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　会員の皆さまには、日頃から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

皆さまには、税務研修を始めとした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、円安効果と順調な外需に支えられて、緩やかながらも景気の拡大が続いています。

今後も都市部の再開発や民宿施設、物流施設等の建設投資に加え、製造業を中心とした研究開発

投資等を背景に、引き続きプラス基調が続くとみられます。個人消費においても、雇用所得環境

の改善や株価上昇などに伴う消費者マインドの持ち直しにより、当面は回復基調で推移するもの

と思われます。

　また、海外経済も緩やかな成長が続くものと思われますが、米国の金利引上げによる株価変動

など経済政策が金融市場に及ぼす影響と、新興国・資源国経済の動向や北朝鮮問題などの地政学

的リスクには、引き続き注視する必要があります。

　当地域においても、生産活動に持ち直しの動きがみられ設備投資は徐々にではありますが増加

傾向になっています。個人消費は、雇用・所得の着実な改善を背景に、耐久消費財等を中心に底

堅い動きもみられますが、ガソリン価格や食品価格の上昇等による実質所得の伸び悩みもあり、

大きな改善までには至らないと思われます。

　一方、税制面では、賃上げや設備投資に積極的な企業に対する法人税減額等優遇措置の強化や、

米国の法人税率の大規模減税による恩恵、および2019年10月に予定される消費税引き上げに伴う

駆け込み需要は、当面の景気にプラスに働くものと期待されます。

　本会は公益社団法人としての活動が期待されており、自らの公益性と透明性を高めながら地域

社会への一層の貢献をしてまいります。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ります税務研修会、企業活動に資する講演会等を積極的に展開していく

所存です。

　最後になりましたが、会員企業様をはじめ、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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Photo by Tetsuya Yutaka

山そのものが神として祀られ、近代まで一般の方の登
山や樹木の伐採が禁止されていたため、山麓には西日
本最大級のブナの原生林が広がっている大山。広大な
ブナの森に降り注ぐ雨や雪は、ゆっくりと地面を伝い、
「生命の水」となって、里から海へ注がれ、豊かな山の
幸、里の幸、海の幸をもたらしてくれます。美しいブナ
の森を眺めつつ汗を流す登山、古道をたどるトレイル
ウォーク、様々なルートが楽しめるサイクリングなど五
感で自然を体感するアクティビティも大人気です。ま
た、大山で見る夜空は、手を伸ばせば届くかのように
星々が瞬き、山麓の夜景、漁火、ホタルの光など「地上
の星」とのハーモニーも楽しめます。こうしてみると、
水・食、自然、星空など大山の恵みは、ブナの森、そして
それを守ってきた大山の山岳信仰・地蔵信仰によって
もたらされてきたと言えるのかもしれません。大山の懐
に抱かれながら、恵みに感謝しつつ、豊かな生活を送る
ことができる場所。それが伯耆国・鳥取大山圏域です。
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大山が望める地域ではいつも大山に手を合わせ
てきました。それは大山に調えてもらっているから。
ブナの森が育む水は、里へ、海へ、そして山へと循
環し伯耆国に豊かな恵みを与えます。大山さんの
恵みをいただければ身体が調ひ、その空気を吸え
ば息が調ひ、その懐に身をゆだねれば心が調ふ。

必要な必要なものはものは山が調山が調えてくえてくくれるれるれる

調調身身·調調息息··調調調心心心

調ふ
（ととのう）

大山寺の
歴史

日本最大の大山牛馬市

大山寺開創
奈良時代養老２年（７１８）出雲の国玉造りの依道（よりみち）によって大山寺が
開創されました。「大山寺縁起」によると、依道がある日金色の狼を追って大山
に入り射殺そうとした時、矢の前方に地蔵菩薩が現れ、依道に信心の心がにわ
かに起こり弓矢を捨てました。狼はいつの間にか老尼と化し依道に話しかけま
した。この出来事により依道はすみやかに出家、仏道の修業をし、この山に地
蔵権現を祀り、その名を金蓮（きんれん）と改めたと記されています。また、
「選集抄」にもほぼ同じ説話が載っています。（大山寺パンフレットより抜粋）

地蔵菩薩が生きとし生けるものすべてを救う仏様であることから、平安時代に
大山寺の高僧、基好（きこう）上人が、牛馬安全を祈願する守り札を配るととも
に、山の中腹に広がる牧野で牛馬の放牧も奨励し、大山の「牛馬信仰」が広
まっていきました。牛馬の育成に適した大山山麓の牧野で育った体格の良い放
牧牛は参詣者の注意をひき、また参詣者が曳き連れてきた牛馬もあって、大山
寺の春祭りなどに牛くらべ、馬くらべが開かれました。これが発端となって、鎌
倉時代以降、次第に牛馬の交換や売買が盛んに行われるようになり、明治中頃
には年間一万頭以上の牛馬が商われる国内最大の牛馬市に発展しました。

地蔵信仰が育んだ
日本
遺産

コンセプト

大山のシンボルマーク
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大山寺地区主催事業

［ INORI ］

1300年を記念した特別な法要により、参加する皆様へご利益を
もたらします。

平成３０年のみの特別なデザインを施した御朱印帳が販売されます。
また、御朱印も特別なデザインとなり、いずれも期間中のみの仕様と
なります。

平成３０年
５月２０日（日）～１１月３０日（金）

大智明権現の祀られる大山寺本堂で、１３００年間受け継がれてきた
特別加持の秘法による祈祷が受けられます。（要予約）

販売
期間

大山寺本堂販売
場所

特別版御朱印帳
5,000円

御朱印
300円

販売
金額

平成３０年

大智明権現の祀られる大山寺本堂で、 年間
特別加持の秘法による祈祷が受けられます。（要予

平成３０年
５月２０日（日）～１１月３０日（金）

開催
期間

大山寺本堂開催
場所

10,000円祈願金

開創法要

毎年７月１４日から１５日にかけて行われる、鳥取県指定無形民俗文
化財の神事。大山山頂付近で霊水と薬草を採取します。平成３０年
は開山１３００年記念として、１４日に神楽・舞が行われ、１５日には観
光客等に御神水が配布されます。

平成３０年
7月14日（土）、15日（日）

特別版もひとり神事

平安時代に始まった大山寺の祈願法要にならい、大山寺等の御輿
を集めて、時代行列が行われます。

御輿行列

大山寺本堂開催場所
平成３０年
５月２０日（日）開催日

開催日

平成３０年
５月２０日（日）開催日 博労座駐車場～大山寺本堂開催場所

開山１３００年 特別御朱印・御朱印帳 開山１３００年 特別祈祷（要予約）

「大山開山１３００年祭」の行事・イベントを一部ご紹介！

※御輿の担ぎ手を募集予定
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不思議と素敵
大山ワンダー
不思議
テーマ／

［ MEGUMI ］

〒６８３-００５４ 米子市糀町１丁目１６０（西部総合事務所内） ／ 電話 ０８５９-３１-９３７１ ／ ＦＡＸ０８５９-３１-９３６８
公式ホームページ http://www.daisen1300.org/  

伯耆国「大山開山１３００年祭」実行委員会事務局

※この他、市町村で様々なイベントが開催されます。詳しくは、公式ホームページ、フェイスブックで随時お知らせします。 ※写真はイメージです。

大山１３００

新緑の大山で、日本全国からおいしい地ビールの数々を集め、音楽・
ステージイベントとともに堪能いただける、地ビールの祭典です。

この地域の豊かな水と食を活
用し、この地を訪れた方に大山
山麓の味覚を堪能いただくた
めの記念料理・おもてなし料理
を提供します。

平成３０年 6月9日（土）、10日（日）
開催日

大山桝水高原駐車場（伯耆町）
開催場所

古くから良質の鉄を産した日野郡では、熟
練の技で炎を操り、質の高い玉鋼を生産し
ていました。「たたらんち」は、日野郡自慢の
食材を使って、炎と音でたたら製鉄をイメー
ジさせる演出を施した料理メニューです。

水水と食食ののプロジェククト
地BeerFest大山

たたらんち

１３００年祭記念料理・おもてなし料理

反りのある日本刀では日本最古級の名匠
として知られる刀工・伯耆安綱を輩出した
この地で、あらためて大山がもたらす恵
みを知ることができます。

大山」の恵みを感じるプロジェクト

米子市美術館開催場所

平成３０年
7月29日（日）～8月26日（日）開催期間

大山山麓に隠された秘宝とは？宝の地図
を手がかりに、大人から子どもまで楽しめ
る参加型イベント。2017年にプレ版を実
施し、大好評を得て、今年はさらにエリア
を拡大して実施します。クリアした方には
抽選で豪華賞品の当たるチャンスあり。

大山山麓周辺開催場所
平成３０年
7月1日（日）～9月30日（日）開催期間

大山の大自然に囲まれた絶好
のロケーションの中、クラシック
ギター、チェロ、フルートによる
三重奏を鑑賞できます。

調整中開催場所

平成３０年
8月12日（日）開催日

１３００本のたいまつで大神山神社奥宮
の御神火を渡りつなぎ、博労座駐車場
で参加者の祈願成就を願います。参加
者が手にしたたいまつが「炎の河」と
なって流れる光景は圧巻で、人々に忘
れられない感動と思い出を与えます。

大神山神社奥宮～博労座駐車場開催場所
平成３０年
9月30日（日）開催日

～「大山」ゆかりの刀を中心に～「大山山麓の至宝」 謎解き宝探しゲーム

１３００年記念クラシックコンサート １３００本のたいまつ行列

太刀  銘  安綱
（大神山神社蔵　米子市美術館寄託）

太刀  銘  安綱
（大神山神社蔵　米子市美術館寄託）
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緑緑ののププロジジェェククトト

海・里・森のつながりに思いを巡らせな
がら「大山のエコロジカルな楽しみ方」
として、カヤック、バイク、ハイクで自
然を体感できます。SEA TO SUMMIT
はここ皆生・大山が発祥の地で、今回
開催１０周年を迎えます。

皆生（米子市）～大山開催場所
平成３０年
5月19日（土）、20日（日）開催日

「山に親しむ機会を創出し、山の恩恵に感謝する機会
とする」ことを目的に2016年に制定された祝日「山
の日」。2018年、鳥取県・大山で西日本では初めて
となる「山の日」記念全国大会を開催。

米子市・大山町他

第３回「山の日」記念全国大会 in 鳥取

開催場所
平成３０年
8月10日（金）、11日（土・祝）開催日

山や自然を愛する方が集い、登山
等を通して「参加者と地元の人」
がつながるイベント。トレッキング
アクティビティ、ゲストによるトーク
ショー、山ガールファッション
ショーなどを開催します。

大山寺博労座駐車場他

山ガールサミット in 鳥取大山

開催場所
平成３０年
9月16日（日）、17日（月・祝）開催日

かつて大山参詣、牛馬往来のため江戸時
代に整備された「大山古道」。その複数の
古道を舞台にしたホーリー・トレイル（信仰
の道）ハイクイベントを開催します。

大山に続くそれぞれの古道
（横手道、川床道、尾高道など）

新しい「大山詣り」ホーリー・トレイル大会

開催場所

平成３０年
9月30日（日）開催日

見頃を迎えた紅葉をゆっくりと歩いて
楽しんでいただくため、ブナ林を貫く
ウォークイベントを開催します。

大山寺、桝水高原、奥大山

大山紅葉満喫ウォーク

平成３０年
10月27日（土）（調整中）開催日

後醍醐天皇ゆかりの味覚と伝統の下
蚊屋荒神神楽を堪能しながら紅葉の
奥大山古道を歩きます。

鍵掛峠他（江府町）

奥大山古道ウォーク

開催場所

平成３０年
11月10日（土）開催日

鳥取県は、どの市町村でも天の川が見え
る「星取県」。空気の澄んでいる大山圏
域の様々な星空観測絶景スポットで、星
を楽しむイベントを連続開催します。

大山「星」のフェスティバル

・移動式プラネタリウムによる全天周番組の上映
・天体望遠鏡、双眼鏡による星空ウォッチング
・星空トークショー　・星空コンサートなど

大山開山1300年を記念し、絵とうろう・
和傘を使った幻想的な献灯を８月１０日～
１３日、２４日～２６日、９月２２日～２４日に
開催。※８月１４、１５日は和傘灯りは無し。

年間約２００万人の観光客が訪れる水木しげるロード。平成３０年７月には
リニューアル工事を終え、装いも新たに妖怪の魅力を発信します。妖怪ブ
ロンズ像を新たに２１体加え、全体で１７４体となり、夜間は全線で照明演
出を行います。夏休み期間中には来訪者に妖気を感じてもらう「妖怪ナイト
ウォーク」を実施します。

水木しげるロード（境港市）

水木しげるロードリニューアル妖怪ナイトウォーク

開催場所
平成３０年
7月～8月開催期間

夏の風物詩となっている「お盆の大献
灯」。２０１８年は期間を拡大し「大山
の大献灯」として実施します。

ほんのり灯る夏の幻想彩色大山の大献灯

大山寺参道、
大神山神社奥宮参道他開催時期

平成３０年
8月10日（金）～15日（水）他開催時期

国生みの神イザナミの御陵とも伝えら
れる「母塚山（はつかさん）」。大山～
弓ヶ浜を一望できる絶景スポットとし
て多くのカメラマンが訪れ、そこから
望む大山山頂からの朝日（＝ダイヤモ
ンド大山）を鑑賞します。

母塚山展望駐車場（南部町）

ダイヤモンド大山鑑賞

開催場所
平成３０年
3月・9月開催時期

開催場所

「食のみやこ鳥取県 農と食のフェスタ in せいぶ」と一体開催

大山ワンダーフォーラム
大山の魅力の集大成

平成３０年
10月２０日（土）、21日（日）開催日

米子コンベンションセンターほか開催
場所

「大山の不思議と素敵」を
キーワードに、１３００年祭・
中核期間の各プロジェクト事業の
クライマックスイベントとして開催

皆生・大山SEA TO SUMMIT 10th アニバーサリー大会
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　ある日、大金を積んだ秘密輸送機が、雪山に不時着。シルベスタ・スタローン扮する山岳救助隊がロ
ッキー山脈の険しい山肌を生存者救助へと向かうが、実は武装強盗団の罠だった．．．という1993年公開（なん

と今から25年前!!）のアクション超大作が映画『クリフハンガー』（レニー・ハーリン監督）である。
　劇中、山岳救助隊員の前に立ちはだかるロッキー山脈の険しい山壁を「ファイト一発!!」ザイル一本でよじ

登るアクションシーンは手に汗握る名場面である。このロッキー山脈の巨大な『壁』。

　話は現代へと戻り、毎年12月頃になると税理士は、クライアント企業のパート職員さんからよくこんな質問

を受けます。

　パートさん「主人の扶養に入り38万円の配偶者控除を受けることができるのは、パート収入いくらまでです

か？」

　税理士「奥さんの給与が103万円以下なら大丈夫です」

　こんなやり取り。読者の皆さんも耳にされたことがあるはず。

　つまり、奥さんが頑張って働いて給与が103万円を超えると配偶者控除が受けられず、ご主人の税金が増えて、

夫婦合わせての手取り収入が減ってしまうという摩訶不思議な現象が起こってしまうのです。この、ロッキー

山脈の山壁よりも険しく、家計に厳しい壁は「103万円の壁」と呼ばれ、パートに出る世の奥様方からは
恐れられていました。

　しかしこの度、そんな奥様方に朗報です！！平成30年から所得税の配偶者控除が改正され、奥さんのパート

収入が150万円以下までなら配偶者控除が受けられることになりました。これで12月の大忙しの時に、シフト

時間を調整して働きたいのに働けないという理不尽なことをしなくてもよくなります。パートの奥様もしっか

り稼げて、人手不足の会社も非常に助かる今回の配偶者控除の見直し「150万円の壁」への大幅改修。働
き方改革で日本中みんなハッピー！！と思いきや、そこには映画『クリフハンガー』を凌駕する周到な罠が仕

掛けられていたのだった。なんと、ご主人さんの所得が900万円超（給与年収1120万円超）～ 950万円以下に

なると配偶者控除額が26万円に減り、所得1000万円以下で控除額が13万円に減り、所得1000万円超（給与年収

1220万円超）だと遂には配偶者控除がゼロ円になるという時限爆弾のような所得制限が設けられたのだ。
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税理士
播　間　光　広
まほろば税理士法人

もし映画『クリフハンガー』が
平成30年から
配偶者控除改正の適用を受けたら



　そして、今回の改正で少しでも家計の足しにと、150万円の壁ギリギリまで汗水流して働く奥様方の前に、

さらなる壁が立ちはだかるのであった。「130万円の壁」。パート収入130万円以上になると健康保険及び厚
生年金の夫の扶養から外れ、奥さん自身も社会保険に加入しなければならなくなってしまうのだ。これは以前

からあった壁ですが、平成28年10月からは従業員が501人以上の会社では①1週間の労働時間20時間以上②1ヶ

月の給与88,000円以上③1年以上働く予定の場合は、給与106万円以上で社会保険に加入しなければならなくな

り、平成29年4月からは労使の合意があれば従業員500人以下の会社でも前述①～③を満たせば給与106万円以

上で社会保険に加入できるようになりました。「106万円の壁」。確かに、社会保険に加入すれば、将来受
け取る年金も増えるのですが、何十年先の不確定な年金より、今月の手取り給与の方が現役世代には切実なの

です。となると、今回の配偶者控除改正で夫婦合わせた手取額が最も多くなるのは、奥さんのパート収入129

万円（※条件：ご主人さん所得900万円以下）ということになるのでしょうか。それにしても、映画『クリフ

ハンガー』のシルベスタ・スタローンはこんな「壁」ばかりの日本列島を登り切ることができるのだろうか？
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〔出典：国税庁HP
「平成30年分以降の
配偶者控除及び
配偶者特別控除の
取扱について」より〕

イメージは
次の図の通り
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　第1部では、「今後の政治と経済の行方」をテーマに毎日新
聞専門編集委員与良雅夫氏の記念講演が行われました。同氏
は早稲田大学大学院客員教授、文部科学省熟議懇談会委員、
18歳投票と主権者教育を提唱した総務省「常時啓発事業のあ
り方等研究会」委員等を歴任されています。
　第2部では、国税庁の佐川宣寿長官、福井県の西川一誠知事、
福井市の東村新一市長らを来賓に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小林栄
三会長が、主催者を代表して挨拶をされました。
　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30年度税制改正に関する提言」の報告、
租税教育活動の事例発表を鹿屋肝属法人会西之原勲青年部会
納税教育副委員長が発表、最後に次回の開催地である鳥取県
連の藤本英興会長が閉会の辞を述べられました。
　本年は、鳥取県で全国大会が開催されることもあり鳥取県
からの参加者は、鳥取大会開催を見据えて、真剣に大会の様
子を頭に刻んでいました。

大会宣言
  われわれ法人会は、新公益法人等への移行を契機に
sei 制定した「理念」をもとに、「税のオピニオンリー
ダーたる経営者の団体」として、「税制改正に関する提
言」や租税教育、企業のコンプライアンス向上に資す
る取り組みなど、税を中心とする活動を積極的に展開
しながら、広く社会へ貢献していくこととしている。
 
 現在、わが国経済は、引き続き緩やかな回復基調に
あるが、未だ「好循環サイクル」には至らず、依然とし
て力強さを欠いている。さらに、世界経済においては、
アメリカの保護主義的な動きなどにより主要国の政策
協調に軋みが生ずるなど、急速に不確実性が増してい
る。
  
　持続的で力強い成長サイクルを構築するためには、ア
ベノミクスの柱である成長戦略において、大胆な規制
改革を中心とした戦略の立て直しが必要である。また、
国家的課題である財政健全化については、プライマリー
バランスの黒字化に向け、規律ある具体的な道筋を明
確に示し、着実に実行することが重要である。

  法人会が長年に亘り提言してきた「法人実効税率
20％台」は実現したところであるが、真の経済再生の
ためには、地域経済と雇用を担う中小企業の力強い成
長を促す税制の確立が不可欠である。われわれ法人会
は、「中小企業の活性化に資する税制」、「本格的な事
業承継税制の創設」等を中心とする「平成 30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、
ここ福井の地で全国の会員企業の総意として、以上宣
言する。

平成 29 年10月5日
全国法人会総連合全国大会

第34回法人会全国大会 「福井大会」 開催

　平成29年10月５日、恐竜王国 福井において第34回法人会全国大会が、全国から1800余名のほか、地元及び近隣地域
の企業経営者の方の参加を得て開催されました。
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　10月5日に開かれた「法人会全国大会福井大会」で採択・確認された「平成30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
に提言書を手渡しました。
　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
れ提言書を手渡しました。

尾沢三夫米子市議会議長に
（左：坂口副会長）

赤沢亮正衆議院議員に
(右：坂口副会長、高橋税制委員長）

中村勝治境港市長に
（左：境港支部役員）

伊木隆司米子市長に
（左：青砥会長）

岡空研二境港市議会議長に
（左：境港支部役員　右：岡空副会長）

平成30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！
○ 超高齢化社会に対応した社会保障制度を構築するため、適正な負担と大胆な受益の抑制を！
○ 地域経済と雇用の担い手である中小企業に、税制措置でさらなる活力を！
○ 中小企業は地域経済の要。本格的な事業承継税制の創設により事業の継続を！

平成30年度税制改正等の提言活動

平成29年度　米子税務署納税表彰
　11月15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29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。

栄えある受賞おめでとうございます 國頭副会長と喜びの受賞者のみなさん

署長表彰
境 港 土 建 ㈱ 松 本　　 正 氏

署長感謝状
㈲ 下 嶋 芝 生 下 嶋 三 郎 氏
㈲ 中 西 一 郎 商 店 中 西 健 一 郎 氏



社会貢献活動のコーナー
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米子市伊澤勇人副市長に
「目録」贈呈

来賓の皆様と植樹 ネームプレートを取付けた
坂口副会長

法人会役員による植樹

　11月15日、米子市両三柳の「弓ケ浜公園」にサルスベリの木、3本を植樹しました。平成26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、昨年に引き続き弓ヶ浜
公園にサルスベリを寄贈し植樹を行ったもので、今回が3回目となり、これで9本となりました。
　サルスベリの開花は、夏から秋にかけてですが、今回、植樹したサルスベリは紫色の花が咲く品種で開花が待ち遠
しいものです。この時期に弓ケ浜公園に出かけていただき、サルスベリの花を楽しんでいただきたいと思います。
　この事業は地球温暖化防止や環境整備を目的と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。
　この日の植樹には、米子税務署草場哲也署長、米子市伊澤勇人副市長らに参加いただき当会の坂口千加広副会長と
ともに植樹を行っていただきました。
　開始式で坂口副会長は、「企業は利益を地域に還元し、環境整備に協力していかなければならない。これからも地域
の環境整備には協力を続ける。」とあいさつ。伊澤副市長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

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
㈲足立道路 ㈲角森自動車工業
㈱岩崎組 東光産業㈲
㈱ＯＭＣ 鳥取県金属熱処理（協業）
皆生中央興業㈱ （一社）鳥取県西部建設業協会
㈱皆生つるや ㈱トンボ
㈲勝部朝日会計 ㈱永井電機工業所
㈲上後藤コンタクトレンズセンター ㈱ハッピーガスフォーラム
㈲キグチ ㈱ハローツーリスト
㈱GRAZIE ㈱備中屋本店
㈱桑本建築設計事務所 ㈲フレッシュ電子
㈲酒井商店 美保テクノス㈱
㈲坂口経理指導センター ㈲村尾事務機米子支店
坂口（合名） ㈱やまさき
㈲笹間建材店 山根商事㈱
サンイン技術コンサルタント㈱ 米子信用金庫
㈱山陰放送 ㈱米子青果
山陰緑化建設㈱ 米子第一交通㈱
㈱三伸総合設備 ㈲米子ニューアーバンホテル
㈲松月旅館 ワタキューセイモア㈱
（医）社団周防内科医院 アフラック鳥取県アソシエイツ会
㈱葬仙 ㈱ホテルアルファーワン米子
大海通産㈱ 鳥取県西部総合事務所
大幸㈱ 米子市役所
大山メモリアルパーク㈲ 米子税務署
大同生命保険㈱ 佐竹　順子
大同警備保障㈲ 角　和子
㈲髙田 田中　峰子
㈲高橋会計事務所 藤定　敦子
㈱中央機材 三上　朋子

小椋　みちこ

「古タオルの回収・寄贈」活動
ご協力ありがとうございました。
　鳥取県西部地区の皆さまをはじめとして、鳥取、倉吉
方面の方々の協力のもと、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153箱にのぼり、9月26
日、社会福祉法人「こうほうえん」、社会福祉法人「尚
徳福祉会」、及び
鳥取県厚生事業団
「西部やまと園」
の3つの施設に寄
贈しました。



̶　11　̶

鳥取県中部の産品を賞品として

チャリティー募金に感謝

　10月27日、鳥取県中部地震復興支援のため大山平原ゴルフクラブで行われたチャリティーイベント、ゴル
フコンペでの寄付金196,000円の目録を鳥取県西部総合事務所長中山貴雄氏に当法人会会長青砥隆志から贈呈
しました。
　中山所長からは、米子法人会に対する感謝の言葉をいただくとともに、鳥取県中部の復興状況、今後の見
通し等について詳しい説明がありました。
　チャリティイベント「がんばろう日本！チャリティーゴルフコンペ」は2011年3月の東日本大震災で甚大
な被害を受けた地域を支援するために始められたもので、基本的には東北の復興支援が目的ではありますが、
今回は、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震復興支援を目的に、鳥取県下3法人会の会員をはじめ、
98名が参加して開催されました。
　賞品は毎年、東北の物産を取り寄せていましたが、今回は、鳥取県中部の物産とし、被災地の復興の支援
の一助になればと思っています。
　米子法人会としては、被災地の一刻も早い復興を祈ってやみません。

被災地支援チャリティーイベント：ゴルフコンペ開催

鳥取県西部総合事務所長から感謝状を受け取る青砥隆志会長 優勝された足立氏（左）
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　小学生児童への租税教育の一環として、12月19日に米子市立明道小学校にて6年1・2組の生徒
を対象に「租税教室」を行い、講師を担当いたしました。
　私自身は今回が6度目の参加になります。過去5回よりリラックスして臨めたのは、自分自身
が幾分慣れてきたことと、授業の上手な法人会員の方々が講師陣にいらっしゃったおかげだと
思います。また、回を重ねたからこそ気が付いたのが教材の使いやすさです。過去の租税教室
の経験や法改正への対応などが活かされ、年度ごとにリニューアルされる教材のおかげで安心
して講師になりきれるのだとあらためて気付きました。問いかけを交えた説明、アニメＤＶＤ、
税金クイズと、児童たちも最後までよく集中して聞いてくれていたと思います。
　今回一番私が驚いたのは、最後の「児童からの質問」のコーナーです。かつて体験したこと
がないほど多くの質問が飛び交い非常に盛り上がったことに驚きました。と同時に、今回の授業が成功した実感と喜
びを強く感じました。また、質問はただ多いだけでなく「高校の授業料に消費税はかかるの？」「宝くじの賞金に税金
はかかるの？」など、とてもレベルの高いものまであり、私の方がかえって勉強になりました。
　こういう形で小学校を訪問する機会は私自身そうあることではなく、小学生の児童たちから溢れ出るエネルギーを
いただくとても貴重な機会となってい
ます。児童たちにとっても、「今日こ
んな授業があったよ」などと、ご家庭
で租税の話をするきっかけになってい
れば嬉しく思います。

租税教室の講師体験

　平成29年10月22日、米子駅前、米子コンベンションセンターにおいて、「第4回せいぶ農と食まつり」に法人会
ブースを設置し、「税金クイズ」を来場者に挑戦していただきました。
　この「税金クイズ」は、鳥取県連の統一事業であり、米子法人会も開催しました。
　443名からの応募があり、青砥会長以
下法人会スタッフは、うれしい悲鳴を
上げていました。
　正解者の中から厳正な抽選を行い、
当選者へ賞品として大江の郷で生産さ
れた「天美卵セット」を贈りました。

「税金クイズ」を実施

青年部会
経営開発副委員長
服　島　　章　
㈱文化の友
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　小学生児童と保護者を対象に「税を考える週間」の行事の一環として、11月12日の日曜日、「親子で税関見学・税金
クイズ」を行いました。
　当地には、山陰では唯一の税関、「神戸税関境税関支署」があります。
　税関見学には、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、神戸税関境税関支署、
米子税務署の協力を得て、62名の親子が参加しました。
　中には、前年も参加された親子が2組もあり税関見学に良い印象を持って頂き、主催者側としてはうれしく思いました。
　今回は、鳥取県法人会連合会青年部会連絡協議会の統一事業として実施したものです。
　最初に米子税務署の職員による「税金クイズ」を行いました。参加された方の集合が早かったため、当初予定して
いた出題数よりも多くのクイズで、税金に対する知識、理解をより深められた様子でした。
　税金クイズの後、神戸税関境税関支署の職員の方が税関の仕事の内容を説明され、検査場で海外から帰国された人
の手荷物検査の模擬体験が行われました。児童たちが税関職員に扮し、身体に忍ばせた偽の銃を金属探知機を使って
発見したり、スーツケースに忍ばせた覚せい剤を固定エックス線検査装置で見つける様子を模擬体験し、小学生らし
い驚きの声を上げていました。
　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。

税関の仕事を学ぶ税関見学会を開催

麻薬探知犬の活躍の様子

神戸税関境税関支署の職員の指導による手荷物模擬検査

米子税務署の職員による税金クイズ



伯耆古代の丘公園と大山圓流院、赤猪岩神社を視察して
　８月３日（木）法人会女性部会は皆生つるやさんを出発し伯耆古代の丘公園（古代ハ
スの咲く園）へ向かいました。こちらでは、なんと推定2000年と言われる「大賀蓮」を
見学することが出来ます。蓮の花は咲くとき「ポンッ」と、音を立てて咲くそうです。
早朝に咲くので音を耳にすることができませんでしたが、園内に咲く蓮の花はとても美
しく最近始めたばかりのカメラで写真を撮りながら楽しませて頂きました。またこの地
域では、蓮の花が咲くと「今朝、蓮の花が咲きました」と町内アナウンスがされるそう
です。心和むとても良い取り組みをされていると感じました。
　次に、大山が平成30年に開山1300年を迎えることもあり「圓流院」を参拝させていた
だきました。こちらの圓流院ですが、水木しげる先生作「ゲゲゲの鬼太郎」の妖怪画で
有名なお寺でもあります。大山は、平成28年に日本遺産「地蔵信仰が育んだ日本最大の大山牛馬市」にも認定
されています。圓流院の館長さんは、そんな素晴らしい大山をお子様から大人まで多くの方々に知っていただ
くために紙芝居を通じて伝えておられます。この日も「牛馬市とお地蔵さん」の紙芝居を見せていただきまし
た。（平安末期）大山寺の地蔵菩薩は牛や馬を守ってくださったそうです。その事が評判になり、遠くからも
牛や馬を連れた人が集まるようになり、江戸時代に「大山牛馬市」ができたそうです。館長さんの楽しく愉快
な紙芝居は、あっという間に終わり、いよいよ日程表にあった「座禅体験」かと、覚悟をしていましたが、館
長さんの「仰向けになってください！」の言葉に驚きました。「えっ！座禅じゃないの？」そんな笑える場面
もありました。仰向けに寝転がると天井には所狭しと、妖怪の絵が飾られていました。枚数は108枚。その中
央部分には大山の守護神とされるカラス天狗の絵が飾られています。帰りに世界に一つしかない手彫りのお地
蔵さんのストラップを購入させていただき、圓流院をあとにしました。
　昼食は「大山しろがね荘」で、普段あまり食べることのない珍しい山菜を使った「百歳食」を美味しくいた
だきました。これで女性部会員皆健康で百歳を迎えることができると思います。
　最後に向かったのは、南部町にある「赤猪岩神社」です。この神社は、八上比売（ヤガミヒメ）と結婚した
大国主命（オオクニヌシノミコト）を恨んだ兄神たちが、赤い猪を捕まえろと大国主命に命令し、兄神たちは
山の上から火で真っ赤に焼き猪に似せた岩を大国主命に目掛けて落とし、大国主命は焼き潰されて絶命してし
まいます。それを悲しんだ母神と二人の女神の手によって生き返ることができたそうです。「古事記」より再
生ゆかりの地とされ、全国から「再生」「復興」を願って訪れる人が多いそうです。
　今回の視察研修は普段生活している地からさほど離れていない所でしたが初めて訪問させていただく場所ば
かりで、改めてこの土地の素晴らしさを知ることができました。自分の住んでいる地域の歴史についてもっと
学んでいきたいと思いました。

女性部会会員
廣　江　めぐみ
大同生命保険
株式会社

女性部会のコーナー
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第7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33校から
1,238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。

入賞作品

学校表彰学校表彰

福米東小学校
永井　莉子さん

就将小学校
遠﨑　結衣さん

渡小学校 高橋　佑多さん

米子法人会女性部会長賞

住吉小学校 上原　拓朗さん

米子市美術館長賞

会見小学校 山本　優佳さん

米子税務署長賞

余子小学校 武良　悠花さん

米子法人会会長賞

中浜小学校　野中　羽奈子さん

鳥取県西部県税
事務所長賞

福米東小学校 桝　大希さん

中国税理士会
米子支部長賞

境小学校 長谷川　励さん車尾小学校 米川　美羽さん

米子法人会青年部会長賞

尚徳小学校 江原　愛梨さん名和小学校 春山　凜さん 住吉小学校 油本　侑里香さん

車尾小学校 山田　暖太さん 中浜小学校 久保田　英心さん

米子法人会入賞
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就将小学校 車尾小学校 福生東小学校 福生西小学校 福米東小学校 加茂小学校 住吉小学校 五千石小学校 彦名小学校

淀江小学校 渡 小 学 校 外江小学校 境 小 学 校 上道小学校 余子小学校 中浜小学校 会見小学校 八郷小学校

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 日南小学校 根雨小学校



　今年度より米子法人会青年部会の部会長を務めております山根文教です。11月9日から
10日に、第31回「法人会全国青年の集い」高知大会へ参加してきました。
　部会長450名の初日は、租税教育プレゼンテーションでした。今回は、11単位会の中か
ら制限時間10分間でのプレゼンを行い、最優秀1単位会、優秀2単位会が投票数で選ばれ
ます。昨年度から全国の単位会全ての会で、租税教育の実施となりました。全国各地で
行っている租税教育ですが、従来の手法ではなく、各単位会で考え工夫を凝らし参加者
が楽しみながら税金の勉強が出来るような内容が多かったと思います。結果は文中で後
ほど記載しておきます。その後の部会長ウェルカムパーティーは、山田太鼓の演奏で幕
開けをしました。食事はホテルのメニューで、地元の郷土料理は出ませんでしたが、高
知ならではの催し物がありました。よく高知の懇親会で体験する菊の花遊びです。これには負けないコツがあ
るのでしょうか？
　2日目は、部会長サミットで事前にアンケートを提出した内容でテーブルディスカッションを行いました。
お題は租税教育活動の資質向上を目指してでした。
　そして全国からの会員1,800名と一般も参加した記念講演の開催です。講師は間寛平氏でした。吉本興業とい
う事で関西色が強いですが、高知県の出身らしいです。よしもと新喜劇、アメママンが好調だった時にアメマ
バッチを個人で1万個作り大借金を背負った話や、地球一周の裏話など会場は常に笑いの渦となっていました。
　講演会の後は、記念式典の開催です。また青年の集いでは今回の来賓出席は初めてだと思われますが、国税
庁長官の佐川宣寿様にも主席を賜り祝辞も頂戴しました。そして前日租税教育のプレゼン結果発表ですが、最
優秀賞は福岡県連直方法人会の税に込められた思いを伝える租税教育活動に決まりました。尚、来年の法人会
全国青年の集いは岐阜県で開催されます。
　その後の大懇親会ではプレオープニングとして第9代ツナガール（高知海洋高校生徒）によるマグロ解体パ
フォーマンスで幕が上がりました。昨日と変わり高知名物カツオのたたき、土佐風組み物、土佐和牛ステーキ
等のおもてなしを満喫させて頂きました。
　今回初の部会長サミット参加で各単位会の会長と短い時間の議論でしたが、今後の米子法人会青年部会とし
てヒントになったこともあり、当会へ落とし込めればと考えております。

青年部会部会長
山　根　文　教
 山根商事 ㈱

青年部会のコーナー
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税務署のコーナー
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　公益社団法人米子法人会の会員の皆様方には、
平素より税務行政に対しまして、深いご理解と
格別のご協力を賜っており、誌面をお借りしま
して厚くお礼を申し上げます。
　米子法人会におかれましては、正しい税知識
の普及を目的とした研修会の開催、租税教育の
推進として小中学生を対象とした租税教室の開
催や「税に関する絵はがきコンクール」を実施
され、また、社会貢献活動として、介護施設等
への古タオルの寄贈や弓ヶ浜公園への植樹など、
地域に密着した取り組みをされています。この
ような取り組みは、税務行政に携わります私ど
もにとって、非常に心強く、役員並びに会員皆
様方に対しまして、深く敬意を表する次第であ
ります。
　さて、最近の税務を取り巻く環境に目を向け
ますと、社会保障・税番号制度（マイナンバー
制度）の利用開始により、平成29年1月以降は、
申告書等の税務関係書類への番号記載が本格化
し、また、平成31年10月から消費税率の引き上
げ及び軽減税率制度など、多くの納税者の方々
に影響を及ぼす大きな変化及び導入が予定され
ています。
　税務行政を取り巻く環境が大きく変化する中
においても、引き続き、納税者利便の向上を図
りつつ、変化に柔軟に対応した効率的な事務運
営に努める必要があります。悪質な納税者に対
しては厳正な姿勢で臨むとともに、善良な納税
者に対しては親切・丁寧なサービスを尽くし、
さらに、納税者のニーズに合ったサービスの充
実を図ることにより、国民の信頼に応えていき
たいと考えております。
　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
用をお願いいたします。

（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29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す
でに始まっております。

　税務署では、納税者の皆様のご自宅からの
ICT申告を推進しております。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、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」を設け
ております。
　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
人事業者の消費税並びに贈与税の確定申告書等
が作成できますし、「e－Tax」による送信も可
能となっております。
　なお、米子税務署では、平成30年2月16日（金）
から3月15日（木）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国税
庁ホームページを利用して、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。
　申告及び納付期限は、平成29年分申告所得税
及び復興特別所得税、贈与税は平成30年3月15日
（木）、個人事業者の消費税及び地方消費税は平
成30年4月2日（月）となっておりますので、申
告と納税は期限内にお願いいたします。

（ダイレクト納付）
　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。
　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、源泉所得税、法人税
及び消費税などの税金について利用が可能です。
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、米子法人会並びに会
員の皆様方の益々のご繁栄とご健勝を祈念いた
します。

米子税務署長
草場　哲也

確定申告は
便利なe-Taxの利用を



会員のコーナー
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新 入 会 員 の ご 紹 介
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法　　人　　名 代表者名 業　　　　種 所　在　地

Arco－Iris（同） 福本　瑞穂 通所介護・日常生活
支援総合事業 境港市外江町3036

㈱クローバー
ホールディングス 山城　伸一 保育園・飲食店経営 米子市両三柳2485

㈱ものづくり
アドバンス 加山　篤志 ソフトウェア開発 境港市美保町22－4

be RISING（同） 田中　裕介 建設業 米子市西福原8－8－7

㈱カイシン 松江　伸吾 歯科技工 米子市
皆生温泉2－8－11

㈱グランドスラム
米子 森田　善明 カー用品販売 米子市米原9－7－25

㈲カゲヤマ 景山　靖二 建設業 米子市富益町82－1
割烹・味処ことぶき 眞木　礼乃 割烹 境港市相生町127

㈱ロッカビアンカ 渡部　弘 介護業 米子市
西福原6－18－11

㈱K・factory 福本　勝則 飲食業 米子市米原1454－9

大西商店 大西　孝司 古紙回収業 米子市安倍268－1
安倍ヴィレッジ6号

㈱MnetCorporation 渡部　正人 学習塾 米子市米原5－3－20
相野ビル2F

（同）cocon 舛谷　剛 事務代行業 米子市角盤町3－32

㈲寿し善 近藤　宏 寿司製造業 米子市
皆生温泉1－10－22

㈱トライアングル 三好　雅宏 設備製造・保守 米子市旗ケ崎7－4－30
（同）GSC 桃園　政幸 警備業 米子市新開4－8－32
㈱New Value 
Creation 笠谷　信明 経営コンサルタント 米子市

旗ケ崎2－14－15
㈱ゼロアクション
アーキテクト 松永　裕治 総合建設業 米子市西福原4－9－28

㈱ホームテック 野田　明 建設業 米子市両三柳2296－8

㈱ダイヤテック 植田　孝志 アスファルト道路切
断工事 米子市上福原2－9－23

㈱松田管理 松田　常志 建設業 米子市尾高744－6

㈱ユイリング 井口　由美子 トレーニングサロン・
健康食品通販 米子市夜見町2165

㈲田川商事 田川　幹郎 石油卸業・
ガソリンスタンド

西伯郡
大山町所子243－9

スタープランニング
（同） 長谷川　博崇 生命保険・損害保険 米子市

皆生新田3－19－25
㈱クアトロ 諸田　仁 リサイクルショップ 米子市新開5－1－7
ぜんしん
保険サービス㈱ 石倉　和文 保険代理業 米子市米原4－1－31

㈱MAKIYA 秋山　幸子 菓子製造業 米子市目久美町82－1
㈱KMS’ 木本　克成 飲食業 米子市明治町132

㈲米川 米川　祐介 飲食業・
不動産賃貸業 米子市錦町2－69

㈱大加技建 加藤　大輔 左官・土木工事業 境港市朝日町57－2

㈲おおとり商事 草瀬　武志 菓子販売・たばこ・切
手類販売 米子市大谷町139－7

（特非）山陰福祉の会 山中　裕二 福祉サービス 米子市加茂町2－180
国際ファミリープラザ

㈱グリーンズ 佐々木　博 菓子販売・たばこ・切
手類販売 境港市中野町415

ローカルエナジー㈱ 加藤　典裕 電力小売・
卸売事業 米子市角盤町1－55－2

㈱ディーマジック 吉田　慎吾 デザイン業 米子市角盤町1－27－6
（宗）光西寺 宮本　寛雄 寺院 米子市博労町1－67
㈲ダイヤモンド 矢田貝　福美 事務受託業 米子市上後藤3－15－1

（同）アール・テック 恩部　智識 システム運営・
情報通信 米子市河崎655－1

ジェイ・メンズ㈲ 岡本　英樹 車輌販売 米子市
皆生新田1－5－1

大山測地設計㈱ 渡部　規充 土木設計
コンサルタント 米子市彦名町7107

㈲塚田建設 塚田　昌実 建設業・土木一式 米子市安倍680－8
（同）Nosaka 野坂　孝 飲食業 米子市昭和町62

（司）田中事務所 田中　健雄 司法書士 米子市
旗ケ崎7－11－25

KAGEYAMA㈱ 景山　健一 建築業・リフォーム 西伯郡日吉津村
日吉津95－1

㈲光和鉱油 田川　幹郎 石油製品販売業・
自動車販売、修理

西伯郡
大山町所子266－1

高橋電工 高橋　一夫 電気工事業 米子市両三柳3048－21

法　　人　　名 代表者名 業　　　　種 所　在　地

（医）田本会 田本　直弘 診療所の経営 米子市
車尾南1－15－48

㈱幸一 谷田　みどり 飲食業・不動産賃貸
業

米子市
旗ケ崎7－24－21

NPO法人
サポートイルカ 瀬川　京子 障がい福祉サービス 米子市新山1

（特非）サークル 吉持　秀紀 障がい福祉事業 米子市
淀江町中間403－4

㈲サロンドアップル 田中　敬子 美容一般 米子市旗ケ崎8－5－13
パシフィックゴルフ
マネージメント㈱ 田中　耕太郎 ゴルフ場運営 東京都台東区東上野1－

14－7アイエムタワー
㈱いけぐち
エステート 池口　初枝 不動産業 米子市

淀江町今津276－20
㈲スタジオモリヤス 森安　敏之 フォトスタジオ 米子市道笑町4－87－3
ヤスカタ水道㈱ 安酸　得悦 管工事業 米子市旗ケ崎6－14－8
㈱西村工業 西村　英昭 建設業 境港市元町1878

ピクニコP＆C㈱ 神辺　勉 飲食業 松江市西川津町4101
サニークボタⅡ101

㈱クリエイティブ
サポート 伊田　武志 学習塾・

フィットネスクラブ
米子市両三柳323－1
大共ビル1F

㈱エイチアールイー 細田　和正 生命保険代理店・損
害保険代理店 米子市石井310－3

㈱アキヨシフード
サービス 比田　明義 飲食業 境港市上道町3147

㈱阿部建装 阿部　秀幸 内装工事・軽天工事・
ボード工事 境港市米川町38－4

㈱JTYホテル
マネージメント 中島　太郎 ホテル業 米子市新開6－8－29

㈲アールクリーン 村上　裕子 一般廃棄物
収集運搬業 米子市蚊屋733

㈱メディアサービス 渡邉　歩 新聞販売業 米子市道笑町1－14
㈱クライム 宮本　尚人 建設業 米子市富益町4335－5

㈲森和 乗本　伸 運送業 日野郡
江府町佐川159－12

（特非）幸伸 西村　偉 福祉事業 米子市
旗ケ崎7－11－27

㈱マイオフィス 西村　嘉人 給与計算事務代行業 境港市上道町2115－3

タイヤ倉庫㈱ 頼田　剛 タイヤ・カー用品販
売 米子市米原7－2－1

㈱HHP 景山　真次 整骨院・鍼灸院・通所
介護

米子市
角盤町1－176－1

㈱フリースタイル 角　武志 自動車販売・修理 境港市竹内町1372－1
村田家㈱ 村田　博 建設業 米子市陰田町627－5

㈱所子建設 中川　郁夫 建設業 西伯郡
大山町所子263－1

木下ファーム（同） 木下　鴻 農業・農業請負 米子市尾高855

㈱清水設備 清水　孝史 管工事・水道衛生設
備工事

西伯郡
伯耆町押口332－3

㈲藍和 藍野　達明 土木工事業 西伯郡伯耆町吉長301
㈱ヒラシンネット
ワークス 平新　哲也 電気通信工事業 米子市新開6－1－35

㈱一昇 田中　和弘 建設業 米子市日下160－1
㈱渡邊機工 渡邊　裕行 機械器具設置工事 米子市蚊屋250－1

㈱Y，z 松田　顕二 運送業 西伯郡
大山町押平59－72

喫茶ピアス 松本　吉郎 喫茶 境港市弥生町171
ビーイング㈲ 長谷川　義明 不動産業 米子市末広町261
ローラン 住田　武士 喫茶 米子市旗ケ崎7－15－18
㈱大山キララ
ファーム 黒住　義人 農産物の生産・

販売・加工 米子市流通町158－20

おおくに電建㈱ 表　雅幸 電気・通信業 東伯郡琴浦町赤碕63

川口乳母車店 川口　寛 靴、合羽、乗物卸・小
売 米子市四日市町67

山陰貿易㈱ 唐　百成 雑貨の販売及び輸出
入 米子市明治町191

㈱チャーター山陰 内田　徹 一般貨物運送業 米子市富益町60－24
㈱⻆屋食品 ⻆谷　直樹 食品製造業 境港市竹内団地62
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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

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
　あることをきっかけに年に一度は大山に登ることを自らに課
して７年が経つ。近年シーズン土日の夏山登山道は老若男女国
籍多彩に入り乱れ混雑することしばしば。このため未踏のルー
トに挑戦したり、古道をトレッキングしたりと色々楽しんでい
る。今年はダウンヒルサイクリングもやってみたい。私にとっ
てそれまで大山は日常生活の風景でしかなかったけど、最近は
大山に関する報道や記事には必ず目がいくようになり、何かし
ら気になる存在となっている。1300年祭は大いに楽しみましょ
う。でも、大山ネイティブとしてはこれからも地道につきあい、
時々に大山の「おかげさん」をいただけたら充分です。

広報委員　山根　卓二

新規会員を募集しています。
～法人会ご加入のおすすめ～

お申し込み、お問い合わせは事務局へご連絡下さい

yonago-h23@true.ocn.ne.jpメール
http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/yonago/HP

FAX 0859-32-6615TEL 0859-32-6616

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

第35回 全国法人会総連合 鳥取大会
～いよいよ 本年10月11日（木）開催 !! ～

いよいよ今年は、鳥取大会が開催されます。
全国41県連から約1700名が来鳥されることから

大会運営にあたり前日・当日スタッフを100名程度予定しています。
会員の皆さま、どうぞ、ご支援ご協力を宜しくお願いします。
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阿弥陀堂

大神山神社奥宮
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2 0 1 8 年、鳥取県の名峰「大山」は開山より 1 3 0 0 年

大山 1300

大山寺


