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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、きわめて緩和的な金融環境や積極的な政府支出、雇用・所得環境の改善が続いて

いますが、輸出・生産活動の減速や消費税率引き上げ、自然災害などの影響もあり、景気は足踏

み状態にあります。

　また、海外経済は、通商問題を巡る動向、中国経済の先行き、英国のＥＵ離脱、中東地域情勢

等によるリスクに加えて、新型肺炎による実体経済への影響にも留意する必要があります。

　当地においては、設備投資が高水準で推移しており公共投資も緩やかに増加していますが、生

産活動や個人消費は弱めの動きが続いています。加えて人手不足感も強く、景気の先行きは不透

明な状況にあります。

　一方、来年度の税制改正では、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促

進及び投資や賃上げを促すための税制上の措置、次世代通信規格５Ｇの普及を後押しするための

優遇措置などを講ずるとともに、連結納税制度の抜本的な見直しも盛り込まれました。また、経

済社会の構造変化を踏まえ、ひとり親家庭の子どもに対する公平な税制を実現するための各種支

援策が示されました。

　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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未来につながる街づくり
角盤町エリアでの官民一体となった取組み

地ビールフェスタ in 米子の様子

　米子市や米子商工会議所等とで構成する官民一体の組織「角盤町エリア活性化プロジェクト」では、やよい
デパートの閉店以降にぎわいが低下した角盤町エリアを活性化する策について、協議・検討を行っています。
　その中で角盤町エリア活性化の取組の一つとして生まれたのが、平成30年8月にスタートした地ビールフェ
スタ in 米子です。地ビールフェスタ in 米子は角盤町商店街振興組合の主催で、毎月プレミアムフライデー（最
終金曜日）に開催されています。地ビールや地元食材を活用した定期的なイベントを開催することで、地元住
民だけでなく国内外の観光客を取り込み、にぎわいの創出を図っています。また、近年注目されているナイト
タイムエコノミーの取組に通じるものでもあります。
　昨年には、翌土曜日も実施する2日間連続開催や、がいな祭、マルシェ等、他のイベントとのコラボレーショ
ンを行うなど、新しい取組も進んでいます。
　イベントを通して、中心市街地の活性化を図ると同時に、地元の商品を市内外にアピールし、認知度のアッ
プと販路の拡大を図る効果が期待されています。

『地ビールフェスタ in 米子』
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　米子市では、民間事業者、経済団体、他市町村等と連携し、角盤町エリア、

中心市街地のにぎわい創出、活性化に向けて様々な取組を行ってきましたの

でご紹介します。

　今後も関係各所と連携を図り、角盤町エリア、中心市街地のさらなるにぎ

わい創出、活性化に努めていきたいと考えています。

角盤町エリア復活プロジェクトのロゴ

審査選考委員会（プレゼン）の様子

　角盤町周辺エリアの活性化に向けて、平成30年度に、米子市、金融機関、放送局、鳥取県宅地建物取引業協会、
米子工業高等専門学校の5者で「角盤町エリア復活プロジェクト実行委員会」を立ち上げ、角盤町周辺エリア
の空き店舗に、にぎわい創出の核となる店舗を誘致する「新規出店チャレンジャー募集事業」を行いました。
　この取組は、行政や民間事業者等が一体となって、市内での起業・創業を支援することで、米子市が起業・
創業しやすいまちであるというイメージを醸成し、起業・創業の機運を盛り上げ、さらなる新規店舗出店の促
進とにぎわいの創出を図ろうというものです。
　具体的には、角盤町周辺エリアの空き店舗に出店したい方を全国から公募し、審査選考委員会で事業プラン
等を審査し、応募者の中から大賞を1件選びます。大賞を受賞された方へは、本プロジェクト実行委員会が一
体となって支援を行いますが、その支援内容は、米子市が補助金支援、金融機関が起業・創業相談やクラウド
ファンディング等の資金調達支援、放送局がテレビ・ラジオ番組内での紹介、鳥取県宅地建物取引業協会が賃
貸借契約に関するコンサルティング、米子工業高等専門学校が店舗デザイン協力となっています。令和元年度
からは角盤町商店街組合も実行委員会に加入していただき、出店者を支援する体制をさらに整えています。
　第1回目となる平成30年度の応募は4件あり、大賞には『ラーメン店』、令和元年度の応募は6件あり、大賞
には『炉端焼き店』が選ばれました。大賞を逃されても出店意欲がある方が多く、本プロジェクトの起業・創
業の支援体制によって出店へと繋げています。
　集客力が増していく角盤町エリアに、活性化に繋がる新しい店舗が加わることで、新しい客を呼び、エリア
一体となって盛り上がり、さらなるにぎわい創出と活性化に繋がることが期待されています。

角盤町エリア復活プロジェクト
『新規出店チャレンジャー募集事業』
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『つながるマルシェ in える・もーる』の様子 地ビールフェスタと同時開催しました

未来につながる街づくり
角盤町エリアでの官民一体となった取組み

　大山山麓・日野川流域観光推進協議会の事業として、角盤町商店街振興組会が主催するイベントで、平成
30年度から始まり、年2回開催されています。
　鳥取県西部の9市町村（米子市・境港市・日吉津村・大山町・南部町・伯耆町・日南町・日野町・江府町）
が一体となり、大山山麓と日野川流域の自慢の美味しい恵みの販売や地域の魅力を発信するステージ企画など
を実施し、米子市中心市街地の活性化だけでなく圏域全体の活性化を図ります。
　昨年のつながるマルシェは9月と10月に開催され、水産加工大賞を受賞した商品をはじめ、地域自慢の新鮮
野菜、農水産加工品、ジビエ料理が出展されたほか、米子東高校の書道パフォーマンスや日野町役場JK課の新
作カレーなども登場しました。
　また、10月の開催では米子市公会堂ハロウィンパレードとコラボし、つながるマルシェ会場で開会式・表
彰式が実施されるなど、会場は大変なにぎわいとなり、子どもから大人まで楽しめる食と交流のイベントとな
りました。
　今後も、鳥取県西部圏域市町村が連携し、それぞれの地域の情報を発信していけるよう取り組んでいきます。

大山山麓・日野川流域観光推進協議会事業

『つながるマルシェ in える・もーる』
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未来につながる街づくり
角盤町エリアでの官民一体となった取組み

　米子市角盤町一丁目周辺は、米子髙島屋、やよいデパートといった大型商業施設及びえる・もーる一番街を
中心に構成される中心市街地の商業地域（以下「角盤町エリア」という。）として、「商都・米子」の顔という
べき存在でした。
　しかし、平成28年のやよいデパートの閉店以降、角盤町エリアは、来街者の減少が顕著になり、にぎわい
が低下し、加えて地価の大幅な下落も起こりました。
　そのような状況の中、やよいデパートの跡地を平面駐車場に整備するとの計画が明らかになったこともあり、
株式会社米子髙島屋は、角盤町エリアの活性化につながる方策の一つとして、米子髙島屋東館及び米子髙島屋
第一駐車場棟並びにこれらの敷地を米子市へ無償譲渡する方針を定められました。これは、官民が連携して集
客力のある施設への転換を図ることで、角盤町エリアへの来街者を増やし、中心市街地活性化の推進につなげ
ようとするものでした。
　米子市は、対象物件は角盤町エリアの再活性化の核になるという考えの下、平成29年3月31日に、無償譲
渡に係る提案を受諾し、以後、対象物件の管理運営の手法等について、庁内や官民協働のプロジェクトチーム
で協議を重ねました。
　そして、集客力及び採算性のあるテナントの導入によるにぎわいの創出等、角盤町エリアへの継続的な波及
効果が期待され得る最も妥当と思われる手段として、「無償譲渡された物件の全てを民間事業者に再度譲渡し、
当該譲渡を受けた民間事業者が対象物件の管理運営を行う」手法を採用することとしました。
　再度譲渡する事業者を選定するに当たっては、角盤町エリアのにぎわいの創出及び再活性化が見込まれる事
業について、企画提案とそれを自ら実施する事業者を公募型プロポーザル方式で募集しました。
　最終的に提案者は1者のみとなり、審査検討委員会では事業実施者として適正であるかどうかとの審査にな
りましたが、審査の結果「適正である」と結論付けられました。
　平成30年4月に、米子市は対象物件を無償で当該事業者に譲渡し、事業を行っていただくことになりました。
それが令和元年11月にオープンした、株式会社ジョイアーバンのGOOD BLESS GARDEN（グッドブレスガー
デン）です。
　GOOD BLESS GARDENは、飲食、フィットネスジム、まんがミュージアム、カプセルホテル、温浴施設
等が入った「コト」を扱う体験型複合施設となっています。「モノ」を扱う米子髙島屋本館と住み分けを図り、
相乗効果で中心市街地活に人を呼び込んでいただけるもの
と大きな期待が寄せられています。

『GOOD BLESS GARDEN（グッドブレスガーデン）』
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  全世界を熱狂の渦に巻き込んだ1978年公開の「スター・ウォーズ（エピソードⅣ・新たなる希望）」から41
年。2019年12月公開「スター・ウォーズ（エピソードⅨ・スカイウォーカーの夜明け）」で遂にスター・ウ
ォーズシリーズが完結を迎えました。ジェダイとダークサイドの世界観を描くSF映画の金字塔でありながら、
主人公ルーク・スカイウォーカーとダース・ベイダーの父子の戦い、またベイダーの孫カイロ・レンとをつな
ぐスカイウォーカー家の家族ドラマとも言えるでしょう。映画の中では、宇宙を所狭しと飛び回る戦闘機や大
型戦艦が登場し、愛嬌あるドロイド（ロボット）が大活躍します。中でも、銀河帝国最強のバトルステーショ
ン「デス・スター」は、帝国軍の最新兵器です。帝国軍の戦略会議での会話に耳を傾けてみましょう。 

ターキン総督「ベイダー卿。デス・スターの製作について経営力向上計画を申請してはどうかね？」 
ダース・ベイダー「経営力向上計画？すぐにどんなメリットがあるか調べさせましょう」 

  平成28年7月施行された中小企業等
経営力強化法に基づく「経営力向上計
画」。機械装置などに設備投資して業績
向上を目指す計画を策定し、管轄主務大
臣の認定を受けると、さまざまな経営上
の優遇措置が受けられるとして、令和
元年11月30日時点、全国で97,548件
（うち鳥取県681件、島根県454件）の
認定があります。優遇措置の中でも、目
玉は中小企業経営力強化税制で、なんと
対象設備の即時償却又は取得価額の10
％税額控除の減税が受けられるというダ
ース・ベイダーもびっくりのお得な内容
になっています。概要は、次の資料の通
りです。 

【出典：中小企業庁HPより】

税理士
播　間　光　広
まほろば税理士法人

もし映画『スター・ウォーズ』が
経営力向上計画に基づく
中小企業経営力強化税制の適用を
受けたら

ポイント①
適用期限は令和3年3月31日まで
（残り1年弱）。

ポイント②
生産性向上設備（A類型）は、工
業会の証明書があれば、申請は
簡単です。購入先の業者に工業
会の証明書の対象設備か確認し
てください。 
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　ここで帝国軍の戦略会議に戻ります。

部下「ベイダー卿、経営力向上計画には、対象設備に対する固定資産税3年間2分の1減税もありましたが、こ
れは平成31年3月31日で廃止になったようです」

ダース・ベイダー「何!そんなことはない!我がフォースをもってすれば不可能なことはないのだああああ!!」

　そう、部下の言う通り固定資産税の減免措置は廃止になったのですが、ダース・ベイダーの暗黒面のフォー
スが威力を発揮したのか、「生産性向上特別措置法(平成30年6月施行)」に基づく「先端設備等導入計画」を
所轄市町村役場に提出すれば、対象設備に対する固定資産税がなんと3年間ゼロ(米子市の場合)になるという
制度があるのです。提出先が、税務署ではなく市役所なので、ご存じの方は少ないのではないでしょうか?適
用期間も令和3年3月31日まで。申請には「工業会の証明書」と「経営革新等支援機関(税理士、金融機関、商
工会議所等)の事前確認書」が必要。さらに、必ず固定資産の購入より先に導入計画を提出しなければならな
い。という条件はありますが、黒字企業でなくても減税が受けられるのでチャレンジしてみる価値アリです。
もし、来年3月末までに機械装置等の設備投資計画がある方は、早めに所轄市町村の固定資産税課に問い合わ
せてみましょう。
　今回、法人会会員企業の皆さんに『経営力
向上計画』と『先端設備等導入計画』をご紹
介したことで、果敢な設備投資による攻めの
経営で地域経済を牽引され、スカイウォーカ
ーの夜明けならぬ、日本の中小企業の夜明け
に貢献されることを切に願います。

　比較的簡単なA類型の手続きスキーム図は以下の通りです。

【出典：中小企業庁HPより抜粋】 

 May the Force be with you． 
（フォースと共にあらんことを） 

ポイント③
収益力強化設備（B類型）
は、事前に中国経済産業局
に投資計画を受理してもら
ってからでないと、経営力
向上計画の申請ができませ
ん。ハードル高めですが、
黒字企業にとって即時償却
は魅力です。 

ポイント④
基本は、経営力向上計画
の認定を受けた後での、
対象設備の取得になりま
す（左記スキーム図参
照）。例外的に、認定前
の取得の場合も可能です
が、決算日を過ぎてから
の認定では、減税が受け
られませんので、早めの
申請を心がけましょう。  
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第36回法人会全国大会 「三重大会」 開催
　令和元年10月3日、三重県
津市において、第36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、伊勢神宮の広
報室広報課長音羽悟氏によ
る「皇室と神宮」をテーマと
した記念講演が開催されまし

た。第2部では、三重県法人会連合会宮
﨑由至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
星野次彦長官、三重県の鈴木英敬知事、
津市の前葉泰幸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、会員増強表彰において、沖縄
県法人会連合会と青森県法人会連合会が
優秀賞を受賞し、倉吉法人会も努力賞に
選ばれました。また、福利厚生制度推進
表彰では、鳥取県法人会連合会も表彰さ
れました。続いて、主要活動である税制
提言の報告、金沢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、次回開催地であ
る岩手県法人会連合会髙橋真裕会長の閉
会の辞をもって終了しました。

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、わが国経済は企業収益に陰りが見えるなど、景気の減
速懸念がにわかに強まっている。大規模金融緩和の効果が期待
できなくなった上、米中の経済摩擦によるマイナスの影響が顕在
化してきたためである。一方、国際経済面では、アメリカの保護
主義的政策がわが国をも対象とするなど予断を許さない状況と
なっている。

　国家的課題である財政健全化は困難を極めており、わが国の
長期債務残高は先進国の中で突出して悪化している。また、わ
が国は先進国で最速のスピードで少子高齢化が進み、かつ人口
減少という深刻な構造問題も抱えている。社会保障の恒久的安
定財源である消費税は、今般、税率が10%に引き上げられた
が、今後の社会保障給付費の増大と財政健全化の困難さを考え
れば、「受益」と「負担」の均衡に向けた議論を早急に開始する
ことが重要である。

　中小企業は、地域経済と雇用の担い手である。グローバル経
済や厳しい環境変化に対応し、その存在感を維持するとともに、
わが国経済の礎として、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」、「事業
承継税制のさらなる拡充」等を中心とする「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、令和とい
う新しい時代を迎え、ここ三重の地で全国の会員企業の総意と
して、以上宣言する。

令和元年10月3日
全国法人会総連合全国大会
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11月6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、㈲勝部朝日会計 勝部 芳子氏が表彰されました。

　10月3日に開かれた「法人会全国大会三重大会」で採択・確認された「令和2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に地方財
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。

先灘匡米子市議会事務局長に
（左：髙橋委員長、右:坂口副会長）

赤沢亮正衆議院議員に
(左：青砥会長、右：髙橋委員長）

中村勝治境港市長に
（右：岡空副会長、境港支部役員）

伊木隆司米子市長に
（左：髙橋委員長、右：坂口副会長）

柊康弘境港市議会議長に
（右：岡空副会長、境港支部役員）

令和２年度税制改正スローガン
○ 経済の再生と財政健全化を目指し、歳出・歳入の一体的改革を！
○ 適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を！
○ 中小企業は日本経済の礎。活力向上のための税制措置拡充を！
○ 中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！

令和２年度税制改正等の提言活動

令和元年度　米子税務署納税表彰

米子税務署長、青砥会長と喜びの受賞者

　11月13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 「令和元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

署長表彰
㈱ 岩 崎 組 岩　﨑　瑞　枝 氏

署長感謝状
大 同 警 備 保 障 ㈲ 舩 田 睦 子 氏
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　10月25日、台風19号被災地復興支援のため、グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部で行われた、
チャリティーゴルフコンペでの寄付金168,000円の目録を、鳥取県西部総合事務所長藤井秀
樹氏に当法人会会長青砥隆志から贈呈しました。藤井所長からは、米子法人会の継続的な取
り組みに対して、感謝の言葉をいただきました。
　チャリティイベント「被災地復興支援、チャリティーゴルフコンペ」は平成23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、今回は令和
元年10月に発生し、東北・関東地方を中心に甚大な被害をもたらした台風19号被災地支援の
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、被害
に遭われた方が日常を取り戻し、安心して暮らせるよう一日も早い復旧を願っています。

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
㈲いけびんストーア ㈲たみや
㈱岩崎組 中国大建管財㈱
AIG損害保険(株）米子支店 ㈲角森自動車工業
㈱Ｍ＆Ｍ興産 東京印刷㈱
皆生温泉旅館業(協） ㈱鳥取銀行
皆生中央興業㈱ 鳥取県金属熱処理（協業）
㈱皆生つるや ㈱トンボ
㈲勝部朝日会計 ㈱ハッピーガスフォーラム
㈲上後藤コンタクトレンズセンター ハルト建設㈱
環境建設㈱ 堀田石油㈱
㈲キット ｍｙＡＮ㈱
木下ファーム(同） ㈲前田水産
㈱ケイズ まほろば税理士法人
㈱越河 美保テクノス㈱
境港土建㈱ ㈲村尾事務機
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
㈱山陰ビデオシステム ㈱米子青果
㈱山陰放送 ㈱米子セントラル不動産管理
山陰みらい税理士法人 ㈲米子ニューアーバンホテル
㈱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
㈲染創 米子税務署
㈱葬仙 青木　彰子
大山メモリアルパーク㈲ 井田
大同警備保障㈲ 佐藤　孝二
大同生命保険㈱ 三上　明子
㈲タイヤセンターナガミ 山内　幸夫
㈲髙田
㈲高橋会計事務所

「古タオルの回収・寄贈」
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110箱にのぼり、9月26日、
介護老人福祉施設「大山やすらぎの里」、介護老
人保健施設「小谷苑」、介護老人保健施設「はま
なす」の3施設に寄贈しました。

鳥取県西部総合事務所長に目録を
渡す青砥会長と今出総務委員長

チャリティー募金に感謝

社会貢献活動のコーナー
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　小学生児童への租税教室の一環として、12月17日に米子市立福米東小学校6年生

を対象に「租税教室」を行い、講師を担当致しました。

　私自身は今回が2度目の参加になります。前回は、青年部会会員になって間もな

い頃で、子どもさんの反応をうかがう余裕もありませんでした。今回は、年下の私

でも日頃から気にかけてくださっている会員の方々が講師陣にいらっしゃったおか

げで、大変リラックスして臨めました。また、講師用の教材は、法改正への対応な

どが反映され、年度ごとにリニューアルされ、多忙の中でも、この使いやすい教材

のおかげで、安心して講師ができました。

　授業の前半は児童の関心を引く税金クイズ、中盤はアニメDVDでわかりやすく解説、後半はクイズ

の答え合わせや知識の深堀と、児童たちは最初から最後まで集中し、税金を身近に感じてもらえたこ

とを実感すると同時に、この「法人会 租税教室」の完成度の素晴らしさに改めて気づきました。

　今回私が一番驚いたのは、自分の想像以上に、子どもさんの税金に対する関心が高かったことです。

税金の使い道について、「みんなから預かった税金は形を変えてみんなのところに戻る」という話には

皆がうなずき、公立小学校児童一人当たりいくら位の税金が使われているかという質問に対しては、

真剣に考えてくれて、ほとんどのお子さんが正解だったことには驚かされました。

　この講師体験を通じて、私の方がかえって勉強になることが多く、将来を担う教育の場に関わるこ

とができて、大変光栄に思います。

　法人会事務局の皆様、会員の皆様、学校関係者様に感謝いたします。来年度以降も講師の依頼があ

りましたら頑張りますので、引き続き宜しくお願い致します。

租税教室の講師体験

青年部会会員
亀　井　光　康
米子第一交通
株式会社
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社会貢献活動のコーナー

　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16日の土曜日、「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、「税関の役割」や「税の必要性」などを、身近なものとして考えていただくことを目的に、
神戸税関境税関支署、米子税務署の協力を得て、45名の親子が参加しました。
　最初に米子税務署の方による、「税金クイズ」を行いました。税金クイズでは、税金の種類や歴史、
消費税の税率、税金の使い道はどこで決めるのか、などについて出題され、小学生が一生懸命に考え
る姿が印象的でした。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な質問もあり、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について分かり易く説明され、その後、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、スーツケースやお菓子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体験し、その優れた装置の性能にとても感心していま
した。
　小学生にとっても、初めての体験ばかりで大変興味深く、税関担当者の説明に終始耳を傾けていま
した。
　また、税務署からイータ君、ちょっとまっ太君、税関からはカスタムちゃんが、子ども達を相手に
それぞれパフォー
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。
　参加された親子
からは、普段入る
ことのできない入
国検査場での模擬
体験や税関の役割
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
重な体験となり、
大変喜ばれた一日
となりました。

 親子で学ぶ税関見学・税金クイズを開催

参加した子供たちと境税関支署・米子税務署の皆さん

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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県内統一 「第６回税金クイズ」 を実施
～ 「中部特産品セット」を正解者の中から抽選でプレゼント！～

  令和元年10月19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6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、あいにくの雨模様でしたが、イベントには数多くの方が訪れました。米子税

務署より佐藤署長をはじめ6名の署員の方、米子法人会から青砥会長、他スタッフ14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 538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「中部特産品セット」

をお送りしました。
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　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26校から
1,236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

義方小学校　啓成小学校　就将小学校　車尾小学校　　福生東小学校　福米東小学校
加茂小学校　河崎小学校　和田小学校　弓ヶ浜小学校　成実小学校　　伯仙小学校
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　岸本小学校　溝口小学校　　大山西小学校　大山小学校
中山小学校　根雨小学校

学校表彰

第9回 税に関する絵はがきコンクール

義方小学校
香川　藍心さん

中国税理士会
米子支部長賞

会見小学校 山本　和佳さん

米子市美術館長賞

車尾小学校 間口　夏妃さん

米子税務署長賞

義方小学校 池口　明衣さん

鳥取県西部県税事務所長賞

淀江小学校 中原　悠月さん

米子法人会会長賞

就将小学校 角田　茉音さん弓ヶ浜小学校 渡部　桜羅さん

米子法人会青年部会長賞

福生東小学校 濱田　菜々さん

岸本小学校 竹下　真生さん

大山西小学校 内田　樹里さん

米子法人会
女性部会長賞

岸本小学校
本庄　瑞希さん

河崎小学校
河端　心音さん

渡小学校 松本　妃利さん

車尾小学校 小林　喜さん 加茂小学校 田中　胡桃さん

米子法人会入賞
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青年部会のコーナー

第33回  法人会全国青年の集い  大分大会に参加して

　昨年より米子法人会青年部会 部会長

を務めております杉原秀一郎と申します。

　11月7日から8日まで「湧き上がれ！未

来を動かす熱きパワー～豊の国おおいた

からの第一歩～」をメインテーマに開催されました第33回法人会全国青年の集い大分大会へ参加してまいりま

した。

　初日は、式典から始まり租税教育活動プレゼンテーションなどに参加させて頂きました。2020年度の全国青

年の集い開催地が松江市ということで、代表として島根県の木村直樹大会会長に大会旗が伝達されました。今

年は開催地がお隣の町ということになりますので、より多くのメンバーと大会に参加させて貰いたいと思いま

す。夜に行われたウェルカムパーティーでは、かぼすを使った地酒など地元大分の特産品で歓迎を受け全国の

部会長と有意義な意見交換をさせて頂きました。

　二日目は、部会長サミットにおいて財政健全化のための健康経営プロジェクトについて個別のグループに分

かれ全体発表まで楽しく語り合いました。式典などの終了後、「ポジティブ志向 健康な心と体で未来を動かす」

をテーマにテレビなどでも活躍されているアンミカさんの記念講演が行われました。この貴重な体験を今後の

会の運営や経営に生かして行きたいと思います。

青年部会部会長
杉原　秀一郎
東京印刷㈱
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（はじめに）
　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は、職員の減
少や申告者(社)の増加に加え、経済取引の国際化・
情報化などにより、大きく変化し、更に、昨年10
月には、消費税率が引き上げられ、同時に軽減税
率制度が導入されました。
　このため税務署では、あらゆる機会を捉えて改
正消費税法の周知・広報を実施し、事業者に対す
る説明会の開催にも取り組んで参りました。
　その一方で、事務の集中化による試行や次のよ
うな確定申告事務の見直し等により内部事務を効
率化しつつ、e－Taxやダイレクト納付等により手
続をデジタル化し、更には税務相談の事前予約や
コンビニ納付のQRコード化等により署窓口を効
率化することで、効率化リソースを調査・徴収に
投入し、適正・公平な課税と徴収の実現に取り組
んでいます。
　米子法人会の皆様方におかれましても、引き続
き手続のデジタル化や署窓口の効率化等に対し、
ご理解とご協力をお願いします。

（大法人の法人税等の申告のe-Tax義務化）
　事業年度開始の時において資本金の額等が1億
円を超える法人は、令和2年4月1日以後に開始す
る事業年度の「法人税及び地方法人税」並びに「消
費税及び地方消費税」の申告書、添付書類の全て
について、e－Taxにより提出しなければならない
ことになり、書面により提出した場合、その申告
書は無効なものとして取り扱われることとなりま
す。また、2期連続でe－Taxにより法定申告期限
までに法人税の申告書を提出しなかった場合、青
色申告の承認の取消対象となりますので注意が必
要です。
　なお、e－Tax義務化の詳しい情報については、
e－Taxホームページをご覧いただき、法人税の申
告データ等が円滑に提出できるよう早めの準備を
ご検討ください。
　また、e－Taxは、事務所から法人税等の申告手
続ができるだけでなく、ダイレクト納付が利用で
きるなど、納税者にとって利便性の向上につなが
ります。義務化対象法人以外の法人におかれまし
て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）
　令和元年分の「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います。
　国税庁では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」を開設するほか、
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、更
には、令和元年分の申告からは、給与所得だけで
なく、公的年金等、その他雑所得や一時所得につ
いてもスマートフォンからの確定申告が可能にな
るなど、利便性の向上に向け、様々な取組を行っ
ています。
　米子税務署では令和2年2月17日（月）から3月
16日（月）までの間（土・日、祝日を除く。）、米
子コンベンションセンターに申告会場を設け、確
定申告書の作成のアドバイスを行っています。
　また、令和2年3月17日（火）以降に個別の相談
を希望される方は、事前に予約をしていただいた
上で、税務署においてアドバイスを行います。

（ダイレクト納付）
　ダイレクト納付は、事前に税務署に届出をして
いただいた上で、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、即日又は指定した期
日に納付する便利な電子納税の手段です。
　電子証明書やICカードリーダライタが不要で、
源泉所得税、法人税、消費税などの税金の納付に
利用することができます。特に、納付回数の多い
源泉所得税や消費税中間申告分等の納付に大変便
利です。
　また、昨年10月からは、地方税につきましても、
eLTAXを利用してダイレクト納付が可能となり
ました。これにより国税・地方税共に電子納税の
利便性が益々向上しましたので、ぜひともご利用
をお願いします。

　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

佐藤　等

納税者の利便性の向上と
適正・公平な課税と徴収の実現に向けて

税務署のコーナー
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【筆者略歴】玄間千映子（げんま・ちえこ）  ㈱アルティスタ人材開発研究所代表。
國學院大学卒。米インマヌエル大学大学院卒後、米スタンフォード大学ビジネススクール修了。財団
法人日本船舶振興会(現日本財団)役員、国会議員各秘書を経て1994年に前身の㈲アルティスタを設立
し代表に。2006年現社名に改組。日本経済大学大学院非常勤講師、（一社）水底質浄化技術協会監事
などを兼任。著書に「ジョブ・ディスクリプション一問一答」「リストラ無用の会社革命」など。

　今年は台風被害の当たり年、多くの川が氾濫するなど各地で記録を塗り替えるような豪雨災害が発
生しました。中でも台風19号による信州千曲川の氾濫は、北陸新幹線をどっぷりと水浸しにし、臨時
ダイヤを組まざるを得ないなど、その後の運行にも大きく傷跡を残しています。
　現地は浸水被害の対象域だとハザードマップでは予想していたにもかかわらず、なぜ対応が遅れた
のか。当時、避難勧告の対象地域となっていなかったことが要因らしいのですが、肝心なのは再発防
止にどんな取り組みを行うか、です。
　それについてJR東日本では、車両退避マニュアルや、BCPの作成検討を行うといいます。“BCP"とは
Business Continuity Planの略で、自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、
事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、
平常時に行うべき活動や、緊急時における事業継続のための方法を予め計画しておくというものです。
とても理にかなった考え方なのですが、この取り組みの弱点は、危機として認識できたテーマ以外は
検討課題には入ってこない点です。事前対策には、新規の設備や損害保険の加入等々に加え、緊急時
訓練など人的管理コストも伴うものですが、万一検討外の課題に遭遇したとき、それら準備の効力は
期待どおりにはなりにくいのです。そのように想定外のことはなかなか、対応マニュアルを作ったり、
準備したりということは難しく、不向きです。
　とはいえ何か対策は必要です。そこで、今回の同じ台風被害の中、マニュアルやBCPなどの備え付
けがなくても、無事被害を防げた組織が同類の交通系企業の中であり、それを参考に想定外のことへ
も対処できるという方法を考えてみます。
　長野電鉄傘下の長電バスが、それを行って成功した組織です。同一地域において気象被害は誰も同
じように被るものですが、当日、自分の安全確保が終わった社員は続々と出勤し、会社所有のバス100
台を指定されたところに黙々と移動させたといいます。まさに人海戦術で災害を乗り切り、被害から
バスを守ったというのです。
　「人海戦術」による効率を上げるのに肝心なのは、心を一つにする連帯感の醸成です。連帯感は危機
への対処効力を高めます。その上、連帯メンバー全員がアンテナとなって危機回避に参画してくるので、
「想定外」の危機への対応も柔軟に行うことを可能にします。そんな便利な構図ですが、こちらにも一
つだけやっかいな課題があります。それは常日頃、「職場を守る=自分を守る」の構図をいかに日常的
に意識の上に載せておくかということです。それに効果的なのは、朝礼、体操、社内運動会に社員同
士の飲み会などなど。かつて団体主義と揶揄されてしまった「会社家族」という日本型経営思想に基
づいた様々な取り組みが、実は有効です。まさに「同じ釜の飯を食う」関係に組織を仕立てておくこ
とが、マニュアルやBCPの取り組みを埋めるポイントです。

“マニュアル”を埋める日本型経営思想

㈱アルティスタ人材開発研究所　代表　玄間　千映子
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会員のコーナー
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新 入 会 員 の ご 紹 介（令和元年8月～令和2年1月）
法　　人　　名 代表者名 業　　　　種 所　在　地

は や し ば ら 林原　智子 たばこ販売（小売） 西伯郡大山町加茂１０-１
石 原 ハ イ ヤ ー 洋 服 店 石原　直一郎 注文仕立紳士服販売 米子市東倉吉町２５
ベ ビ ー シ ッ タ ー 環 生田　環 保育．病児保育 日野郡日野町野田２１２-１
Ｓａｔｏ Ｃａｒ Ｐａｉｎｔ 佐藤　守 塗装業 米子市榎原３６０-７
ハセソーイングサロン 長谷川　一恵 洋裁指導教室 米子市三本松２丁目４-２３
かしま造園 鹿島　功貴 造園業 西伯郡大山町殿河内７５４-３３
福本運送 新井　由美 運送業 米子市淀江町平岡１１５
桐田塗装 桐田　輝男 建築塗装 米子市上福原２丁目３-５
エ ン ゼ ル メ イ ト 金澤　ひろ子 ボランティア．福祉活動 米子市両三柳４５６８-１１４
虹の会 高岡　妙子 家事代行 米子市皆生４-９-１
光電気ＬＥＤシステム（株） 松本　俊次 ＬＥＤ照明製造 米子市夜見町８２７番地５
（株）門岡設備 門岡　貴寛 管工事 米子市日下６２９
（株）アタック 西村　大輝 建設業 米子市目久美町２３-７
（株）山 興 プ ラ ン ト 山下　学 機械．器具設置工事 米子市新開５丁目３-２２
（株）サンライズさんこう 三輪　昌輝 福祉．産業廃棄物処理業 境港市昭和町５-１７
（株）Ｏ ｎ ｅ ’ ｓ 古木　竜平 自動車整備．販売 境港市上道町３５８３番地
（有）スマイル保健企画 上原　隆 調剤薬局経営 米子市両三柳１８９０-２
友貴建設（株） 松本　力男 建設業 境港市湊町１７４番地
（株）かぎろい 岡田　誠 建築業 米子市上後藤４-１５-１９
（株）生田電器 生田　裕人 家電販売．電気・太陽光発電設置工事 米子市両三柳１５１-２１
（株）レ オ 動 物 病 院 藤川　幸也 動物病院 米子市美吉４５４-２
（有）ト ー タ ル・ア イ 神田　俊一 不動産管理．他 米子市旗ヶ崎７-２２-３５
（株）ＨＳＫ 宇野　昌伸 飲食業（蕎麦・うどん） 米子市彦名町４１２３番地３
（同）  トータルエージェンシー 曽田　和男 不動産賃貸．事務代行サービス 米子市道笑町４丁目１５４番地
（学）あ け ぼ の 幼 稚 園 波多野　和雄 認定こども園 米子市義方町４- １
（株）カイセイ 中井　巧 建設業 西伯郡南部町倭４３４番地７
（株）Ｍ Ｋ ハ ウ ジ ン グ 東堤　秀之 不動産業 米子市上後藤４丁目１５- １９
（株）米澤建設 米澤　伸太郎 建設業 米子市車尾５丁目１２番６３号
（株）ハヤシ技建 林　和孝 建設業 米子市泉１８６- ９
（税）ペ  ン  タ  ス 北野　岳之 税理士事務所 米子市昭和町６９番地
（有）さんらくフードカンパニー 清水　裕文 飲食業 米子市淀江町西原１１３５- ４
平 岡 （同） 平岡　秀夫 小売業（調剤薬局） 米子市皆生３丁目６番１号
（株）ＣＨＩＬＤ  ＦＯＲＣＥ 兒嶋　克樹 学童保育 米子市西福原７丁目１０番４３号
田 園 ラ ン ド ス ケ ー プ （同） 清水　啓 種苗卸売．薪製造販売 西伯郡伯耆町金屋谷７５７- ６
（株）テ ッ ク 西 日 本 高橋　泰郎 電気機械器具小売業．各種物品賃貸業 米子市旗ヶ崎７丁目１４- ８
（株）Ｂ ｌ ｕ ｅ . 髙橋　伸博 飲食業 西伯郡大山町富長１５９- １
山陰打設（有） 河﨑　禎之 コンクリート圧送施工．打設工 米子市河崎８７- １
（株）カオナ 松本　かおり 医療保健衛生 米子市奥谷１１５５- ４
（有）ケイ・エヌサービス 指宿　健康 廃棄物収集業 米子市吉谷６６０番地３
（有）Ｔ Ｋ シ ス テ ム 原田　晃宏 防水業 米子市上福原３丁目３- ６３
Ｇ Ｒ Ｅ Ｓ Ｓ（株） 石田　貴文 浴室・トイレコーティング事業 米子市吉岡６５- ３８
（株）フ ァ ー ス ト 岩田　昭弘 新聞小売 米子市角盤町３- ９１
（株）大 山 レ ― ヴ 松本　将治 竹炭製品製造販売．竹林事業 西伯郡大山町長野８０番地１
（株）建信 石川　正敏 建設業 米子市目久美町２５- ２ベルトピア米子Ａ２０４

第９回 定時総会記念
講演会のお知らせ

『 日本を取り巻く国際情勢 (仮) 』
テーマ

コリア・レポート編集長
辺　真一  氏

講　師

令和2年5月28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
　小学生の頃、弟とともに母親に連れられて、よく髙島屋に行きました。境港から外浜線のバスに乗り、１時間くらいだっ
たでしょうか？１階の喫茶か、５階の食堂で昼ご飯を食べ、屋上の遊園地で遊んだことを覚えています。その後は母親の買
い物について歩いていました。高学年になると、友達と遊んだ方が面白く、留守番が多くなりました。
　高校は境港から汽車通学でした。中間テスト、期末テストが終わった日、友達と本屋やレコード店に立ち寄りながら商店
街をぶらぶら歩き、途中で加茂川をわたり、西部生協の中を通り抜け、そこはおばさんたちが、リヤカーで野菜を売ってい
ました。そして髙島屋、やよいのある角盤町を通って後藤駅から帰っていたような気がします。
　角盤町エリアがまた昔のように賑やかになることを願っています。

広報委員　松本　正

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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昭和46年ころの角盤町周辺
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