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　会員のみなさまには、日頃から当米子法人会の運営及び事業活動に

格別のご理解とご支援を賜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・経営に関する事業にもご参加いただき、重ねて

御礼申し上げます。

　日本経済は、脱デフレを目指して日銀の金融政策、財政運営によるアベノミクス政策は円安と相ま

って大企業を中心に「好況感」は広がりましたが、輸入物価上昇の影響で、経済指標が悪化を示すなど、

減速傾向も見られはじめております。

地域経済と雇用の担い手であります中小企業には、アベノミクス効果の浸透が十分ではなく、さらな

る対策が必要と思われます。

　マイナンバー制度の運用開始まで半年を切りました。マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民

の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤であります。10月には国民全員にそれぞれマ

イナンバーが届きます。マイナンバーの運用開始前に皆様が準備しなければならないこと、業務のど

の場面でマイナンバーが利用されるか。これらのポイントを押さえていただきたいと思います。

さて、平成29年４月１日から、「消費税率」が「８％から10％」となり、また、「軽減税率」も議論さ

れております。消費税は、消費一般に広く公平を求めるものであり、少子高齢化による財政需要の拡

大などを考慮すると、税率の引き上げはやむを得ないと考えますが、先ず地方を含めた行財政改革の

徹底的な推進を実現し、国民の理解を得ることだと思います。

　本会は公益法人としての公益的活動がますます期待され、また、地域社会における団体の存在価値

や役割が問われるとともに、自らの公益性と透明性を高め、地域社会のお役に立てるよう目指してま

いります。今後も、税制改正に関する提言活動、租税教育の啓発活動、そして基本事業である税務研

修会、企業経営に資する研修会等を積極的に展開していく所存でございます。

　最後になりましたが、会員企業をはじめ、関係各位、そして地域の皆様方のご健勝とご繁栄を祈念

いたしますとともに、今後とも米子法人会の活動に一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し

上げます。

ご あ い さ つ

公益社団法人 米子法人会
会　長　青　砥　隆　志









見た目を変えた
バージョンの
イラストもあります！
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　先の8月11日、新しく米子税務署長として着任
された神門三千夫(ごうどみちお)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
会長：本日はお忙しい中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、このような時間をいただきありが
とうございます。
署長さんの経歴、米子署の感想や出身地など、ご紹介いただけますか。

署長：今回の人事異動で米子税務署長を拝命しました神門です。
前任地は大東税務署で署長をしておりました。大東署は職員20名程度の
小規模署でしたが、米子署は職員数90名程度と多く、山陰の拠点署とし
ての位置づけであり、責任の重さを痛感しております。
これまで、主に国税局や税務大学校に勤務しておりましたもので広島勤務が長く、米子署の勤務は初めて
です。出身は出雲市であり、出雲市駅から列車通勤をしています。私の名字は、神門と書いて「ごうど」
と呼びます。祖先は出雲大社の宮大工をしていたというんですね。退官する際に「神門」の姓と田畑を何
丁歩かもらったと、自己紹介をする機会があればそのように話をしたら良いと先代が申しておりました。
名門ではなく、迷門でありまして、色々な諸事情を抱えながら淡々と生きております。（笑い）

　　　 
会長：米子税務署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カ月しか経ちませんが、米子税務署の管内は、山陰経済の中心地であり、また、皆生温
泉・大山・鬼太郎ロードなど観光資源が豊富な場所であるというイメージを持っています。最近では、山
陰地区では唯一、境港に大型クルーズ船が寄港するなど、国際的な面を持っている地域であり、クルーズ
船の寄港が経済発展の起爆剤になればと期待しています。私の趣味のひとつに軽登山があります。管内に
中国地方最高峰の「大山」がありますので、この一年の間には是非とも大山登山を実行したいと思ってい
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12回の研修会を開催しましたが、その都度、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、今年の6月に法人会が中心となって取り組みました「マイナンバー制度」の研修会には300人
を超える方の参加があり、その際には、国税局から講師を派遣していただき、重ねてお礼申し上げます。

今年度も研修会を開催する予定でございますので、講師
の派遣等引き続きよろしくお願いします。

署長：法人会におかれましては、毎年税務研修会を積極的
に開催いただきましてありがとうございます。
今年度法人税については、特に大きな改正はないよ
うですが、やはり、皆さん注目は「社会保障・税番
号制度」いわゆる「マイナンバー制度」だろうと思
います。今年の10月より個人並びに法人に対し番号
が通知されることとなっており、この制度は税務行
政の効率化や納税者サービスの向上へつながるもの
と期待されております。会員の皆様方には安全管

神門三千夫税務署長

青砥会長（右）と木村広報委員長（左）
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理措置などの負担が増えるかと思います
が、制度の円滑な導入に向けご理解とご
協力をお願いします。研修会を開催され
る折には、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ので遠慮なく
お申し出ください。

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「税の絵はがきコン
クール」を取り組んでいます。
先ほど気付きましたが、署長室に昨年度
の優秀作を題材としたカレンダーを掲示していただいており、ありがとうございます。

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21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「税の絵はが
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、
「税の絵はがきコンクール」については、署長さんにも審査をお願いします。昨年度の人事異動で米子署
の職員数が増えたということでしたが、今年は大きな変化はありましたか。

署長：今年の人事異動では、職員数の大きな変化はございません。
今年は、当署に法人関係の国際税務専門官が新たに設置されました。これは管内に境港があり、山陰地区
における国際貿易の拠点となっていることから設置されたもので、鳥取県全体と浜田、益田署を除く島根
県の海外取引法人の調査を行うこととなっています。

　　　　　　
会長：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」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：法人会で取組まれている「自主点検チェックシート」の活用については、「税務コンプライアンス向上」
に向け有効に活用できますよう、税務署といたしましても引き続き支援していきたいと考えています。
国税庁の使命は「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」ことです。この使命を果
たすため、納税者サービスに努めるとともに、適正な申告を行った納税者が不公平感を抱かないよう、悪
質な納税者には厳正な姿勢で臨むなど、適正・公平な課税・徴収を行うことが重要と考えています。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。

インタビューの模様
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市町村からのお知らせ
（深刻化する空き家問題の解消へ）「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立

市町村長からの除去・修繕等の助言・指導

（助言・指導で状態が改善されない場合の措置）勧  告

【固定資産税・都市計画税が大幅に増税】
勧告を受けた「特定空家等」の敷地は、「住宅用地の課税標準の特例」の対象地から除外
され、更地として課税

「特定空家等（管理が不十分な空き家）」のイメージ
倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
著しく衛生上有害となる恐れのある状態
適切な管理が行われてないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

住宅用地の
課税標準の特例

固定資産税
都市計画税

一戸当たり 200㎡以下
1/6
1/3

200㎡超
1/3
2/3

　平成26年10月1日以後に開始する事業年度か
ら、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税
の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提
出が必要となります。
　なお、地方法人税確定申告書と法人税確定申告
書を一つの様式としていますので、この様式を使
用することにより、法人税確定申告書と地方法人
税確定申告書の提出を同時に行うことができます。
　地方法人税の額は、課税標準法人税額に４.４％
の税率を乗じた金額となります。これにより、法
人住民税の法人税割に新税率が適用されることに
なります。

地方法人税が
創設されました

○法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人（株式
会社、有限会社、協同組合等）のほか、国の機関、
地方公共団体、その他の法人や団体などに1法人
１つ指定され、国税庁から通知されます。なお、
法人の支店や事業所には指定されません。

○法人番号は、書面により通知を行うこととしてお
り、例えば、設立登記法人については、番号の指
定後、登記上の本店所在地に通知書をお届けします。

○法人番号は個人番号とは異なり、原則として公表さ
れ、どなたでも自由にご利用いただくことができます。

法人番号について

あなたにも、マイナンバー。
はじまります。

社会保障･税番号制度

税務署からのお知らせ



　5月26日（火）、渡辺米子税務署副署長、明里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4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から4年となり、事業の柱で
ある「正しい税知識の普及」を念頭に「税の啓発活動」を行い

「納税意識の高揚」を図ってまいりました。
　また、第2の柱である「社会貢献活動」では、「良き経営者の
団体として、企業経営及び地域社会の健全な発展に貢献」する
ことが重要と考え、「地域とともに活動する法人会」としての
取り組みを行いました。
　今後、公益社団法人としての責任を果たしつつ、より多くの
企業及び人々に対し「税」への理解の浸透を目指し、住みよい
心豊かな地域を目指した事業を推進していく所存でございます。

科　　　目 本　年　度 前　年　度 増　　　減
   一般正味財産増減の部
   １　経常増減の部
　   ⑴ 経常収益

　　基本財産運用益 1,261 1,261 0 
　　特定資産運用益 2,335 2,815 −480 
　　受取会費 10,020,500 9,976,000 44,500 
　　事業収益 306,300 480,000 −173,700 
　　受取補助金 11,486,500 10,981,800 504,700 
　　受取負担金 979,800 905,930 73,870 
　　受取寄付金 158,000 156,000 2,000 
　　雑収益 349,192 314,656 34,536 
　　経常収益計　 23,303,888 22,818,462 485,426 
　　当期経常増減額 183,748 −2,023,367 2,207,115 

　   ⑵ 経常費用
　　事業費 19,839,626 21,300,493 −1,460,867 
　　管理費 3,280,514 3,541,336 −260,822 
　　経常費用計 23,120,140 24,841,829 −1,721,689 
   当期一般正味財産 183,748 −2,023,367 2,207,115 
   一般正味財産期首残高 12,074,983 14,098,350 −2,023,367 
   一般正味財産期末残高 12,258,731 12,074,983 183,748 

平成26年度　正味財産増減計算書（損益計算ベース）
（平成26年４月１日～平成27年３月31日） （単位：円）

米子法人会 第4回 定時総会開催
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　記 念 講 演 会
　記念講演会は、大阪経済大学大学院客員教授で経済評論家の岡田晃氏が「企業の危機管理対応と経営者
の責務」というテーマで、<Ⅰ アベノミクスでの日本経済の「大転換」の始まり>、<Ⅱ アベノミクスの
行方と日本経済再生の展望>、<Ⅲ 大転換の時代に必要な危機管理の在り方>、<Ⅳ 不測の事態のどう対
応するか>、<Ⅴ 企業経営者の責務>について講演され、会員の皆さんは興味深く聴講されていました。
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　6月18日（木）、渡辺米子税務署副署長、
柴田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、米子市加茂
町「国際ファミリープラザ」において第
31回定期総会を開催しました。
　青年部会は、法人会の活性化と充実に
寄与する重要な存在であり、特に、青年
部会活動の大きな柱と位置付けられてい
る「租税教育活動」については、法人会
の目的である「税知識の普及、納税意識
の高揚」との基本理念に立脚した意義の
ある活動であることから、より一層の推
進を図っているところであります。
　公益目的事業の柱となる租税教育活動は、青年部会が取り組むべき最重要課題であるという共通認識のもと、
親会や女性部会とも連携の上、その企画・実施を主体的に実践しております。
　大屋部会長は、あいさつで、次の時代を担ってくれる子供達に税に支えられる社会を実感してもらい、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の健全な発展に何ができるかよく考えてもらうことの必要性
を継続して取り組むことを訴えられました。
　総会は、大屋部会長が議長席に着き、河合委員長から平成26年度の事業報告、役員の改選が行われ、満場一致
で承認されました。
　引き続き、平成27年度事業計画の提案において、小学校での租税教室に関し、部会員が誰でも「先生」を行う
租税教育事業への取り組みを一層充実させる等が提案され、満場一致で可決承認されました。
　青年部会員一人ひとりが租税教室の先生役を体験することにより自らの資質の向上に役立てながら、地域企業、
地域住民の利益に寄与する事業への積極的な参加を提案されました。
　今後も、「小学生の租税教室」に積極的に取り組むとともに、「親子で税金バスツァー」についても、計画し実
施する予定にしております。
　米子税務署副署長から鳥取県西部地区の小学校での租税教室開催には、感謝の意が表明されました。

　青年部会活動の中心的な活動
と位置付けられている「租税教
室」開催は、「税の役割」「社会
的経費の負担の在り方」など、
大人が、子供たちと共に考える
契機となり、公益社団法人とし
ての「税の啓蒙活動」の中心課
題として取り組むこととしてい
ます。

青年部会のコーナー

■第31回青年部会定期総会　開催

租税教室税関で活躍する麻薬探知犬



　6月26日から28日にかけて、（公社）米子法人会青年部沖縄視察研修会が開催され、
大屋青年部会長をはじめ、総勢16名で沖縄の地へ訪問して参りました。
　本研修のメイン事業として、（公社）那覇法人会青年部との交流会があり、浦崎青年
部会長をはじめ大勢のメンバーの方々に歓迎をうけ、様々な意見交換をする事が出来
ました。その中では、沖縄の基地問題はもちろんの事、米子の青年部活動の1つのメイ
ン事業“租税教室”のあり方、那覇青年部においては“こども租税教室”の実施にあたって、
子供たちに税金についてのおどろき、感動、そして納税意識の啓発の重要さについて話し合うことが出来ました。
　那覇青年部平成27年5月31日現在、50名の在籍があり、米子同様会員の減少傾向が進んでおり、会員の増強に
力を入れる事が重要であるとの点でも一致しました。
　2日目の視察においては、嘉数高台に登る機会があり、世界でも最も危険な基地といわれ、知識として知って
いましたが、実際に都市のど真ん中に基地空港が存在をし、改めて沖縄基地問題の早期解決を望むものでありま
した。
　最後に、今回の沖縄視察研修会が実施出来たのも、米子・那覇のスカイマーク便があったからなのではないで

しょうか。我々、法人会メンバーとし
て、又、青年経済人としても米子・那
覇便の存続に対して声をあげてゆく必
要性を感じる次第です。

米子法人会青年部会へのご入会をお待ちしております

目　的
　青年のもつ新鮮な感覚と、たくましい行動力をもって、経営並びに税務知識の向
上を図り、企業経営の発展に資するとともに、部会員相互間の親睦を図り併せて親
会の目的及び事業に対し積極的に協力し活動の原動力となることを目的とする。

公益社団法人 那覇法人会 青年部会
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■米子法人会青年部会沖縄研修会報告

那覇青年部会 浦崎会長と

嘉数高台展望台より普天間基地を臨む

八　幡　康　久

那覇青年部会のみなさんと
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女性部会のコーナー

■第19回女性部会通常総会　開催
　6月18日（木）、渡辺米子税務署副署長、柴田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、
皆生温泉「皆生つるや」において第19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、
総会出席者全員で行いました。
　女性部会の目的は「研修会、親睦交流を通じて女性部会員の資質向上を図るとともに、法人会の行う事業活動
に積極的に参画し、法人会活動の充実と活性化教授寄与することとなっています。
　勝部部会長から今年度も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、社会貢献活動として

「古タオルの寄贈」、会員の交流親睦事業の３点を中心に活動するので、協力方をお願いする旨の挨拶がありました。
　総会は、恩田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26年度事業実
施報告」、「平成27年度事業計画」について説明があり、それぞれ審議し、役員の改選も行われ、満場一致で承認
されました。

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。

　米子の街の賑わいを取り戻すため、「ジャズで街おこしを！」と、2013年、商店街の中に「米子まちジ
ャズプロジェクト」を立ち上げたプロジェクト代表足塚正治氏をお招きしました。
　米子市中心市街地活性化に取り組む足塚氏のトークを聞き、ギター（足塚正治）とヴァイオリン（辺見
康孝）のスペシャルセッションを楽しんだ。中でも、二人の演奏する「情熱大陸」のテーマ曲は圧倒的な
迫力で、参加者一同感激しました。

JAZZ LIVE IN 米子法人会女性部会
　（6月18日、皆生つるや、参加者44名）
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　４月16日、米子法人会女性部会の参加者５名は、午前７時にJR米子駅へと集合しました。
やくもからのぞみへと乗り継ぎ、博多駅に到着した頃には、11時35分になっていました。
　昼食もそこそこに終わらせると、当日の会場となるヒルトン福岡シーホークへ向かいま
した。そこでは福岡県女連協の皆様が、あざやかなピンク色のハッピ姿に身を包み、にこ
やかな笑顔で出迎えて下さいました。全国各地から集まった1700名の女性部会会員は、受
付を勤める人もあれば、またある人は記念写真の撮影に臨むなど、ロビーはにぎやかにご
った返してました。
　第一部記念講演は山口県（徳山市）出身の藻谷浩介氏の講演でした。テーマは「女性がつくる日本、地域の元
気は」でした。人口の高齢化、現役世代の減少に伴う内部需要の減少によって、長期的に景気が低迷している事
実を背景に、これからの女性の力を積極的に生かしていくにはどうしたらいいのか、未来を担う子供達へこれか
らの日本はどうすべきか、でした。
　１時間10分の講演はあっという間に終わり、まだまだ聴いていたいという人たちで拍手が鳴り止みませんでし
た。
　第二部の式典は
１　福岡県連女連協会長の挨拶から始まり、
２　国家斉唱
３　全法連　国税庁課税部長　県知事　市長からの祝辞、終了後
　第三部懇親会が行われました。祝舞には黒い紋付姿の美しい芸者による舞が行われた他、サザンに似たグルー
プの歌など、舞台はすごい熱気でした。次回開催地である福島
ののぼりが出て、閉会となりました。
　次の日は長崎のハウステンボスに行き、カナルクルーザーに
乗ったり、ハウステンボス歌劇団（宝塚歌劇団と全く同じ）の
ショーを観たり、ホテルヨーロッパでピアノ演奏を聴きながら
お茶をしたり、ホテルのショッピングに興ずるなど、皆暗くま
で楽しみました。
　最終日は早朝より、学問の神様菅原道真公を祀ることで有名
な、全国天満宮の総本宮である大宰府天満宮と、日本で四番目
に設置された「九州国立博物館」などを観て、帰路につきました。

女性部会 副部会長
山 﨑 節 子

「第10回全国女性フォーラム福岡大会」に参加して

　７月23日、鳥取市で鳥取法人会女性部会との研修会を開催しました。
　新日本海新聞社制作センターと知事公邸を見学し、女性部会の主な活動である「租税教室」、「税に関す
る絵はがきコンクール」事業等について情報交換を行いました。
　県内で、同じ活動をする仲間として、今後もより連携を深めていこうと話し合いました。

鳥取法人会女性部会との研修会

新日本海新聞社制作センター 知事公邸
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社会貢献活動のコーナー

鳥取県がん検診パートナー企業とは、
従業員へがん検診の受診を呼びかけるなどの取り
組みして、がん検診の推進を行う企業のことです。

■鳥取県がん検診推進パートナー企業募集

今回認定された企業の代表者に鳥取県知事から
認定書が交付されました。

イベント配布物

認定書を受け取る
坂口経理指導センター代表　坂口千加広氏

ホープタウンにて
「がん検診受診率向上イベント」を開催

　７月18日（土）に行われたイベントで、「がん
を知るクイズラリー」が行われ、幅広い年齢層
の方が参加、がんや検診について考えてもらう
良いきっかけとなりました。
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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
参加者募集!参加者募集!

公益社団法人米子法人会

日　時：平成27年10月15日（木）
ＯＵＴ＊ＩＮ　スタート 8：00～
※開会式・表彰式は行いません。ご了承ください。

：場会 グリーンパーク大山

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

☆ プレー料金・食事代は各自ご負担ください。
☆ 料金はキャディ付8,915円、セルフは6,650円です。

前半ショートホール１ヶ所で、ワンオンチャレンジチャリティーを行います。
【 参加料1000円  】
ワンオン達成者には、豪華賞品（？）を贈呈！

ワンオン
チャリティー募金

　被災地の復興は、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。

第

５
回

第

５
回

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 グリーンパーク大山 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

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、当日賞、ＤＣ・ＮＰ賞、ＢＢ賞、
ＢＭ賞、参加者全員への参加賞あり。賞品は「被災地復興支援」の趣旨から、
東日本被災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。

「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

◎申込方法　「参加申込書」にご記入の上

FAX （0859）32－6615 まで

☎ （0859）32－6616

※受付完了などのご連絡は後日FAXさせていただきます。

◎申込期限
　
9月15日（火）

◎お問合せ
　
米子法人会 事務局  

競技方法

表  彰

参加資格

お申込み



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

もし、映画『００７』の
ジェームズ・ボンドがマイナンバー制度の
適用を受けたら

　皆さんご存知、映画『００７』の主人公ジェームズ・ボンド。イギリス秘密情報部の工作員である彼のコードネーム
が「００７」なのである。ボンドがどんなにかっこいいハイテクスポーツーカーに乗っても、どんなにセクシーな美女を
助手席に乗せたとしても、今回のマイナンバー制度は彼の頭を悩ませることだろう。なんせ、３桁のコードが４倍の
１２桁になるのだから・・・。
　さて、今回のコラムでは、マイナンバー制度の説明よりも、「業務上まず何をしなければならないのか？」をお
伝えしようと思います。そしてあなた（総務担当者）に課せられた今回最大のミッションは、「いかに従業員さんか
らマイナンバーを入手するか？」です。役員、社員だけならまだしもパート、アルバイトさんからもマイナンバーを
回収しなければならないからです。なぜか『００７』から『ミッションインポシブル』に変貌したような。

mission3
ミッション③

　会社で利用されている給与計算ソフト
の従業員情報にマイナンバーを入力しま
しょう。給与計算が手書きの事業所は、マ
イナンバー管理が大変なので、これを機
に給与計算ソフトを導入されることをお薦
めします。

〔注意〕
担当者しか給与計算ソフトを開けないよう
パスワード設定するのがベストです〈安全
管理措置実施〉。

　従業員さんよりマイナンバーを回収された総務担当の皆さん、お疲れ様でした。回収作業は大変なご苦労だっ
たことと思います。今回のミッションはここで終わりですが、実は、ここからがファイナルミッション。「マイナンバーの
保管」が待っています。マイナンバーの情報漏えいは、会社の社会的信頼を損ないかねません。また、マイナン
バーの不正利用や不正な情報提供には罰則規定（懲役または罰金）もあります。紙媒体であれば、ファイリングし
て鍵の掛かったキャビネット等に保管。パソコンでデータ保管なら、パスワード管理やネットウイルス対策に万全を
期しましょう。外部の専門業者にデータ管理委託するのも安全な手段です。

Final mission ファイナルミッション

　このように税と社会保障の行政手続きからはじまるマイナンバー。今後は、医療分野への利用も検討されていま
す。事務的負担が増えるばかりで現場は大混乱ですが、唯一無二の番号なわけですから、運転免許証やパス
ポートも一枚のカードに集約し、選挙もマイナンバーでネット選挙！！となれば利便性も向上し、社会のインフラのひと
つとして普及するのではないでしょうか？というわけで、皆さんにマイナンバー対応ミッションをお伝えしたので、この
テープは自動的に消滅する。諸君の健闘を祈る（やっぱり最後は『ミッションインポシブル』になってしまいました）。

最後に
※従業員さんが記入の
仕方がわからなけれ
ば、マイナンバー通
知カードのコピーを
もらいましょう。 

mission2
ミッション②

　従業員さんに、年末調整時
に記入してもらう扶養控除等申
告書に本人はもちろん、扶養家
族全員のマイナンバーを記入し
てもらいます。

mission1
ミッション①

　平成27年10月1日よりお住まい
の市町村役場よりこのようなマイナン
バー通知カードが全日本国民に郵送で
届きます。

今年１０月になったら従
業員全員に、「マイナン
バー通知が郵送で届く
から捨てないでね！！」と
徹底周知しましょう。

　平成28年1月以
降発行する平成28
年分源泉徴収票か
らは、左の図のよう
に本人はもちろん扶
養家族全員の氏名
とマイナンバーを記
入しなければなりま
せん。

〔注意〕
通知カードのコピーはファイリングし、鍵付きのキャビネットに保管しましょう〈収集保管制限（番号法20、28）〉

mission4
ミッション④

　社会保障手続きにもマイ
ナンバーは必要です。適用に
なる書面及び提出先は以下
の通りです。

007 → ????????????
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ミッション①

　平成27年10月1日よりお住まい
の市町村役場よりこのようなマイナン
バー通知カードが全日本国民に郵送で
届きます。

今年１０月になったら従
業員全員に、「マイナン
バー通知が郵送で届く
から捨てないでね！！」と
徹底周知しましょう。

　平成28年1月以
降発行する平成28
年分源泉徴収票か
らは、左の図のよう
に本人はもちろん扶
養家族全員の氏名
とマイナンバーを記
入しなければなりま
せん。

〔注意〕
通知カードのコピーはファイリングし、鍵付きのキャビネットに保管しましょう〈収集保管制限（番号法20、28）〉

mission4
ミッション④

　社会保障手続きにもマイ
ナンバーは必要です。適用に
なる書面及び提出先は以下
の通りです。

007 → ????????????

—　17　—



—　18　—

YSPボウル会員の
コーナー

開業45周年の老舗ボウリングセンター
　YSPボウルは1970年米子市博労町に開業し、今年12月で
45周年を迎えます。
　国道9号線の高架から見える、急勾配の大きな屋根と巨大
なピンを一度はご覧になったことがあると思います。全28
レーン最大収容人数168名と県西部地域内最大規模を誇る当
センターは2012年10月に場内改装を行い、レーン素材が木
製から樹脂へと変わりました。

どなたでも快適に楽しめる“ボウリング"
　ボウリングは年齢や技術の差に関係なく老若男女が一緒
に楽しめ親睦の深まるスポーツです。天候に左右されるこ
とも殆ど無く、空調は一年中整っており快適にお過ごしい
ただけます。お子様でもプレイできるよう、ボールが溝に
落ちないノーガターレーンを配備しているほか、「ボール専
用すべり台」も6台用意しておりますので、家族揃ってお楽
しみいただけます。

ボウリングで
“社内・社外コミュニケーション"を!

　会社全体で、部署単位で、またはお得意様を含めた関係
会社間で『ボウリング大会』を企画してみませんか。8名以
上でご予約をいただくと団体割引価格でご利用いただけま
す。10名様以上の団体予約でマイクロバス送迎も承ってお
ります。また、忘新年会や親睦会等に最適な、宴会とボウ
リングがセットになったお得な割引パックも各種充実して
おります。
　ストライク、スペアを出してハイタッチをすれば盛り上
がること間違いなし!

米子市博労町3-176
電話／0859-33-7151
ファックス／0859-33-7163
ホームページ／http://www.yspbowl.com/



葬儀専用会館が全国でも数少なかった昭和55年、弊社は中国地方で最初の葬儀専用会館を開設致しました。
それから30年、葬送文化の伝承と創造を使命とし、日夜お客様へのご奉仕に励んで参りました。
そして皆様のご愛顧のおかげをもちまして、今日では山陰地区に12店舗の葬儀専用会館をご提供させて
いただけるに至っております。近年、社会の変化や人々の価値観の多様化を反映して
お葬式は多様化してまいりました。今後もさらに多様化が進むものと予想されます。こうした中、私達、
葬仙の社員一同はお客様の「温かい想い」を伝えられるお葬式を目指し、お世話をさせていただきます。

　葬仙のアフターケアサポート
   ※葬儀後の事もしっかりサポートいたします。
   手続き、手配、届けを大きく分けると以下の４つになります。

特徴① 挨拶・引き継ぎ
　・お世話になった方への挨拶・お礼

　・勤務先、お世話になった先での遺品整理、引継ぎなど

　・香典返し、会葬返礼品など

特徴② 名義変更など手続き、届出のご説明
　・死亡届 ・電話

　・世帯主変更届 ・運転免許証の返却

　・電気・ガス・水道 ・クレジットカードの解約など

特徴③ 相続などの法的手続き
　・不動産 ・預貯金

　・株式 ・生命保険

特徴④ 法要・納骨･供養など
　・本位牌・法明礬、お墓戒名版、仏壇、墓石の用意

　・初七日、法要、一周忌 ・納骨

ご挨拶

　　　株式会社 葬仙
代表取締役社長　播島　聰

米子･境港･安来･松江･鳥取･岩美
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葬仙会員の
コーナー
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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）



新任ご挨拶
6月1日付で、事務局長に就
任しました澤本則之です。
会員の皆様のためできる限り
努めていきたいと考えていま
すので、ご指導、ご助言をよ
ろしくお願いします。

事 務 局 よ り お 知 ら せ
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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

編集後記
　残暑厳しき頃、どうお過ごしでしょうか。今回、会報誌に江府町江尾の十七夜が記事として取り上げられました。昭和の風
情を残し、田舎の夏祭りとして毎年開催され、500年の歴史ある行事が受け継がれる事がすばらしく感じます。
　私は、米子に住んでいますが20年前に1度、十七夜に行った事があります。その時は、路地に屋台が並び普通のお祭りの感
じだった事を覚えています。今度、機会がありましたら十七夜に行ってみたいです。
　今年度、初めて会報編集委員会に加わりました、諸先輩がたの指導を受け頑張って行きます。宜しくお願いします。
まだまだ暑い日が続きますが、体調に気を付けてお過ごしください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広報委員　田邉　学（㈱葬仙）

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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五 百 年 の 伝 統  江 尾 十 七 夜

2013年に50年ぶりに復活した奉納大相撲大会

息の合った、かわいくも凛々しい見事な日野川子供太鼓

懐かしい射的コーナー

地元の貝田集落による伝統の傘踊り


