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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。

　国内景気は、中国経済の減速などの影響がみられるものの、きわめて緩和的な金融環境や政府

支出による下支えなどを背景に、国内需要は底堅く推移しており、緩やかな拡大基調を維持して

いると見られています。

　海外経済では、米中貿易摩擦の激化や保護主義的な動き、英国のEU離脱の行方など不確実性

が高まっており、引続き注視する必要があります。

　当地においても、基調として底堅い動きが続いていますが、個人消費などに力強さが欠け人手

不足感が強いなど、先行きは不透明な状況にあります。

　2019年度税制改正では、企業の収益が設備投資の増加につながるよう「中小企業向け設備投資

促進税制」「災害に対する事前対策のための設備投資に係る税制上の措置」、質の高い研究を後押

しするため「イノベーション促進のための研究開発税制」等の創設や見直しが図られました。ま

た、個人事業者の円滑な世代交代を通じた事業承継を促進するための「個人事業者の事業承継税

制」も創設されました。

　加えて、本年10月1日に消費税が10%へ引き上げられるのに伴い、軽減税率制度が実施される

とともに、需要変動の平準化等の観点から、住宅取得等に対する税法上の支援策と車体課税の見

直し等も行われます。

　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、会員企業さまをはじめ、関係各位、そして地域の皆さまのご健勝とご繁

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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KAIKE ONSEN

海遊リゾート・皆生温泉
皆生温泉まちづくりビジョンについて

　山陰の中心に位置し、各種交通インフラが集積する人口15万人都市、米子。このまちには自然の営みと悠久
の歴史が培ってきたエネルギーが眠っています。大山の豊富な水。城山のふもとに広がる城下町。そして、白
砂青松、日本海を目前に眺める塩泉の温泉。融合しあい、新しいものを生み出してきた人々。日本海に開かれ
た豊かな交流の歩み。皆生温泉には、新しい時代への可能性が眠っています。
　その豊かな可能性は、従来の大規模なインフラを整備する発想でも、外資を誘致する発想でもなく、地域固
有の力を呼び覚まし、多様で多層的なつながりのなかから時代が求める本質的な価値を創造・発信し続け求め
られる「山陰観光の拠点」を生み出します。
　海遊リゾート・皆生温泉。それは海・砂浜を最大限活かした癒しを提供し、健康・長寿・スポーツのキーワ
ードとともに新たな温泉地を創造する、皆生だからこそできる絵姿を表しています。
　皆生温泉は、1900年に漁師が海中に湧き出す温泉を発見したのが始まりと言われ、旅館街は、東西1キロ、
南北0.4キロの範囲にまとまっています。平成31年3月現在の皆生温泉旅館組合の加盟旅館は、19軒、収容人員
は約4,000人弱、その他温浴施設併用型のホテルなどを含めると、24軒を数え、収容人員は4,000人を越える山
陰最大級の温泉地となっています。
　泉質は、ナトリウム・カルシウム塩化物泉であり、「海に湯が湧く」と表現されるように、塩の香りを感じ
ることができます。これは、皆生温泉の特徴の一つとしてあげられます。
　さらに、皆生温泉は、温泉と砂浜が一体となっている海辺の温泉郷で、夏場は、海水浴などで賑わいをみせ、
旅館玄関からすぐのところでマリンレジャーを楽しめる国内でも数少ない温泉地となっています。
　また、海水浴場は、「日本の水浴場88選」にも選ばれ、ライフセーバー常駐の安全で快適な海水浴場との評
価を得ています。
　皆生温泉エリアに立地する個別旅館ごとの評価は、決して低いのものではありません。例えば、独自基準に
よる匿名調査で知られる『ミシュランガイド（京都－大阪＋鳥取2019版）』には、皆生温泉エリアの9軒の旅館
が掲載されています。今や、宿泊予約のスタンダードとなった楽天トラベル、じゃらんといった大手旅行サイ
トのランキングでも、皆生温泉エリア複数の旅館が「楽天トラベルアワード」を受賞するなど、上位の“常連”
※としての評価をいただいています。また、宿泊者の好評価だけでなく、業界紙が発表したランキング「プロ
が選ぶ日本のホテル・旅館100選」（旅行新聞社）にも、複数の旅館が挙がっています。
　しかしながら、皆生温泉エリア全体としての評価は、現状では高いといえず、じゃらん「人気温泉地ランキ
ング2018」では、人気、あこがれ、満足度といった部門別ランキング上位50位にいずれも入ることができてい
ません。黒川温泉をはじめとする人気上位の温泉地は、個別旅館の魅力のみならず、温泉地としての特徴や面
としての魅力を兼ね備えているところが選ばれています。皆生温泉も海・砂浜に隣接し、「海に湯が湧く」特
徴をもった温泉地です。個別旅館の取り組みは今後も進めていくとともに、皆生温泉エリア全体の魅力向上が
今後のカギになると認識しています。
※楽天トラベル「山陽・山陰人気温泉旅館・ホテルランキング」「楽天トラベルアワード」、じゃらん「netユーザーが選んだ！クチコミ売れ
筋宿ランキング」などを参照しました。



　「皆生温泉まちづくり会議」　においては、皆生温泉は、目の前に海が広がる温泉地であること、名峰大山ま
で近い立地で自然豊かな環境にあること、フィッシングなど海の遊びやトライアスロンとシートゥーサミット
など日本で最初に大会が行われた地であること、また「海に湯が湧く」「皆が生きる」といった健康・長寿の
温泉地であることに一番に目が向きました。皆様からいただいたアンケートでも、やはり「海」が一番多く出
てきましたが、我々も子供の頃からこの「海」で遊び、共に生活してまいりました。そこで、我々が構想、提
案する皆生温泉のまちづくりビジョンでは、皆生温泉のめざすところをもう一度明確にする意味で、次のよう
なコンセプトを立てました。
他の温泉地との優位性を最大限に活かした海をテーマとする温泉地づくり＝「海遊リゾート・皆生温泉」
　そして、キーワードを「健康・長寿・スポーツ」とおきました。
　皆生温泉の特徴はまず第一に「海・砂浜」と「温泉」があげられます。そして、「海・砂浜を感じる」「海・
砂浜で遊ぶ」といった「海・砂浜」を活用することで、我々のコンセプトの実現が可能となります。
　加えて、皆生温泉は、山陰のド真ん中！を謳っており、山陰観光の中心となることをめざしています。皆生
温泉の活性化を考えた場合、最大公約数は「宿泊客数の増加」に他なりません。そのためには、出雲大社、足
立美術館、水木しげるロードといった誘客力のあるコンテンツと協調し、「宿泊するなら皆生温泉」を狙う戦
略が必要となります。宿泊客獲得に必須である旅館自体の魅力強化はもちろん、夜間及び朝の「過ごし」で、
皆生温泉が提示できるインセンティブを市内地域資源とともに目の前の地域資源「海・砂浜」から生み出して
ゆくことが求められています。
　本ビジョンでは我々の取り組みの最
優先事項を「海・砂浜」に設定し、また、
皆生温泉エリアの滞留拠点施設である
米子市観光センターがあり、かつ海岸
線まで風俗店が存在しない四条通りを
「海・砂浜」と温泉街エリアを接続する
動線とみなし、皆生温泉『T』ラインと
設定し、先行してまちづくりを行って
ゆくことを基本方針とします。

皆生温泉まちづくりビジョンの基本方針

　平成29年4月より皆生温泉の若手旅館経営者が中心となり、「皆生温泉まちづくり会議」を開催し、この先の
10年、20年後を見据えて、皆生温泉の将来像を検討してきました。皆生温泉の今後のまちづくりについて、市
観光課が事務局を担い、官・民協力のもと、それぞれが主体的に整備の推進、事業実施・実践を進めていくた
めの振興ビジョンを策定したものが「皆生温泉まちづくりビジョン」です。
　月１回程度の「皆生温泉まちづくり会議」を平成29年4月より開催してきました。過去の会議においては、
広く関係者の意見を反映させるため、旅館業、地元自治会、旅行業、金融機関、青年経済団体、スポーツ団体
等を招き、有識者会議も行いました。また、併せて旅館従業員、地元自治会等にもアンケート調査を実施し、
「皆生温泉まちづくりビジョン」策定に活用しました。

皆生温泉まちづくり会議とビジョン
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基本方針（皆生温泉『T』ラインに重点投資し、海・砂浜を最大限活かす）を具現化するため、
4つの施策の柱を掲げます。

Ⅰ：■ 統一したイメージをうちだすため、
皆生温泉のビジュアルアイデンティ
ティを確立します。

　　■ 景観、街灯、象徴づくりといったハ
ード整備も、統一イメージづくりに
寄与させます。

Ⅱ：■ 市内外の観光地と連携した、誘客力
の強化策を検討します。

　　■ 訪日客の受け入れに向けた連携強化
を行います。

Ⅲ：■ 皆生温泉ならではの食、アクティビ
ティといった滞在中の楽しみの磨き
あげを行います。

　　■ スポーツ、健康、長寿に結びつく各
種コンテンツを体験できる空間づく
りに取り組みます。

Ⅳ：■ 観光客の利便性向上に向けた通信イ
ンフラの整備を行います。

　　■ 温泉を各旅館に送るため、供給シス
テムの更新を他の地下インフラと連
携して行います。

皆生温泉の未来図

温泉と海 海・砂浜～遊歩道

皆生海浜公園 四条通りの賑わい 三角地帯の活用

皆生プレイパークの活用

皆生温泉まちづくりビジョンの施策の柱
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行っている取組み

「30年後も選ばれ続ける温泉地をめざして」
　通信インフラの技術革新に伴うスマートフォンの登場やAIの発達によって、私たちのライフスタイルは大き
く変化し続けています。
　このような中においては観光産業も例外ではなく、価値観や余暇活動、情報収集手段の変化によって訪問者
のニーズも従前とは異なり、多様な訪日客、個人客を中心とした「お客様満足」を獲得するための、面として
の観光地づくり＝「まち（地域）づくり」が求められています。
　この度策定した「皆生温泉まちづくりビジョン」では、山陰最大の温泉地である皆生温泉のコンセプトを「海
遊リゾート・皆生温泉」と定めました。
　また、ビジョンの推進においては、温泉・砂浜・海という皆生温泉の強みに加え、山陰の中心という立地性、
交通利便性といった特性を活かしながら、積極的に他地域と繋がり利益連携をめざすことで、圏域に存在する
様々な素晴らしい魅力を私たち自身の魅力に繋げ、「30年後も選ばれ続ける温泉地」をつくっていく決意表明
となっています。
　皆様方のご指導、ご理解とご協力を賜りながら、より一層お客様、地域に愛される温泉地づくりに誠心誠意
努めてまいります。

マリンアスレチック
KAI・KAI皆生温泉だるまエール

ちびっこ広場

紋様灯篭

砂浜でのヨガ

サップ

https://readyfor.jp/projects/tetsujin-yajin
クラウドファンディングにて支援を募っております。WEBサイトをご覧ください。

鉄人野人 全緑挑戦！
トライアスロン聖地
米子/境港 に 芝生広場 を
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税理士
播　間　光　広
まほろば税理士法人

もし映画『みんなのいえ』が
平成31年度税制改正の
住宅借入金等特別控除の適用を受けたら

　日本を代表するコメディー作家、三谷幸喜氏。彼の映画初監督作品「ラヂオの時間」は異例の大ヒットを記録。
それに続く監督作品第2弾が『みんなのいえ』(2001年製作)である。三谷監督本人の家を建てる時のエピソー
ドをもとに膨らませたという本作。
　お洒落なマイホームを夢見る若夫婦。妻の後輩である新進気鋭のインテリア・デザイナー (唐沢寿明)に設計を
依頼するも、施工を依頼した妻の父である昔気質で頑固な大工の棟梁(田中邦衛)と意見が対立。玄関ドアが内開
きか外開きかで揉め、家には当然大黒柱が必要と主張する大工に、大黒柱は空間を邪魔するのでいらないと言い
張るデザイナー。仕舞には風水マニアの夫の母(野際陽子)が、トイレの位置まで口を挟むと、出来た図面はトイ
レが3つもある家に。果たしてお洒落な夢のマイホームは無事出来上がるのか!?
　この映画の夫婦のようにマイホームを建てようとされている方には、令和元年10月から10%となる消費増税は、
悩ましい問題ですよね。そんな皆さんに朗報です。平成31年度税制改正で、消費税10%になった場合、住宅借
入金等特別控除(以下、住宅ローン減税)が、3年延長され、13年間適用できることになりました。なんと最大で
600万円の減税が受けられるようになります。
　ここで、そもそも住宅ローン減税って何?という方のために、おさらい。
　家を建てるために銀行などで住宅ローンを組んだ場合、この先10年間、年末の住宅ローン残高の1%を所得
税から引いてもらえる(税額控除)という制度です。例えば、年末の住宅ローン残高が2500万円なら、その1%の
25万円、所得税が安くなります。
　現行制度を表にあらわすと以下のようになります。

平成３１年度税制改正により
以下の表のようになりました。
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　家を建てるために受けた直系の父母又は祖父母からの贈与であれば、令和２年３月末までの契約締結であれば、
省エネ等住宅なら３０００万円が贈与税非課税という太っ腹な減税策です。それだけ政府も経済活性化のため、若
い世代に家を建てて欲しいのでしょう。まあこの減税が受けられるのも、父母や祖父母にお金があればの話ですが…。

　このように消費税１０％になって以降、家を建てる方のために、政府も減税策を打ち出してきました。また、昨
今のマイナス金利の影響で、住宅ローンの金利も軒並み下がっている状況を鑑みると、共働きの若い世代にも家
が建てやすくなってきているのではないでしょうか？建築デザイナーにモダンな家を設計してもらうもよし。大工さ
んに和風な日本建築を建ててもらうもよし。何はともあれ、家族みんなが幸せに暮らせる「みんなのいえ」を建
ててくださいね♪

　つまり、減税が受けられる期間が１３年に延長になり、長期優良住宅の場合、控除額も最大で６００万円となりま
した。改正前より１００万円もお得ですね。
　でも、よーく上記の表を見てください。住宅ローンの年末残高が１３年間５０００万円以上なら、確かに６００万円
の最大減税の恩恵を受けられるかもしれません。しかし、首都圏ならまだしも、この鳥取の地で５０００万円以上の
住宅ローンを組まれる方は、どのくらいいらっしゃるでしょうか？
　しかも、前例の住宅ローン２５００万円の場合でも、１％の２５万円の減税とはいえ、年収５００万円以下なら、所
得控除にもよりますが、所得税を２５万円も納めていない場合もあります。（※ご自身がいくら所得税を納めてい
るかは、年末に勤務先からもらう源泉徴収票のいちばん右の欄をご確認ください）。とはいえ、もし所得税で控除
しきれなかった場合でも、住民税から控除してもらえるのでご安心ください。ここは政府も配慮してくれています。
また、働き方改革でスタンダードとなりつつある夫婦共働きなら、夫婦連帯債務で住宅ローンを組めば、夫婦と
もに住宅ローン減税が受けられるので、所得税が控除しきれないということもなくなるでしょう。

　このほかにも消費税１０％になったときの贈与税の減税措置として、住宅取得等資金贈与の特例も以下のように
改正されました。
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先の8月7日、
新しく米子税務署長として着任された
佐藤等（さとうひとし）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。

会長：本日はお忙しい中お時間をいただきありがとうございます。私ども法人

会の会員が署長のお話しをお聞きする機会はほとんどありませんので、

このようなお時間をいただきありがとうございます。

署長さんの経歴や出身地などをご紹介ください。

署長：今回の人事異動で、広島国税局徴収課長から米子税務署長を拝命しまし

た佐藤です。

私は岡山県倉敷市出身で、自宅も倉敷市内にあります。この度は単身赴任で米子に来ています。これま

では、国税局の総務部や徴収部で勤務し、特に税金の徴収に関する事務を長く経験して来ました。この

度、初めて米子署に勤務することになったのですが、鳥取県の勤務は初めてで、山陰での勤務自体が初

めてですので、見るもの聞くものが新鮮に感じています。

会長：米子の勤務は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カ月も経ちませんが、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・水木しげるロードなど観光資源が豊富な場所というイメージをもっています。

また、米子鬼太郎空港の香港チャーター便や、境港のクルーズ客船の寄港など、国内外の観光客誘致等

による経済発展に期待しています。

一方、「大山さんのおかげ」という言葉は米子に赴任してはじめて伺いましたが、この言葉からは米子

にお住まいの皆さんの大山に対する感謝の気持ち、ひいては自分の暮らしを支えてくれるものに対する

感謝の気持ちを感じとることができ、国の基盤を支える国税の仕事に携わる者として、たいへん心を強

くしています。

会長：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回開催しましたが、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。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、税の良き理解者として毎年税務研修会を積極的に開催していただきましてあ

りがとうございます。

今年10月に導入される消費税の軽減税率等の税制改正の内容を、納税者の皆様にご理解いただく最良の

機会だと思っています。

今後も積極的に担当職員を派遣したいと考えておりますので、遠慮なくお申し出ください。

署 長 訪 問
インタビュー
i n t e r v i e w

佐藤等税務署長
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委員長：法人会においては「税務コ

ンプライアンス向上」への

取組として「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、内部統制面や経理面に

関する点検ができ、適正な申告が図られるよう期待しているものです。

署長：「自主点検チェックシート」につきましては、国税庁の使命である「納税者の方の自発的な納税義務の

履行を適正かつ円滑に実現する」ため、極めて有意義な取組と考えており、税務署といたしましても、

普及・拡大に向けて引き続き支援させていただくとともに、今後も法人会の皆様との連携・協調をしっ

かりと図っていきたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

委員長：ほかにも法人会の大きな取組として、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、

青年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6年生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」に取り組んでいます。

署長：「租税教室」につきましては、法人会青年部会の皆様を中心に毎年積極的に活動していただき、昨年度

も21の小学校で講師をしていただいたと伺っております。

また、女性部会で取り組まれている「税に関する絵はがきコンクール」は、昨年度は33の小学校から

1300点を超える応募をいただいたと伺っており、その取組に感謝申し上げます。

今後とも積極的な取組をよろしくお願いします。

会長：今後も積極的に租税教室へ講師を派遣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、「税に関する絵はがきコンクール」の応募作品によるカレンダーも大変好評であり、継続してい

こうと思っておりますので、佐藤署長にも審査等をお願いします。

それでは最後に、佐藤署長の抱負をお聞かせください。

署長：私どもは、国税庁の使命を果たすために納税者サービスの充実に努めるとともに、適正な申告を行った

納税者の皆様には不公平感を与えないよう、また、悪質な納税者には厳正な姿勢で臨むなど、適正公平

な課税と徴収に努めたいと思っています。

特に、今年10月には消費税改正が予定されていることから、制度改正の内容周知はもちろん、徴収に関

しては、法改正後、最初の消費税確定分の納税額が増加することに対する準備について、具体的には、

予納や納税資金の備蓄による期限内納付についての周知・広報や、納期限前後の納付指導等に当たるこ

とで、滞納の未然防止に一層取り組んで参ります。

国税庁の使命を達成するためにも法人会の皆様のご理解とご協力がぜひとも必要ですので、今後ともよ

ろしくお願いします。

税務署長にインタビューする青砥会長と宮本広報委員長
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課税事業者から区分記載請
求書等の交付を求められる
ことがあります。

　令和元年 10月 1日から、消費税及び地方消費税の税率が 8%から
10％に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施され
ます。

〈令和元年 6月〉

令和元年10月1日から
消費税の軽減税率制度が実施されます

仕入れ（経費）について、取引ごとの税率により区分経理を
行う等の対応が必要となります。

課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求
められる場合があります。

売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を
行うことや、区分記載請求書等を交付する必要があります。

免税事業者からの仕入れにつ
いても、仕入税額控除を行うた
めには、区分記載請求書等の保
存が必要です。
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　消費税率が複数税率となりますので、これまでの記載事項に加え、軽減対象資産
の譲渡等である旨及び税率ごとに区分して合計した税込対価の額を記載した請求書
等（ 区分記載請求書等） を発行することや、日々の経理において帳簿には軽減対象
資産の譲渡等に係るものである旨を記載することが必要となります。

　軽減税率対策補助金事務局（中小企業庁）では、複数税率への対応が必要となる中小企業・
小規模事業者等が、複数税率対応のレジの導入や、受発注システムの改修などを行うに当た
って、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援を行っています。
　軽減税率対策補助金の詳細は、「軽減税率対策補助金事務局」にお問合せください。

○　税務署での面接による個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認させていただく
　必要のある相談）を希望される方は、最寄りの税務署への電話により面接日時等を予約して
　いただくこととしておりますので、ご協力をお願いします。
○　軽減税率制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）内の特設
　サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。

0120 ー 205 ー 553（無料）

　上記専用ダイヤルのほか、最寄りの税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「3」
を押す（軽減税率制度以外の国税に関する一般的なご質問やご相談は「1」になります。）
と、つながります。

又は
国税庁ホームページ下部の
「▷その他のバナー一覧」

をクリック

QRコードから
特設サイトへ

こちらを
クリック

令和

0120 ー 398 ー 111（無料）
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記念講演会
　記念講演会では、ジャーナリストの長谷川幸洋氏に、「激動する世界 日本の針路を考える」と題して、
講演いただきました。世界経済の動向が如何にして日本経済に変化をもたらすか、日本のありかたや企
業経営に影響する世界情勢や政治の行方について、ユーモアを交えた分かり易いお話を拝聴いたしまし
た。多くのメディアで活躍中の講師の熱弁に、多くの方が耳を傾け盛況な講演会となりました。

公益社団法人米子法人会 第８回定時総会開催
　5月23日（木）、南本米子税務署長、手嶋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、スマイルホテル米子
において、「公益社団法人米子法人会第8回定時総会」を開催しました。
　米子法人会は、公益社団法人の認定から8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。
　今後も公益社団法人としての責任を果たしつつ、税のオピニオンリーダーとして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す。

科　　　目 本　年　度 前　年　度 増　　　減
   一般正味財産増減の部
   　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 1,006 2,440 －1,434
　　受取会費 9,725,500 9,543,000 182,500
　　事業収益 587,400 520,900 66,500
　　受取補助金等 11,717,000 11,987,800 －270,800
　　受取負担金 615,270 698,246 －82,976
　　受取寄付金 224,000 196,000 28,000
　　雑収益 1,333,620 361,905 971,715
　　経常収益計 24,205,057 23,311,552 893,505
⑵ 経常費用

　　事業費 19,893,607 20,146,521 －252,914
　　管理費 3,370,289 3,475,141 －104,852
　　経常費用計 23,263,896 23,621,662 －357,766
　当期経常増減額 941,161 －310,110 1,251,271
   当期一般正味財産増減額 941,161 －310,110 1,251,271
   一般正味財産期首残高 12,274,051 12,584,161 －310,110
   一般正味財産期末残高 13,215,212 12,274,051 941,161

平成30年度　正味財産増減計算書（損益計算ベース）
(平成30年4月1日～平成31年3月31日) （単位：円）

̶　12　̶



青年部会のコーナー

第35回 青年部会定期総会開催
　6月18日（火）、南本米子税務署長、砂見副署長、内山法人課税第一部門統括官をご来賓に迎え、親会からは國
頭副会長が出席して、国際ファミリープラザ 「バンケット・シュシュ」において、第35回定期総会を開催しました。総
会では、事業報告、決算報告、事業計画、役員選任等が審議され、いずれも満場一致で承認されました。
　青年部会による「租税教育活動」は、法人会が取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
部会とも綿密に連携して、一層の充実を図る方針が確認されました。
　また、役員改選では、杉原秀一郎会員が新部会長に選出され、新体制でのスタートとなりました。
　米子税務署からは、鳥取県西部地区の小学校での租税教室開催に対して、感謝の意が表明されました。

熱心な受講者セミナーの様子

　杉原新部会長山根部会長のあいさつ

　総会に先立ちまして経営セミナーを行いました。講師として特定社会保険労務士・経営士の荒木康之

氏が「働き方改革に伴う改正労働法の内容と実務対策」というテーマで、改正労働基準法における労働

時間管理の実務対応や年次有給休暇の取得義務化への留意点について、経営者目線での具体的対策を講

演されました。親会からも含めて多数の会員が出席され、熱心に聞き入っていました。

経営セミナー

̶　13　̶



　6月19日（水）、南本米子税務署長、砂見副署長、内山法人課税第一部門統括官をご来賓に迎え、親会から坂

口副会長が出席して、「皆生つるや」において第23回通常総会を開催いたしました。

　総会では、勝部部会長を議長に選任し、宇田川理事から、「平成30年度事業実施報告及び決算報告」、「2019

年度事業計画」 及び「役員選任案」の提案と説明があり、それぞれの議案について審議され、いずれも満場一

致で承認されました。

　米子税務署からは、税に関する絵はがきコンクールに毎年数多くの応募があることに対し、税の関心を小学

生に持ってもらい、将来の良き納税者を育てていただいているという感謝の意が表明されました。

　ブランディングプロデューサーの永東まさみ

氏をお迎えして、「私の魅せる色を知る事で第

１印象UP」と題して、講演会を開催いたしまし

た。選ばれる第一印象のポイントについて、興

味深いお話を伺いました。

　外見にはその人の性質・価値観があらわれ、

「外見は一番外側の内面」であり、心の在り方

が外見に現れるとの第一印象の重要性と、「パ

ーソナルカラー」についての楽しいお話に、参

加者全員が聞き入りました。

記念講演会

女性部会のコーナー

第23回 女性部会通常総会開催

あいさつをする勝部部会長

永東まさみ氏 講演会の様子
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　平成最後の月と

なった４月25日、

26日と第14回全国

女性フォーラム富

山大会に参加いた

しました。

　会場の富山産業

展示館では、東館

で式典、西館は懇

親会会場となっており絵はがきコンクー

ル入賞作品の展示コーナーや物産展もあ

り参加者も1,600名を超える人数で大変活気ある会場でした。富山法人会の

方々に笑顔で懇切丁寧に応対していただいて心あたたまりありがたく思い

ました。

　大会は俳優で映画監督の奥田瑛二氏の「わが映画人生」と題して記念講

演に始まり、式典、懇親会と続きました。奥田氏の講演は若い頃の苦労話

や安藤和津さんとの出会い等話されました。

　中でも大会スローガンの「煌めく女性の輪」に繋がる次の言葉が印象に

のこりました。

世の中を清め創っていくのは女性である

地球は一人の女性から創られている

女性が命を繋ぐのだ

女性が一つのことに向かうエネルギーは凄いと思う

　

　そして、男性は自尊心をもって女性と手を携えて生きていく…等々熱く語られました。

　式典は国歌斉唱、歓迎の挨拶、スローガン唱和、そして

国税庁長官　藤井様他来賓の方々の祝辞等滞りなく終了し

ました。

　懇親会も地元食材を使った料理でおもてなしをうけ、他

県の会員の方々との交流もできました。

　富山大会は正にキャッチフレーズのとおり、煌めく女性

の輪　－富山から未来へ－　全国へと繋がっていく大会で

あったと感じました。

女性部会理事
岩　﨑　瑞　枝

㈱岩崎組

全国女性フォーラム富山大会に参加して
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女性部会のコーナー

　７月26日（金）、山陰本線を走る観光列車「あめつち」に体験乗車させてもらいました。

あめつちは2018年７月１日に運行開始し、今はちょうど運行一周年（記念の最中。）鳥取

駅から出雲市駅の間を走っています。

　私達は米子駅より乗車。あめつちに乗車すると、床はいきなりカーペット。そして車

内全体が明るい色使いにゆったりシート。シートも４人掛けもあれば２人掛けもあり、

更には外を眺めながら座れるカウンター席。乗車と共にワクワク感が一気に膨らみました。

　車内の中には、まるで山陰の名産探しのようにあちこちに名産品が使われています。

天井には因州和紙がセンスよく使われ、壁面を見れば智頭杉や隠岐の黒松に絵柄が彫り込

まれ飾られています。乗降口には、安来織、出雲織、弓浜絣、倉吉絣などがあめつちだけの一点モノとして飾

られていました。そしてテーブルには石州瓦がおしゃれにはめこまれています。まだまだ見つけきれなかった

名産品も…。ホームから盛大な旗ふりの見送りを受け、「あめつち」は私たちのワクワクを乗せて出発しました。

　梅雨も明け、快晴の中を走るあめつちからの車窓もすばらしいものでした。車で何気なく走り過ぎている景

色も改めて見ると、こんなに素敵だったんだと気づきます。どこまでも続く宍道湖の大きさには、改めて驚き

です。

　車内でいただいたお弁当も山陰の食材をふんだんに使われていてどれもおいしい！！もちろんお腹いっぱ

い。そしてあっという間の１時間40分。出雲では、わずかな待ち時間。皆さん思い思いに、お土産を買われた

り、お茶したり。私達は卓球を15分楽しみリフレッシュ！！

　帰路もあめつちの心地よい揺れを感じながら、話に花が咲きました。米子や山陰には、魅力や素敵なものが

いっぱいで宝の宝庫である事を再認識した１日となりました。

　皆様も是非山陰の魅力に触れる旅をしてみて下さい！！

女性部会会員
黒　本　智　子
大同生命保険㈱

女性部会視察研修会に参加して
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社会貢献活動のコーナー

税 金 ク イ ズ 今年も10月に開催します
10月に行われる地域イベントに合わせて、恒例の税金クイズを行います。
会員の皆様にも、ぜひお出かけいただき、税金クイズに挑戦してください。

古タオル回収にご協力を！
9月12日頃までに回収し、各施設へ寄贈します。

回収したタオルの選別、箱詰めの様子 古タオルを老健施設に搬入する様子
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鳥取県境港市西工業団地145番地
TEL 0859-44-5611　FAX 0859-44-0735

総合建設業 鳥取県知事許可　特29－6546号
 （建築工事業 土木工事業）
建築士事務所 鳥取県知事登録　第29－2298号
代表取締役 松本　正
資　本　金 3000万円
設　　　立 昭和23年2月

施 工 実 績

　境港土建株式会社は昭和23年2月、境港市大正町にて創立されました。戦後の復興と共に歩み、公営住宅、学校
の校舎等の建築を数多く手掛けてきました。地元ではいち早く鉄筋コンクリート造の技術を取入れました。

公共建築工事　「境港市民会館」「海とくらしの資料館」等、数多くの官公庁の工事を手掛けてきました。

民間建築工事　水産業をはじめとする地元企業の工場、事務所、倉庫、冷蔵倉庫等を建築し、地域経済の発展ともに
　　　　　　　　歩んできました。

住宅工事　数多くの木造住宅を建設してきましたが、平成12年からはリフォームにも力を入れ、小さな修繕工事から
　　　　　  増築、建替えまで年間300件の住宅工事を行っています。

公共土木工事　道路改良工事、公共下水道工事等の実績も多くあり社会基盤の整備に協力して来ました。

株式会社エム・シー・シー　平成4年、ドライモルタルを製造する子会社エム・シー・シーを設立しました。

境港土建株式会社

会員のコーナー
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［筆者略歴］  岡田直樹（おかだ・なおき）1984年、日刊工業新聞社入社。
記者として、金融・電機・情報通信などの産業界、総務省・経済産業省などの官庁を担当。
デスク、論説委員、論説委員長などを経て、日刊工業産業研究所長。埼玉県出身、60歳。

　政府は、海洋プラスチックごみの削減に向けた「行動計画」をまとめ、6月末のG20大阪サミットで議長国として途上国など

に対応を呼びかける。昨年のG7では産業界に配慮し、使い捨てプラスチックの削減目標を盛り込んだ「海洋プラスチック憲章」

への署名を米国とともに見送った。計画を画餅に終わらせず、使い捨てプラの総量削減や回収・リサイクルの低コスト化、安

価で環境にやさしい代替品の開発を加速したい。

　海洋プラごみの中でも5㍉㍍以下のマイクロプラスチックは回収が難しい。環境省が東京海洋大学や九州大学の協力を得

て実施した調査では、日本周辺海域が世界的にも浮遊密度の濃い〝ホットスポット〟になっていることが明らかになっている。

　マイクロプラは発生原因から2つに大別される。製品原料として製造されるのが一次マイクロプラで、海洋流出量はタイヤの

摩耗カスが28％で最も多く、プラ製品の製造過程でこぼれたペレット粉末（24％）、繊維屑（20％）の順で上位を占めるとの

推定もある。

　一方、独ヘルムホルツ環境研究センターの調査では、海洋プラごみの9割が、長江、黄河、メコン川、ナイル川などの10

大河川から流出し、アジアとアフリカが主要な発生源になっている。二次マイクロプラは、こうしたプラごみが紫外線や波力によ

り劣化・破砕されたもので、一説では一次マイクロプラより発生量が多いと言われる。

　マイクロプラは同じ重量でも表面積が大きくなるため、海水に含まれるポリ塩化ビフェニル（PCB）などの残留性有機汚染物

質を吸着しやすい。有害物質は動物プランクトンから、貝、魚、海鳥などへ取り込まれ、食物連鎖を通じて濃縮される恐れがある。

遺伝子レベルで海洋生物や人体にどのような影響を及ぼすか科学的な解明が急がれる。

　プラ製品に対する消費者の認識は、原子力の安全神話に似ている。便利さや目先の経済性にばかり目が行き、廃棄物が

もたらす環境負荷や将来世代への影響には無関心になりやすい。被害が見えにくいだけに、対応が後手に回る怖さがある。

マイクロプラに変容すれば生態系を破壊し、子々孫 ま々で健康被害のツケを残すかもしれない。

　東日本大震災では大量の瓦礫に混ざりプラスチックが海に流出した。「北太平洋ごみベルト」と呼ばれる海域に浮かぶプラ

ごみの3割強は日本起源との報告もある。また日本は米国に次ぐ世界2位の廃プラ輸出国で、リサイクルに不向きな廃プラを〝資

源〟として中国などへ大量に輸出してきた経緯から、途上国の不法投棄を見て見ぬ振りはできない。

　2021年から汚れた廃プラはバーゼル条約で輸出入が規制されるが、中国の輸入禁止の余波を受け、すでに処理能力が限

界に達している途上国もある。日本はビジネスチャンスと捉え、廃プラの回収方法やリサイクル技術を途上国にカスタマイズして

供与したい。それは産業競争力の強化につながるだけでなく〝廃プラ輸出大国〟としての責務だろう。

　問題は誰がコストを負担するかだ。環境意識が希薄で企業の自発性が期待しにくい途上国では、政府が補助金や税制優

遇を誘い水に企業の設備導入などを促す必要がある。その前提となる国際的な枠組みづくりを日本政府が主導してほしい。

海洋プラ問題は責任ある対応を

日刊工業産業研究所　所長　岡田　直樹
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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
　前任の木村広報委員長からバトンを受けました宮本です、今回の編集後記は私の自己紹介でお許し願います。
　さて、ご指名を頂きその分にあらぬとお断りしたかったのですが、薩事務局長様の熱心なお言葉で心が動きお引き受けす
ることになりました。
　早速ですが私は昭和27年鳥取市生まれです、23年前に㈱ランドサイエンス（農業関係の生産資材を卸・小売り）が合併で
スタートした時に縁あって米子（皆生周辺）に住み着いています、趣味は現在ウオーキングです。
　今後も力不足ですが米子の為に頑張っていこうと思っていますので皆様のご指導ご鞭撻をお願いして筆を止めます。

広報委員長　宮本　隆夫

新 入 会 員 の ご 紹 介（平成31年2月～令和元年8月）
法　　人　　名 代表者名 業　　　　種 所　在　地

（株）レドライフ 竹中　史人 化粧品製造業 米子市石井1008
おさだ司法書士事務所 長田　安弘 司法書士業 米子市上後藤5-13-31
endless 北口　順子 生活雑貨販売、小売 米子市錦町3-55-1-202
長谷川農園 長谷川　博 農業（米、野菜直売） 米子市諏訪536
（株）リライフ 藤原　和也 板金業 米子市両三柳5211-1
ユアサ工業 湯浅　信二 建築金物工事業 米子市彦名町2361
（同）だんぜん保険サービス 山岡　　浩 生命保険販売 米子市上後藤1-2-13
ケイズ工業 神原　啓臣 とび工事業 米子市大崎2818-1
（株）ケイテック 神原　克希 とび工事業 米子市和田町2027
加茂の森 林原美都子 農業（野菜と米直売） 西伯郡大山町加茂20
ヘルプ遠藤 遠藤　久夫 農業（生産・販売）全般、介護（ヘルプ） 西伯郡伯耆町富江718
白ネギの松本 松本恵美子 農業（白ネギ生産、出荷） 米子市和田町2416
マダムNAOE 住田　直永 化粧品卸、販売 米子市西福原5-8-37
ジュン美容室 後藤　純子 美容室 西伯郡大山町押平224-1
ヘルプケア大塚 大塚恵美子 福祉サービス（買物同行、病院送迎、家事代行） 西伯郡南部町東町269
GGエナジーワークス 岩佐　尚人 建設業 境港市東雲町28-3
（株）うるわし興業 岩佐　創元 建設業 米子市夜見町2982-1
（株）LAND  SCAPE  DESIGN 柄木　孝志 写真撮影、写真販売、コンサルティング 米子市福万391-2
アートファクトリー 月岡　立也 建設業 米子市河崎699
（株）鳥取CLT 谷野　利宏 集成材製造業 西伯郡南部町法勝寺70
福村建設 福村　充俶 建築工事業 米子市東福原8-4-5
（有）岩田燃料店 岩田　昌志 燃料小売 米子市岩倉町31
石原電気設備（株） 石原　　効 電気設備工事業 米子市富益町58-10
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