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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お礼申し上げます。また、地域の皆様には、

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、重ねてお礼申し上げます。

　日本経済は、アベノミクスの着実な成果で、過去最高の企業収益、23年ぶりの高い有効求人倍率などバ

ブル崩壊後、四半世紀ぶりの良好な状況にあります。

　今後は、民間の企業収益を、賃上げや、未来への投資につなげることで、経済の好循環をより確たるも

のにしなければなりません。

　また、地域活性化なくして、国全体の成長はありません。豊富な地域資源を保有していながら、十分に

活かし切れていない地域の状況の中で、企業や自治体などその担い手が自ら行動し、潜在力を活かして成

長していけるようにならなければならないと思います。

　他方、中長期的な視野に立つと、困難な構造的課題が存在しており、「日本は縮小し、衰える」という

認識が内外に広がっております。人口が減少に転じ、市場の縮小に伴う資本蓄積の停滞等から、潜在成長

率も１％未満と推計され、新興国の伸張は我が国の相対的プレゼンスを小さくします。少子高齢化は社会

保障制度を根底から揺るがし、過疎の進展は地方を確実に疲弊させます。

　我が国が、世代を超えた中長期にわたって持続的に成長し、豊かな国民生活を実現するためには、従来

の単なる延長ではなく、全く新しい発想で、資本ストックを確信し、設備、技術、人材などへの投資を通

じて、個々人や地方の潜在力を開花させる施策を講じなければなりません。こうした中長期の本質的・構

造的課題の解決に腰を据えて粘り強く取り組みながら、短期的な経済運営を成功裏に進める必要がありま

す。

　本会は公益社団法人としての活動が一層期待される中、自らの公益性と透明性を高めながら地域社会へ

の貢献を惜しみなくしてまいります。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
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山陰を“活かす”
山陰の豊かな自然・文化・食、
そして人を乗せて地域の皆様と共に創り上げる
新たな寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」が、
平成29年春に運行開始します。

　この「地域共生企業となる」という姿は今期中期経営計画よりはじめて
明確に掲げたものであり、特に山陰などの都市圏以外のエリアについては
「活かす」ということをキーワードに様 な々取り組みに着手しています。

「安全」「CS」「技術」にこだわり、鉄道を社会基盤として持続的に運営し、
安全で豊かな社会づくりに貢献するという、公共交通を担う企業としての
使命です。

「鉄道事業者としての使命を果たす」

地域の皆様との交流と連携を深め、JR西日本グループ
一体でエリアに即した事業展開をすることにより、
鉄道の品質を高めるだけでなく、非鉄道事業を
拡大し、新たな事業創造を促進することで、
最終的に地域の活性化に貢献する
ことを目指しています。

「地域共生企業となる」

次の一歩へ。
地域と共に。
次の一歩へ。
地域と共に。

　当社にとりまして、「瑞風」は、地域共生を実現するひとつの旗印（契機）と考えております。そのために列
車に関するあらゆるものにおいて、地域の資源をふんだんに盛り込み、地域の情報発信ツールとして活用し
ていきたいと考えております。
　今後は運行開始がゴールではなく、運行開始後も継続的に、地域の「良いもの」「価値あるもの」「自慢で
きるもの」を洗い出し、磨き、地域の皆様と共に育てていきたいと考えております。

地域の皆様と共に創る「瑞風」

　車両は、スイート、ツイン・シングルの客室を備えた10両編成。世界的にも希少な一両一室のスイートはバ
スタブ付きバスルームを設置、さらに空まで望むことができる展望室からは、開放的で雄大な景色や星空を
お楽しみいただけます。
　さらにこの列車は、「沿線の魅力あふれる」という事にも重きを置いており、鉄道沿線に限ることなく、列車
内での食事やインテリアさらに立ち寄り観光も含めて、お客様にはその土地ごとの最良な素材を堪能してい
ただくことを目指しております。
　西日本エリアの良質な素材・要素（食、観光、地域の文化伝統、地域産品）を一人でも多くのお客様に
知っていただく事、それが列車にご乗車される方だけでなく、乗車にならない方にも当地を訪れるきっかけに
なればと計画しております。

「美しい日本をホテルが走る ～上質の中に懐かしさを～」

次の一歩へ地域と共に。
～JR西日本のありたい姿～
当社は平成25年から29年までの5年間を見据えた
「今期中期経営計画」を策定しています。その中では、
これからの時代の新しいJR西日本グループの姿として、
2つの「目指す未来～ありたい姿～」を掲げています。

「活かす」
キーワード

※写真はイメージ

展望室

ラウンジカー 食堂車 ツイン
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　日本初の鉄道は、明治5年新橋～横浜間に開通し、その後30年後の明治35年11月1日に山陰で初め
ての鉄道が境港～御来屋間に開通しました。この工事は、明治33年10月から始まり約2年の歳月を掛け
ての工事であり、開業駅は御来屋・淀江・米
子・後藤・大篠津・境港の6駅でした。当時の
列車本数は1日4往復で運行され、運賃は
御来屋～境港間は三等が38銭で米1升が
約10銭であったことを思えば比較的高額な
運賃でした。開業式典では祝賀大アーチ
が設置され、12両編成の列車は招待客で
満席、来会者は約千名で、知事の挨拶等
が行われ式典終了後は芸姑の手踊等の
余興もあり、米子駅周辺一帯は国旗・球灯
を掲げ歓喜の様は非常であったと新聞が報じています。

　なお、開業当時は蒸気機関車の黒煙の中に火の粉もあり、
火事を避けかなり人家から離れた場所に駅舎が建てられた
様ですが、火事の心配が解消された以降は新しい住宅街と
なり、町名が明治町と名付けられました。鳥取県内では、米子
市以外にも境港市と倉吉市にも明治町が存在しています。
　現在の駅舎は昭和38年2月に開業し、祝賀式では鳥取・島
根両県知事、米子市長、米子商工会議所会頭をはじめ約3
千人の方が出席し盛大に行われました。駅前にはまだビルも
なく露店が立ち並び駅裏には広く水田が残っている状況の中
で、地上5階一部6階建で市内随一の大建築であり、米子市
の玄関口に相応しい立派な建物となりました。
　その後も鉄路は順次延伸され、昭和3年10月に伯備線伯
耆大山～倉敷間全線開通、昭和8年2月に山陰本線京都～
幡生間が全線開通し、地元の温泉地等への観光客や出雲
大社への参拝客が激増した他、貨物輸送面でも運賃の低減
や輸送期間の短縮が図られ、新しい会社が設立される等山
陰地方の商工業の発展に大きく寄与することとなりました。
　また、車両についても、開業当初は蒸気機関車による木製

米子駅の歴史
客車の牽引から、気動車、電車へと移行し、急行列車、特急列車の運行により速達性と快適も向上して
行きました。（電化は昭和57年7月伯備線、山陰本線伯耆大山～知井宮（現在の西出雲）間で開業。）
　こうして、鉄道網の整備、特急車両の導入により、人・物の流通も活発となり、駅ならではの出会いと別

れが繰り広げられました。とりわけ昭和30年頃から
始まったとされる「集団就職」では、全国各地で運
行された集団就職列車での別れの際には列車に
乗り込むと、窓から身を乗り出し、見送りの家族や
級友達と手を握り、紙テープで別れを惜しむ光景
もあったようです。現在もお盆、正月に帰省される
方々へ満面の笑みでのお出迎えや少しさみしい
表情でのお見送りをされる光景を目の当たりにし、
私どもも感動を頂く場面が多くあります。

米子駅での取組み
　前述しました様に、米子駅をご利用いただくお客様はそれぞれの思いを持っていらっしゃいま
す。安全に目的地までお越しいただく事は勿論ですが、不安なく、快適なご旅行を提供するた
め、短い接客時間であっても、何かお客様に出来る事はないか、常にお客様の動向を察知（観
察）し、ご要望をお聞きすることを最重点に取組んでいます。
　私たちは輸送サービス業として、通勤・通学で毎日ご利用いただくお客様、お盆・年末年始で
帰省されるお客様、観光でお越しになるお客様に喜んでいただく
ため、当駅独自の取組みを行っています。お盆・年末年始には、グ
ループ会社の皆様と横断幕やプレゼントでのおもてなし、教育委
員会様・高校生の皆様・山陰合同銀行様とグループ会社とのあい
さつ運動、米子市観光協会様や地元の皆様との駅まつり等、駅
から賑わいを創出するための取組みを推進することで、地元の活
性化に少しでも貢献できればと思っています。今後とも皆様のご
支援・ご協力をよろしくお願いします。
　末筆になりましたが、本原稿作成に当たり参考にさせていただ
いた、米子市立山陰歴史館様にお礼申し上げます。

米子駅の歴史と今後の取組み
米子駅長　陶山 正明

米子－出雲市間を走っていた旅客列車　明治40年代：斐伊川鉄橋
〈西日本旅客鉄道株式会社米子支社蔵〉 「やくも」号と蒸気機関車　昭和40年代

〈西日本旅客鉄道株式会社米子支社蔵〉

米子駅上空　昭和42（1967）年ごろ
〈米子市立山陰歴史館蔵〉

山陰の玄関にふさわしく年々整備されていく米子駅前
昭和42（1967）年ごろ

〈米子市立山陰歴史館蔵〉
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始まったとされる「集団就職」では、全国各地で運
行された集団就職列車での別れの際には列車に
乗り込むと、窓から身を乗り出し、見送りの家族や
級友達と手を握り、紙テープで別れを惜しむ光景
もあったようです。現在もお盆、正月に帰省される
方々へ満面の笑みでのお出迎えや少しさみしい
表情でのお見送りをされる光景を目の当たりにし、
私どもも感動を頂く場面が多くあります。

米子駅での取組み
　前述しました様に、米子駅をご利用いただくお客様はそれぞれの思いを持っていらっしゃいま
す。安全に目的地までお越しいただく事は勿論ですが、不安なく、快適なご旅行を提供するた
め、短い接客時間であっても、何かお客様に出来る事はないか、常にお客様の動向を察知（観
察）し、ご要望をお聞きすることを最重点に取組んでいます。
　私たちは輸送サービス業として、通勤・通学で毎日ご利用いただくお客様、お盆・年末年始で
帰省されるお客様、観光でお越しになるお客様に喜んでいただく
ため、当駅独自の取組みを行っています。お盆・年末年始には、グ
ループ会社の皆様と横断幕やプレゼントでのおもてなし、教育委
員会様・高校生の皆様・山陰合同銀行様とグループ会社とのあい
さつ運動、米子市観光協会様や地元の皆様との駅まつり等、駅
から賑わいを創出するための取組みを推進することで、地元の活
性化に少しでも貢献できればと思っています。今後とも皆様のご
支援・ご協力をよろしくお願いします。
　末筆になりましたが、本原稿作成に当たり参考にさせていただ
いた、米子市立山陰歴史館様にお礼申し上げます。

米子駅の歴史と今後の取組み
米子駅長　陶山 正明

米子－出雲市間を走っていた旅客列車　明治40年代：斐伊川鉄橋
〈西日本旅客鉄道株式会社米子支社蔵〉 「やくも」号と蒸気機関車　昭和40年代

〈西日本旅客鉄道株式会社米子支社蔵〉

米子駅上空　昭和42（1967）年ごろ
〈米子市立山陰歴史館蔵〉

山陰の玄関にふさわしく年々整備されていく米子駅前
昭和42（1967）年ごろ

〈米子市立山陰歴史館蔵〉

—　5　—
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　去る平成27年５月に鳥取県事業引き継ぎ支援センターが開所されました。新聞・雑誌
などでも事業承継を取り上げた記事は多く国全体での問題意識は高まっています。まず
この問題の前提にあるのが経営者の年齢が年々高まっていることがあります。

　図イの示す通り経営者の年齢は高齢化の一途をたどっています。また図ロの示す通り、経営者の年齢が
上がるほど増収増益企業は減り、減収減益企業が増えています。これは経済環境の変化に柔軟に対応する
ことが難しいことを示していると思われます。
　国も対策に乗り出し平成20年には中小企業経営承継円滑化法」が施行されましたが、このグラフを見る
限り、状況が改善されたとは言い難い状況です。ちょうどバブル期の昭和から平成にかけての頃創業され
た経営者が現在引退時期に差し掛かる計算でしょうか。私も仕事柄中小零細企業経営者の話を聞く機会が
多いですが、あの当時はなんの仕事をしてもうまくいった、などと伺うとよい時代だったのかと思わずに
はいられません。しかしこの現状を放置していては事業自体の存続が危ぶまれます。私の周りでも好きだ
った和菓子屋さんや飲食店が後継者がいないため廃業しました。そのたびにもうあの味を楽しむことがで
きないのだと居たたまれない気持ちになります。

　
　一般に事業承継には二つの形があります。
　①　親族内の承継
　②　親族外への承継
　多くの事業承継は①の形と思われます。皆さん映画『ゴッドファーザー』をご覧になったことはありま
すでしょうか。マフィアのドン・コルレオーネと３人の息子が織りなす物語です。３人の兄弟はそれぞれ、
血の気が多く短気な長男ソニー、気が弱く優柔不断な次男フレッド、大学生で堅気に付かせたい三男マイ
ケルです。父ははじめソニーに後を継がせる予定でしたが敵対するマフィアに打たれ死んでしまいます。
紆余曲折があり三男のマイケルが後継者となりファミリーは発展していきます。結果としてすべてはマイ
ケルを後継者に決めたことでした。その資質を見て決めたことが結果としてファミリーを守ることに繋が
ったのです。と映画のお話ですが、現実にも通じるものがあるのではないでしょうか。
　次に②のパターンですが中小零細企業では現実には難しい話かもしれません。しかし少子化の傾向が進
む昨今、そもそも親族内に適材がいない場合が増えていると考えられます。また余談ですが、最近ではソ
フトバンク社長の孫正義氏が後継者に指名したのが当時グーグルのニケシュ・アローラ氏だったことが話
題になりました。その際に支払った報酬が165億円だったことでも大きなニュースでした。大手企業では
積極的に人材を外に求めることを行っています。
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＜東京商工リサーチ企業データベースより＞

事業承継のパターンについて

これからの「事業承継」の話

税理士
播　間　匡　広
まほろば税理士法人
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　①　内部の人材から昇格
　②　外部から人材を連れてくる
　③　Ｍ＆Ａなどの方法で他社との連携を図る
親族内に適材がいない場合、このうちのどれかの方法で事業承継を図っていくことになります。もっとも
手軽なのは①だと思います。がこれも人選は難しいかと思います。準備に時間をかけ後継者教育を行う必
要があります。②はソフトバンクの例ですが、中小企業では条件面や借入金の保証人の問題があり難しい
のが現状です。③の方法は行政機関や金融機関が仲介をするケースも増えています。条件面で折り合えば
積極的に検討すべき方法かと考えます。

　いろいろなパターンを挙げてみましたが、もっとも重要なことは継がせる事業が継がせるだけの価値が
あるかどうかではないでしょうか。一昔前ではとにかく継げとの父親からの指示があり、息子は勤めてい
た会社を辞めて家業を継ぐという事例がそこかしこで見かけられました。私の経験上でもけっこうな数の
会社がそのような事業承継をされていました。しかしいざ継いだはいいが会社に残された借金の額に愕然
とする後継者や、社内の人材と折り合わず飛び出してしまった後継者もおられます。個別に問題は異なる
のでしょうが、共通するのは準備にもっと時間をかけるべきだったのではと思います。そして現経営者が
するべきことは
　○会社の財務・事業内容を継がせる価値のあるものにする
　○後継者を決める
の二点に集約すると思います。逆の立場に立って自分が後継者の立場ならこの会社を継ぎたいかを自問自
答してみるのもよいかと思います。
　また事業承継は相続税対策とも関係してきますので、安易に相続税が安くなるからといった理由で株式
を分散させる等の対策をすることはお勧めできません。順番は誰に経営を継がせるのかを決めた後に相続
税の検討をすべきです。いずれにしましても闇雲に相続税を恐れるのではなく、まず自社の株価を税理士
に評価してもらいましょう。
　そして引き継いだ後には事業の一線からは引くこと。そして継いだ後継者からは感謝される継ぎ方をす
る。これができれば社長業の最後の仕上げになるのではないでしょうか。
　某上場企業の家具屋が話題になりましたが、一旦経営を退いた先代経営者が後継者と経営方針で衝突す
ることは皆様のまわりでも起こっているのではないでしょうか。そのような状況になれば企業の信用は崩
れ、顧客も離れてしまいます。某家具屋さんは結果として話題になりその話題性を上手く利用したようで
すが。

親族外事業承継のパターン

事業承継において重要なこと

最　後　に

　事業は継続してこそ社会に貢献できるのではないでしょうか。人口の最も少ない鳥取県の企業だ
からこそ次世代に繋げていく必要があるのではないでしょうか。そんな企業が増えたらもっと住み
よい鳥取県になるのでは。そのためにはまず地域の企業が存続し雇用を安定させること。そして二
つ目に円滑に事業承継していくこと。この二点が経営者の果たすべき役割なのではないでしょうか。
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　第１部では、大会初の試みでパネルディスカッションが実施
され、地元徳島の活性化に取り組む株式会社いろどり代表取締
役社長である横石知二氏、グリーンバレー理事長大南信也氏ら
が「地方創生」をテーマにディスカッションを行いました。
　第２部では、国税庁の中原広長官、徳島県の飯泉嘉門知事、
徳島市の原秀樹市長らの来賓を迎えて式典が挙行され、はじめ
に主催者である公益財団法人全国法人会総連合の池田弘一会長
が、主催者を代表してあいさつをされました。
　その後、会員増強表彰等の表彰状贈呈を挟んで、柳田道康税
制委員長の「平成28年度税制改正に関する提言」の報告、徳山
周南法人会青年部会の藤田希臣副部会長による租税教育活動の
事例発表などが行われ、最後に、次回の全国大会の開催地であ
る長崎県連の宮脇俊会長が閉会の辞を述べられました。
　大会終了後、平成30年の秋に鳥取市で開催される法人会全国
大会「鳥取大会」に向けて、鳥取県内参加者が一同に会し、今
回の徳島大会の感想、見習う点等を話し合うなど交流を深めま
した。

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、新公益法人等への移行
を機に「税のオピニオンリーダーたる経営者の団体」
として、引き続き、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、企業収益が総じて改善傾向にあり、
設備投資も増加基調に転じ始めるなど「アベノミク
ス」が一定の効果を上げ、緩やかな回復基調を続け
ている。しかしながら、米国の金融政策や中国経済
など外部環境が不確実性を増しており、新たな成長
戦略のもと、できるだけ早期に国民の実質所得、個
人消費、設備投資の好循環という持続的な成長サイ
クルを構築することが求められている。
  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となっている。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、アベノミクスによる効果は、地域経済
と雇用の担い手である中小企業に、まだ十分浸透し
ていない。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力強い成長が不可欠であ
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 28 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、
ここ徳島の地で全国の会員総意として、以上宣言する。

平成 27 年 10 月 8 日　　　
全国法人会総連合全国大会

第32回法人会全国大会　「徳島大会」開催

　平成27年10月８日おどる国・とくしまにおいて第32回法人会全国大会が、全国から1800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開催されました。
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　10月８日に開かれた「法人会全国大会徳島大会」で採択・確認された「平
成28年度税制改正に関する提言」を当法人会の管内に選挙区を持つ衆議
院議員赤沢亮正氏の事務所を訪れ、要望事項の説明を行うとともに提言
書を手渡した。
　また、地方行政に対しても米子市及び境港市を訪問し、市長及び市議
会議長対し地方財政及び地方税に対する提言の内容の説明を行い、それ
ぞれ提言書を手渡した。

野坂康夫米子市長に
（左：青砥会長）

渡辺穣爾米子市議会議長に
（右：坂口副会長）

中村勝治境港市長に
（右：岡空副会長）

赤沢亮正衆議院議員に
(左：國頭副会長）

米村一三境港市議会議長に
（右：岡空副会長）

青砥会長を挟んで喜びの受賞者のみなさん

平成27年度　米子税務署納税表彰

　11月11日、米子地方合同庁舎において、多くの来賓者参
列のもとに「平成27年度米子税務署長納税表彰式」が開催
され、当法人会からも「平成27年度米子税務署長納税表彰
式」が開催され、当法人会からも次の方々が表彰されました。

署長表彰	 ㈲八幡醤油店　　　　八幡　康久氏
署長感謝状	 ㈲増谷慶一郎薬局　　増谷　立夫氏
  境港土建㈱　　　　　松 本  　正氏

栄えある受賞おめでとうございます

平成28年度税制改正等の提言活動

平成28年度税制改正スローガン
●厳しい財政状況を踏まえ、国・地方とも行財政改革の徹底を！

●中小企業の力強い成長なくして、真の経済再生なし！

●法人の実効税率を早期に20％台に引き下げ、軽減税率15％本則化の実現！

●中小企業の円滑な事業承継のため、欧州並みの本格的な税制の創設を！
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「古タオルの回収・寄贈」活動
社会貢献活動のコーナー

　鳥取県西部地区の皆様をはじめとして、鳥取、倉吉方面の方々のご協力のもと、米子法人会の恒例となっている「古
タオルの回収・寄贈」の社会貢献活動を行いました。
　回収した古タオルは、段ボール箱150箱、シーツは400枚にのぼり、９月15日、介護老人保健施設「仁風荘」、介護老人
福祉施設「博愛苑」及び障害者支援施設「祥福園」の３つの施設に寄贈しました。

ご協力ありがとうございました。

　11月11日、米子市の「弓ケ浜公園」に初めて植樹を行いました。

　昨年までは、同市の「湊山公園」にソメイヨシノを寄贈し、植樹を行っ

てきたところですが、同公園は、桜の木でいっぱいとなり、今年は米子市

両三柳の弓ヶ浜公園にサルスベリの植樹を行いました。夏には赤や白の花

が咲き、公園を訪れた市民の方たちを迎えることになります。

　地球温暖化防止や環境整備を目的にした当法人会の社会貢献活動の一環

として行ったもので、米子市が進める公園の整備事業と国税庁の税を考え

る週間（11月11日～ 11月17日）に合わせたものです。

　この日は、植樹に米子税務署神門署長、米子市会計管理者の高野和男氏

らに参加いただき当会の青砥隆志会長とともに植樹を行っていただきまし

た。

　開始式で青砥会長は、「現在でも素晴らしい公園ですが、更に魅力的な

公園になるよう一歩一歩貢献し、樹木がにぎわいをつくり、市民のみなさ

んに楽しんでもらえる公園になってほしい」とあいさつ。米子市会計管理

者高野和男氏にサルスベリの目録が手渡されました。

　この後、ネームプレートをサルスベリの若木に取り付けを行いました。

街に緑を心に豊かさを

来賓の皆様と植樹

法人会役員による植樹

古タオル整理・梱包作業

古タオルを寄贈

㈲足立道路
㈱井澤商店
㈱稲田組
㈱岩崎組
㈱上田商事
㈱上田包装企業
エパハウス福米店　松重　誠祐
㈲ＦＳＡシステムズ　藤澤
㈱オーエムプラン
㈱）小田原工務店 
㈲オフィス・イー
㈲音田工務店
㈱皆生グランドホテル
㈲皆生つるや
片平自動車工業㈲
㈲勝部朝日会計
㈲上後藤コンタクトレンズセンター
㈲北村酒店
㈱ＧＲＡＺＩＥ
㈱グリーン・シャイン
㈱桑本総合設計
㈱ケイズ
総合貿易商社ＫＳトレード㈲
㈲小谷土木測量
㈲後藤工務店
㈱佐伯建設　
㈲坂口経理指導センター
坂口（合名）
㈲坂根工務店
㈲笹間建材店
サンイン技術コンサルタント㈱
山陰信販㈱
山陰打設㈲

山陰電気システム㈱
㈱山陰放送
山陰緑化建設㈱
三協建設㈱
㈲サンコー測量
㈱三伸総合設備
シャトー・おだか
㈲松月旅館
医療法人社団周防内科医院
㈲千疋屋
㈱葬仙　
大海通産㈱
㈱大昇食品
㈲大成商事
大山レークホテル
大同生命保険㈱
㈲髙田
㈲高橋会計事務所
㈱中央機材
中国警備保障㈲
中国大建管財㈱
㈲角森自動車工業
㈲東光台団地
㈱鳥取銀行米子営業部
㈱トンボ
日本食品工業㈱
㈱ハッピーガスフォーラム
農事組合法人　浜の目
㈱ハローツーリスト
㈱備中屋本店
㈱ファーム
㈲フレッシュ電子
㈱ホクシン

㈱ホテルアルファーワン米子
㈱堀尾建築設計事務所
ｍｙＡＮ㈱
増谷実業㈲
㈲松澤組
まほろば税理士法人
美保テクノス㈱
㈲村尾事務機米子支店
㈱モチダ
㈱ＹＡＪＩＮ
㈱やまさき
㈲吉田電機工業所
淀江木材工業㈱
米子信用金庫
㈱米子青果
㈲米子ニューアーバンホテル
㈱米子木材市場
㈲ワインセラー葡萄屋
ワタキューセイモア㈱米子営業所
公益社団法人唐津法人会
鳥取県腎友会
鳥取県西部総合事務所
米子市役所
米子税務署
上田　当子
岡本　幸枝
倉垣　悦子
妹尾
豊田　健一
松本　美代子
三上　明子
光永　正子
渡辺　明美

その他、匿名の皆さまありがとうございました。

ご 協 力 い た だ い た 企 業 ・ 団 体 様
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　10月15日、グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部にて行われたチャリティーゴルフコンペと今回被災
地視察に参加した11名の女性部会員からの寄付を合わせた203,000円の目録を携えて、10月21日22日
の二日間、仙台に行って参りました。
　語り部タクシーという被災地を説明しながら案内して下さるタクシーに乗って名取市閖上（ゆり
あげ）地区を視察しました。
　その時計はあの日の「2時46分」を指したまま止まっていました・・・。
　5000人中950人の方がなくなったという大きな被害を受けた地域です。
　かって多くの住民の方が住んでいた地域には今は何もないまっさらな更地が広がっていました。
現地の中学校の正門の時計は地震発生の2時46分を指したまま止まっていました。そして、かって美
しい海岸線があったであろう場所には大型ダンプが行き交い、何キロにもわたって巨大な堤防が造
成されている真っ最中でした。
　でもこのように甚大な被害を受けてもなお整備が終わったら現地に住んでみたいという住民の方も多いということで、
賛否両論、住民の方たちの思いもまたそれぞれでした。
　閖上地区視察の後、宮城県庁を訪問しました。村井県知事にはお会いできませんでしたが、義援金を有効にお使い頂く
ようお願い致しました。
　仙台市内には仙台中法人会、仙台北法人会、仙台南法人会の三法人会がありますが、夜にはその中の仙台中法人会女性
部会と交流会を開きました。因みに仙台は震災後、さらに人口が増えたということで人口107万人、仙台中法人会は加入
企業が5,000社という大きな法人会です。交流会は大変盛り上がって米子と仙台の気質が似ているのか、まるで旧知の仲の
ように活発な意見交換が出来ました。
　チャリティーゴルフコンペの賞品は毎年、宮城県の物産を取り寄せていますが、そもそもこの仲立ちをして下さった仙
台中央会の事務局の渡辺様にも直接お会いし、ご挨拶とお礼を申し上げることができましたことも大きな成果のひとつで
した。
　二日目は仙台中法人会女性部会の方たちお薦めの場所（瑞鳳殿・瑞鳳寺・東北大学キャパス・定禅寺通り）を観光して
回り、伊達の牛タン本舗でタンシチューに舌鼓を打ち、帰路に着きました。

第5回がんばろう日本！チャリティーゴルフコンペ開催

チャリティーゴルフ・・・・寄付金

目録を手渡す勝部部会長

復興もままならない被災地2時 46分を指したままの時計の下で

女性部会　部会長
勝　部　芳　子
㈲勝部朝日会計
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　米子法人会の事業として、鳥取県西部地区の小学校19校を対象に租税教室を実施しました。
　その中で私は、３校の講師を行いました。
　毎回感じさせられることですが、各学校、学級において、真剣なまなざしの児童を前に一生懸命話してい
るつもりですが、本当に伝わっているかどうか自分の力不足を実感することもあります。
　自分が小学生の時は「税」について関心もなく、また学ぶ機会もありませんでした。
　また、現在のように消費税もなかったので、「税」とはほど遠い存在でした。この租税教室を通して身近
にあるお金、「税金」についてまず興味を持ってもらうことが第一だと感じます。
　私たちが、これから生きていくうえで、税とは切っても切れないものですから、小学生の時から、このよ
うな租税教室で学ぶ機会は、重要であると感じました。中学生、高校生になってもこのような学習できる場
がありますので、多くの皆さんが参加してくれることを大いに期待します。
　最後に、この租税教室を通して、また自分自身が税について学ぶ機会を与えられていることに感謝します。

　小学生児童と保護者を対象に「税を考える週間」の行事に合わせて、11月15日の日
曜日、「親子で税金バスツアー」を行いました。
　税の役割や税務行政の現状について、見て、触れて、学んでもらうのが目的で、今
年で３回目、神戸税関境支署や米子税務署の協力を得て、37名の親子が参加しました。
　ＪＲ米子駅前の「だんだん広場」からバスに乗り込み、米子税務署の職員による「税
金クイズ」が行われ、税金が50種類あることや税金の歴史等を学びながら移動。
　小学生児童も高学年になると、税の基礎的な知識を持ち、また、税の考えなどにつ
いても驚かされる一面もありました。
　米子鬼太郎空港に到着、税関の仕事をDVDで見た後、税関業務の模擬体験が行われ
ました。児童たちが税関職員に扮し、スーツケースの中に、お菓子、チョコレート等
に仮装し隠された薬物を探したり、エックス線、金属探知機を使っての手荷物検査を
行いました。体験後、人間の数万倍といわれる素晴らしい嗅覚を持った麻薬探知犬が
薬物の存在を嗅ぎ分けるデモンストレーションが行われ、その能力に驚かされた様子
でした。
　参加した親子からは、普段入ることのできない入国検査場での模擬体験や麻薬探知
犬の活躍を目の当たりにし、税金の使われ方や税関の仕事の大切さなどを楽しく学ん
だ一日でした。

租税教室の講師体験

今年度で３回目を迎える親子で税金バスツアーを実施

青年部会　組織強化副委員長
秦　野　啓　一
㈲千疋屋



第５回 税に関する

絵はがきコンクール

　今年度も「税に関する絵はがきコンクー
ル」を実施し、鳥取県西部地区の小学校 32
校から 1,116 点の素晴らしい作品の応募を
いただきました。ありがとうございました。

伯仙小学校　小林　映月さん

就将小学校　笹尾　咲来さん 成実小学校　石飛　悠成さん

186.358明道小学校　髙間　日和さん

余子小学校
武良　優人さん

　福米東小学校　井上日奈多さん

淀江小学校　高島　なつ美さん

明道小学校　森　千穂子さん

福生西小学校　安部　美里さん

箕蚊屋小学校　高橋　美空さん

福米東小学校　岸本　結郁さん

就将小学校　尾沢　葉さん

伯仙小学校　中村　玲奈さん 淀江小学校　大槻　周平さん

外江小学校　伊部　桃美さん

就将小学校
車尾小学校
福生西小学校
五千石小学校
伯仙小学校

淀江小学校
外江小学校
境 小 学 校
余子小学校
中浜小学校

誠道小学校
会見小学校
二部小学校
溝口小学校
大山西小学校

大山小学校
名和小学校
中山小学校
根雨小学校
江府小学校

入賞作品

学校
表彰

米
子
市
美
術
館
長
賞

米
子
市
税
務
署
長
賞

鳥
取
県
連
女
性
部
会
連
絡
協
議
会
会
長
賞

米
子
法
人
会
会
長
賞

鳥
取
県
西
部
県
税
事
務
所
長
賞

中
国
税
理
士
会
米
子
支
部
長
賞

米
子
法
人
会
青
年
部
会
長
賞

米
子
法
人
会
女
性
部
会
長
賞

米
子
法
人
会
女
性
部
会
長
賞

米
子
法
人
会
青
年
部
会
長
賞

米
子
法
人
会
入
賞

米
子
法
人
会
女
性
部
会
長
賞

米
子
法
人
会
入
賞

米
子
法
人
会
入
賞

米
子
法
人
会
入
賞

米
子
法
人
会
入
賞
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女 性部会のコーナー
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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28年２月16日（火）
から３月15日（火）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。
申告と納税は期限内にお願いします。

（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、相続税の課
税ベースの拡大、マイナンバー制度や消費税率の引
き上げ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「適正公平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27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が始まってい
ます。
　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、確定申告書を提出する
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
神門三千夫

申告と納税は期限内に　



ご 案 内 社会保障・税番号制度
≪マイナンバー制度≫

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的
として、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が始まりました。

国税分野におけるポイント

国税に関する社会保障・税番号制度（法人番号を含む）の最新情報

　　　税務関係書類（申告書・申請書など）に個人番号・法人番号を記載してください

　　　税務関係書類を提出する際に、本人確認が必要になります。

個人番号・法人番号の記載が必要となる時期（例）
記載対象

所得税 平成28年分以降の申告書から
法人税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
消費税 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
申請書
届出書

平成28年1月1日以降に提出する個人番号・法人番号の記載が必要となる申請書
等から

　税務署では成りすましを防止するための本人確認（番号確認及び身元確認）を行いますので、個
人番号を記載した申告書等の税務関係書類を提出する際には、申告されるご本人の本人確認書類の
提示又は写しの添付が必要となります。

≪本人確認を行うときに使用する書類の例≫
　　１　個人番号カード（番号確認書類＋身元確認書類）
　　２　通知カード（番号確認書類）＋運転免許証、公的医療保険の被保険者証など（身元
　　　　確認書類）

国税庁ホームページのトップページ上段の　　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリック

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

最新情報は、随時更新しますので、お知らせコーナーをご覧ください。
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青年部会のコーナー
第29回　法人会青年の集い茨城大会に参加して

　平成27年11月19日～ 20日、法人会青年の集い茨城大会に米子法人会から大
屋部会長以下３名で参加いたしました。
  到着時、あいにくの空模様ではありましたが、会場の茨城県立県民文化セ
ンターに到着すると全国からのたくさんの参加者で、会場前の飲食ブースで
の地元水戸の特産品、名物料理を前にすでに大盛況となっていました。
　 「漫遊いばらき～常世の国　魁の地にて　感性を研け」をスローガンに開
催された今大会ですが、20日午前中の部会長会議に続き午後から大会式典が
ありました。まず『この国とこの星と私たち～「はやぶさ」からのメッセージ』と題してＪＡＸＡ名誉
教授の的川泰宣氏の記念講演があり、その後の式典では主催者挨拶・来賓祝辞と進み、続いて「租税教
育活動プレゼンテーション」の結果発表がありました。最優秀賞には広島南法人会の『アクティブラー
ニングを活用した租税教育（ラップだ税！）』が選ばれました。
　ラップのリズムに乗せて税金の使い道などを楽しく教える活動を目の当たりにし、租税教育活動の新
たな形・可能性を考えさせられ、青年ならではの斬新な発想と行動力を生かしながら、国や社会に貢献
する事こそ我々の責務であると改めて感じさせられました。
　式典が終了し、その後会場を移して開催さ
れた懇親会も多数の参加者で大いに盛り上が
り、全国の法人会青年部会メンバーと部会活
動、またプライベートの事など楽しくディス
カッションすることが出来ました。
　今回の大会で何年も前から準備を重ねてこ
られました茨城法人会青年部会の皆様には心
から感謝を申し上げます。また次回開催予定
の北海道旭川法人会の皆様、宜しくお願い申
し上げます。

青年部会　副部会長
須　山　裕　文

須山醤油㈱



◆昇進、責任を果たそうとしてパニック症状に
　製造現場の品質管理部門でマネジャーに昇進した38歳のＳさんは、責任感が強く、後輩からも慕われていた。部内を取
りまとめなければという思いから、メンバーの仕事を点検して回り、一方で自分の役割もあり、結果として勤務時間も長
くなった。マネジャーとして当然のことという考えに迷いはなかった。
　しかし、昇進して３か月頃から、息苦しくなって立ち止まったり、胸の痛みや吐き気を感じる日が多くなった。呼吸が
止まるのではないか、という恐怖感も出てきて、仕事を休みたいとさえ思い始めた。心配した上司の勧めで心療内科を受診。
医師から「パニック発作でしょう。原因は不明ですが、ストレスが影響していますね」と診断され抗不安薬が処方された。
まさか自分が、とその診断にショックを受けた。薬を長期間服用することは避けたい、と相談してきた。いったん現場を
離れ、事務室での資料作成を担当していた。
　主治医の処方を勝手に止めることは避けるように話し、Ｓさんの考え方や仕事への取り組み方をまず確認した。話され
た言葉の端々から、症状を生んでいるのはＳさん自身にあると判断できたので、やんわりと気持ちと行動の切り替えを促
した。

◆心に余裕を、時にはいい加減さも必要
　パニック障害になりやすい人の共通点として「頑張り屋で余裕のない状況を自ら作っている人」が指摘されている。回
避する方法はあるのか。一言でいえば「頑張らない」「時にはいい加減さも必要」ということ。じゃあ、仕事をサボれば
いいのか、と受けとめる人がいるかもしれないが、その辺をうまく調和できるかがポイントだ。
　予想通り、Ｓさんの反応は否定的だった。「いい加減に仕事はできませんよ」という言葉が返ってきた。その口ぶりに、
こちらも息苦しさを感じた。お風呂に入る時の湯加減を頭に浮かべてみるように話し、「いい湯加減」と同じ意味と説明した。
　早く現場に戻りたいというＳさんの希望に対して３つの注意点を与えた。一つは１か月は定時勤務を守ること。二つ目
は部下への指示を極力控えること。そして３つ目は、気になる事態になってもちょっと黙ること、の３点。
　一つ目は上司も受け入れてメンバーに伝えてもらった。二つ目には、さらに上の立場になるであろうＳさんのために、

〝上司になる心得〟を身につけてもらいたいという意図があった。上から一方的に指示し、部下がそれに従うだけの職場
では活力が失われ、業績にも影響するからだ。
　そして三つ目も、Ｓさんにぜひ心得てほしいこと。このままではまずいぞ、と思っても口に出さない。つまりちょっと
心配だなと思う事態にも鈍感になることを意味している。ここで言う鈍感力は、洗練されたいい加減さ、とも表現できる。

◆ほかの考え方を受け入れる〝ゆるみ〟がほしい
　Ｓさんのように、真面目すぎる言動を続けて自分自身が息苦しくなる人には〝ゆるみ〟や〝すき〟が見えないという特
徴がある。この点でパニック発作を起こしやすい人の共通点とつながる。〝ゆるみ〟や〝すき〟があるということは、決
して適当にやること、相手の言いなりになることとは違う。ほかの考え方を受け入れる余裕があるということ。水が満杯
に入っているビンを考えてみよう。アップアップの状態では新しい水が入らない。つまり相手を受け入れる余裕を持たな
いと、周りの人もゆとりがなくなってアイデアも生まれてこない。いきいき職場を作っていくヒントがＳさんの事例に隠
されている。

産業カウンセラー　柏木勇一頑張りすぎない〝鈍感力〟も必要です

［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ＥＡＰ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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会 員 の コ ー ナ ー
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新 入 会 員 の ご 紹 介

法　　人　　名 代表者名 業　　　　種 所　在　地
（有）竹本商事 竹本　昌昭 内装仕上工事業 米子市皆生新田1-6-1

（株）すばる 前田　　剛 建設業 米子市夜見町1639番地4

（株）あだち電気 安達　秀樹 電気工事業 米子市両三柳3904-1

合同会社　糀のおもい本舗 岡空　晴夫 醗酵食品販売業 境港市大正町131

有限責任事業組合　フォレスト 伊澤　卓司 イベントの企画運営等 西伯郡大山町赤松634

（株）ＫＡＳＡＯＫＡ 笠岡　範之 会計事務所 米子市西福原11-2　舩木ビル4Ｆ

合同会社　江府自動車 北村　公仁 自動車販売、修理 日野郡江府町武庫1200-7

（株）日本旅行米子支店 宮地　洋樹 旅行業 米子市弥生町2番地

（一財）米子市文化財団 杉原弘一郎 教育関連事業 米子市末広町293番地

香川正博税理士事務所 香川　正博 税理士 西伯郡伯耆町大殿1286-14

グリーンパーク大山（株） 安達　武敏 ゴルフ場 西伯郡南部町荻名753

医療法人　同愛会　 石部　裕一 医療、介護 米子市両三柳1880

合同会社　放射線測定システム 谷野　節男 放射線管理区域の作業環境測定等 西伯郡大山町上万723-3

CafeDiningBar　ＳＨＩＰＳ 原　　正城 飲食業（カフェ、ダイニングバー） 米子市東倉吉町66-1

こりとーる　 竹中　泰二 リラクゼーション業 米子市両三柳3393

合同会社　U．Gファクトリー 森田　宏一 自動車鈑金、車検、修理 米子市諏訪124番地1

（株）イシダコーポレーション 石田　美穂 ラーメン店、中古車販売 西伯郡南部町西143番地

（株）フクダ電気 福田　　学 電気工事業 西伯郡南部町法勝寺446-1

合同会社　ごっつお 高見　香里 飲食業 西伯郡大山町塩津334-7

（株）マネジメント＆トラスト 米田　政史 コンサルタント、不動産事業 米子市目久美町39-8

（株）ビルフィール 宮原　　薫 建設業 米子市富益町63-35

（株）ここあす 鷲見　一平 自動車販売・修理 米子市新開6丁目3-7

つざき司法書士事務所 津﨑　正也 司法書士 米子市旗ヶ崎2丁目10番21号

コラボレーション・コンサルティング 石原　睦巳 ＩＴコンサルティング 米子市末広町191-1Ｆ

絵本ｃａｆｅロワール 西村　秀文 飲食業 米子市明治町213

松本クレーン（株） 松本　芳幸 建設業 米子市夜見町2308

ミルクランド・しながわ 品川　　覚 牛乳宅配 米子市日原710-10

（株）真名井 奥田智世美 飲食業、下着販売 米子市淀江町稲吉285-2

ながた商店 長田　　孝 自動車販売・整備 西伯郡日吉津村日吉津75-2

まんたに自動車 萬谷　一彦 自動車鈑金塗装 米子市淀江町小波1088-2

村﨑　セツ子 村﨑セツ子 飲食業（喫茶店） 米子市上福原4-7-15

（株）ミネ工業 尾澤　峰行 建設業 米子市今在家31番地2

アイワ綜合警備保障（有） 上田　修二 警備業 米子市米原9丁目3-16-2Ｆ

（株）エルフィス 阿部　節夫 介護・保育 米子市両三柳193-3

（株）光和ウェルド 岡部　典征 建設業 米子市淀江町佐陀2067番地2

西尾建設 西尾　一正 建設業 米子市彦名町2634-2

アイビレッジ（株） 田中　和利 アロマ製造販売 米子市尾高1983番地9

（株）工房ＡＺ 田中　　裕 建設業 米子市灘町2丁目52番地5

ＩＭＦ（株） 美田　恭子 物品賃貸業 米子市八幡480番地6

アフラック募集代理店　佐々木直美 佐々木直美 保険代理店 境港市新屋町2456-1

瀬崎電気 瀬崎　雄二 電気工事業 米子市両三柳3261

ご入会ありがとうございました。（敬称略・順不同）

26年７月～ 28年２月現在   
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（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）

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
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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
　新春みずどりの特集企画はいかがでしたか？
　今回JR西日本様の協力を得て２年がかりで紙面を飾ることが出来て感無量です
　過去から未来へと続くレール紙面を見て昔懐かしく思われた方が多かったでしょう。
　そうです。米子市は鉄道と共に発展してきた町なんです。
　平成29年寝台列車 瑞風 運行を楽しみに夢のあるこの地域に期待したいものです。
　最後にJR関係各位、特に陶山駅長には無理難題を聞き入れて下さり感謝しつくせません。
　心より御礼申し上げます。ありがとうございました。　

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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境・米子・御来屋間の
鉄道開通米子駅設置の祝賀大アーチ
明治35（1902）年11月　米子市立山陰歴史館蔵

米子駅
昭和30年代初め頃　米子市立山陰歴史館蔵

さよならSL（日野橋鉄橋）
昭和40年代　西日本旅客鉄道株式会社米子支社蔵

第１回米子機関区見学会（米子駅）
昭和23（1948）年　米子市立山陰歴史館蔵


