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伝統を繋ぐ
　未来へ繋ぐ

「法勝寺子ども歌舞伎
　　　バッタリと見栄が決まった　弁天小僧菊之助」
江戸時代に始まったといわれる南部町の「法勝寺歌舞伎」
戦時中に途絶えた上演を、昭和59年に地元有志の方々が復活した。
今、次代に繋げていこうと地元保存会が立ち上っている。
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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などにご参加いただきありがとうございました。
私どもが公益法人として活動するに当たって、地域の皆さまのご参加は何
にも増して「力」であり、私どもの活動の源泉とも言えるものであり、改
めて御礼申し上げます。
　さて、昨年の４月には「消費税８％の実施」、10月には「10％移行への判断」と、消費税の取り扱いを巡り、
喧々諤々の１年であったように思われます。安倍政権は「10％移行には国民の判断を」と総選挙が行われ、
アベノミクスの評価や景気回復の期待感もあって、与党の「大勝」「絶対安定議席の獲得」という結果と
なりました。
　これまで進められてきた「大胆な金融政策」「機動的な財政運営」によるアベノミクス政策は、円安と
相まって大企業中心に「好況感」が拡がり、雇用拡大や賃上げなど改善傾向が続くものも、なかなか地方
への波及が進まず、「全体としては緩やかな回復基調」の言葉を実感するには至っておりません。
　12月30日には、与党税制調査会から「平成27年度税制改正大綱」が発表され、法人税実効税率の引下げ、
賃上げ・設備投資意欲の高揚策、高齢者層の保有する金融資産の市場誘導策などなど、多くの税制面での
施策が表明されました。
　特に、法人税に関しては、「一部の黒字企業に税負担が偏っている状況を是正して、広く負担を分かち
合う構造へと変革する。」と謳い、「“稼ぐ力”のある企業や企業所得の計上に前向きな企業の税負担を軽減
することで、企業の収益力の改善に向けた投資や新たな技術開発等への挑戦がより積極的になり、それが
成長につながっていくように、法人課税の構造改革を」と基本的な考え方が提示されました。
　最近、地方での「人口減少・自治体消滅」が大きく取り上げられ、政府が「地方こそが国を守る」と「地
方創生」に今まで以上の「力こぶ」を見せている中、地方自治体の早期の取組みとともに、我々の創造力・
企画力が試されてくるのではないかと思います。
　平成28年は鳥取県西部地域のシンボル「大山」が国立公園に指定されて80年を迎え、平成30年には「大
山寺開創1300年」の節目の年を迎えると聞いております。鳥取県西部地区の“宝”とも言える「霊峰　大山」
は、厳しい風雪からこの地を護り、豊かな恵みをもたらしてくれるかけがえのない“自然”であり、多くの
人々を惹きつける“観光資源”でもあります。
　私ども米子法人会は、「正しい税知識の普及・納税意識の向上」に取り組むとともに、「地域・地域企業
の健全な発展」をもう一本の“主柱”に据え、具体的事業として「元気な街づくり」「明るく住みよい街づくり」
など地域と共に「地域活性化」に取り組んでいます。
　商都「米子」が、今も昔も変わらぬ“大山の魅力”を最大限に生かして「地域創生」の道を進まれるとき、
少しでも役立てる「米子法人会」を目指してまいります。
　引き続き、会員企業の皆さまのご理解ご支援をいただき、又、私どもの活動にご賛同いただけます企業
の皆さまと手を携えて「地域に貢献する企業」の団体として「地域とともに」を目指して頑張ってまいり
たいと存じます。是非とも当米子法人会にご加入いただき、共に「元気な地域経済創生」にお力をいただ
ければと存じます。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。

「地方創生」を旗印に　　　　
　　　　　　　～新たな挑戦を～

公益社団法人 米子法人会
会　長　青　砥　隆　志
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　山陽と山陰を結ぶ出雲街道の宿場町であった法
勝寺宿（現　南部町法勝寺）に旅役者によって歌
舞伎が伝わったのは江戸時代末と言われている。
　奉納目的が大半の伝承芸能と異なり、法勝寺歌
舞伎は地域の娯楽として広まり、一時は「常盤座」
という常設小屋を持ち近隣の町に公演に出かけて
いたほど隆盛したが、戦争やテレビの普及により
急激に衰退していった。
　昭和30年５か村合併により「西伯町」が生まれ、
文化を愛する人達により「法勝寺歌舞伎保存会」
が結成された。

　その後は浮き沈みを繰り返し、昭和59年再結成
された現在の保存会により10年間に亘り地域の芸
能団体と取組んだ「ふれあい芸能inさいはく」を
活動の場として公演を続けた。

　平成14年には後継者育成のため「子ども歌舞伎」
を立ち上げ、鳥取県主催の「平成の朝日座」で３
年間連続公演、以後少しずつ存在が認められるよ
うになった。
　特に子ども歌舞伎は可愛さも相まって、「法勝
寺さくらまつり」でのお練りをはじめ各方面から
年２～５回の依頼を頂き、可能な限り公演し喜ん
で貰っている。

平成23年からは「法勝寺歌舞伎定期公演」と銘打
ち、各界の後援により秋に年1回の発表に取り組
み、昨年第4回公演が終了した。

　歌舞伎公演は目に見えない人手と資金と時間が
かかる。
　たとえば役者。鬘、衣装、化粧とそれぞれが特
殊であるのに加え、一つ一つが役ごとに異なる。
借りるのにも鬘１面２万円～３・４万円、衣装・
化粧もとなると１人当たり2 ～ 30万かかる事もざ
らではない。他にも道具・小道具・鳴物と数えれ
ば限りなく、大歌舞伎を目指せば１幕の芝居も何
百万単位。
　もちろん法勝寺歌舞伎にそんな資金力はなく、
ボランティアに頼るところが大きい。

伝 行えて くということ
会長　青砥　正幸

伝 行えて くということ 法勝寺歌舞伎保存会

〜世代を繋ぐ　文化を繋ぐ〜

初期保存会当時の公演（寺子屋）

着付け風景 出来上がり（お舟）

子ども歌舞伎稽古風景（白浪五人男）
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　衣装の多くは寄付していただいた古着を、プロ
の洋裁師さんに無償でリメイクして貰う。主役の
衣装は補助金で作ることもある。
　化粧は子ども歌舞伎の保護者とそのＯＢが担
当、着付けもこれまたプロの美容師さんが現役の
ころからリタイアされた今日に至るまで無償で携
わって下さっている。

　演目に合わせて応用のきく鬘を何面か所有して
いるが、この手当もこの方にお願いしている。
　小道具は大半が会員の手作り、補助金で整えた
大道具の組み立て・その他諸々のスタッフは、会
員はもちろん子ども歌舞伎の保護者やＯＢの手を
借りることになる。
　いつも役者・スタッフ・資金不足に喘ぎながら、
公演が近くなると、広告取りから会場設営に至る
まで１人何役もこなしてようやく当日を迎えると
いった塩梅。
　それでもこれまで続けてきた伝統を後世に残さ
なくてはという使命感で頑張っている。
　お客様の拍手と温かい言葉に勇気を貰う。「良
かったよ」の一言が子供たちの心を輝かせる。化
粧をして衣装を着け、鬘を乗せたときの晴れがま
しさが役者を次の舞台へ繋げていく。だからこそ
伝統芸能なのだと思う。

　多くの伝統芸能団体が悩んでいるのはおそらく
「後継者育成」の問題だと思うが、私たちの団体
も例外ではない。
　子ども歌舞伎は小学生までを対象に、演目を「白
浪五人男」１本に絞り、上級生が小さい子の面倒

を見ながら、捕り手から始めてやがて五人男を演
じるやり方を取っている。中には、お母さんのお
腹の中からお稽古していた子供たちもいて、そん
な子供たちは、お兄ちゃん・お姉ちゃんと稽古に
参加、いつの間にか台詞を覚え芝居になくてはな
らないメンバーになっている。
　しかし、現実問題として新規のメンバーを探す
のは本当に難しく６年生が卒業を迎えるたびに胃
がきりきりと痛む。
　おまけに中学生になると、勉強や部活が忙しく
なり期待している大人歌舞伎への移行が極めて難
しい。高校生になるとさらに生活の幅が広がり歌
舞伎のことなど忘れられてしまうのだ。
　定期公演のためのキャスティングもこの子たち
の取り込みから始まるといっても過言ではない。
　それでもしぶしぶ承知で参加してくれた子も稽
古が始まるとやはり頼りになる。役は受けてくれ
なくても裏方には参加してくれもする。ほんの小
さな糸だけれど何とか繋がっているのだとかすか
な望みを持つ。

　私は「文化は心の栄養」だと思っている。今す
ぐにどうこうということはないけれど、どこかで
生きる役に立つ。
　先人達から受け継ぎ、次の時代に伝えて行く物
がある。その時の流れの中にしっかりと自分もい
る。その素晴らしさをいつか感じて欲しいと願っ
てやまない。

（事務局長　　原
はら

　環
たまき

：記）

第４回定期公演（神霊矢口渡）

　　化粧風景
出来上り
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　あなたの着ているそのシャツも、そのハンカチも「綿」でできたものは、どれも畑から生まれています。江戸時代には、
国内だけでも綿の自給自足をしていましたが、今では国内自給率0％と言われています。綿の栽培という農業、綿製品製
造という工業、流通や貿易などいろいろな面で、「綿」は昔から人々と深く関わりをもっています。

　伯州綿は、今から300年以上前の江戸時代前期に栽培が始められたと言
われ、伯耆国（現在の鳥取県西部地域）で栽培が始められたことから「伯
州綿」と名づけられました。かつては一大産地として全国に名を馳せた
境港市の特産品でもあり、今でも江戸時代から続く国指定の伝統的工芸
品「弓浜絣」の原料としても一部用いられています。
　特徴は、繊維が太く弾力性に富み、保温性にも優れており、弓浜絣は
もちろんのこと布団の中綿としての評価も非常に高い良質な綿です。か
つて、境港市、米子市のある弓ヶ浜半島一帯で栽培されていた在来種の
和綿「伯州綿」の復活を目指す取り組みの一環として、平成20年度から
耕作放棄地を利用して境港市農業公社が「伯州綿」の栽培を試験的に始め、
平成21年度からは栽培面積を拡大して本格的に栽培に取り組み、現在で
は、日本一の生産地として、和綿栽培の国内トップランナーになりました。

「綿」って畑でできるの？

伯州綿ってなあに？

伯州綿Ｑ＆Ａ
Ｑ　綿って日本でも作っているの？
　・日本でも戦国時代頃から栽培が始まり、一時は200

種以上の地方品種があったとも言われてました。明
治時代以降は外国産綿の流入によって衰退しました
が、近年ではオーガニック栽培の安心安全・健康志
向の理由から全国各地で綿栽培復活の機運が高まっ
ています。

Ｑ　[弓浜絣]ってなあに？
　・江戸時代、農家の女性達は、繊維が短く糸にしにく

い伯州綿を糸に紡ぎ、家族のための衣類や布団を作っ
ていました。そこで生まれた生地が「弓浜絣」です。
深い藍染めの地に美しい白抜きの絵柄が映える綿織
物です。その技法は今も伝承され、現代の暮らしに
寄り添う新しい絣作りが盛んに行われています。

Ｑ　伯州綿と普通の綿は何が違うの？
　・伯州綿は和綿と呼ばれる日本在来種です。市場に

多く出回る綿は洋綿と呼ばれる外国産の綿で和綿に
比べ繊維が長く織糸の紡績に向いています。

　洋綿は上向きに、和綿は下向きに実をつけます。ふ
わふわの綿が雨に濡れないよう隠れているのかもし
れませんね。

Ｑもっと知りたい！育ててみたい！
　・個人団体を問わず、伯州綿畑をご案内いたします。

５月の種まき～収穫が終わる12月頃まで、季節ごと
に表情を変える伯州綿をお楽しみいただけます。ご
家庭や職場などで身近で育ててみたい方には種もお
渡しします。まずはお気軽に、５ページ下の連絡先
まで、お問い合わせ下さい。
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「地域で育つぬくもりの綿リレー」
　　　①市民参加の栽培サポーター制度
　　　　伯州綿栽培サポーターとは、境港市農業公社が行う「伯州綿」

の栽培を支えてもらう方々の事。平成26年度は市内外約100
名のサポーターの方々に、種まきから収穫まで担っていただ
いています。

　　　②おくるみ・ひざかけプレゼント
　　　　サポーターの方々によって収穫された綿は、「赤ちゃんおく

るみ」と「ひざかけ」に加工され、境港市で生まれてくる赤
ちゃんと100歳を迎える高齢者の方へプレゼントしています。

　　　③次世代につなぐ、また種まきを
　　　　そしておくるみを受け取った親子は、次の親子のために、種

まきや収穫に参加してもらう取り組みを行っています。　

①東北コットンプロジェクト
　東日本大震災の津波被害によって稲作ができなくなった土地で、耐塩性の高い綿の栽培を行うことで、農地の復旧・

農家の支援行う綿栽培プロジェクトです。「東北で力強く育った綿を使った商品を全国に届けたい。」そんな思いから
スタートした農家、紡績会社、アパレル・ファッション関連企業が参加し、年々収穫量も増え、新商品も生まれてい
ます。
②ふくしまオーガニックコットンプロジェクト＆伯州綿
　伯州綿の栽培や弓浜絣の保存、商品化に取り組む「米子南高校」とふくしまオーガニックコットンプロジェクトに参

加する「福島県立磐城農業高校」の生徒の交流から「笑顔を繋げるコットンプロジェクト」が生まれました。綿栽培
や商品製作は後輩に引き継がれ、毎年境港市にも綿の学習に来られています。

①株式会社きさらぎ　岡島陽子　「苗と転職と私」
　「次の世代の子供たちが誇れる境港市に」・・・この求人広告の言葉が私の心に突き刺さり

ました。面接に行くと新規事業でその綿を育て、商品化すると言う。実際に携わると、植
えた苗が日々成長し、台風にも負けず、雑草にも負けずどんどん育ち、秋ころにはかわい
らしい真っ白な綿ができあがりました。伯州綿を通じて、いろいろな方々と出会い、フワ
フワな感触の癒し、これからの商品化の楽しみなどをいただき、夢のある毎日を過ごして
ます。

②一般財団法人境港市農業公社　笠岡健　「伯州綿への思い」
　私は、子供のころから植物を育て成長を観るのが大好きでした。今回は伯州綿を栽培する

という初めての体験をとても楽しみにしていました。春の種まき、夏の除草、そして花が
咲き、コットンボールがふくらみ、秋の収穫。しかしその中で解らないことも想像以上に
沢山出てきました。これからもっともっと伯州綿のことを勉強し、そして多くの人に伝え、
市民の皆様に伯州綿の魅力を知ってもらえればと思っています。

③山下智香
　埼玉県からＩターンで境港市へ。2013年、境港市内に工房「絲の文（いとのあや）」を開設。
　「手に職でもつけたいなぁ」とぼんやり考えていたとき、弓浜絣後継者養成研修生の募集を

見つけました。３年間の研修期間は、綿栽培から織物に仕上げる一連の工程を学び、特に
絣模様を描く重要な工程「くくり」の技術を磨いてきました。弓浜絣は伝統的な製作過程
にも魅力があるので、製作・販売だけではなく、たくさんの方と絣を作る面白さを共有で
きるような活動や商品開発を行っていきたいと思います。

綿でつながる

「全国に広がる綿の輪」

綿のとなりのあの人

　

　

日本全国綿花どころ

一般財団法人　境港市農業公社
〒684-8501　鳥取県境港市上道町3000（境港市役所　商工農政課内）
TEL：0859-47-1053　E-mail：shokonosei@city.sakaiminato.lg.jp

http://shokonosei.blog.fc2.com/
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メェ〜子とけんたの税金問答　改正相続税のポイント

500万円×3人=1,500万円までの保険金については
相続税がかからないことになるよ。なので、この金
額の範囲内までは保険に加入したほうが節税になる
といえるね。
メェ〜子
　他に相続税のかからない財産はあるの？
けんた　
　お墓や仏壇などに
ついては相続税は
かからないよ。逆
に、相続開始前3
年以内に贈与によ
り受け取った財産
や、相続時精算課
税制度により贈与
を受けた財産は、
相続税の対象とな
るんだよ。
相続時精算課税って？
メェ〜子
　相続時精算課税って、名前は聞いたことがあるよ。
この制度は節税にならないの？
けんた　
　この制度は、例えば親から子供に2,000万円を贈与
した場合、この贈与については贈与税が非課税とな
る代わりに、相続があった時にはこの2,000万円を
相続財産に加えることになるので、基本的に相続税
の節税にはならないんだよ。
メェ〜子
　そうなんだ。節税にならないんならこの制度はなん
のためにあるんだろう？
けんた　
　今までは贈与税がかかるため
生前贈与がしにくかったけど、
この制度のおかげで贈与税の
負担なしに若い世代に財産を
生前贈与することが出来るよ
うになったんだよ。ちなみに
この相続時精算課税も今回改
正になって、対象となる範囲
が広がったんだよ。父母から
の子供への贈与については、
贈与税の税率も下がったんだ
よ。
メェ〜子
　なるほど、若い世代に財産を移転しやすくするため
に色々な制度ができているんだね。

相続税法が変わりました。
メェ〜子
　今年の1月から相続税が大きく変わったって聞いた
んだけど？
　何が変わったの？
けんた　
　一番大きな改正は、基礎控除額の引き下げだね。
平成26年12月31日まで
5,000万円+（1,000万円×法定相続人の数）

　だったのが、

平成27年１月１日以後
3,000万円+（600万円×法定相続人の数）

　になったんだよ。例えば奥さんと子供が2人いる場
合、3,000万円+（600万円×3人）＝4,800万円が
基礎控除額になるよ。以前は同じような場合でも基
礎控除額は8,000万円だったんだよ。
相続税は富裕層の話では？
メェ〜子
　ということは、今後は相続税がかかる人が増えるん
だね。じゃあ、4,800万円以上の財産を持っている
人は、みんな相続税がかかってしまうことになる
の？
けんた　
　財産の総額から債務や葬式費用を控除した金額で判
定するんだよ。この金額が基礎控除額を超えれば相
続税がかかることになるよ。現預金、株式、土地、
建物など亡くなられた方が
持っていた全ての財産が対
象になるんだけど、自宅の
土地などについては一定の
面積まで減額があるよ。そ
れから生命保険金、死亡に
よる退職金なども相続財産
になるんだけど、これらに
ついては、基礎控除とは別
に500万円×法定相続人の
非課税枠があるんだよ。
相続税がかからないものって？
メェ〜子
　なるほど。保険が相続税の節税になると聞いたこと
があるけど、この非課税枠と何か関係があるのか
な？
けんた　
　そうだね。奥さんと子供2人のケースで言うと、

資　産
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村山敏隆　税理士事務所
所在地：〒683-0853
　　　　鳥取県米子市両三柳3053番地32

ＴＥＬ：（0859）21-3770

ＦＡＸ：（0859）21-3771

E-mail：mura_zei@road.ocn.ne.jp

村山敏隆　税理士事務所
税理士

村　山　敏　隆

その他に、事業を承継した場合の、優遇税制の適用要
件なども改正されました。
争族対策が大切！
相続対策というと、相続税対策に終始してしまいがち
ですが、その他に、いわゆる争族とならないよう、生
前に誰にどの財産を渡すかを考えておくことが必要だ
と思います。残された家族が争うことのないように、
生前にご自身の意志を示しておくことは、残されるも
のに対する気遣いとして大切なことではないでしょう
か？その際、公正証書による遺言書の作成なども検討
してみるのがよいでしょう。
納税資金対策も！
さらに、実際に相続税がかかることとなった際に、そ
の資金をどうするか、いわゆる納税資金対策について
も検討する必要があります。相続対策は、争族対策、
相続税対策、納税資金対策をセットで考えることが大
切になります。
今後の相続税法の方向は？
相続税の増税と贈与税の優遇による若年層への財産シ
フトの流れは今後も続くのではないかと思われます。
理由としては、相続による財産の取得は基本的に不労
所得であり、その財産に課税することには世間の反発
が少ないことや、高齢者が財産を持つよりも、若年層
が持つ方がより消費の拡大に繋がりやすいということ
があげられます。
ではなぜ高齢者が消費をしようとしないのか？やはり
将来の生活に対する不安に備えるためということにな
ると思います。そうであるならば、相続税の増税を今
後も進めていくのならば、高齢者の生前の生活を最大
限に保証することがセットであると考えます。生前に
安心できる生活が保証される代わりに、亡くなった後
には財産の一部を相続税として社会に還元するという
流れであるならば比較的国民の理解も得られやすいの
ではないでしょうか？

けんた
　教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税規定など
も出来て、優遇されてきているよ。
相続税対策ってどんなことがあるの？
メェ〜子
　ところで、相続税対策としてはどういうことを考え
たらいいのかな？
けんた
　相続税対策を考える前にまずは自分自身の財産がど
のくらいあるかを調べることが必要だよ。同族会社
の株主に該当する人は、
自分の持っている自社の
株式の価額がいくら程度
あるのかについても確認
しておく必要があるね。
毎年の決算が終わったら
顧問税理士に自社株の評
価額を計算してもらって
おくのもいいかもしれな
いね。それから、会社に
対する貸付金も相続財産
となるので注意が必要だ
よ。
メェ〜子

相続税のことって、普段はあまり
考えないけど、いざって時のため
に早めに準備しておくことが大切
なんだね。

〜補足とまとめ〜

今回の相続税・贈与税の主な改正事項は下記の通りで
す。
相続税
改正１ 遺産に係る基礎控除額の引下げ
改正２ 最高税率の引き上げなど税率の改正

改正３ 未成年者控除・障害者控除の引き上げ
（６万円→10万円）

改正４ 小規模宅地等の特例の限度面積の引き上げな
ど　（240㎡→330㎡）

贈与税
改正１ 相続時精算課税の適用対象者の拡大など

改正２ 贈与税の税率の改正、直系尊属からの贈与に
ついての優遇など
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　10月16日「第31回法人会全国大会　栃木大会」が栃木県宇都宮市
の「栃木県総合文化センター」において、全国から1900余名会員の
ほか、地元及び近隣地域の企業経営者の方の参加も得て活況のなか

開催されました。
　第一部で、ＴＢＳの報道解説などでお馴染みの「杉尾秀哉」氏による記念講演「日本の行方〜政治と経済の現
状分析と展望」が行われ、勢いのある姿勢と口調の良い解説で、い
つものテレビ画面とはやや異なった印象での講演でした。
　講演は、消費税10％問題が明らかになっていないときであり「安
倍総理は、来年実施の決定は無いだろう。同じ内閣で２度の税率引
き上げは過去にない。」と断言（？）。結果は「29年４月実施決定＝
総選挙」とのスケジュールで「民意を問う」形となった。
　併せて、「今は、中小企業経営者の皆さんの頑張りが一番」と、

中小企業の技術力、
活力が日本の景気・
経済を支えているこ
と、「自信を持って現状打破を」との熱弁に感銘を受けた。
　本番は、何と言ってもメインの「平成27年度税制改正に関する
提言」報告。柳田道康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た。提言に当たって「アベノ
ミクスが一定の効果を挙げつつも、如何に持続的成長に繋げるの
か、・・・・」と訴えてきたことなど挙げ、社会保障と税の一体改
革と今後のあり方など、一つずつ提言作成の過程が説明されました。
　日本経済を取り巻く環境には多くの課題があり、「さらなるきめ
細かな対策」を求めていくと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。
　大会を終えた一ヶ月後の11月18日、消費税の10％問題は「29年
４月実施とし、民意を問う」として、衆議院解散が表明され、12
月に総選挙。そして安倍政権は「アベノミクスへの期待」から安
定多数政権を獲得。
　改めて、私どもが取りまとめた「平成27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」の実現を、さらに強く訴えていかなければ
との思いをしたところです。

大会宣言
　われわれ法人会は、半世紀を超える歴史を通じ、「健
全な納税者の団体」として、税に関する活動を中心
に広く社会への貢献活動を展開してきた。
　その歴史と実績を踏まえ、新たな公益法人等への
移行後も、租税教育など税の啓発活動を中心とした
公益的な活動をさらに積極的に展開し、広く社会に
貢献していくことをここに誓うものである。
　わが国は、今、長引くデフレからの脱却と強い日
本経済の再生を目指す政府の積極的な経済政策が
一定の効果を上げ、景気は回復基調にある。しかし、
今後、経済の自立的な好循環構造を構築するために
は、個人消費や設備投資の拡大、賃金上昇の持続が
必要であり、それらを後押しする実効性のある成長
戦略が何より重要となる。
　加えて、持続可能な社会保障制度の確立と財政健
全化の両立も国家的課題である。これらの課題に対
応するに当たっては、その前提として、行政改革の
徹底が行われるべきである。
　こうした中、地域経済と雇用の担い手である中小
企業は、経済政策の効果が十分に浸透しておらず、
引き続き厳しい状況にある。
　日本経済の再生のためには、それぞれの地域を支
える中小企業の活性化が不可欠であり、われわれ法
人会は、「法人実効税率 20％台の早期実現」、「事
業承継税制の拡充」等を中心とする「平成 27年度
税制改正に関する提言」の実現を強く求めるもので
ある。
　創設以来、納税意識の高揚に努めてきた法人会は、
この栃木の地で全国の会員企業の総意として、以上
宣言する。

平成 26 年10月16日

全国法人会総連合全国大会

第31回法人会全国大会　栃木大会
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　10月16日に開かれた「法人会全国大会
栃木大会」で採択・確認された「平成27
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
所属政党及び政府への働き掛けをお願い
し、また、地方の税制・財政運営を行う
米子・境港市長、及び両市議会議長には「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。
　アベノミクスの地方への波及が実感で
きる政治運営を訴え、安倍総理が「地方
創生」を掲げ、当地域の企業の取組みが
紹介されるなど、地域企業の創造力・企
画力を取り上げられたことなど、地域企
業の努力と国・地方の積極的な取組みを
訴えるなかで、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
の「提言実現への活動」を強めていく必
要が求められていることを実感する提言
活動でした。

角博明米子市副市長に
（右：國頭副会長）

渡辺穣爾米子市議会議長に提言の説明

中村勝治境港市長に
（左：岡空副会長）

赤澤亮正衆議院議員に
（右：青砥会長）

米村一三境港市議会議長へ説明

平成26年度 税務署長表彰　　申告納税制度の普及・発展に貢献
　11月13日（木）、米子地方合同庁舎４階会議室において、鳥取県西部県税事務所長、角博明米子副市長、税務
関係民間４団体のなど、各界から多くのご来賓が出席された中、「平成26年度米子税務署長納税表彰式」が挙行
され、木村正明常任理事、大屋明宏青年部会長の税務署長表彰をはじめ、杉本真吾、岩崎稔両青年部副部会長が
感謝状の贈呈を受けられました。
　藤井実男米子税務署長から「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。
　特に部会活動にも触れられ「青年部会の皆さんは、
大屋青年部会長をはじめ役員の皆さんには、年末か
ら年頭にかけ、最もお忙しい中にもかかわらず10数
校に及ぶ小学校での租税教室の講師を務めていただ
き、皆さんのご熱意とご尽力には頭の下がる思いです。
「租税教室」での体験は、将来きっと「良き納税者」
の誕生となると信じています。と青年部会の活動に
改めて感謝の言葉が述べられました。

岩﨑　稔
青年部会
副部会長

大屋明彦
青年部会
部会長

岡空晴夫
副会長
（来賓）

木村正明
常任理事

（代：木村）
光哉

杉本真吾
青年部会
副部会長

髙橋敬一
常任理事
（来賓）

“企業活力を支える税制”を求めて

税制改正提言を
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地域のこころを繋いで

特別養護老人ホームゆうらく

古布整理風景

米子ヘルスケア　つつじ

介護老人保健施設　新田

社会貢献活動のコーナー

　昨年９月18日（木）、地域のみなさんや
倉吉、鳥取方面の方々のご参加も得て、
恒例の「古布・古タオルの回収・寄贈」
活動を実施しました。「新聞で知りました。
わずかですが役立ててください。」と宅配
便で送ってこられるなど、多くの方々の
ご協力をいただきました。
　ここ最近は、日本海新聞のご協力で新
聞紙上に「告知板」欄に「古タオル類の
回収をしています」と掲載いただき、私
どもの活動が一層広く地域の皆さんにも
知られるようになりました。
　前回から施設側から利用しやすい「タ
オル、シーツ、浴衣地、Tシャツ」類の希
望が強くあり、これらに限定した回収活
動とさせていただき、回収品の減少が懸
念されましたが、従来から沢山の寄贈を
いただいているワタキューさんや皆生の
旅館・ホテルのほか、市内の「ホテル　
アルファ−ワン」さんからも軽トラ山積
みのシーツ・タオルが寄せられ、タオル
類ダンボール箱に123箱、シーツ・浴衣地
1540枚と、いつもように２T車一杯の回収
品が集まりました。
　法人会会員企業をはじめ多くの市民・
企業の方々からいただきました古タオル
を中心とした回収品は、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。大切に使わせていただきます。
　お寄せいただきました方々に是非感謝
の意をお伝えください。」とお礼の言葉と
感謝のお気持ちをお預かりし、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。

ＡＩＧ富士イシュアランサービス㈱
㈱岩崎組
㈲岩崎米穀
㈱オーエムプラン
大田鮮魚㈲
㈱ＯＭＣ
㈲皆生つるや
㈱皆生グランドホテル
㈲勝 部 朝 日 会 計
㈲上後藤コンタクトレンズセンター
久米桜酒造㈲

（合）グランシティ
㈱桑本総合設計
㈱ケイズ
㈱越河
㈱山陰合同銀行米子支店
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
㈱三伸総合設備
㈲笹間建材店
㈲松月旅館
㈱葬仙　
大同警備保障㈲
㈲高橋会計事務所

大同生命保険㈱
㈱高田
中国大建管財㈱
㈱中央機材
㈲角森自動車工業
㈱鳥取銀行米子支店
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
㈱ホテルアルファ−ワン米子
㈲マリエ
美保テクノス㈱
㈲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
㈲八幡醤油店
㈲米子ニューアーバンホテル
㈱米子青果
米子信用金庫
㈲米子報知機
㈲ワインセラー葡萄屋
ワタキューセイモア㈱米子営業所
㈲足立道路
㈱井ゲタ竹内

㈱ＧＲＡＺＩＥ
㈱大昇食品
大海通産㈱
大幸㈱
堀田石油㈱
松岡建設㈲
㈲湊谷商事
冨士印刷㈲
㈲米子屋旅館
いけしま事務所
エムオーデザイン
シャトー・おだか
大山レークホテル
鳥取県西部総合事務所
米子市役所
米子税務署

三輪貴美子 梶川 中村　典子
枠島　和江 佐々木匡子 川田　令子 
柴田　郁代 清水伊都子 樋口　江利 
牧野　　猛 村尾真理子

その他、匿名の方々ありがとうございました。

ご 協 力 い た だ い た 企 業 ・ 団 体 様

ご協力ありがとうございました。  
「古布・古タオルの回収・寄贈」活動

　働き盛り世代の約10人に１人が「がん」で亡くなっています。企業に働く社員・
従業員の「がん」罹患は、企業にとって大変な痛手となります。
　ほとんどの「がん」は、早期には自覚症状がなく、自覚症状がでた段階では「がん」
が進行していると言われています。しかし、今や「がん」は「治る病気」とされ、

「早期に発見」「早期治療」で「ほぼ完治」。切り札は「がん検診」です。
　企業のリスク管理として「社員・従業員の健康管理」が叫ばれている現在、米
子法人会でも「もっと知ろう！『がん』のこと」の講習会（平成25年３月）以降、

「働き盛りの社員・従業員をがんから守るため、がん検診の受診を」との運動に着
手し、その一環として、鳥取県が進めている「がん検診推進パートナー企業」に
なる活動に取り組んでいます。

あなたの会社も「がん検診推進パートナー企業」になりませんか？
～がん検診推進パートナー企業の認定制度とは～

　鳥取県が「がん検診受診率向上」を図るため、がん対策の推進に協力いただけ
る企業をパートナー企業として認定し、企業の事業者と連携し、従業員に対する
がん検診の受診勧奨に取り組もうと、平成23年８月にこの制度がはじまりました。

「社員は宝」を合言葉に！　がん検診推進パートナー企業の認定を受けよう！

従業員へがん検診の受診を呼びかけるなどの取組みをして、
がん検診の推進を行う企業のことです。

鳥取県がん検診パートナー企業とは

県内の多くの企業の皆さまに…

●従業員の健康を守ることは、企業にとってとても重要なことだと再認識していただき、
企業内に従業員の健康づくりを大切にしている雰囲気が広がること

●従業員へがん検診の受診を呼びかけていただくことで、検診受診者が増え、早期がん
のうちにみつかる人が増えること

●従業員ががんになっても、安心して働ける職場環境づくりを考えていただくこと

パートナー企業
米子法人会会員の皆さまへ

に

登録しませんか！？

鳥取県知事から
認定を受けます。

従業員の皆様に

“がん検診”の受診を呼びかける

＜お問い合わせ先＞

●鳥取県西部総合事務所福祉保健局 健康支援課
電 話 (0859) 31-9319  FAX (0859) 34-1392

●公益社団法人 米子法人会
電 話 (0859) 32-6616 FAX (0859) 32-6615

●裏面の申込書をご記入のうえ、ファクシミリにて、米子法人会へお申込みください

検診日

いつだった？
もう検診受けた？

生涯のうちにがんになる可能性は生涯のうちにがんになる可能性は、
日本人の“２人に１人”と言われて
います。います。

大切な人のために、
ぜひ がん検診を受けましょうぜひ、がん検診を受けましょう。

米子法人会は米子法人会は

がん検診の推進
〒683-0802

米子市東福原２－１－１
わこうビル２F 205号

( )

がん検診の推進
に協力しています!!

TEL (0859)32-6616  
FAX (0859)32-6615
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　10月16日（金）米子法人会主催の「第４回がんばろう日本！チャリティーゴルフコンペ」が昨年とは打って変わって、
恵まれた秋晴れの中、大山平原ゴルフクラブにおいて開催しました。
　「被災地の元気のために、今できることを」と、東日本大震災の復興支援を目指しての「チャリティーゴルフコン
ペ」実施を企画して準備を進めれていたところに、あの異常気象とも言える真夏の大雨による「広島土砂災害」が
発生しました。
　チャリティーゴルフ開催のご案内では「東日本復興支援」を謳って進めていましたが、中国地方の法人会の中間
である広島での支援に対して、「がんばろう日本！復興支援」の旗の下、東日本被災地から“広島支援”に変更しても
参加者の“皆さんのご理解は得られる”と判断、急遽「広島土砂災害復興支援」に変更して実施しました。
本年度も80名を超える参加者を得て大会はスタート。今出大会実行委員長から、「秋晴れの下、広島土砂災害被災者
の方々の位置費地も早い復興を祈念して」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。
　今回も大会参加賞はじめ各賞には、「東日本被災地の企業に少しでもお役に立てればと、被災地特産品を準備しま
した。」と、昨年から引き続いて産業復興支援の一助にと、この企画を継続しました。
　チャリティー募金には、ショートホールでのワンオンチャレンジ「ワンコイン募金」
とともに、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「広島市」に「僅かな金額ですが、少しでもお役に立
てれば、一日も早い復興を・・」とのコメントを添えて義援金（寄附金）を送金しま
した。

被災地支援のこころを繋いで
がんばろう日本！
広島土砂災害に支援の輪を

開会宣言をする今出実行委員長

　11月17日（月）、米子市「市民公園等整備事業」に協賛し、湊山公園一帯の環
境整備と合わせ、「街にみどり」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年からはじめて今年で６年目。今までに寄贈したソメイヨシ
ノ25本は、昨年の春「空をピンクに染め・・・」の言葉にふさわしく満開のさ
くらの園を創りだしていました。
　11月は、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。
　本年の寄贈・植樹式も「いつもながら」の言葉どおり、「天気予報は雨時々曇
り」。朝から雨が降ったりやんだり。準備のため事務所を出るときは「しとしと
雨、どんより曇り空」の状況・・・。「今年はどうでも室内での式典だね。」と
米子市担当者の方と協議して近くの「児童文化会館」の一室を無理やり準備し
てもらって待機。ところが開始１時間前には雨が止み、心配してやや早めに会
場入りされた青砥会長も「何とか植樹できそうだね。」と安堵の笑みを・・・
　足元はやや悪いながらも、式典開始時には「おぉ〜！お天道様も顔を出した
ねぇ〜」と爽快なこころ地の中、青砥米子法人会会長から米子市建設部長に「ゾ
メイヨシノ５本」の目録が渡されました。同部長から「市長からのお礼の言葉」
が紹介され、青砥隆志会長、細川庸一郎建設部長、ご来賓にお迎えした藤井実
雄米子税務署長による「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であり、多くの市民の方々に親しまれてい
る「名園」でもあり、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。

米子　桜の名所をいつまでも　地域の心の豊かさを繋いで

来賓の皆さまと記念植樹

細川建設部長に「目録」贈呈
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「親子で税金バスツアー」開催　〜みんなで税のことを考えてみよう〜
　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、「親子で税金のことを考えてもらおう」
と、米子法人会では、「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、鳥取県西部地区の小学校の皆さんを対象に声をかけて
募集を行ったところ「定員オーバー」となり程の、多くの皆さんに参加いただき、昨年に引き続いての開
催となりました。
　この企画は、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企画しました。
　この企画は米子税務署、神戸税関境税関支署のご協力を得て、バスの中での「税金クイズ」、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。
　入国審査の模擬体験では、税関職員の制帽を頭に載せ「検査官に早変わり」。スーツケースの検査では、
辞書の中から「ピストル」が出てきてビックリ！最後には麻薬探知犬の活躍を目の当たりにして、税金の
大切さや大変な税関のしごとを実感した、有意義で楽しい「親子で税金バスツアー」でした。

税関ってどんなとこ？

みんなで「入管検査」模擬体験

あ！もう見つけた！麻薬探知犬

　「どんな税金があるか知ってるかな？」「知ってます。消費税で〜す。」
　元気な小学生の声に励まされながら、今年も小学校10数校に出かけ「租税教室」を開催させていた
だきました。私が米子法人会青年部に入会した年の秋には、「小学校で租税教室をする。その先生役
を青年部のみんなで分担します。」との方針が確認され、日程表が回ってきました。
　「○月○日　○○小学校担当ね。よろしく！」の声に、「じゃぁ〜行ってみましょう！」と決心し、「租
税教室シナリオ」を頭に入れて先輩と共に小学校の門をくぐりました。先輩方は既に「小学校の先生」
役が板についており、私はこれが「事前実地研修」。数回の実地研修が済むと「即！実戦！」。入会後
の５年間、米子法人会青年部の仲間と共に、青年部の中心的な事業として「小学生の租税教室」を続
けています。「ちゃんと聞いてくれるのか？」「どんな質問がくるのかな？」と、先生役をはじめた頃
は緊張の連続でしたが、今では、子供たちの真剣な眼差しや元気な声が返ってくる体験は「快感！」

にもなりました。私たち「米子法人会」は公益社
団法人として「正しい税知識の普及」「納税意識の向上」という「税に
ついての啓発・啓蒙活動」を主要テーマに活動しており、その一環として、
この租税教室の開催があり、多くの学校関係者のみなさんのご協力いた
だきながら取組んでいます。「未来の日本を担ってくれる」子供たちが、
良き社会人に成長してくれることを期待しながら、私たちも「良き納税
者たらん」ことを目指して・・・・・・・

明道小

境小

福生東小

余子小

五千石小

車尾小

渡小

名和小

中山小 上道小溝口小

加茂小 就将小義方小

大山小 大山西小尚徳小

未来の日本を担ってくれる小学生に「税の大切さ」を！

青年部会副部会長
杉　原　範　行
㈱はらぶん米子支店
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ホームページをリニューアルしました。　あなたの会社のＰＲにも！

「税に関する絵はがきコンクール」

　「会員のみなさんに使ってもらえるホームページ」を目指して、
“ホームページリニューアル”に取り組んできました。
　トップページは、法人会のカラーである「ブルー」を基調に構
成しました。
目玉商品は！
●「法人からのお知らせ」研修会や講演会のご案内や、行事や事業の報告を！
●そして、「会員からのお知らせ」コーナー。
　みなさんに法人会のホームページを使った“会社のＰ

Ｒ”を！
●あなたの会社が今行っている「イベント」「○○セー

ル」などなど。画像やコメントをアップしてご案内も。
あなたの会社のホームページに移動して行けます。

●もう一つ「けんたレポート」。Facebook を始めました、
活動の報告や、街歩きの感想など。

　事務局から「気軽な情報」の提供していきます。ゆ
くゆくは「社長さん紹介！」といったことにも挑戦
してみたいと思っています。

　是非みなさんからの「発信！」をお待ちしています。

　女性部会は活動の一つとして、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。
　第４回目の今回は32校943点と多数の応
募がありました。力作揃いで女性部会役
員による一次審査も大変悩むところでし
た。
　租税教室では税金の無くなった世の中
がどうなるのかという内容のDVDを見た
り１億円のレプリカを触って実感、講師
の方の話、そしてクイズ等がありました。
　子どもたちの目線とは思えない質問や
感想、そして絵はがきコンクール応募の
アイディア等活発に発言する姿を本当に
頼もしく感じました。
　微力ですが、女性部会は今後も将来に
繋がるお手伝いをして参りたいと思いま
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。

25年度入賞作品（後援団体の各賞）

和田小学校　角　和香さん

住吉小学校　岩﨑　陸さん

境小学校　手島　瑳良さん

（他 16点の入賞がありました）

会見小学校　高橋　玲奈さん

募集活動 絵はがきの審査 展示作業

中
国
税
理
士
会

米
子
支
部
長
賞

中
国
地
方
法
人
会
連
合
会

女
性
部
会
連
絡
協
議
会
会
長
賞

米
子
税
務
署
長
賞

米
子
市
美
術
館
長
賞

鳥
取
県
西
部
県

税
事
務
所
長
賞
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税 務 署 の コ ー ナ ー

　この「確定申告書等作成コーナー」では、画面の
案内に従って金額等を入力すれば税額等が自動計算
され、所得税及び復興特別所得税・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。
　なお、米子税務署では、平成27年２月16日（月）
から３月16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。また、国税
庁ホームページ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の利用による確定申告
書の提出ができる環境も用意しております。

（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、消費税率の
引き上げ、相続税の課税ベースの拡大、マイナンバ
ー制度など多くの納税者の方々に影響を及ぼす大き
な変化が導入あるいは予定されております。
　こうした中、税務行政に携わる私どもとしまして
は、国税庁創設以来の「正直者には尊敬の的、悪徳
者に畏怖の的」であるべきという基本理念に常に立
ち返り「適正な課税の確保や滞納の未然防止」にこ
れまで以上に努力し、また、「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、引き続き普
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）
　平成26年分の所得税及び復興特別所得税、個人事
業者の消費税並びに贈与税の確定申告時期がまいり
ました。
　東日本大震災からの復興を図るのに必要な財源の
確保のため、「復興特別所得税」が平成25年分から平
成49年分の各年分において所得税と併せて課税され
ています。
　この「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。誤りが多い部分ですのでご留意いただきたい
と思います。
　さて、確定申告時期の税務署においては、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「確定申告書等作成コーナー」や「ｅ−Ｔ
ａｘ」が利用できる環境を整えております。

米子税務署長
藤井　実雄

確定申告は便利な e -Tax の利用を



eｰTax
でデータ送信！

書面で提出！
又は

※　eｰTaxの利用に際しては、電子証明書の取得（手数料が必要です。）、ICカードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。

申告書の作成は

「確定申告書等作成コーナー」で!!
　画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税及び
復興特別所得税、消費税及び地方消費税の確定申告書や青色申告決算書などを作
成できます。
　また、作成したデータは、「eｰTax（電子申告）」を利用して提出できます。

社会保障・税番号制度
あなたにも、マイナンバー。はじまります。

番号制度とは？
○個人及び法人に対して、悉皆的に唯一無二の番号を付番し、それによって、①個人番号や法人番号

を活用して、効率的に情報管理・利用及び迅速な情報のやりとりをすること、②手続きの簡素化に

より国民の負担を軽減すること、③個人番号を含む個人情報（特定個人情報といいます。）の適正な

取り扱いを確保することが、番号法の目的とされています。

○平成 27年 10月以降番号の通知が行われ、平成 28年 1月以降番号利用が開始されます。

○税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に個人・法人番号を記載する

ことによって、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。

－　税に関する情報は国税庁ホームページへ　www.nta.go.jp　－
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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27年2月16日（月）〜3月16日（月）まで
※土・日は除きます

期　　間

受付時間 9：00〜16：00
※なお、上記期間中は、税務署には申告会場を設けておりませんので、ご注意ください。

確定申告会場について
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青年部会のコーナー
青年部会設立30周年を迎えて

　米子法人会青年部会は平成26年６月を以て設立
30周年を迎えることとなりました。これも米子法
人会会員皆様のご支援ご協力によるものと思い、
深く感謝申し上げます。
　設立から現在まで、沢山の会員が活動し、また
活動を通じ会員同士が交流を深めてきたことと思
います。
　私は平成15年４月入会で、約22年の在籍期間となります。当初は訳が分からぬまま、
先輩方に言われるがままの行動となっておりましたが、
今では大勢の仲間と共に、地域貢献や税に関する啓蒙活
動に取組み、楽しい時を過ごさせていただいております。

　この度、青年部会では、設立30周年を迎えたことを契機に「記念事業」として、
11月７日、埼玉県和光市にある、税務大学校（税務理論の研究や税務職員の教育
機関）での研修会を実施しました。青年部会では平成20年より小学６年生を対象
とした、我々の中心事業活動となっている「租税教室」をより充実したものにす
るため、この教室の講師育成と資質の向上を最大の目的として大勢で参加してま

いりました。この研修で私が関心を持ったこととして、国の税収の大半が酒税と
地租（地税）から所得税と法人税に推移してきたことなどが挙げられます。また、
講師の方から、二部（現伯耆町二部）に税務署があり、その後日野町に移転され
たなどの話題を提供いただき、明治・大正における日野町の鉄鋼産業の繁栄ぶり
を耳にし、初めて「鳥取県西部地区の税事情」を知りました。
　この研修会に参加したメンバーが、12月から始まる租税教室で大活躍してくれ
ることを期待しているところです。また税務大学校の近所には（話題の）理化学
研究所が在ります。こちらではその歴史と成果について説明を受け、また展示コ

ーナーを見学してまいりました。理化学研究所がその昔「株式会社」であったなど、今回の研修は知識欲を駆り
立ててくれる素晴らしい研修会でした。
　各種多量の研修メニューをこなした後、新宿ワシントンホテルに場を移して、
青年部会設立30周年記念式典を開催しました。今回一連の事業には４名の歴代会
長・副部会長様にも同行いただき、昔話に花咲かせつつ「明日の青年部会、その役割」
への指針をもご教授いただくなど、意義深く楽しい交流の場となりました。
　その後は新宿夜の街に出動です。私は早々と帰りましたが、全員の無事の帰還
を願う夜となりました。
　今後とも米子法人会青年部会の活動にご理解賜りますようお願い申し上げます。
　

米子法人会青年部会
部会長
大　屋　明　宏
中国大建管財㈱

授業風景

第６代部会長　高田明典氏

税務大学校　卒業？？？

第３代部会長　伊澤卓司氏

第４代部会長　國頭芳夫氏
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　平成26年11月20日、21日に第28回「法人会全国青年の集い秋田大会」が秋田県民
会館で開催され大屋青年部会長はじめ・杉本副部会長、八幡副部会長、４名で参加
して参りました。今大会スローガン『ユタカな国へ　あきた美じょん』には、法人
会活動を通じ経済と心の両面において「ユタカな国」を実現しよう、という強い思
いがこめられていたと強く感じられました。また、法人会は、納税意識の高揚、税
知識の普及啓蒙という基本理念の下、これまで租税教育の実施など社会貢献活動を
行ってきました。
　「税」の大切さを会員企業、企業のリーダーとしての我々青年が認識するだけで
はなく、この国や地域を担う子供達に伝え続きねばなりません。法人会はまさにそ
の使命を担っています。「税」を通し、我々の住む地域、この日本という国を豊かにし、高齢者が元気で、子供
たちが安心して成長できる社会を築いていかなければなりません。私たちの考える「ユタカさ」には、２つの側
面があると思います。

　一つは、経済的な側面。消費や投資が更に活発にな
り、企業や家計がしっかりと収入を得られることによ
り税収も増加します。さらに景気が良くなり若年層が
安心して働けることにより、これまで培われてきた「ニ
ッポンの技術」もしっかりと継承されます。
　もう一つは、心の側面。高齢者を敬い、互いに認め
合い、思いやりや感謝の心をもった若者が地域を牽引
し、美しい風土や自然を子供たちに継承していくこと
も忘れてはなりません。思いやり、感謝といったユタ
カな心を育む社会を目指すことで、効果的な税の使い
方がなされると思います。
　現在、多くの地方都市は人口減少や高齢化などの様
々な問題を抱えています。そしてこれらの問題は、ど
の地域においても顕著な傾向が見られます。
　しかし、このような状況の中、法人会活動では、未

来に希望が持てる明るい兆しがみられると思います。そんな魅力ある秋田大会ではなかったでしょうか。
　大会スローガンにある ｢ユタカな国｣ とは、豊富な経験を持った高齢者が生き生きと暮らし、我々青年世代が
たくましく働き、子供たちの可能性を最大限引き出せ
る国であると考えます。日本人として ｢美しい心｣ の
継承こそが、ユタカな国を体現できるのです。そして
ユタカな国の礎になるのは、｢税｣ではないでしょうか。
この国をユタカとするため自分たちが住み働く地域を
よりよくするため、互いの経験や思いを ｢ユタカさ｣
溢れる秋田大会にてユタカな国の姿を発信したと思い
ます。
　この経験を今後の米子法人会青年部会での活動に役
立てていきたいです。
　次年度は、第29回 ｢法人会全国青年の集い茨城大会」
です。是非、多くの会員の皆様に参加して頂きたいと
思います。

第28回法人会全国青年の集い　『秋田大会』参加報告

青年部会
野　口　力　也

 ㈲村尾事務機米子支店

第 28回全国青年の集い　秋田大会風景
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女性部会のコーナー

　11月６日早朝、米子鬼太郎空港より東京羽
田に向けて旅立ちました。
　１日目は、はとバスにて東京めぐり、古河
庭園、鳩山会館、昼食後は旧岩崎庭園などを
見学しました。どちらの庭園もバラの花など
美しく手入れのゆきとどいた庭で、とてもき
れいでした。どちらの庭も洋風の庭があり、
その下方に日本庭園がある様に設計がしてあ
り、茶室もあり、お抹茶を頂いて、美しい庭
をながめながら、とても良い時間を過ごせました。夕方にかけ
てスカイツリーを見学し、とても夜景がきれいで、いつまでも

見ていたいと思いました。夜は秋葉原ワシントンホテルで宿泊し
ました。
　２日目の11月７日は上野周辺を散策して、池袋より埼玉県和光
市に向けて出発しました。和光市では税務大学を見学し、少しだ
け税務の勉強をさせていただきました。和光市の周辺にたくさん
の大学があることにおど
ろきました。旅行中、一
度だけ雨に合いましたが
少しの間だけだったので、
後は良いお天気で良かっ
たです。２日間にたくさ
んの場所を見学し皆さん
と楽しく見学できた事、
旅行を企画して下さった
方に感謝します。

　12月２日ぶどうの木２Fに於いて、恒例のガーデニングがおこなわれました。今回の
テーマ 〝クリスマスの寄せ植＂用意していただいた、花の苗・飾りつけ用サンタなどを使い
想い想いにデコレーション、同じ物を使っての作品にもかかわらず、個性豊かなすばらしい
作品となりました。

視察研修旅行に参加して　〜税務大学校でお勉強会〜

ガーデニング講習会開催

税務大学校

旧　古河庭園 旧　岩崎邸

女性部会
真　野　順　子
㈲真野集商店

女性部会
理事　望　月　伸　子

㈱トンボ
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’

☆もうひとつの 家族 あかり☆ でありたいと…

自慢は 〝安心 安全 おいしい、そして値段も… 〝

〝なかまと夢を追い続けたい〝

　特定非営利活動法人あかり広場は福祉事業所として米子市皆生温泉にあります。
出発当初から「もうひとつの家族」でありたいと18年目を迎えています。どんなに障害が重くても、働きたい、
お金を稼ぎたい、家族を助けたい、普通に暮らしたい等、願いは同じです。振り返れば人生最高のパートナーと
共に夢にむかっている日々に感謝です。

　共生社会を目指し歩むその道のりの到達点の一つがレストラン、「O
オ’ティアーノ

`tyano」（障
害のある人たちが働く場所）です。平成23年春に立ち上げ５年目を迎えます。
　お店の自慢は笑顔で助け合いながら働く仲間と、栄養士によるワンコイン日
替わり松花堂弁当です。栄養のバランス、季節感、地産地消にこだわり、茶碗
蒸し、お汁、食後には職人技の自家焙煎「いしかど」の美味しいコーヒーを皆
生窯 大山窯の器で楽しんでいただきます。そしてもう一つ、早朝からパティシ
エが、毎日嗜好をこらし焼くパンも人気です。福祉事業所として一般市民の皆
様へ精いっぱいの感謝の形としてお届けしたいのです。

　あかりのなかまと織りなす毎日は沢山の夢をふくらませます。
きっと障害のある人もない人も共に支えあう社会が実現すれば、歳を重ねても、中途でハンディーをかかえても、
生きづらさを抱える人たちも、とにかく「みんなが住みよいやさしい町」になると信じています。そんな夢を仲
間と共に追い続ける毎日は豊かで幸せです。何時の日かあかりの仲間たちが自信をつけ、自主的に働き運営する
場所を創っていきたいと今年も初夢を描いています。

人気メニュー　松花堂弁当 !!

431

207

300

206

あかり広場
OUランド

山陰労災病院

皆生道路沿い
千代結びの看板が目印です!!➡
皆生道路沿い
千代結びの看板が目印です!!➡
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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
　今回の会報みずどりは、「繋

つな

ぐ」というキーワードで「法勝寺歌舞伎」・「伯州綿」のページがつくられました。い
ずれも江戸時代から地域の芸能・産業として栄え伝統となり、時の流れとともに衰退していったものを、「繋いでい
きたい」という 熱い“想い”が復活させたというストーリーでした。読んでいて、自分たちの地域にもっと興味を持ち、
その魅力を知り、そして発信することはとても大切なことだと改めて感じました。
　これからは「地方」が主役になる時代が訪れそうです。私たちの地域に対する熱い“想い”が、その第一歩になる
のかもしれません。

広報委員　　坂口　秀樹　　―  坂口合名会社   ― 

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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コットンボール（８月）
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収穫（９〜 12月）

“法勝寺さくらまつり”お練り

大道具製作に奮闘のボランティアさん


