほどです。

　大山の水は飲水だけでなく、山麓すべての生物の生命
の源です。森の山菜も、里に育てられる米や梨などの農産
物や畜産物も、さらに日本海（美保湾）の海産物なども大山
の森から供給され、大地で磨かれた（活性した）水のおか
げもあり、本来の美味しさを活性させています。まさに、海の
恵み、大地の恵みは「大山の森の恵み」です。当地では生
命を司る水の連環について多くの方が理解するようになり
ましたが、その大山の森は人の意思で守られてきたことも

知っておきたい。出雲風土記では「火神山」と表現されたこ
とからもわかりますが、神代より神の山として崇め、先人達が
大山の森を守ってきました。そのお陰もあって、恵みの源で
ある広大なブナの森が現存しています。先人達への感謝、
そしてこれを子孫にバトンタッチしていくことも心しておきた
いものです。

　グルメマークとしましたが、「大山」は全国的なグルメブラ
ンドになってきました。その代表が「大山どり」。首都圏では
特に人気で、大山どりの焼き鳥専門店のフランチャイズ展
開が大変な勢いで進んでいます。他にも大山乳業、大山ハ
ムなど大山のタイトルがついた食材や加工品も人気です。
今春には全国的に有名な高級和菓子の工場が大山の麓
に進出しましたが、これは大山の水と鳥取県の食材を求め
てということで、まさに、グルメマークとしての大山に光が当
たりました。
　大山の麓にはいくつかの漁港がありますが、その代表は
全国３位（Ｈ２５年）の水揚げ高を誇る境港です。近海（美
保湾）の魚介類も多く水揚げされますが、これなどはまさに
大山の森の恵みです。海の食物連鎖の底辺を支えている
のは海藻や植物プランクトンですが、これを育むのが大山
の森が源の「水」。近年、森と海の水の連環ついて科学的
にも確認されてきましたが、大山の麓の海岸で採れるワカメ
などの海藻類や海藻を餌にするサザエなどが格段に美味
しく、そして豊富であることは、その証でもあります。

  インダストリアルマークとしての大山

　「大山の恵み」となると「食」のことが中心になりがちです
が、工業製品などもその恵みをいただいているものもありま
す。山麓には大手液晶メーカーの工場がありますが、世界
的に先進的なディスプレイを製造することになったことで話
題になっています。材料などで大山産というものはないようで
すが、液晶を洗浄するのに大量の水が使われているという
ことで、ここでも大山の森で育まれた水が活用されていま
す。お手元のスマートフォンのディスプレイは実は大山の水

で洗浄された“クリーンド・イン・大山”のものかもしれません。

　あまり知られていませんが、大山山麓は日本刀発祥の地
とも言われています。日本刀の特徴は反りのあることです
が、この反りのある刀を初めて作ったのが、大原安綱とされ
ています。（個人名が確認されているなかでは、わが国最
古の刀工）　平安時代初期に大山の麓（伯耆町大原、ま
た米子市日下など諸説あり）に住み、刀工集団を形成して
いたということです。
　天下五名剣の一つ「国宝童子切安綱」は安綱の作で、
現在でも東京上野の国立博物館に展示してあります。千
年を超えてもなおその輝きは衰えることなく、目を見張るほど
です。日本刀発明の背景は、大山を包み込むように流れる
日野川流域が優れた砂鉄の産地で、たたら製鉄が盛んで
あったこと、またこの刀工集団をささえるスポンサー的存在
として当時強大な勢力を持っていた大山寺があったことが
想像されます。その当時からのたたら製鉄の技術、鍛造の
技術などは現代に伝承、洗練され、私達の生活を支えてい
ます。当地のたたら製鉄をルーツに持つ日立金属安来工場
は世界的な鋼工場として発展していますが、中海に面し、
大山を仰ぐ地に建つ大工場を見ると、まさにこれも大山の
恵みに違いないと感じてしまいます。時空を超えたインダスト
リアルマークとしての大山は想像力をかきたてます。

  カルチャーマークとしての大山

　文化圏という視点で見ると、大山を望むことのできる山陰
中央エリアはひとつの文化圏です。近年では中海・宍道湖・
大山圏域と言われ、官民あげてこの地域の活性化の取組
みが進みつつあります。鳥取島根の県境を跨ぐ地域、不思
議なまでに言葉（方言）が似通っています。基本同じです
ね。このエリアの方言は「雲伯方言」と言われていますが、
「雲伯」の名の由来は「出雲」の「雲」と「伯耆」の「伯」で、
地元では主に出雲弁、安来弁、米子弁、隠岐弁などと呼ば
れています。代表的な方言は「だんだん（ありがとう）」「ば
んじまして（こんばんは）」などがありますが、これは出雲、松
江、米子はもちろん大山、隠岐あたりまでは日常的に使いま

す。各地域で言葉やイントネーションには特徴があります
が、どの響きも懐かしく感じるのは遥か昔からこのエリアが
ひとつの文化圏で、その歴史が私達のＤＮＡにしっかり刻
まれているからでしょう。
　また、食文化も似通っています。赤貝文化圏とも言います
が、このエリアは赤貝（サルボウ貝）が冬の食卓には欠か
せません。かつて中海で大量の赤貝が採れたことがその
理由のようですが、それが活きた状態で流通できるエリア
がこの中海宍道湖大山圏域だったのでしょう。その交流の
歴史は弥生時代まで遡ります。大山山麓の妻木晩田遺跡
は中海・出雲方面に向けて開けた台地にあります。烽火
（のろし）を使えば一瞬にして中海・宍道湖圏域の他の集
落とコミュニケーションがとれたことがわかりますが、その時
代から日常的に繋がりがあったのは間違いありません。大
山が見えるエリアはひとつの文化圏。大山は私達のカル
チャーアイデンティティを示す重要なマークでもあります。

　大山を取り巻く地域の様々な事象をサンプル的に大山
座標にプロットしてみました。冒頭で提案させていただきまし
たが、これを俯瞰してみるとこれまでわからなかった「大山
の恵み（Ｇift）」が見えてくると思います。地域で暮らす私達
にとって、当地のカタチが見えてくること（発見）は実に楽し
く、嬉しいことでもあります。その楽しい発見を編集して、発
信していくこと。これが地域のファンづくり（地域活性化）の
核心部分だと思います。

落葉したブナの巨木　～空に根を張るようだ～

奥大山 木谷沢

桝水高原からのパノラマ
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は中海・出雲方面に向けて開けた台地にあります。烽火
（のろし）を使えば一瞬にして中海・宍道湖圏域の他の集
落とコミュニケーションがとれたことがわかりますが、その時
代から日常的に繋がりがあったのは間違いありません。大
山が見えるエリアはひとつの文化圏。大山は私達のカル
チャーアイデンティティを示す重要なマークでもあります。

　大山を取り巻く地域の様々な事象をサンプル的に大山
座標にプロットしてみました。冒頭で提案させていただきまし
たが、これを俯瞰してみるとこれまでわからなかった「大山
の恵み（Ｇift）」が見えてくると思います。地域で暮らす私達
にとって、当地のカタチが見えてくること（発見）は実に楽し
く、嬉しいことでもあります。その楽しい発見を編集して、発
信していくこと。これが地域のファンづくり（地域活性化）の
核心部分だと思います。

落葉したブナの巨木　～空に根を張るようだ～

奥大山 木谷沢

桝水高原からのパノラマ
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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：今回の人事異動で広島国税局の課税第一部資料調査課長
から米子税務署長を拝命しました藤井です。私の出身地
は山口市で、現在の自宅も山口市にあります。この度は、妻を自宅に残して単身赴任で米子に来ています
が、今回で数えること18年目の単身赴任となりました。

　　　前の勤務地の課税第一部資料調査課は、所得税や相続税等の調査担当部署で、それまでも、査察課に12年
間勤務するなど調査関係部署を主に勤務してまいりました。

　　　税務署長としては山口県の光税務署での経験があり、米子が２署めになります。

会長：山陰の勤務が初めてということですが、米子の印象はいかがですか。

署長：米子に来てまだ１カ月が経ちませんが、早速、管内にあります「皆生温泉」に泊まりに行きました。
　　　その際、早起きして、日本海から昇る日の出を見て感動いたしました。
　　　他にも管内には中国地方最高峰の「大山」もあり、自然豊かなところという印象を受けております。私は、

若いころからエレベーターを使わず体力維持を図っていますが、秋には大山登山を計画しているところで
す。

　　　また、米子鬼太郎空港に香港とのチャーター便が運航されていることや、境港に海外からの客船が寄港す
るなど、中国地方の中でも国際的な一面を持っている所であると思っています。

会長：さて、私たち法人会では税務というものを理解してもら
うために「税務研修会」を行っています。昨年度は計７
回の研修会を開催しましたが、職員の方に講師をしてい
ただいており、お礼を申し上げます。また、今年度も研
修会を開催する予定でございますので、引き続きよろし
くお願いします。

署長：消費税の改正もあったため、今年の研修会は改正内容を
納税者の方に理解いただく最良の機会だと思っておりま
す。今後も可能な限り担当者を派遣したいと思っており
ます。

会長：他にも法人会の大きな取り組みとして、将来を担う子供たちに税金というものを理解してもらうために、
青年部会・女性部会が中心となって「租税教室」に積極的に取り組んでいます。また、女性部会では小学
生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を取り組んでいます。

署長：租税教室につきましては、幼少の頃から税金の役割や必要性を教えていく必要があるとして取り組んでい
ますが、法人会の皆様には青年部会を中心に昨年度19の小学校での講師をしていただいたと聞いておりま
す。

　　　この場をお借りしてお礼申し上げます。
　　　これからも租税教育のより一層の充実に向け取り組んでまいりますので、法人会役員の方々の講師派遣を

引き続き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。
　　　また女性部会での「税に関する絵はがきコンクール」は連年応募数も増加しており、租税教室以外で小学生の税

　先の8月8日、新しく米子税務署長として着任
された藤井実雄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。税務署長

インタビュー

藤井実雄税務署長

青砥会長
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に対する興味を引くことに役立っていると感じております。
　　　優秀作品を入れたカレンダーも制作されており、子供た

ちにもいい思い出になるのではないでしょうか。

会長：引き続き租税教室への講師派遣をさせてもらおうと思っ
ておりますので、ご指導をお願いします。また、「税に
関する絵はがきコンクール」のカレンダーは今回初めて
制作しましたが、非常に好評であり、継続していこうと
思っておりますので、署長さんにも審査をお願いします。

　　　ところで、今日おじゃまして事務室をみたところ、昨年
と比べてだいぶ様変わりしたように見受けられたのです
が。

署長：実は、今年の人事異動では米子税務署の定員が21名増えております。
　　　これは従来からあった広域運営を見直し、より効率的な運営が出来るようにということで行われたもので

す。これにより、米子税務署が山陰地区の中心的な署になったと思っています。
　　　先日も職員に対して「山陰の中心署である」という自覚を持ち、近隣署との連絡を密にし、組織力を最大

限活用するようにと話したところです。
　　　また、今回の異動の特色として「酒類業調整官」が鳥取県下で初めて設置されました。酒類業調整官とは、

地域ブランドの確立支援や日本産の酒類の輸出環境整備など酒類業界の活性化支援、酒類の公正な取引環
境の整備への取り組みを行う担当です。鳥取産ブランドを国内だけでなく海外に向けてもアピールしてい
くことを考えていますので、酒類業界の情報等がございましたら、是非とも教えていただけたらと思って
います。

会長：署長さんは、調査関係部署の経験が長いとお聞きしまし
たが、法人会においては「税務コンプライアンス向上」
への取り組みとして「自主点検チェックシート」などを
会員企業に配布しております。これは、企業自らが点検
項目をチェックすることにより、企業における内部統制
面や経理面に関する点検ができ、ひいては適正な申告が
図られるよう期待しているものです。

署長：「自主点検チェックシート」については、前の渡邉課税
第二部長も支援していくと鳥取県法連の総会で話したと
聞いています。署としても出来ることは支援していきた
いと考えております。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
また、職員数が増えた今年、ＰＤＣ
Ａによるマネジメントにより、効果
を図りながら、効率的な運営を行い、
「正直者には尊敬の的、悪徳者には
畏怖の的」という、国税庁開庁時に
ハロルドモス氏が唱えた国税庁創設
以来の使命を果たすべく、取り組ん
でいきたいと思っております。
この使命を達成するためにも法人会
の皆さまのご理解とご協力が必要で
すので、今後ともよろしくお願いし
ます。
なお、イータックスも事務の効率化
を図るために引き続き推進に取り組
みますし、併せて「ダイレクト納税」
制度の利用促進を図っていこうと思
っておりますので重ねてご協力をお
願いします。

足立広報副委員長

インタビューの模様

税に関する絵はがきコンクール優秀作品でカレンダーを
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外国人旅行者向け消費税免税店の開設に向けた環境の整備を支援します

平成26年４月１日から消費税（地方消費税を含む）の税率は８％です

交際費課税の特例措置の拡充

帳簿等において、課税取引を適用税率ごとに区分しておく必要があります。

〇　平成26年４月１日から消費税（地方消費税を含む）の税率は８％です

〇　総額表示義務の特例が設けられています

※　平成26年4月１日以降に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合
があります。

※　消費税率の引上げを含む消費税法の改正内容については、国税庁のホームページの「消費
税法改正のお知らせ（社会保障と税の一体改革関係）」をご覧ください。

　消費者向けの価格表示については、税込価格を表示（総額表示）することが義務付けられて
いますが、平成25年10月１日から平成29年３月31日までの間は、「現に表示する価格が税込価
格であると誤認されないための措置」を講じる場合に限り、税込価格を表示しなくてもよいと
する特例が設けられています。
　なお、消費者への利便性に配慮する観点から、平成29年３月31日までの間であっても、当該
特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに税込価格を表示するよう努め
なければならないこととされています。

■「鳥取県外国人観光客倍増促進補助金」により、次の経費の２／３を補助します（補助額の上限50万円）。
●免税手続きのために設置する備品（机、椅子、間仕切等）等の購入代金
●免税店であることを周知するためのチラシ、ステッカー等の作成費
■免税店の開設が決定した場合は、次の物品を無償で提供する予定です。なお、ご提供できる物品の数量には限りがあ
りますので、予めご了承ください。
●店内掲示用外国語表記フリップ
●購入記録票・購入者誓約書用紙（複写式）
●消耗品包装用資材（プラスチック製の袋、段ボール製の箱）
●開封したことが判別できる粘着テープ　等

　消費税免税店に関するご相談は、以下の相談窓口にお問い合わせください。
　【西部地区の相談窓口】
　鳥取県西部総合事務所地域振興局　（米子市糀町１丁目160　℡0859-31-9769）

　交際費等の損金不算入制度について、次のとおり拡充
されます。
①　交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用　
　　（注）の額の50％が損金の額に算入されます。

（注）専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費
用（いわゆる社内接待費）を含みません

②　中小法人に係る損金算入の特例（定額控除限度額
800万円）について、適用期限が２年延長されると
ともに、上記①と選択適用できます。

平成26年４月１日を含む課税期間の消費税及び地方消費税の
確定申告を作成するためには・・・・・・・・

⬇

飲食費   飲食費以外 

５０％ 

支出交際費等 

   【改正前】 

  【改正後】 

※中小法人については、飲食費の 50％と定額 
控除額 800 万円のどちらか有利な方を選択

損金算入 損金不算入

全額損金不算入  

適用時期 平成26年4月１日から平成28年3月31日まで
の間に開始する各事業年度に適用されます。 

● ● ● 

税務署からのお知ら
せ

鳥取県からのお
知らせ
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　５月20日（火）、今中実米子税務署長、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、ホテルサンルート米子にお
いて、「公益社団法人米子法人会　第３回定時総会」を開催しました。本総会は、
公益社団法人の認定を受け３年目を迎え、いよいよ重要な時期を迎えたと言
えます。
　公益法人改革は、公益法人が「不特定多数の地域住民の利益となるよう」
活動することを求め、税制に優遇措置を設けて、「民間が公的分野で役割を担
う」ことを目指し、また、「理事会」のガバナンス強化に向かうよう、法的整
備を行ったものです。公益法人としての活動充実とともに、いよいよその成
果が求められる時期に入ったと言えます。
　昨年度の事業実施に当たっては、基本方針である「２本柱の公益目的事業の充実」を最重要課題として取り組
み、会員の参加とともに「会員以外の企業、地域の人々の参加」を目指してまいりました。
　特に、「消費税率８％への引き上げ」に対応した講習会、セミナーを地域の商工会との共同開催を行うなど、
従来にも増して「会員以外の企業、地域の人々」への受講機会を提供するなど、活動の第一の柱としている「税
の啓蒙活動」が、より多くの方々に拡がる努力をしてまいりました。
　その結果、わたくしどもが実施する２本の公益目的事業に、全費用の59.5％（「税の啓蒙活動」費29.3％、「地
域貢献活動」費30.2％）を使用した旨を報告し、事業実施報告及び収支決算について満場一致による可決承認を
いただきました。
　新年度も昨年同様の事業計画をお示しし、より多くの企業及び人々に「税」への理解浸透を目指し、また住み
良い心豊かな地域を目指した事業を推し進めていくこととしました。
　最後に、辞任理事についての補充選挙を行い、新たに「髙田明典」氏（㈲高田…代表取締役）、「橋本晴人」氏（ハ
ルト建設㈱代表取締役）の両名を満場一致で選任して、第３回定時総会を終了しました。

第３回定時総会 開催
公益事業充実をめざして

＜公益目的事業＞
①　税の啓発活動
　　（税を巡る諸環境の整備改善を目指して）
　　税制改正に関する調査提言
　　「税を考える週間」協賛事業
　　小学生の租税教室、絵はがきコンクール
　　ｅ－Ｔａｘの普及促進
　　税務研修会の開催
②　地域企業、社会の発展への貢献活動
　　（地域社会の健全な発展及び社会貢献に寄与）
　・経営に関する講演会・セミナー
　　社員等のスキルアップ研修会　など
　・社会貢献活動
　　古布・古タオルの回収、施設への寄贈
　　地域環境整備事業への参加
　　地域イベントなど地域活性化事業への協賛

＜会員共益事業＞
　・福利厚生制度の普及促進
　・会員相互の交流・親睦会の開催
　・…会員増強活動の取り組み
　・支部、青年部会、女性部会の事業活性化

平成26年度　主要事業計画会費収入
46.0％

収入区分の内容

総額 22,818千円総額 22,818千円
公益財団法人
全国法人会総連合
からの受取助成金
45.6％

雑収入
1.4％

参加負担金等
4.5％

県法連　補助金
2.5％

支出区分の内容
研修・相談
税の広報
租税教育
29.3％

公益目的の活動費
“税の啓発活動”
公益目的の活動費
“税の啓発活動”

26.3％

会員のための
　　　　活動費
会員のための
　　　　活動費

14.2％
法人管理費法人管理費

経営等支援　12.0％
社会貢献事業18.2％
30.2％

公益目的の活動費
“地域社会への
　　　貢献活動”

公益目的の活動費
“地域社会への
　　　貢献活動”

総額 24,842千円総額 24,842千円

公益目的の活動費割合 59.5％公益目的の活動費割合 59.5％
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　６月17日（火）、今中実米子税務署長をはじめ、田
中昭一副署長、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、皆生温泉「芙蓉
別館」において第30回定期総会を開催しました。
　今年は、青年部会創立30周年の年です。
　創立した昭和59年という時代は、バブル景気の始ま
る２年前、株価が10,000円の大台に乗った年であり、
あの華やかなお立ち台付マハラジャ「麻布十番マハラ
ジャ」によるディスコブームが日本中を駆け巡り、右
肩上がり経済を実感させる豊かな、力強い経済を感じ
取れた、一種「時代の幕開け」の年であったように思
われます。
　一方、国の財政は昭和51年以降の公債依存度を改善
しようと、「昭和59年特例公債からの脱却」を目標と
した政策も「達成不能」となり、予算編成時の「ゼロ・
シーリング」「マイナス・シーリング」という言葉が
頻繁に聞かれる時代となりました。
　こうした時代背景にあって、「税の役割」や「税は
社会を支える会費」といった、「税の重要性」を国民
一人ひとりが深く理解することや、国の経済を支える
企業の活動の大切さを今一度考えようと、各地での法
人会の「公益法人化＝社団法人化」に基づく活動の充
実を目指す機運が拡がり、これに沿って、若い経営者
を中心とした「青年部会」の誕生時代を迎えました。
　大屋部会長はあいさつで、誕生以後30年、誕生した
背景を踏まえながら、青年部会が取り組むべき課題を、
「次の時代担ってくれる子供達に、税に支えられる社
会を実感させ、税の役割やその重要性を理解してもら
う」こととともに「地域企業の健全な発展に何ができ
るかを考え、企画し、実行する」を掲げて、地道に、
確実に取り組んでいくことの必要性を強く訴えられま
した。
　そのためには、まず、青年部会員を一人でも多く結
集し、「小学生の租税教室」の実践を通じて、税に関
する社会的アピールを行うとともに、部会員一人ひと
りが「租税教室の先生役」の体験によって、自らの資
質向上にも役立てながら、法人会が目指す「地域企業、
地域住民の利益の増進に寄与する」事業への積極的な
参加と、「生き生きとした法人会」創造への参画を提
案されました。
　総会は、大屋部会長が議長席に着き、岩崎副部会長
から平成25年度の事業実施報告がされました。

　特に、古布・
古タオルの回
収・寄贈事業
における「寄
贈品の搬出」
作業や、新た
に取り組んだ「親子で税金バスツアー」とともに、「小
学生の租税教室」事業の実施が報告され、満場一致で
承認されました。
　引き続き、平成26年度の事業計画の提案において、
小学校での租税教室に関し、「部会員誰でも“先生”役
を」と、租税教育事業への取り組みを一層強化するこ
と、併せて、昨年度実施した事業をブラッシュアップ
して、より一層充実した活動にしていくことが提案さ
れ、満場一致で「可決承認」がされました。
　また、米子法人会が「公益社団法人」の認定を得て
事業展開する中で、「青年部会」の位置づけや運営に
ついての「会則の整理」を目的とした「青年部会会則
改正案」が提案され、満場一致で「可決承認」され、
米子法人会理事会の承認を待って施行されることとな
りました。
　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
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。

青年部会のコーナー
■第30回青年部会定期総会　開催
　～創立30周年を迎えて、新たな決意で～

総会であいさつする大屋部会長

小学校で租税教室 風景
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　去る６月27日から28日の２日間、平成26年度青年部会の研修旅行に参加してきました。
まず私が楽しみにしていたのはスカイマークに初めて乗ることでした（かなり遅いかも
しれませんが・・・）ご存じのように昨年12月20日にスカイマークが米子空港に就航し
て以来、私は周りの人達に話ばかり聞かされ、やきもきしておりましたが、ようやくそ
のチャンスが巡ってまいりました。感想としましてはシートもフカフカだし、足もとも
ゆったりで大満足！快適な空の旅を満喫しました。と言っても神戸
までですので一瞬でした（笑）空港に到着後もポートライナーから
見る神戸の雄大な港に私の気持ちは高ぶっていく一方でした。
　まず初めに神戸税関を見学しました。現庁舎は平成11年（1999年）
に竣工された３代目の建物であり、当時のレトロな感じを残しつつ
も綺麗に化粧直しされ、また、大型船をイメージして建設された外
観は豪華客船を思い出させ立派な建物でありました。神戸税関の管
轄区域は兵庫県は勿論のこと、山口県を除く中国４県及び四国４県
の計９県を管轄しており、その中に私たちの地元である境税関支署
が含まれています。話によると境税関支署は比較的大きな支署にな

り役割も大きいとの事でした。そ
もそも税関とは・・という基本的な所から丁寧に教えていただき、大変勉強に
なりました。我が国は海で囲まれている為、産業を発展させるには貿易が必要
不可欠であります。貿易は国民の生活を豊かにする大きな原動力であり、貿易
の発展とともに我が国はめざましい進歩を遂げてきたと言っても過言ではない
と思います。しかし国際化が進むことにより人や物の交流は増大する一方で危
険なことも多くなりました。この研修を通して税関の役割はたいへん重要だと
改めて再認識させられました。

　神戸税関見学後は、今年の３月にオープンした日本一の超高層複合ビル
「あべのハルカス」を視察してきました。何といってもお目当ては地上高
300ｍの展望台。先日７月には既に来場者100万人を突破し、ＧＷ中は最大
６時間待ちだったそうです。しかし我々は平日だったこともあり意外とあ
っさりと入場する事が出来、早速に展望台エレベーターへ。エレベーター
の中はたいへん広く、自分の部屋より広いと嘆いた者さえいました（笑）
　そして音とイルミネーションを楽しみながら地上300ｍにあっという間に
到着。地上300ｍから見た景色は言うまでもなく、それはもう絶景ですばら
しいものでした。この360度の広大な景色の中にぎっしりと詰まったビルや
建物等の建造物を見ているうちに、私はその美しさに魅了されてしまい、本当に日本人はすごいなと心から思い
ました。

　このように充実した２日間の研修を終え、帰りのスカイマークに乗ると、なん
と空の上から夕焼けを見ることができました。真っ赤に染まった雲のレールの上
をまっすぐ進む、その時の心の中には「また明日から頑張ろう」という気持ちが
あふれていました。
　最後になりますが、今回の研修旅行ですばらしい経験をさせていただいたこと、
そして良き仲間と楽しい時間を過ごせたことに感謝いたします。ありがとうござ
いました。

青年部会のコーナー

今、話題のスカイマークからあべのハルカスまで

青年部会　会員
井　上　弘　達

㈱中央機材

地上300ｍから見た景色に明るい未来を感じた！

神戸税関　玄関で

あべのハルカス展望階から
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女性部会のコーナー
■第18回女性部会通常総会　開催
　６月26日（木）、田中昭一米子税務署副署長、石原一
人法人課税第一部門統括官、親会から國頭副会長をご来
賓に迎え、皆生つるやにおいて第18回通常総会を開催し
ました。総会に先立って、全国法人会総連合女性部会連
絡協議会が制定されています「女性部会スローガン」の
唱和を、今回から総会出席会員全員で行いました。続い
て、勝部部会長から「今年度も①税の啓発活動として「税
に関する絵はがきコンクール」の募集、②社会貢献活動
として「古布･古タオルの寄贈」、③会員の交流親睦事業、
この３点を中心に活動をしていきますので、皆様のご協
力を宜しくお願い致します。また、政府も女性の登用を
後押ししていますので、皆様のいっそうのご活躍を期待
しています。皆で智恵を絞ってこの地を発展させていき
ましょう。」との挨拶がありました。
　総会は、山﨑副部会長の司会進行のもと、勝部部会長
を議長に選任し、恩田副部会長から「平成25年度事業実
施報告」、「平成26年度事業計画」、「女性部会規約の改正」
について説明があり、それぞれ審議し、満場一致で承認
されました。

　日頃、仕事と家庭に忙しくされておられる皆
さんに、職場でもどこでも、気軽にできるスト
レッチを教えて頂きま
した。

　「そのままの格好でどうぞ」ということで、スカートの方もパンツの方
も遠慮なく体操教室に参加することができました。
　姿勢改善のための背中のトレーニング、椅子やボールを使った運動など、
分かりやすくていねいにご指導いただき、終始笑いの中で幕を閉じました。

女性部会スローガン女性部会スローガン

わたしたち法人会女性部会は
法人会組織の一員として

研修、交流を通じた部会員の資質向上と
社会への貢献をめざす

法人会活動の充実に努めます。

講　習　会
『忙しくてもできる、ステキに魅せる身体のつくり方』

講師　フィットネスクラブ パジャ米子
健康運動実践指導者　山川　了史 氏
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　薫風そよぐ桜の美しい４月10日、瀬戸内海を渡り四国の地香川県高松市で、県知事、
高松市長を始め多数の来賓の方々と1600名の女性部会員の参加のもと、サンポートホー
ル高松において開催されました。
　米子からは、勝部部会長始め５名が参加致しました。
　香川大会はキャッチフレーズを「女性の強さと優しさは、空を越え海を渡る」と題し、
香川県を代表する偉人「弘法大師空海」の教えが因んだそうです。
　今年は空海が四国八十八ヶ所の霊場を開祖して千二百年にあたり、会員の方々は、その思いを引き継ぎ法人会
の輪を広げる為、女性部会のひとりひとりが強く優しい心で子供達の未来と地域の発展に貢献しておられます。
　香川全ての女性部は、地域に密着した「税に関する絵はがきコンクール」を始めとした、租税教育活動や社会
貢献活動を展開し法人会場には四国法人会の税に関する絵はがき作品が展示されて、中には、４年生、５年生の
作品も有り、又６年生の作品とは思われない素晴らしい作品が展示されていました。
　講演会では、少林寺拳法創始者（宗道臣）の長女、宗由美さんの「しなやかな人間力」と云うテーマの講演でした。
　変化を続けてこられた、自身の経験から「人は変われる」と云うことを伝える為に、少林寺拳法の教えをもと
に社会に役立つ人づくり、を目指して、青少年の育成に尽力されて
いる、厚い思いが伝わってくる講演でした。
　私は、日々の生活の中で誰もが願っている「心」の原点は、「思い」
なのだと共感致しました。
　帰路、源平の合戦の地、屋島を通過しながら、古え剣を持って収
めていた時代の痛みを長い年月をかけて今の平和な日本へと導いた
人々の心の中には、弘法大師空海の教えが根底に有るからなのだな
ぁ～と思いを馳せながら、心から東北の地の復興を願っていました。
　此の度の大会では、人として大切な心の有り方を学ばせて戴いた
有意義な大会でした。

第９回法人会全国女性フォーラムに参加して

女性部会部会長　勝 部 芳 子

　梅雨の晴れ間の７月９日、大山の「リストランテ天空」にて昨年に引き続き、
松江法人会女性部会の皆様との交流会を開催しました。
　参加人数は松江が18名、米子が25名でした。
　最初にチャペルにおいて、南部町の国立音楽院の先生と生徒さんによる「ミニ
コンサート」で和やかな癒しのひとときを過ごし、その後、隣接するレストラン
でイタリアンを頂きながら、交流を致しました。

　お互いの活動状況など情報交換に話の花が咲き、最後に来年の開催を約束
して解散となりました。
　「松江・安来」と「米子・境港」は、県は異なりますが、日頃から中海を
挟んだ同じ生活圏の住民として、ビジネスやショッピング、そして観光等、
日常生活の中の接点が多くあります。ですから共通の話題も多く、すぐに打
ち解けて連帯意識を持つことが出来ますことが、毎年の交流会に繋がってい
る理由のひとつではないかと思います。近くに同じ活動をし、思いを同じく
する仲間の存在を感じることが出来ますのは本当に心強く有難いことです。
　松江の皆様とそして数多く参加して下さいました米子法人会の皆様に心か
ら感謝申し上げます。
　来年は私達が松江に出向かせて頂く番です。また松江の皆様と楽しく有意
義な交流を致しましょう。今年に引き続き、多くのご参加をどうぞよろしく
お願い申し上げます。

第２回　松江法人会女性部会交流会

女性部会　理事
森 脇 尚 子
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　春の訪れを頬に感じる頃になると、私ども米子法人会の「古布・古タオル回収・寄贈」活動が始まります。
　今回は、ややスタートが遅れて、世の中が「確定申告」の最終準備時期になり、各企業でも年度末を迎え慌ただし
くなってきた３月中旬、「今年もやります、古布回収を」と活動のスタートを宣言し、全法人会会員に連絡するとともに、
報道機関各社に協力のお願いをいたしました。
　今回は、タオル地のものを中心に、Tシャツなどの綿製品の回収に限定した「回収のお願い」をいたしました。みな
さまのご理解のおかげで、古タオル類やシーツ類中心の回収となりました。
　日本海新聞社の「募集」欄に、「古布・古タオルの回収」活動が掲載されたこともあって、鳥取や倉吉からも宅急便
で送っていただくなど、みなさんの「タオル一枚が地域を結ぶ」のキャッチフレーズに呼応していただいたことに、改め
て鳥取県人の“こころ”を感じずにはいられませんでした。
　ご提供いただいた古タオルやシーツ類は、いつもながら「女性部会」の皆様の手際良い作業で、見る見る内に、分
類整理され、ダンボール箱やシーツ束にまとめられて行きます。今回はダンボール箱136箱、シーツ類700枚、浴衣　
60枚と回収物を限定したにも関わらず、これだけ多くの布地のご提供がありました。
　この度、特に「㈲進製作所」さんから「手洗い用石鹸800個」という特別な品物をいただき、ご希望のあった施設に
お渡しいたしました。
　この度は、大山町「介護老人保健施設　サンライズ名和」、南部町「社会福祉法
人…祥和会…祥福園」、そして「特別養護老人ホームゆうらく」の３施設に寄贈してま
いりました。
　ご提供いただく方々には、「使い古しのタオルを出すのは？？？と懸念される方が
多 あ々りましてネ」と施設の方々に説明すると「使い古しの方は水の吸収が良いんで
すよ、気にされなくて」と「古タオルの効用」の説明いただきました。“ちょっと一安心”。
　この活動は、始めてから11年と長期間継続している活動ですが、その原点は、
ご提供される方々が揃って言われる「勿体ない」と「少しでもお役に立てれば」の「優
しさのこころ」のように思います。
　その優しさが、「住みよい、心豊かな街づくり」に繋がっているのだと感じ、心
穏やかな気持ちになるのは私一人だけでしょうか？

■タオル一枚が地域を結ぶ
　　～12年目の古布・古タオル回収・寄贈活動～

社会貢献活動のコーナー

㈱岩崎組
㈱井澤商店
㈲エフエスエーシステムズ
㈱オーエムプラン
㈱小田原工務店
㈲皆生つるや
㈲勝部朝日会計
㈱皆生グランドホテル
㈱桑本総合設計
㈱ケイズ
㈱越河
㈻小土井学園専門学校米子ビューティーカレッジ
小林住宅㈲
山陰緑化建設㈱
山陰打設㈲
坂口…（合名）
㈲坂口経理指導センター
サンイン技術コンサルタント㈱
㈱山陰放送
山陰信販㈱
㈱サンメディア
㈱三伸総合設備
㈲笹間建材店
㈲島津組
㈲C&Rビューティープロダクツ
㈲松月旅館
（医）社団周防内科医院

㈲千疋屋
㈱葬仙　
大同警備保障㈲
㈲高橋会計事務所
大同生命保険㈱
㈲髙田
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
㈱ハローツーリスト
㈱ハッピーガスフォーラム
㈱備中屋本店
㈲フレッシュ電子
㈱細田企画
美保テクノス㈱
㈲マリエ
㈲村尾事務機米子支店
㈲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
㈱わこう介護サービス
㈲ワインセラー葡萄屋
ワタキューセイモア㈱米子営業所

㈲渡部
㈲足立道路
㈲いけびんストーア
大海通産㈱
㈱大昇食品
㈲真野集商店
㈲湊谷商事
㈲進製作所
㈲松澤組
㈲森の国
鳥取県西部総合事務所
米子市役所
米子税務署
梶川
山﨑貞子
尾﨑可恵子
魚嵜圭子
吉岡美和子
岡田公一
瀬山　隆
樋口江利
鳥飼佳子
河津主明
尾崎千鶴
西垣和枝
金沢正子
その他　匿名４名

ご協力いただいた企業・団体や個人のみなさん

サンライズ名和

祥福園

ゆうらく
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　日本人の２人に１人が生涯のうちに“がん”にかかる
可能性があり、３人に１人が“がん”で亡くなっている
という現実。「早期発見・早期治療」によって、がん
から身を守ろうと、鳥取県では、平成24年に「がん検
診受診率向上緊急プロジェクト～ほっ安心！…みんな
で”はじめる・つづける”…がん検診～をスタートされ
ました。
　法人会では、鳥取県が推進する「がん検診受診率向
上」に向けた各種の施策、取り組みを「社員は会社の
宝！」とするキャンペーンに協賛して、２つの施策を
実施することにしました。
　ひとつは、「働き盛りの社員・従業員は会社の宝！」
という共通の認識に立って「“がん”検診の大切さ、積
極的な受診推奨」を推し進めて行こうと、「がん検診
推進パートナー企業の認定を受けましょう！」のキャ
ンペーンを実施し、約１ヶ月程度の取り組みにも関わ
らず、14社から申請が行われ、鳥取県の審査を受けて、
全14社が「パートナー企業」に認定され、４月25日「認
定書交付式」が開催されました。
　次に、鳥取県西部福祉保健局の事業「がん検診受診
率向上イベント　受けよう！知ろう！がん検診」に参
加し、７月26日ホープタウン（米子市米原）において、

地域のみなさんにもっともっと「がん検診の大切さ」
を考えてもらおうと、ポケットティッシュを作成・配
布し、クイズラリー会場への参加を呼び掛けました。
　このイベントでは、法人会女性部会の全国的取り組
みである、「いちごプロジェクト（15％節電キャンペ
ーン）も実施し、うちわなども配布して、国全体での
電力不足を」考えようと地域の皆さんに呼びかけまし
た。

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
４
回

第
４
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。

平成26年10月9日（木）OUT＊IN  スタート ９：03～
※開会式・表彰式は行いません。ご了承ください。

大山平原ゴルフクラブ
「がんばろう日本！」被災地支援
 にご賛同いただけるすべての方

参加者
募集！
参加者
募集！ 会　場

参加資格

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

日　時

ワンオン
チャリティー募金

【 参加料１０００円  】
ワンオン達成者には、豪華賞品（？）を贈呈！

申込期限

9月20日

お問合せ…米子法人会 事務局　TEL 0859-32-6616

詳細はホームページ等でお知らせします。

10月９日（木）第４回　がんばろう日本!
チャリティーゴルフコンペを開催!!

　3.11東日本を襲った大震災。あれからも
う４年が過ぎましたが、今なお地域の産業
復興も、住民生活もままならず、地域の再
生が遅 と々して進まない“もどかしさ”を感じ
ずには居られません。
　今、“私たちができることは何か？”を問
う時、いつも“お元気ですか？頑張りましょ
うね！”のこころを持ち続けることだと思い
ます。このチャリティーゴルフコンペは、そ
うした“こころ“を現地に届ける活動です。
　是非、ご参加をお待ちしています。

　“ 被災地に寄り添って ”の心を大切に!!

「社員は、会社の宝」
働き盛りの社員・従業員の皆さんを「がん」から守るために



駒太
　ねぇ、ねぇ、最近よく耳にする「消費税の逆進性」

ってなんのこと？
けんた　
　「逆進性」ってのは、元々「本来の目的のためにし

たことが逆の結果になること」だよ！
　ちょっと考えてみて。税金はみんなが出し合うもの

だろう。その出し方はどんな方法がベストかな。
駒太
　「みんなが平等に負担」が一番！
けんた　
　その「平等」って、「富裕層もその日暮しの人もみ

んなが同額」それとも「裕福な人が多くの負担をす
る」ってことだろうか、どう思う？
駒太
　それは「裕福な人が多くの

負担をする」方が平等だと
思うけど。
けんた　
　そう！それが「応能負担の

原則」ってことだよね。消
費税率が上がると低所得
者ほど収入に対する食料
品などの生活必需品の購
入割合が高くなり、低所
得者ほど税の負担率が大
きくなるので、本来の「平
等に負担」の逆の効果が
現れることから「逆進性
が高まる」ということに
なるんだよ!!
駒太
　今年の4月1日消費税の税

率が8％に引き上げられ、
今後は「逆進性緩和」対
策として軽減税率導入の
議論が進められると聞い
たんだけど、「軽減税率」
ってなに？
けんた　
　軽減税率ってのはね、８％一律ではなく、商品によ

って少し低い税率（５％や２％など）にするってこと。

駒太
　ヨーロッパでは消費税率20％が当り前だよね。
けんた　
　そうだよね。ヨーロッパの国々では、標準税率が20

％などとどこも高く、そこで生活必需品・食料品な
どに低い税率「軽減税率」を数種類使っているんだ
よ。でも、低所得者ならずとも税率を品目ごとに決
めてしまうと、軽減税率の恩恵に預かる者との不公
平感が増えて僕には得策には思えないよ。
駒太
　それって、どういう事？
けんた　
　そもそも消費税は、「あらゆ

る世代が広く公平に負担を
分かち合う」って制度で、
所得の有無に関わらず消費
に課税され、言わば水平的
公平な制度なのに軽減税率
を逆進性対策として導入す
るのには疑問を感じちゃう
んだ。

　例えばね、こんなことを考えてみて
　A方式とB方式と、どっちの方法が「逆進性の緩和」

になると思う？

駒太とけんたの税金問答　消費税の「軽減税率」って何？

項　　目 お金持ちくん ぼくんち
年収 50,000,000円 4,000,000円
エンゲル係数 10％ 30％
食品購入費 5,000,000円 1,200,000円

Ａ方式
　軽減税率採用に
　よる軽減策

食品購入
消費税額

本則10％ 500,000円 120,000円
軽減５％ 250,000円 60,000円

軽減税率による実質の消費税負担額 250,000円 60,000円
消費税の負担割合（対年収） 0.5％ 1.5％

Ｂ方式

　給付型の軽減策

食品購入消費税額 500,000円 120,000円
消費税一律還付額 △100,000円 100,000円
還付により実質の消費税負担額 400,000円 20,000円
消費税の負担割合（対年収） 0.8％ 0.5％

※エンゲル係数：家計消費支出の内食料購入費の占める割合
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駒太
　それは　B方式の方だと思うね。
「応能負担」ってことから考えて
も、余裕のある人に負担をしても
らうのがいいように思うね。A方
式だと「お金持ち」の消費税負担
率は年収の0.5％、「ぼくんち」は
1.5％。「ぼくんち」負担率の方が
２倍。一方B方式だと、「お金持ち」君の消費税負担
率は年収の0.8％、「ぼくんち」は0.5％と負担率も
近いよね。やっぱ、B方式の方だよ!!
けんた　
　もう一つ問題があってね。食料

品に軽減税率を適用すると言っ
てるよね。

　ちょっと聞くけど、バーガーシ
ョップでハンバーガーをテイク
アウトしたら「食料品」で軽減税率、イートインし
たら「外食」で標準税率、どっちだと思う？ 

　それと、デパートなどで買う「高級おせち料理」は
食料品に間違いないし、スーパーの「総菜（コロッケ、

焼き鳥）」だって食料品で
しょ？
「何を食料品とするか？」
といった、課税となる「線
引き」が難しい問題だよね。

駒太
　えっ、訳が判んないよ！「食料品」って言ってもレ

ストランでの食事まで「食料品の購入」ってのもお
かしいしね、難しいよぅ～！。
けんた　
　消費税は、安定的な国の財源となっているよね。消

費税の納税者は消費者なんだけど、実際に税金を計
算し国に納める事務は事業者が負担するわけだか
ら、その負担は出来るだけ少なくしないとね。標準
の税率が10％、おやつは８％、お肉は５％などとい
ろいろな税率になった場合、それに応えていくため
の事務負担は相当なものだと思うよ。「区分などは
機械がするのだから・・・」といっても、その機械
の負担はお店だからね。
駒太
　そうだよね。「消費税」って考えれば考えるほど悩

んじゃうね。
　「法人会」の研修会には積極的に参加して、これか

らも頑張るもんね!!

けんた　
　そうだよ。その意気って大事だよ！
　今、出されている、与党の「軽減税率の対象として

の飲食料品の線引き８パターン」や「区分経理４案」
などの検討案にしても、問題がいろいろあるからね!!
駒太
　どうなっちゃうんだろう？
けんた　
　それには、軽減税率導入に

疑問を持つ「仲間」が、消
費税の仕組みを知らないみ
んなに説明し、理解を得れ
ば、与党の軽減税率導入の
流れを変える力になると思
うよ。民主主義の国なんだ
からね♪

～論評～
　「消費税軽減税率」導入の与党（自民・公明）案の問

題点の詳細をけんたは述べていませんが、与党案ど
おりの検討案で「逆進性の緩和」の効果を期待でき
るでしょうか。

　所得税の累進税率と消費税を合わせて「逆進性」を
図り、低所得者には所得に応じて段階的な給付を行
うなど、高所得者への影響を排除した直接的な対策
を講じる方が効果的だと思っております。

　さらに与党案では、軽減税
率の実施による税収減少の
補てん策は「消費税」標準税
率の更なる引き上げとか、他
税目増税にまで言及してい
ます。
　けんたまとめのセリフ、

「仲間」を「私たち税理士」
に置き換えてごんだの論評
とします。

権田宏税理士事務所
所在地：米子市皆生温泉２丁目１９番６０号
ＴＥＬ：0859-21-5105
ＦＡＸ：0859-21-5176
ＵＲＬ：http://gon.tkcnf.com/pc/
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権田宏税理士事務所
所長税理士

権　田　　宏
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　昭和58年、工務店経営から間伐材を使った日曜大工キットの製造販売を目指し研修開発に着手。しかし、工務
店経営の規模では機械設備、運転資金、研究費と多くの資金難に遭遇。注文住宅をこなしながらの悪戦苦闘の連
続、「山　高ければ谷深し」と親友に励まされつつ30年の歳月が過ぎ、法律、強度、品質、価格、などの峠も越え、
久々に安堵するこの頃。
　商品名、3Mキットハウス、鉄骨住宅のノウハウを応用し、80品目余りの自社製品をセットにした、だれでも
作れるキットハウスが30年目にして完成。使用する木材は全て鳥取県産間伐材、使用する木材量は一般木造の3
倍強と多く、全て乾燥され末端加工をした本格的なキットハウスの登場で、「家は自分で作るもの」を実証出来
るものと期待されます。
　現在、多くの木造は輸入材を多用し、内外装共に化学建材で構成され、自然の恵みの中で暮らすと言うよりシ
ョーウインドーのオンパレードといった傾向が一般的に成り特に若い方に木離れが広がっている事は、将来を見
据え憂慮するところです。
　このように、足元で天然資源が豊富に生育していても、誰もそれに関心を持たない事が問題であり、いくら山
方に力を入れても消費が無ければ自ずと衰退は避けられないと思えます。消費に最も近い我々が、もっと天然の
恵みの中で暮らす喜びを広める大きな役目を担い県産材を製材加工する施設や製材所の復活が望まれます。
　先ごろ友人がドイツに出張した際、大規模なDIYショップが多く、また多くの一般の人がトラックで建築資材
を購入し、自分で作る事が当たり前に成っているとか。驚いた事に、新築の引渡し時には風呂も洗面も流しもト

イレも無い状態で引き渡され後は自分で作るのが一般的だとか。
　長い歴史の蓄積と国民性が作り上げた事でしょうが、物作り大好きの日本
人にも是非挑戦してほしい習慣です。
　そして、木材製品の豊富なDIYショップが出来、あそこに行けば自分で家が
作れると云う施設が出来れば、県外からでも集客出来るのでは？と。
そんな事を夢見、大切な地域資源の有効活用を願う昨今です。

（有）フリーウッド　代表取締役　遠藤和夫

鳥取県産、間伐材の利用を目指して

会員の
コーナー

有限会社 フリーウッド
本社　米子市上安曇285



新 入 会 員 の ご 紹 介

法　　人　　名 代表者名 業　　　　種 所　在　地
AIG富士ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｻｰﾋ ｽ゙（株） 飯原　健司 保険サービス業　 米子市西福原2丁目1-1　YNT第10ビル1階
（有）中海工業 永見　達夫 自動車販売 境港市芝町958-7
サプライズ 瀬崎美恵子 建設業 米子市両三柳3261
（株）イーファ 吹中　基善 広告代理店 米子市淀江町淀江794-8
（有）タイヤ館米子 福庭　貴志 タイヤ小売業 米子市上福原5丁目15-52
（株）アドイット 江戸　雄輔 広告業 境港市上道町2131-3
（株）エクステリアコトブキ 秋藤　寿樹 板金工事業 米子市淀江町稲吉245-2
（有）ウィルロード 竹内　敏夫 コンビニ 米子市淀江町中間291-15
（株）Ｋ＆Ｓコーポレーション 植田　直樹 不動産業 米子市二本木947　長田ビル202号室
（株）K…I…C…K…’…S 岡本　雄充 塗装業 米子市東町195
トリプル・ウィン・コミュニケーション（株） 堀江　康夫 不動産の管理、賃貸 米子市皆生温泉3-17-48
（株）ジェネシス 奥田　隆幸 土木、建築構造物の調査、診断、補修 米子市河崎3315-72
（株）ミキ建設 吉柳　一美 建築工事業 米子市彦名町5949
（株）Ｏpticaワダ 和田　哲司 小売業 米子市上福原1455-2
italian…Bar…Piccolo　 齋藤　大輔 飲食業 米子市茶町30
（有）ニューハンザー 判澤　正大 婦人靴小売業 米子市四日市町37
（有）たけうち 竹内　清憲 小売業 西伯郡南部町倭207-4
（株）Ｔｉｅｓカンパニー 井田　哲也 飲食業 米子市万能町89-2　エクセレント米子702
（株）湯村工匠 湯村　健二 建築工事業 米子市冨士見町2-15
環境緑地（株） 野村　武夫 造園工事、産廃業 境港市西工業団地67-2
（有）西川工業 宮本　伸彦 鉄筋工事業 米子市河崎3199-1
（有）酒井電気　 酒井　篤志 電気工事業 境港市渡町2345-1
（株）魚魚亭 箕矢　尚徳 飲食業 境港市上道町540-2
（株）サイバーシードプロダクト 坂田　好行 ITコンサルタント、機器販売 米子市旗ケ崎7-24-10
（株）カニ倶楽部 根平　崇史 卸売、飲食業 境港市京町152

（有）広栄企画 足立　喜信 食品製造業 米子市日下1239
鳥取県産業技術センター内機械素材研究所起業化支援室内

米子ビニックス（有） 谷好　靖史 アルミ建材卸売、製造 米子市浦津255
樋口林業（有） 樋口　将実 製材業 西伯郡伯耆町溝口120-1
神田興産 神田　俊一 不動産業 米子市旗ケ崎7-16-17
山内　紀子 山内　紀子 飲食業 西伯郡伯耆町大殿1572-8
合同会社　グラン・シティ 加納　恭子 不動産賃貸 西伯郡日吉津村日吉津1604-11
ひまわり食品（株） 田子浩一郎 食肉卸売販売 米子市西福原4丁目4-5
ナカヤレンタル（株） 中元　啓介 土木、建設、機械レンタル 米子市二本木1123-1
えこう 兜山　智弘 建築板金 米子市夜見町1657-1
ＣＡＲＯ 岩田　祐一 美容業 米子市糀町2-71
（有）山川総合不動産 山川　智帆 不動産売買賃貸、リフォームリノベーション等 米子市皆生温泉1丁目2-7
（有）フリーウッド 遠藤　和夫 建築資材製造、施工 米子市諏訪65-2
（有）浜勝 浜田　勝義 食品製造 米子市旗ケ崎3-8-10
（株）ＣＯＣＯ　 齋藤　隆志 美容業 米子市長砂町68-3
百華 野々村千春 スナック 米子市角盤町2-76　TOAビル5F
大仙興産（有） 大場貴代美 不動産賃貸業 米子市米原8丁目15-28
ランチ＆ダイニングｎｉｋｅ 山根　　明 飲食業 米子市彦名町1265-1
たいしたカンパニー（株） 隅田　秀樹 貸スタジオ、音楽教室 米子市米原1丁目1-22-404
エパハウス福米店 松重　誠祐 家電販売 米子市西福原7-12-26
（有）宮平塗装店 宮平　和浩 塗装業 米子市立町3丁目107
（有）サジ・アーツ 山石　修身 美容業 米子市東福原3丁目1-3
（有）酒一番 田内　良明 酒、小売業　コンビニ経営 米子市夜見町3056-3
（有）恵美須 榧野　明美 美容業、不動産賃貸業 境港市外江町1752-1
（株）みらいほけん 中井　啓介 保険代理店 米子市上後藤4丁目15-19
（医）社団…ふじせクリニック 藤瀬　雅史 内科、胃腸科 米子市両三柳5480
内藤　博文 内藤　博文 飲食業（ラーメン店） 米子市新開6-9-7
ヤスダ自動車板金塗装 塗信　政利 自動車板金塗装 米子市両三柳1995-2
フットライズ 足立　功一 金属加工業 米子市富益町315
ティーエーアイ（株） 後藤　太良 小売業、コンビニ 米子市西福原7-12-23
サイクルハウス　あんどう 安藤　和信 自転車販売修理 米子市両三柳3354-1
（特定）あかり広場 渡部　恵子 福祉 米子市皆生温泉2-2-8

ご加入ありがとうございました。（敬称略・順不同）
25年11月～ 26年６月現在………
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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
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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
　皆様は鳥取県森林保全税を知っていますか？年間に個人が500円、法人は資本金額により1,000円から40,000円県民税として
納税しております。全国的に林業の後継者不足や高齢化により放置森林が増加しております。先の広島安佐南区の災害報道を
見た時に、森林は干ばつをすることにより根が付き木の幹は太くなり保水能力や土砂崩壊防止の一助になりますが、被災地は
木の幹が細く放置森林ではないかと感じました。昔のように手を入れることにより森林は人間の味方になるはずです。
　昔といえば歴史が物語ります。歴史ある観光地、新たな観光地と新旧織り交ぜて西部地区の観光情報も発信していきます。
皆様も話のツールとして覚えては如何ですか？ホームページではバックナンバーも閲覧できますのでご覧ください。
　最後になりましたが今回の会報の発行にあたりご協力をいただきました、大山王国…石村隆男様、共同通信…河野利晴様に心
より感謝を申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員　山根文教（山根商事㈱）

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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荒々しくも神々しい　大山北壁

時代絵巻の御幸まつり

夏山安全祈願　たいまつ行列

闇を彩る　淀江傘の大献灯

白い衣をまとった　大山北壁


