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　会員の皆様には、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

様には、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。

　国内経済は、輸出がおおむね横ばいとなっているものの、高水準の企業収益や雇用環境の改善

が、設備投資や個人消費の増加に波及しており、緩やかながらも景気の拡大基調が続いています。

　また、海外経済については、米中の貿易摩擦をはじめとした保護主義的な動きや、中国経済の

変調、英国のＥＵ離脱などの地政学的リスクに、注視していく必要があります。

　当地においても、景気回復の流れは続いており、個人消費も基調として底堅い動きが続いてい

ますが、全国に比べて人手不足感が強いなど、先行きには不透明な状況もあります。

　一方、来年度の税制改正では、10月に予定されている消費税率10％への引上げに伴う軽減税率

の導入と、住宅ローン減税の延長、イノベーション促進のための研究開発税制の見直し、個人事

業者の事業承継支援策などが盛り込まれました。

　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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　米子市の中心地、中海に臨む湊
みなと

山
やま

に築かれた米子城は、山頂に五重の天
てん

守
しゅ

閣
かく

と四
し

重
じゅう

櫓
やぐら

の大小二つの天守を持

つ壮麗な城で、「山陰随
ずい

一
いち

の名城」と呼ばれていました。今は、建物はすべて失われていますが、石垣などは

良く残り、往時の姿をよくとどめています。平成１８年（2006）に本丸、二の丸などが国史跡に指定されました。

　市民から米子城一帯は「しろやま（城山）」とよばれ、憩いの場として親しまれています。なんといっても

その最大の魅力は、天守跡からの３６０度のパノラマです。麓
ふもと

から山頂まで歩いて１０～１５分、木立を抜け

ると、そびえたつ石垣、そして本丸の石段を上がると、秀峰大山、日本海、市街地、中海、また、隠岐島など

も一望できます。そして、大山から昇る朝日から、中海に沈む夕日、城下町の夜景など、移り行く風景は、四

季を通じて楽しめる観光スポットでもあります。

　お城好きにとって有名なこの城は、平成29年（2017）、日本城郭協会により「続日本100名城」にも選定され、

外国人観光客などの来訪者もどんどん増えています。

　米子城は、室町時代、応
おう

仁
にん

の乱の頃の応仁～文
ぶん

明
めい

年間（1467 ～ 1487）、山
やま

名
な

宗
むね

之
ゆき

により砦
とりで

として築かれたこ

とに始まります。石垣を備えた本格的な城としては、戦国時代末期の天
てん

正
しょう

１９年（1591）ごろに西伯
ほう

耆
き

の領主

となり月
がっ

山
さん

富
と

田
だ

城
じょう

（島根県安来市広瀬町）に入った吉
きっ

川
かわ

広
ひろ

家
いえ

が、湊山に築城を開始したといわれています。し

かし、慶
けい

長
ちょう

５年（1600）の関
せき

ヶ
が

原
はら

の戦いの後、吉川広家は岩国に転
てん

封
ぽう

となり、代わって伯耆１８万石の領主と

して駿
する

河
が

国駿
すん

府
ぷ

城
じょう

（静岡市）から入った中
なか

村
むら

一
かず

忠
ただ

により慶長７年（1602）頃に完成したといわれています。そ

の後、城主は加
か

藤
とう

貞
さだ

泰
やす

、池
いけ

田
だ

由
よし

之
ゆき

とかわり、寛永９年（1632）からは、鳥取藩主席家老の荒
あら

尾
お

成
なり

利
とし

が米子城預

かりとなり、明治２年（1869）に藩庁へ引き渡されるまで代々荒尾氏が管理しました。

空も山も海も街も！ ３６０度の絶景の城！

1. 米子城の歴史

春の米子城跡と大山 天守からみる大山からの初日の出

雪の米子城跡
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　現在は、往時の建物も失われ、しろやまの森となっている米子城跡ですが、平成２７年度から進めている確

認調査の結果、鬱
うっ

蒼
そう

と茂る樹林の中に眠る、築城初期の米子城の姿がおぼろげながら見えてきました。

　米子城の縄張りは山頂部の本丸を中心にして、北側の内膳丸、東側の飯山には采
うね

女
め

丸
まる

の郭
くるわ

を配していましたが、

新たに本丸南西の水
みず

手
て

御
ご

門
もん

下
した

郭
くるわ

、南東の八
はち

幡
まん

台
たい

郭
くるわ

が発見されたのです。この郭の存在から、築城初期の段階では、

特に中海側の防御を重視していたことがわかってきました。

　なかでも、平成２８年度に確認された登
のぼ

り石
いし

垣
がき

は、全国ニュースにもなった大発見でした。この石垣は、米

子城の本丸遠
とお

見
み

櫓
やぐら

から北西の内膳丸にかけて尾根上に築かれています。登り石垣は、豊臣秀吉の朝鮮出兵（文
ぶん

禄
ろく

・慶
けい

長
ちょう

の役
えき

（1592 ～ 1598））の際に、日本の武将により朝鮮半島に築かれた倭
わ

城
じょう

に用いられた、敵の横移動

を遮断し、港湾を防御するための施設で、日本の城では、彦
ひこ

根
ね

城
じょう

や伊
い

予
よ

松
まつ

山
やま

城
じょう

など、全国でも数例しか見つか

っていない非常に珍しい石垣です。吉川広家は朝鮮に出陣し、加
か

藤
とう

清
きよ

正
まさ

などと共に苦難の戦をくぐり抜けました。

彼はこの戦いの中で、培
つちか

った最新技術である登り石垣を、築城中の米子城に早速取り入れたものと考えられます。

　また、平成２９年度には竪
たて

堀
ぼり

が確認されました。この竪堀は、本丸番
ばん

所
しょ

跡
あと

から北東の麓
ふもと

の枡
ます

形
がた

にかけて掘り

込まれています。攻めてきた敵が斜面で横移動するのを防ぐ目的を持つ竪堀は、中世の山城では一般的に作ら

れた防御施設です。この中世以来の技術である北東の竪堀と、当時の最新技術であった北西の登り石垣、本丸

から延びるこの２つの防御ラインで、城主御殿のある二の丸を囲むように守っていたわけです。このような構

造の城は、今のところ全国唯一です。さらに、登り石垣は内膳丸から水手御門下郭までつながる防御ライン、

竪堀は麓の二の丸高石垣につながる防御ラインを築いてい

ます。このように、米子城は海に張り出した湊山の地形を

巧みに利用して、中海側に対して防御性の高い縄張りを構

築していたことが推察できます。

　そんな最新の発掘調査成果が続々と発見される米子城跡

は、今、城マニアからも注目の的で、城郭愛好家として名

高い落語家、春風亭昇太師匠も米子城跡を何度も訪れ、大

絶賛しています!

　米子城は、湊山頂上の天守（本丸）を中心に､ 北の内
ない

膳
ぜん

丸
まる

､ 東の飯
いいのやま

山を出丸として、湊山ふもとに二の丸，

三の丸を配し、城郭中枢部は中海から水を引き込んだ内
うち

堀
ぼり

を廻らせて防御していました。さらに外堀を巡らし、

内堀と外堀の間に武家屋敷を、外堀の外側に町人区を配していました。また、中海に張り出した立地から配さ

れた2つの湊のうち、南麓には海防の要
かなめ

である水軍基地を擁する軍港深
ふか

浦
うら

を配し、北側には町人にも広く開放

した商港米子湊（現在の米子港）を配しました。このため、中海に通じる外堀の水運を利用した商売がさかん

となり、外堀沿いには蔵が立ち並び、城下町は伯耆の文化的、経済的中心として繁栄し、今に繋がる「商都米

子」を形成していきました。この城下町は、今の米子のまちの基礎となっており、そのころの区画や小
しょう

路
じ

など

が今もまちのあちこちに残っています。

2. 今に残る米子の城下町

3. 見えてきた米子城のすがた！

春風亭昇太師匠と米子城跡
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　そんな魅力満載の米子城跡、実は、その後の知られざる秘密もいっぱいあります。

　廃城令が出された後、米子城は明治時代の初めには城の建物は取り壊されてしまいました。民間の所有となった

米子城跡には、明治３５年（1902）山頂に「弘楽園」が開かれ、休憩所「富士見亭」で出されたうば団子は米

子名物でした。また、かつてお殿様が暮らした二の丸には、明治時代終わり頃から昭和初期まで民家がありま

した。当時の地図や写真によると、民家４軒と梅林があり、そして今も残る御
ご

殿
てん

井
い

戸
ど

が使われていたようです。

湊山から湧き出る水は名水とうたわれた湧き水でしたし、殿さまも飲まれたであろうその水はさぞかしおいし

かったことでしょう。

　さらに、枡形と枡形の階段を上がったところには、明治３９年（1906）に米
べい

城
じょう

焼
やき

という陶器の窯が作られま

した。その後、米城焼は昭和２０年（1945）、強制疎開により閉窯してしまいます。今も残っていれば、米子

の名産品であったことは間違いないでしょう。

　また、現在国道９号線が通り、介護施設などのある、飯山との鞍
あん

部
ぶ

斜面には、明治20年代半ば、米子におけ

る牛乳業の創始者とされる原　文六が開業した牧場がありました。息子の弘業はさらに経営を拡大し、牧場の

そばに牛乳神社も建立したものの、戦争による牧草不足で昭和１５年（1940）に閉鎖されました。私たちが普

段何の気なしに走っている９号線のあたりに牧場があったんですよ。

　時代は昭和になり、第二次世界大戦が終わった後の昭和２５年（1950）、

鳥取県と米子市の共催により「鳥取県産業観光米子大博覧会」が湊山公

園一帯で開催されました。主な展示施設は、全国の特産物を展示する府

県館、鳥取県の産業を紹介する産業館、スポーツ館、美術館、こども館

などでした。中でも、二の丸から三の丸にかけて造られた４０ｍの大滑

り台は大好評でした。写真を見ると、確かに二の丸の高石垣に滑り台が

かかっています!本当に滑ったことのある方のお話では、とても楽しくて、

連日行列の賑わいだったそうです。

　このように、米子城跡は、明治時代になってお城としての役目を終え

た後も、地域の人々の憩いの場として、日々の生活に欠かせない風景と

して、今に至るまで親しまれてきたのです。

4. なるほど！ 米子城～しろやまのその後…
　　　　　　　　牧場も窯元も滑り台もあった！

米城焼　昭和10年代 米子博覧会の大滑り台

原牧場　昭和10年代
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さいごに 米子城跡をまもり、つなぐために

　国史跡米子城跡の謎の解明は、ようやく始まったばかりです。米子市では現在、米子城跡の保

存整備に向けた、様々な取り組みを進めています。と同時に、米子城跡の価値や魅力を全国に向

けて広く発信し、城を活かしたまちづくりを推進するために、平成２８年度から「シンポジウム」

や「フェスタ」、「ライトアップ」など、米子城を使った各種イベント「米子城魅せる！プロジェクト」

を展開しています。このようなイベントを通じて、お城好きの人も、そうでない人も、広く一般

の方々に、いろんなアプローチで、気軽に親しんでもらえればと思います。そして、先人たちが

愛してきた米子城跡を確実に保存し、

百年後、二百年後のわがまちの誇りと

して繋いでいければと願っています。

　まちなかにありながら、歴史と自然

にあふれる、魅力満載の米子城跡、皆

さんもぜひ、そんなしろやまに足を運

び、在
あ

りし日の米子城の面
おも

影
かげ

を探りな

がら散策してみませんか?

　新しい発見があるかもしれません…

米子城フェスタ

米子城跡ガイドマップより

米子城　まるごとウォーク

ライトアップされた天守
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税理士
播　間　光　広
まほろば税理士法人

　お正月映画の顔といえば「昭和」が男はつらいよの『寅さん』なら、「平成」
は釣りバカ日誌の『ハマちゃん』じゃないでしょうか。西田敏行扮する魚釣りと
家族をこよなく愛する万年ヒラ社員の「ハマちゃん」こと浜崎伝助。ひょんなことから釣りの弟子と
なった初老の男性、通称「スーさん」は、なんとハマちゃんが勤務する鈴木建設の社長、鈴木一之助
（三國連太郎）だったのだ。仕事より魚釣り優先のハマちゃん。出世には縁がなく、愛妻、みち子さ
ん（石田えり）のために働くも、給料はまったく上がらない日々。
　そんなある日、経理部長から、
「社員の給与を前年より上げれば、法人税が安くなるそうですよ」
という報告を受けた社長のスーさん。
　早速、どんな税制か調べてみることに・・・

　自民党安倍政権のもと、企業の賃上げを促し、それによって消費拡大による経済成長を図ろうとア
ベノミクスの減税策として平成25年度税制改正で打ち出された「所得拡大促進税制」。前年より給
料が上がれば、法人税が減税になるということで適用された会社も多いのではないでしょうか。まず
は、現行制度の復習です。

　いかがでしょう。用語の定義も難しく、③の平均給与等支給額つまり、一人当たりの１ヶ月当たり
給与の平均額を算出するのが面倒くさく、適用を断念された会社もあるのではないでしょうか。そん

【現行制度の概要】※ここでは中小企業者を前提とする
〔適用要件〕
　① 雇用者給与等支給額が、基準雇用者給与等支給額から３％以上増加していること。
　② 雇用者給与等支給額が、比較雇用者給与等支給額以上であること。
　③ 平均給与等支給額が、比較平均給与等支給額を超えること。

〔税額控除額〕
　★基準雇用者給与等支給額との増加額の10％（ただし、法人税額の20%以内）
〔上乗せ控除要件〕
　① 平均給与等支給額が、比較平均給与等支給額から２％以上増加していること。

〔上乗せ税額控除額〕
　★比較雇用者給与等支給額からの増加額×12％を上乗せ控除

もし映画『釣りバカ日誌』が
平成30年度改正の所得拡大促進税制の
適用を受けたら
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な、申告前にエクセルでの集計作業に汗水流された経理担当者さんに朗報です！！経理担当者泣かせ
のこの制度が、平成30年4月1日開始する事業年度（つまり平成31年3月決算）から、計算が超～簡
単になります。

　題して、「賃上げ・生産性向上のための税制（経済産業省）」（以後「新制度」）です。

と、上乗せ控除要件については、②、③のいずれか選択要件が増え、少しハードルが
高くなりました。その分、税額控除率も25％と高いので、利益が出ている優良企業に
とってはチャレンジしたい減税制度です。給料が上がれば、従業員さんもハッピーに
なることですし。
　果たして、鈴木建設社長のスーさんは、営業成績よりも魚釣りに人生をささげる釣
りバカ社員ハマちゃんの給与を上げるのだろうか？

　いかがでしょう。すごくスッキリしましたよね。特に、④の途中入退社の月数カウントがなくなる
のは、間違いなく経理担当者も喜ばれるはず。
　そして、税額控除額も15％と太っ腹です。
　また、上乗せ控除の適用要件も以下のように変わりました。

【新制度変更点】
①「基準事業年度」の概念が廃止されたため、基準雇用者給与等支給額との比較がなくなった。
② 平均給与等支給額の概念が廃止されたため、一人当たりの1ヶ月当たり平均給与を計算しなく
てよくなった。

③ これにより、適用要件が、継続雇用者給与等支給額が前年と比べて1.5％以上増加しているこ
ととなった。

④ 継続雇用者の定義が、前年と適用年度の全期間（24か月）において給与を支給した者となっ
たので、年の中途で入社または退職したものを完全に集計から除外できる。

【新制度・税額控除額】
★雇用者給与等支給額の前年との増加額の15％（ただし、法人税額の20%以内）

【新制度・上乗せ控除要件】
① 継続雇用者給与等支給額が前年から2．5％以上増加していること【必須】
② 教育訓練費の額が、中小企業比較教育訓練費の額から10％以上増加していること【選択】
③ 経営力向上計画（中小企業等経営強化法13条1項）の認定を受けており、計画に記載された
経営力向上が確実に行われたことにつき一定の照明がされたものであること【選択】

【新制度・上乗せ税額控除額】

★税額控除率を15％から25％として計算
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大会宣言
　われわれ法人会は、「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、
企業の税務コンプライアンス向上に資する取組など、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、好調な企業業績などを背景に緩
やかな拡大基調を続けているが、自律的で力強い好循環
に入ったとは言い難い。一方、国際経済面では、アメリカ
の保護主義的政策が各国との経済摩擦に発展しており、わ
が国にとっても看過できないリスクとなっている。

　財政健全化は国家的課題である。消費税引き上げの再
延期に伴い、プライマリーバランス黒字化目標の達成時期
が大幅に延期されたが、持続可能な社会保障制度と財政
健全化の両立を目指した「社会保障と税の一体改革」の理
念に立ち帰り、歳出・歳入の一体改革を着実に実行するこ
とが極めて重要である。

　中小企業は、地域経済の活性化や雇用の確保に大きく
貢献しており、わが国経済の礎である。グローバル経済や
厳しい環境変化に対応し、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
31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、納税意識の向上に努めてきた法人会は、ここ
鳥取の地で全国の会員企業の総意として、以上宣言する。

平成 30 年10月11日
全国法人会総連合全国大会

第35回法人会全国大会 「鳥取大会」 開催
　平成30年10月11日、当地鳥
取市において、第35回法人会
全国大会が、全国から1600名
を超える会員をはじめ、官公
庁、友誼団体、協力保険会社、
多数の来賓、そして地域の企
業経営者の方々の参加を得て、
盛大に開催されました。

　第１部では、地元の株式会社大山どり 代表取締役　
島原道範氏による、「大山どりの奇跡　35歳、どん底か
らの挑戦」をテーマとした記念講演が開催されました。
　第２部では、鳥取県法人会連合会 藤本英興会長によ
る開会の辞、全法連 小林栄三会長の主催者挨拶に続
き、国税庁の藤井健志長官、鳥取県の平井伸治知事、
鳥取市の羽場恭一副市長らを来賓に迎えての式典が挙
行されました。
　その後、表彰状贈呈では、会員増強・研修参加率向上・
福利厚生制度推進部門において、鳥取県法人会連合会、
佐賀県法人会連合会、沖縄県法人会連合会がそれぞれ
受賞されました。 会員増強単位会部門では、鳥取法人
会が純増全国１位、米子法人会が全国２位となり特別
最優秀賞、倉吉法人会が努力賞を受賞しました。
　続いて、主要活動である税制提言の報告、直方法人
会青年部会による租税教育活動の報告、大会宣言が読
み上げられました。 最後に、次年度主管県連の三重県
法人会連合会 宮﨑由至会長の閉会の辞をもって終了
しました。
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10月24日、三田共用会議所での「国税庁長官納税表彰式」において、㈲坂口経理指導センター　坂口千加広氏が表彰されました。
また、11月9日、ホテルセンチュリー21広島での「広島国税局長納税表彰式」において、㈱米子青果 上田博久氏が表彰されました。

　10月11日に開かれた「法人会全国大会鳥取大会」で採択・確認された「平成31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。

渡辺穣爾米子市議会議長に
（左：高橋委員長、右:坂口副会長）

赤沢亮正衆議院議員に
(左：青砥会長、右:坂口副会長）

中村勝治境港市長に
（左：岡空副会長、右:境港支部役員）

伊木隆司米子市長に
（左：高橋委員長、右:坂口副会長）

柊康弘境港市議会議長に
（左：岡空副会長、右:境港支部役員）

平成31年度税制改正スローガン
○ 財政健全化は国家的課題。目標の早期達成に向けて全力を！
○ 少子高齢化の急速な進行は不可避。社会構造変化に対応した社会保障制度の確立を！
○ 中小企業向け税制措置を拡充し、真の経済再生を！
○ 中小企業は雇用の担い手。事業承継税制の改革は地方活性化のためにも重要！

平成31年度税制改正等の提言活動

平成30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30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。

岡空副会長と喜びの受賞者栄えある受賞おめでとうございます

署長表彰
㈱ 三 伸 総 合 設 備 清　水　妙　子 氏

署長感謝状
山 根 商 事 ㈱ 山 根 文 教 氏
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ネームプレートを取付けた坂口副会長 百日紅を取り囲んだ参加者

米子市伊澤副市長に「目録」贈呈 来賓の皆様と植樹

　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。
　米子法人会では、平成21年から平成26年までは、同市の「湊山公園」にソメイヨシノの寄贈を
行っていましたが、同公園が桜の木で一杯となったため、平成27年からは、「弓ヶ浜公園」にサ
ルスベリの植樹を行っています。今年は10回目で節目の植樹となり、この公園では今回で4回目、
これで12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、今回植樹したものは赤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いて、サルスベリの花を楽し
んでもらいたいと思います。
　この活動は、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
行っており、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、米子税務署南本春二署長、米子市伊澤勇人副市長らに参加をいただき、当会の坂口
千加広副会長、多くの会員とともに植樹を行いました。
　寄贈式では坂口副会長が、「米子法人会では、色々な社会貢献活動を行っており、環境整備に
も積極的に協力していきたい。これからも公園緑化事業に継続して取り組りくむことで、更に魅
力的な公園となり、市民の方の憩いの場所になって欲しい。」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。
　これからも、「地域とともに歩む米子法人会」を目指して、いろいろな社会貢献活動を続けて
いきたいと考えております。

公園整備事業 10年目の植樹
～ 街に緑を心に豊かさを ～　

社会貢献活動のコーナー
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　10月24日、西日本豪雨被災地支援のため、大山アークカントリー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 224,000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、豪雨被災地の復興状況、今後の
見通し等について詳しい説明がありました。
　チャリティーイベント「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すが、今回は平成30年7月に発生し、中国地
方に甚大な被害をもたらした西日本豪雨被災地復興支援のため、米子法人会の会員が中心となって参加し
開催されました。
　米子法人会としても、被災地の一刻も早い復興を願ってやみません。

被災地支援チャリティーイベント：ゴルフコンペ開催

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
㈱あおい総合設計 ㈲角森自動車工業
㈱井ゲタ竹内 ㈱鳥取銀行
㈲いけびんストーア 鳥取県金属熱処理（協業）
㈱稲田本店 ㈱トンボ
㈱岩崎組 ハルト建設㈱
AIG損害保険㈱米子支店 ㈱ハローツーリスト
オキイ清掃㈲ 広島ガスエナジー㈱
皆生温泉旅館業(協） ㈲フレッシュ電子
皆生中央興業㈱ 堀田石油㈱
㈱皆生つるや ㈲益尾地所
㈲勝部朝日会計 まほろば税理士法人
㈲上後藤コンタクトレンズセンター 美保テクノス㈱
河合商事㈱ ㈲村尾事務機
木下ファーム(同） ㈱やまさき
㈱ケイズ 山根商事㈱
㈲寿商事 米子信用金庫
㈲坂口経理指導センター ㈱米子青果
坂口（合名） ㈱米子セントラル不動産管理
㈲笹間建材店 米子第一交通㈱
サンイン技術コンサルタント㈱ 米子八王寺工業㈱
山陰車輌整備㈱ ㈲米子屋旅館
㈱山陰ビデオシステム ワタキューセイモア㈱
㈱山陰放送 アフラック鳥取県アソシエイツ会
㈱三伸総合設備 鳥取県西部総合事務所
㈲松月旅館 鳥取県西部総合事務所福祉保健局
医療法人社団 周防内科医院 米子市役所
㈱葬仙 米子商工会議所
大同警備保障㈲ 米子税務署
大同生命保険㈱ 川田
㈲タイヤセンターナガミ 国谷
㈲髙田 佐藤
㈲高橋会計事務所 田中　三弥子
㈲たみや 長本
㈱中央機材

「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約130
箱にのぼり、9月19日、介護老人保健施設「ゆうとぴあ」
障害者支援施設「もみの木園」、及び介護老人保健施設「は
まかぜ」の3つの施設に寄贈しました。

鳥取県西部総合事務所長に
目録を渡す青砥会長

チャリティー募金に感謝
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　今年度より米子法人会青年部会に入会させていただき、同時に租税教室の新米講師を務めさ

せていただきました。講師本番を前にまずは車尾小学校、住吉小学校にて先輩講師の授業を見

学させていただき授業の進め方をしっかり学びました。先輩講師の気持ちのこもった授業に圧

倒され私で役目が務まるかと不安も有りましたが、各学校で子供たちがきらきらと目を輝かせ

一生懸命授業を受ける姿を見るにつれ、子供たちの為に何とか頑張らなければと心を奮い立た

せました。

　私が講師として挑んだ記念すべき初授業は伯仙小学校でした。６年生2クラス70名の子供たち

を前に普段仕事では味わうことのない独特の緊張感の中、何を言ったかわからないままあっと

いう間に授業終了のチャイムが流れました。当日ご一緒いただいた講師の方の協力も得て、何

とか無事に講師デビューを果たすことが出来ました。

　初講師を経験し少しだけ自信と心の余裕を持って挑んだ２校目は弓ヶ浜小学校です。実は弓ヶ浜小学校は現在我が

子が６年生で在籍し、またPTAの役員として大変お世話になっている学校です。講師の依頼を受けた時からこの学校

は私にと、事務局の皆様に無理を言ってお願いした経緯があります。父親として、PTA役員として少しだけ子供たち

に格好いい姿を見せたい、そんな思いで挑みました。元気だけしか取り柄のない私、上手くしゃべれなくてもとにか

く大きな声で元気よく子供たちに税金の大切さを伝えようの思いであっという間に45分の授業が終わってしまいまし

た。

　２校の講師体験を終えて、想像していた以上に子供たちの税金に対する関心が高いこと、税金の使い道について真

剣に考えていてくれることに驚かされました。普段、税金について話題にすらならなかった我が家も租税教室をきっ

かけに息子の方から税金について質問が飛び出すようになり改めて児童への租税教室の必要性を感じる貴重な体験と

なりました。

　小さい頃になりたかった「学校の先生」の夢を叶えてくだ

さった法人会事務局の皆様、新米講師を温かい目で見守って

くださった諸先輩、そして何よりも真剣なまなざしで迎え入

れてくれた子供たちに感謝します。来年度以降も講師の依頼

があれば元気いっぱい

全力で取り組みますの

で引き続きよろしくお

願いいたします。

租税教室講師体験

青年部会会員
藤　原　実　男

AIG損害保険㈱
米子支店

社会貢献活動のコーナー
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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18日の日曜日、「親子で

税関見学・税金クイズ」を開催しました。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、

74名の親子が参加しました。

　昨年に続き、今回も受付開始直後から数多くの

申込みがあり、締切日を待たずに定員一杯となりました。中には、来年は早く申込んで必ず参加したい、とのお言葉

をいただき、主催者側としては大変うれしく感じました。

　最初に米子税務署の方による、「税金クイズ」を行いました。 税金は身近にあるものですが、大人でも悩んでしまう

よう質問もあり、税金に対する知識や理解をより深められたひと時となりました。

　税金クイズの後、神戸税関境税関支署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偽薬物を固定エックス線検査装置で見つける様子などを模擬体験し、その優れた装置

の性能に感心していました。

　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、異物の存在を嗅ぎ分けるデモンストレーションも

行われ、その能力の高さに驚かされた様子でした。

　また、税務署からイータ君、税関からはカスタム君が、子ども達を相手にそれぞれにパフォーマンスをしたり、親

子一緒になって記念撮影に応じるなど、和や

かな見学会でもありました。

　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学べた貴重な一日と

なり、大変喜ばれた一日になりました。

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

米子税務署の職員による税金クイズ

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
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　平成30年10月20日、米子コンベンションセンター周辺に
おいて開催された「第5回せいぶの農と食まつり」で法人会
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。
　この日は天候にも恵まれて、イベントには数多くの方が
訪れました。米子税務署より南本署長をはじめ7名の署員の
方、米子法人会から青砥会長、他スタッフ17名にご協力を
いただきました。
　親子での参加者も多く、「税について考える良い機会にな
った」との声も数多く聞かれました。
　この「税金クイズ」は鳥取県連の統一事業であり、税を
考える週間（11/11～11/17）に向けて、毎年開催しています。
　このイベントでの応募 595名様の正解者の中から厳正な
抽選を行い、当選者への賞品として「白バラ牛乳グッズセ
ット」をお送りしました。

県内統一「第5回税金クイズ」を実施
～ 「白バラ牛乳グッズセット」を正解者の中から抽選でプレゼント！ ～
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第8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
1,357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

啓成小学校　　就将小学校　車尾小学校　　福生東小学校　加茂小学校
大篠津小学校　成実小学校　箕蚊屋小学校　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
誠道小学校　　西伯小学校　会見小学校　　大山西小学校　大山小学校
名和小学校　　中山小学校　江府小学校

学
校
表
彰

学
校
表
彰

車尾小学校
神谷　理紗さん

鳥取県西部県税
事務所長賞

就将小学校　竹安　桜子さん

米子市美術館長賞

福米西小学校　三宅　舞依さん

米子税務署長賞

会見小学校　黒田　真央さん

中国税理士会米子支部長賞

明道小学校　山根　雫さん

米子法人会会長賞

伯仙小学校　安井　陽香さん車尾小学校　濵田　理紗子さん

米子法人会青年部会長賞

車尾小学校
川村　来未さん

箕蚊屋小学校　𠮷元　沙絵さん

尚徳小学校　遠藤　詩太さん

米子法人会女性部会長賞

明道小学校　秋本　沙耶さん

余子小学校　阿部　はのんさん 住吉小学校　淀屋　正美さん

尚徳小学校　山本　怜奈さん 福生東小学校　坂内　楓奈さん

米子法人会入賞
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青年部会のコーナー

　平成30年11月8日、9日の2日間『第32回法人会　全国青年の集い　岐阜大会』が開催さ
れ、全国各地から約2,500名が集まり、米子からは山根部会長、野口副部会長と3名で参加
してまいりました。
　今回の大会は、『未来を切り開く先駆けとなれ～「天下府武」発信の地　岐阜から』を
スローガンに、織田信長が岐阜の地から新たな時代を切り開いたように、法人会青年部も、
国や地域社会の未来を切り開き、持続可能な社会を実現するために信長のような発想力
や行動力の重要性を改めて認識する場とすることを目指し開催されました。
　大会式典では、全国法人会青年部会長の中村様より、全国の各単会で租税教室が行わ
れていて、継続していく事に加え活動の質をよりあげていくように呼び掛けられ、また全国法人会会長の小林
様からも、税のオピニオンリーダーとして、税を中心とした活動を積極的に展開し、地域社会に貢献して欲し
いという言葉を頂きました。
　租税教育プレゼンテーションでは、石川県は金沢法人会が最優秀賞を獲得し、事例発表もありました。繋が
る租税活動をテーマにただ生徒に教えるだけではなく、考える時間を設けて、税の使い道についてそれぞれ考
え、さらにそれを家庭に持ち帰り今度は親と一緒に考え、発表してもらうことでまた法人会と繋がるというよ
うな考えです。この大会に参加するまで全国で同じ内容で教えていると思っていたので正直驚きました。
　記念講演は、講師に紺野美沙子さんを迎え、『今わたしたちにできること～未来のために～』という演題で
講演をいただきました。紺野さんは女優業の他に国連開発計画（UNDP）親善大使を務めておられ、『持続可
能な開発目標（SDGs）』の目標の1つである、（産業と技術革新の基盤をつくろう）というテーマでケニアに訪
問された時の、メンテナンスが簡単なろ過装置を使った水の浄化や、その水を使った野菜栽培プロジェクト視
察の話などをお聞きすることができました。親善大使として自分のできる事を一生懸命やり広報活動にも力を
入れている、法人会青年部も租税活動を通じて地域社会に貢献して欲しいと話されました。女優として税金も
かなり納めています。この講演も引き受けたので、税務調査には来ないでくださいね。という一言も付け加え
ておきます。
　大懇親会では郷土料理の朴葉味噌をはじめ、飛騨牛や五平餅、地酒を堪能し、アトラクションでは美川憲一
さんによる歌謡ショーで盛り上がり交流を深める事ができました。
　この大会に参加させて頂き、法人会青年部の柱である租税活動の意義、全国にいる会員の熱い志を改めて感
じることができました。信長の凄さとはと考えた時、常識にとらわれない柔軟で斬新な発想と本質を見る力、
そしてアイデアを形にする行動力にあ
るのではないかと思います。今後の租
税活動に米子法人会ならではの工夫を
少し加えていければと感じました。
　次回は大分大会となります。全国青
年の集いは参加した者にとって様々な
気付きを得られる場となるはずです。
今回は貴重な体験をさせて頂き本当に
ありがとうございました。

第32回法人会  全国青年の集い  岐阜大会に参加して

青年部会会員
平　岡　憲　治
米子八王寺工業㈱
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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、厚くお礼を申し上
げます。
　さて、最近の税務を取り巻く環境に目を向け
ますと、経済取引の国際化・情報化などにより
大きく変化しております。
　特に、本年10月から実施されます消費税率引
き上げ及び軽減税率制度については、全ての事
業者の皆様に関わるものであり、当局といたし
ましては、あらゆる機会を捉え、広く一般の方
々への周知・広報に取り組んできたところであ
ります。
　米子法人会におかれましても、説明会の開催
や会報誌等を通じた周知・広報にご協力を頂い
ており、重ねてお礼申し上げますとともに、引
き続きご協力をお願いいたします。

（消費税率引き上げおよび軽減税率制度の実施）
　本年10月１日から、消費税及び地方消費税の
税率が８％から10％に引き上げられるのと同時
に、消費税の軽減税率制度が実施されます。軽
減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率は、
軽減税率（８％）と標準税率（10％）の複数税
率になります。
　軽減税率（８％）の対象品目は、①酒類・外
食を除く飲食料品、②週２回以上発行される新
聞（定期購読契約にもとづくもの）となっており、
特に飲食料品を販売する事業者の方は、税率ご
との商品管理やレジ・受発注システムの整備な
ど事前準備に相応の時間が必要な場合がありま
す。　
　また、飲食料品の販売がない事業者の方につ
いても、帳簿への区分経理が必要になってくる
など、軽減税率制度は全ての事業者の方に関係
があります。
　税務署では随時、どなたでも参加できる軽減
税率制度の説明会を開催しております。説明会

の開催日時や軽減税率制度の詳しい情報は、国
税庁ホームページをご覧いただき、軽減税率制
度の実施に向けた早めの準備をご検討ください。

（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30年分の所得税及び復興特別所得税、個
人事業者の消費税及び地方消費税並びに贈与税
の確定申告期を迎えております。
　税務署では、納税者の皆様の利便性向上に向
け、国税庁ホームページにおいて税に関する情
報やサービスを提供するとともに、画面の案内
に従って金額等を入力すれば申告書の作成がで
きる「確定申告書等作成コーナー」を開設、更
には、マイナンバーカードがなくてもe－Taxに
よる送信が可能となる「ID・パスワード方式」
を導入するなど、様々な取組を行っております。
　また、平成31年2月18日（月）から3月15日（金）
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、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
ようアドバイスを行っております。
　申告及び納付期限は、平成30年分所得税及び
復興特別所得税、贈与税は平成31年3月15日（金）、
個人事業者の消費税及び地方消費税は平成31年4
月1日（月）となっておりますので、お忘れのな
いようお願いいたします。

（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・徴収
高計算書データの送信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

南本　春二

消費税の軽減税率制度が実施されます

軽減税率制度に関するお問合せ先
○ご相談は、消費税軽減税率電話相談センターへ
　0570-030-456【9 ～ 17時（土日祝除く）】
○詳しい情報は、国税庁ＨＰ（www.nta.go.jp）
　特設サイト「消費税の軽減税率制度について」

税務署のコーナー
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河合商事は住まいづくりのパートナーとして
快適で豊かな住環境の創造をサポートしています

販売・修理
メーカー
問屋 出荷 河合商事

工務店様
お施主様

河合商事の役割 … 商品の仕入れ・販売・施工・修理

本社　鳥取県米子市上福原1332-8
電話 0859-34-1220
FAX 0859-34-2950

鳥取営業所　鳥取県鳥取市叶122-3

河合商事株式会社
●仕事内容
　住宅の水回り設備の販売施工とアフターサービス

●取扱商品
　システムキッチン、システムバス、トイレ、洗面
　エコキュート、石油給湯器、家電、建材

●主要取扱メーカー
　TOTO、LIXIL、トクラス、タカラスタンダード
　パナソニック、ハウステック、トーヨーキッチン
　長府製作所、コロナ、リンナイ、三菱電機

会員のコーナー
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新 入 会 員 の ご 紹 介（平成30年8月～平成31年1月）
法　　人　　名 代表者名 業　　　　種 所　在　地

（株）クローバーコンサルティング 奥岩　浩基 飲食業 米子市高島298-2

（福）ひばり保育会 佐藤多美惠 保育園 米子市上福原5-13-78

アフラック募集代理店　山尾　方人 山尾　方人 保険業 米子市安倍1197

（株）日本教育クリエイト 日野原久美子 教育等 米子市東町234　米子開発ビル4F

（株）アカマツ 赤松雄一郎 建設業 日野郡日野町貝原13-1

（有）田中商店 田中　健治 集配業 米子市泉121-3

（福）もみの木福祉会 𠮷持　武平 福祉事業 米子市富益町4660

税理士法人　松本会計事務所 松本　正福 税務・会計業務 境港市外江町3801

ラーメン専門店　天　心 吉田　　誠 飲食業 米子市東山町38-2

三光ホールディングス（株） 三輪　陽通 グループ全体の経営管理 境港市昭和町5-17

（株）MARC研究所 草瀬　　新 技術コンサルタント・設計支援請負い業 日野郡日野町門谷600

（株）べんけい 藤川　知将 建設業 米子市淀江町佐陀1977　パークハイツ淀江A205

（株）エフズライン 舩越　亮則 運送業 米子市淀江町今津110-1

（株）美なと亭 渡邉　　昇 飲食業 境港市竹内団地255-4

（同）乾建設工業 乾　　扶美 建設業 米子市福市1849-2

（株）DANCE　Inc. 多城　勇輝 美容業 米子市米原6-18-34

（株）リバーサルアイム 神谷  理恵 縫製業 米子市米原3-8-29

（株）優美 正留　優美 サービス業 米子市皆生新田3-8-3

タカ工業 （株） 才木　貴史 建設（土木）業 米子市両三柳5205

アフラック募集代理店　竹村　ちえみ 竹村ちえみ 保険業 西伯郡日吉津村日吉津439-7

海士建築 竹村　清紀 建築業 西伯郡日吉津村日吉津439-7

（株）美咲 小佐田常男 小売業 米子市車尾南1-12-28

（株）岡瀧工業 岡瀧　善信 金属加工業 境港市高松町1384-5

第８回 定時総会記念
講演会のお知らせ

『 激動する世界
   日本の針路を考える(仮) 』

テーマ

ジャーナリスト
長谷川　幸洋  氏

講　師

2019年5月23日(木) 
14：00～ 15：30

日　時

スマイルホテル米子
会　場
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山陰支社/鳥取県米子市博労町4-356(山本ビル2F)
TEL 0859-22-6741
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編集後記
　城山（しろやま）に行かいや！子供の頃、近所の友達と遊び（冒険）に行き一人はぐれた夕暮れ、道に迷い泣きながら帰り、
恐かった思い出が蘇る。昔はどこの家からも二階に上がると大山と城山が見えていた。
　近年、城山がライトアップされ注目を集めているのは城山が米子人の心の故郷で米子のシンボルとして愛しく思えている
からでしょう。
　ある尊敬していた社長さんが生前、商売で悩んだ時、城山に登ると必ず解消できる、と言われた言葉を晴天の日に愛犬と
登った城山の頂上で久しぶりに思い出した。
　眼下に広がる米子の街並み、大山と日本海・弓ヶ浜・島根半島・中海…。自分はなんと素晴らしい所に暮らしているんだ！
とあらためて気づいた。これからもこの地域を温かく見守ってください。しろやま!!

広報副委員長　足立　耕太郎

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

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

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

経営に差がつく！ 人脈がひろがる！税の知識が
身につく！

法人会の理念
法人会は税のオピニオンリーダーとして
企業の発展を支援し　地域の振興に寄与し

国と社会の繁栄に貢献する
経営者の団体である

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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