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　当会社会貢献活動「みどりのカーテン」事業は、今年度で10年目を迎えました。去る５月にゴーヤ苗、

1,000株の無料配布を行い、９月のゴーヤ写真コンテストへは多くの皆様からご応募頂きました。  

　みどりのカーテンは、室内温度の上昇を制御し、冷房の利用を減らし電気代が節約に繋がること。また見

た目にも涼しく果実が食材になり、健康にも良いことからご好評の声を頂いております。  

　年々気温が上昇し温暖化が加速する中、今年も小さな苗の段階から大切に育てて頂きまして、皆様の思い

が伝わってくる素敵なお写真が多数寄せられました。

　展示期間中には、市役所ロビーにて足を止めて眺めている方も多く見られ、応募された皆様の気持ちのこ

もった作品を、広く市民の皆様に見て頂けたのではないかと思います。この活動によって、少しずつエコ活

動の輪が広がっていくことを願っております。        

平成３０年度　ゴーヤ写真コンテスト展示会　開催
期　間　： 　平成30年10月1日（月）～平成30年10月12日（金）  
場　所　： 　益田市役所　１階　ロビー     
作品数　： 　122点（50社　個人含む）     

日　時　：　平成３０年１１月１５日（木）   
場　所　：　益田商工会議所　３階　大会議室   

　　　◆益田税務署　感謝状       
　　　　　大谷　孝司　　 公益社団法人　益田法人会　青年部会　副会長   
 　　能地　奈保美　 公益社団法人　益田法人会　女性部会　副会長
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（益田法人会　関係者のみ） 

平成30年度　納 税 表 彰
～団体の活動を通じて納税動議の高揚に功績のあった方々～

受賞おめでとうございます
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平成３０年度　ゴーヤ写真コンテスト展示会　開催
日　時　：　平成30年11月17日（土）　10：30～12：00
場　所　：　益田駅前ビルEAGA　3Ｆ　大ホール
参加者　：　74名  

　第13回「絵はがき」「習字」コンクール表彰式を開催致しました。このコンクールは毎年、益田地区租税

推進協議会が主催で、小学生のころから「税」について考えて頂き、身近に感じて頂きたいという思いか

ら、「税」に関する絵はがきと習字の作品を募集しました。

　それぞれのコンクールの歴史は長く、絵はがきが20回、習字は25回の開催となります。

　今回は「絵はがき」に16校315作品、「習字」に20校224作品ものご応募をいただき、その中から「絵はが

き」部門は島根県コンクール審査員特別賞をはじめとする24名、「習字」部門は特賞・金賞各10名で合わせ

て20名の受賞者が選ばれ、今回の表彰式には益田市や鹿足郡から優秀作品に選ばれた小学生19人とその家族

などおよそ75人が出席されました。表彰状の贈呈には「絵はがき」の部から14名、「習字」の部から５名が

各関係機関の代表者から、児童の皆様も少し緊張の中、お一人ずつ表彰状を受け取りました。

　そして、児童を代表して、益田小学校６年　池野誠二郎さんから「今回を通じて税の大切さなどがよくわ

かりました。受賞出来てとてもうれしかったです。」と立派にあいさつされました。

　審査員の先生からはここ２～３年から絵と文字を一緒に各作品が多くみられる中、優秀な作品は絵と文字

のバランスが良く、生活の中から感じた事がしっかりと表現されていてとてもよかった、これからもこの感

性を大事にして立派な大人へと成長してくださいと、講評をいただきました。

　表彰の後は、益田法人会青年部会や益田税務署職員による「税」に関する○×クイズが行われ、出席いた

だいた小学生やそのご父兄も一緒にご参加いただき、税に関する理解を深めて頂きました。

　最後に表彰式を開催するにあたり、準備から運営にご協力頂きました関係各位に心よりお礼申し上げま

す。本当にありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益田法人会　社会貢献委員長　大畑正一　
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審査員会特別賞

特　賞

益田小 6年　柳井 奈瑞菜

安田小 6年　斎藤 安里

審査員会特別賞

特　賞

高津小6年　比和野 翔馬

日原小 6年　中島 未空

益田地区租税教育推進協議会

特　賞

益田小 6年　池野 誠二郎

益田小 5年　石川 陽斗

習　字

絵はがき
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　１０月１１日、鳥取県鳥取市とりぎん文化会館にて、第３５回法人会全国大会が開催され出席させて頂き

ました。早朝７時発スーパーまつかぜ６号に乗り込み、終点鳥取には１１時に到着致しました。乗り換えは

ありませんがとても長い４時間でありました。到着後は田原副会長と二人で駅前の「すなばコーヒー」にて

昼食を頂きました。店内は全国大会の出席者で混雑していましたが、名物のお店に入れて満足致しました。

昼食後はシャトルバスにて式典会場に入りました。グラントワより少し大きい感じの会場で広島局は最後方

の３階席からの参加となりました。

　第１部記念講演は（株）大山どり　代表取締役島原道範氏で、演題は「大山どりの奇跡」～３５歳、どん

底からの挑戦～でありました。飼料メーカーの一社員であった自分が、さまざまな状況を乗り越えて今日を

迎えられた事を細かく講演を頂きました。法人会にふさわしいフレッシュで興味深い講演となりました。

　第２部式典では、来賓の祝辞はまず藤井健志国税庁長官、続いて平井鳥取県知事、鳥取市長と行われまし

た。表彰受賞式では会員増強表彰や研修参加率、福利厚生制度推進等が行われ、益田法人会は対前年５社以

上で優秀賞と、対前年１社以上３年間継続で表彰頂きました。組織委員会をはじめとして関係各位に厚くお

礼申し上げます。

　平成３１年度税制改正に関する提言では、税・財政改革のあり方や経済活性化と中小企業対策、地方のあ

り方等について提言されました。続いて青年部による租税教育活動報告が行われ大会宣言が発表されまし

た。

　最後に第３６回全国大会のＰＲを三重県法人会連合会会長が行われ、合わせて閉会の挨拶があり式典は幕

を閉じました。

　第３部の懇親会はホテルニューオータニ鳥取で開催され、雨の中徒歩での移動となりました。会場は大変

狭く３つの会場に分かれての開催となり、我々は広島局の皆様と同会場でモニターを見ながらの参加となり

ましたが、鳥取の味覚や地酒を頂き無事お開きとなりました。同行頂きました安田副会長、田原副会長、和

﨑事務局長にお礼を申し上げ報告とさせて頂きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年１１月１８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）益田法人会会長　森本　恭史
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　１１月８日、９日と第３２回法人会全国青年の集い岐阜

大会に参加致しました。

　大会前日の、部会長ウェルカムパーティー全国から集

まった各単位会の部会長の代表円卓テーブルに座り、大会

前に備えてのコミュニケーションを図り、翌日に行われる

部会長サミットの会議内容についての事前確認を行いまし

た。

　大会当日、全国法人部会長サミット基調講演医療費適正

化と健康経営の試み～行動変容で解決する～千葉大学医学

部附属病院特別講師吉村健佑様の講演会があり１、医療費

の適正化、２、健康経営による切り口、３、健康への行動

変容の内容をもとに貴重な時間を有意義に過ごさせて頂き

ました。後に２０４０年に向けて法人会青年部としての取

り組みが部会長サミット事前アンケート集計表を基に円卓

会議が行われました。長良川新聞６月１日(金)の新聞ノン

フィクションになるかもしれないフィクション「財政健全

化のきっかけは２２年前の全国青年の集い岐阜大会」２２

年後、我々が進む方向性を考えた時間でした。座長が進め

る円卓会議でしたが、部会長メンバーの中には会議に参加

しない部会長もいて、円卓の輪にならないこともありましたが、これも貴重な体験でした。

　全国青年の集い岐阜大会最後の宴、大懇親会です。全力少女Rの出演からの美川憲一ディナーショーと盛

りだくさんでありました。全国の青年部会員の皆様との情報交換、意見交換が出来たことを今後の法人会活

動に生かしていきたいと思います。

　２０２０年第３４回法人会全国青年の集い島根県大会が行われるにあたり、租税教育活動プレゼンテー

ション、部会長サミット、大会式典、記念講演、大懇親会と重要なプログラムを行う重圧を感じています。

横に長い島根県でありますが団結し、志を高く持って当日を迎えられるように努力する気持ちでいっぱいで

す。第３３法人会全国青年の集い大分大会には多くの島根県法人会青年部会のメンバーがＰＲに行き、おも

てなしの心を持って臨みたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青年部会　部会長　岡﨑　亨
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平成３１年度　税制改正に関する提言
◆ 益田市　山本浩章　市長・益田市議会　弘中英樹　議長にそれぞれ提言を行いました。

「吉賀町」 「津和野町」
◆ 吉賀町　岩本一巳　町長・津和野町　下森博之　町長へ各支部長より提言を行いました。

日　時　：　平成３０年１１月２７日（火）
場　所　：　益田市役所・益田市議会      
出席者　：　会長　森本恭史・税制委員長　大石　大・事務局長　和﨑　峰晴

日　時　：　平成３０年１２月５日（水）     
場　所　：　吉賀町役場     
出席者　：　吉賀支部長　吉本　孝・事務局長　和﨑　峰晴 
   
日　時　：　平成３０年１２月１３日（木）     
場　所　：　津和野町役場     
出席者　：　津和野支部長　中谷　保宣・事務局長　和﨑　峰晴
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≪基本的な課題≫

Ⅰ .　税・財政改革のあり方

１.　財政健全化に向けて

○政府は、プライマリーバランス黒字化目標の達成時期を２０２５年

度に大幅延期したが、２０２２年から団塊の世代が７５歳の後期高

齢者に入り始めることなどを考えれば、それまでに黒字化を達成し

ておくことが極めて重要になる。

 （１）２０１９年１０月の消費税率１０％への引き上げは、財政健全

化と社会保障の安定財源確保のために不可欠である。税率引き上

げによる悪影響を緩和する等の経済環境整備は必要であるが、そ

れがバラマキ政策とならないよう十分配慮すべきである。

 （２）政府は、２０１６年度から１８年度の３年間を集中改革期間

と位置づけ、政策経費の増加額を１．６兆円（社会保障費１．５兆

円、その他０．１兆円）程度に抑制する目安を示し、達成した。

２０１９年度から２１年度の基盤強化期間についても、社会保障

費の増加額を抑制する目安を示し、改革に取り組む必要がある。

 （３）財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体的改革によっ

て進めることが重要である。歳入では安易に税の自然増収を前提

とすることなく、また歳出については、聖域を設けずに分野別の

具体的な削減の方策と工程表を明示し、着実に改革を実行するよ

う求める。

 （４）消費税についてはこれまで主張してきたとおり、税率１０％程

度までは単一税率が望ましいが、政府は税率１０％引き上げ時に

軽減税率制度を導入する予定としている。仮に軽減税率制度を導

入するのであれば、これによる減収分について安定的な恒久財源

を確保するべきである。

 （５）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など金融資本市

場に多大な影響を与え、成長を阻害することが考えられる。政府・

日銀には、市場の動向を踏まえた細心の政策運営を求めたい。

２．社会保障制度に対する基本的考え方

○社会保障給付費は公費と保険料で構成されている。適正な「負担」

を確保するとともに、「給付」を「重点化・効率化」によって可能

な限り抑制しないと持続可能な社会保障制度は構築できない。

○社会保障の基本的あり方では、「自助」「公助」「共助」の役割と範

囲を改めて見直すほか、公平性の視点も重要である。その意味で、

医療保険の窓口負担や介護保険の利用者負担などの本人負担につい

ては、高齢者においても負担能力に応じた公平性を原則とする必要

がある。

 （１）年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」「支給開始

年齢の引き上げ」「高所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年

金給付削減」等、抜本的な施策を実施する。

 （２）医療については、成長分野と位置付け、大胆な規制改革を行う

必要がある。給付の急増を抑制するために診療報酬（本体）体系

を見直すとともに、政府目標であるジェネリックの普及率８０％

以上も早期に達成する。

 （３）介護保険については、制度の持続性を高めるために真に介護が

必要な者とそうでない者とにメリハリをつけ、給付及び負担のあ

り方を見直す。

 （４）生活保護については、給付水準のあり方などを見直すとともに、

不正受給の防止などさらなる厳格な運用が不可欠である。

 （５）少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等を整備する

などの現物給付に重点を置くべきである。その際、企業も積極的

に子育て支援に関与できるよう、企業主導型保育事業のさらなる

活用に向けて検討する。なお、子ども・子育て支援等の取り組み

を着実に推進するためには安定財源を確保する必要がある。

 （６）企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないよう

な社会保障制度の確立が求められる。

３．行政改革の徹底

○行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政府・議会が「ま

ず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を削らなければならない。

にもかかわらず、政府・議会ともに国民の信頼を裏切るような事態

に陥っているのは残念でならない。

 （１）国・地方における議員定数の大胆な削減 ､歳費の抑制。　　　

 （２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と、能力

を重視した賃金体系による人件費の抑制。

 （３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。

 （４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

４．消費税引き上げに伴う対応措置

○消費税率１０％への引き上げと同時に軽減税率が導入されることに

なっているが、これは事業者の事務負担が大きいうえ、税制の簡素

化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から問題が多く、税

率１０％程度までは単一税率が望ましいことを改めて表明したい。

 （１）現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」の効果等を

検証し、中小企業が適正に価格転嫁できるよう、さらに実効性の

高い対策をとるべきである。

　　　なお、消費税率引き上げによる駆け込み需要と反動減による景

気変動を抑制するための方策として、「消費税還元セール」等の

表示を可能とすることが政府で検討されている。これは消費税の

適正な転嫁に関わるだけでなく、中小企業に対して本体価格の引

き下げを要求されかねない等、影響も大きいことから慎重な検討

を求める。

 （２）消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課題

となる。消費税の制度、執行面においてさらなる対策を講じる必

要がある。

 （３）軽減税率制度を導入するのであれば、国は国民や事業者に対し

て制度の周知を行い、混乱が生じないよう努める必要がある。ま

た、システム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中小企

業に対して特段の配慮が求められる。

５．マイナンバー制度について

６．今後の税制改革のあり方

Ⅱ .経済活性化と中小企業対策

１．法人実効税率について

○ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率平均は２５％、アジア主要１０カ国

の平均は２２％となっており、依然として我が国の水準は高い。こ

のため、国際競争力強化などの観点から、今般の法人実効税率引き

下げの効果等を見極めつつ、さらなる引き下げも視野に入れる必要

がある。

２．中小企業の活性化に資する税制措置

 （１）中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を時限措置（平

成３１年３月３１日まで）ではなく、本則化する。なお、直ちに

本則化することが困難な場合は、適用期限を延長する。また、昭

和５６年以来、８００万円以下に据え置かれている軽減税率の適

用所得金額を、少なくとも１，６００万円程度に引き上げる。

 （２）租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、政策目

的を達したものや適用件数の少ないものは廃止を含めて整理合理

化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化に資

する措置は、以下のとおり制度を拡充し、本則化すべきである。

なお、中小企業投資促進税制の適用期限が平成３１年３月３１日

までとなっていることから、直ちに本則化することが困難な場合

は、適用期限を延長する。

①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、

「中古設備」を含める。

　なお、中小企業投資促進税制の上乗せ措置として平成２９年

度に改組された中小企業経営強化税制について、事業年度末が

迫った申請の認定に当たっては弾力的に対処すること、及び適

用期限（平成３１年３月３１日まで）を延長すること。

②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、損

金算入額の上限（合計３００万円）を撤廃する。

３．事業承継税制の拡充

○我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化や雇用の

確保などに大きく貢献している。その中小企業が相続税の負担等に

よって事業が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことに

なる。今年度の税制改正では比較的大きな見直しが行われたが、さ

らなる抜本的な対応が必要と考える。

 （１）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設

　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置

にとどまっており、欧州並みの本格的な事業承継税制が必要であ

る。とくに、事業に資する相続については、事業従事を条件とし

て他の一般財産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への
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課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求められる。

 （２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実

　　　平成３０年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進するた

め、１０年間の特例措置として同制度の拡充が行われたことは評

価できるが、事業承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を

求める。

①猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、平成２９年以前

の制度適用者に対しても適用要件を緩和するなど配慮すべきで

ある。

②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知

に努める必要がある。なお、特例制度を適用するためには、５

年以内に「特例承継計画」を提出する必要があるが、この制度

を踏まえてこれから事業承継の検討（後継者の選任等）を始め

る企業にとっては時間的な余裕がないこと等が懸念される。こ

のため、計画書の提出期限について配慮すべきである。

Ⅲ .地方のあり方

○国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率化を図る地方分権

化は地方の活性化にとっても極めて重要である。ただ、その際に不

可欠なことは地方の自立・自助の精神であることを改めて強調して

おきたい。地方創生戦略もこれを基本理念とすべきである。

○「ふるさと納税制度」にみられる返礼品競争のような手法は、あま

りに安直であり真の地方活性化にはつながるまい。そもそも住民税

は居住自治体の会費であり、他の自治体に納税することは地方税の

原則にそぐわないとの指摘もある。納税先を納税者の出身自治体に

限定するなど、「ふるさと納税」本来の趣旨に沿った見直しが必要

である。

○地方交付税は国が地方の財源不足を保障する機能を有していること

から、地方の財政規律を歪めているとの指摘が多い。地方は国に頼

るだけでなく、自らの責任で必要な安定財源の確保や行政改革を企

画・立案し実行していく必要がある。

 （１）地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機能移転の促

進、地元の特性に根差した技術の活用、地元大学との連携などに

よる技術集積づくりや人材育成等、実効性のある改革を大胆に行

う必要がある。また、中小企業の事業承継の問題は地方創生戦略

との関係からも重要であり、集中的に取り組む必要がある。

 （２） 広域行政による効率化の観点から道州制の導入について検討す

べきである。基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図るため、

さらなる市町村合併を推進し、合併メリットを追求する必要があ

る。

 （３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政改革には ､

「事業仕分け」のような民間のチェック機能を活かした手法が有

効であり、各自治体で広く導入すべきである。

 （４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べたラスパイレス

指数（全国平均ベース）が改善せずに高止まりしており、適正な

水準に是正する必要がある。そのためには国家公務員に準拠する

だけでなく、地域の民間企業の実態に準拠した給与体系に見直す

ことが重要である。

 （５）地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にスリム化するとと

もに、より納税者の視点に立って行政に対するチェック機能を果

たすべきである。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と政務活

動費の適正化を求める。行政委員会委員の報酬についても日当制

を広く導入するなど見直すべきである。

Ⅳ．震災復興

○東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期である「復興・創

生期間（平成２８年度～３２年度）」も３年目に入っているが、被

災地の復興、産業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業に

当たってはこれまでの効果を十分に検証し、予算を適正かつ迅速に

執行するとともに、原発事故への対応を含めて引き続き、適切な支

援を行う必要がある。また、被災地における企業の定着、雇用確保

を図る観点などから、実効性のある措置を講じるよう求める。

○熊本地震についても、東日本大震災の対応などを踏まえ、適切な支

援と実効性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興の実現等

に向けて早急に取り組まねばならない。

Ⅴ．その他

１．納税環境の整備

２．租税教育の充実

≪税目別の具体的課題≫

法人税関係

１．役員給与の損金算入の拡充

 （１）役員給与は原則損金算入とすべき

 （２）同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき

２．公益法人課税

所得税関係

１．所得税のあり方

 （１）基幹税としての財源調達機能の回復

　　　基幹税としての財源調達機能を回復するためにも、所得税は国

民が能力に応じて適正に負担すべきである。

 （２）各種控除制度の見直し

　　　各種控除は、社会構造変化に対応して合理的なものに見直す必

要がある。とくに、人的控除については累次の改正の影響を見極

めながら、適正化を図るべきである。

 （３) 個人住民税の均等割

　　　地方税である個人住民税の均等割についても、応益負担原則の

観点から適正水準とすべきである。

２．少子化対策

相続税・贈与税関係

１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることから、これ以

上の課税強化は行うべきではない。

２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきである。

 （１）贈与税の基礎控除を引き上げる。

 （２）相続時精算課税制度の特別控除額（２, ５００万円）を引き上

げる。

地方税関係

１．固定資産税の抜本的見直し

 （１）商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮し

た評価に見直す。

 （２）家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。

 （３）償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点から、「少

額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産（３０万円）

にまで拡大するとともに、賦課期日を各法人の事業年度末とする

こと。また、将来的には廃止も検討すべきである。

 （４）固定資産税の免税点については、平成３年以降改定がなく据え

置かれているため、大幅に引き上げる。

 （５）国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地の

評価を行っているが、行政の効率化の観点から評価体制は一元化

すべきである。

２．事業所税の廃止

　　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃止

すべきである。

３．超過課税

　　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税対象としてい

るうえ、長期間にわたって課税を実施している自治体も多い。課税

の公平を欠く安易な課税は行うべきでない。

　　なお、平成３６年度から森林環境税の課税が開始される予定であ

るが、現在、各府県で導入している森林環境等を目的とした超過課

税と二重課税とならないよう配慮するとともに、真に必要な事業に

使途を限定すべきである。　

４．法定外目的税

　　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することのないよう配

慮するとともに、税収確保のために法人企業に対して安易な課税は

行うべきではない。

その他

１．配当に対する二重課税の見直し

２．電子申告
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平成３０年度　ゴーヤ写真コンテスト展示会　開催
　　　　日　時　：　平成30年9月19日（水）    
　　　　場　所　：　島根県益田市　サンパレス益田    
　　　　出席者　：　10名 

平成３０年度　ゴーヤ写真コンテスト展示会　開催
　　　　日　時　：　平成30年12月 4日（火）    
　　　　場　所　：　島根県大田市　あすてらす    
　　　　出席者　： 　6名    

　島根県法人会連合会主催の連絡協議会で、県下７単位会の法人会青年部会員が益田市に集まりまし

た。法人会全国青年の集い「島根大会」の準備委員会を兼ねて、実行委員長・委員会委員長の選任やス

ローガン・シンボルマークなどについて、具体的にいよいよ動きだしたところです。

　研修会では益田市黒周町の「メイプル牧場」を見学しました。広大な敷地の中で乳牛を約１３００頭

を飼育し、徹底した乳質管理のもと安全でおいしい牛乳を地元をはじめ近郊に供給をされています。今

年の夏は猛暑で大型扇風機をフル稼働させましたが、乳牛への暑さのストレスは搾乳量の減少いう形と

なって表れたそうです。また常時乳牛のお世話が必要なことから従事する従業員確保が難しく、ベトナ

ムから７名の技能実習生を雇用され対応されています。

　島根県法人会連合会主催の研修会で県下７単位会の法人会女性部会員が大田市に集まり、中法連女性

部会定時連絡協議会の報告、各単位会活動報告・意見交換会を行いました。単位会毎に特色ある公益活

動を実施されていて、今後の部会活動の参考になりました。

　研修会では仁摩サンドミュージアムふれあい交流館に行き、世界最大の砂時計や環境ホール等を見学

し、ガラス工芸体験で砂を使ったクリアキャンドルの制作をして一人ずつ趣向を凝らしたオリジナル作

品が出来上がりました。        

9



　テレビのニュース番組やバラエティーでお馴染みの俳優で気象予報士の石原良純様を講師にお迎え

し、年に一度のビックイベントとなる市民公開講演会を開催しました。

　当日は風が強く、飛行機が降りるかどうか心配でしたが、少し遅れたくらいで無事萩・石見空港に到

着され講演を頂くことができました。        

　会場には４００席を超える立ち見のお客様まで出るたいへんな盛況で、益田との縁に始まり、気象予

報士になったいきさつや、台風２１号の状況、地球温暖化による世界的異常気象などのついて専門的な

見地からたくさん勉強になる内容でした。時折、石原家や石原軍団のお話を交え、普段は聞けない芸能

界のこととかもお話され、あっという間の９０分でした。      

　最後にお手伝い頂きました、研修委員会・青年部会・女性部会・理事役員の皆様、大変ありがとうご

ざいました。        

　ますだ産業祭のメインステージにて「税金〇×クイズ」を開催しました。こちらは社会貢献委員会・

青年部会・女性部会の皆様にお手伝い頂き、市民の皆様に税金をより身近に感じて頂くことを目的にし

ております。当日は汗ばむような秋晴れのもと、たくさんのお客様が集まっておられ、クイズにもお子

様から大人まで多くの方に参加して頂きました。       

 

日　時　：　平成３０年１０月２７日（土）    
場　所　：　島根芸術文化センター　グラントワ　小ホール 
参加者　：　４４１名    
講　師　：　俳優 /気象予報士　　　石原　良純氏    
演　題　：　「空をみよう」　～いまの自分たちにできること～

日　時　：　平成３０年１１月１１日（日）  
場　所　：　市民学習センター　駐車場  
参加者　：　約１２０名
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　協議会に先立ち、演題「今後の吉賀町と私との関わり方」と題して、講師に有限会社　カスヤ糟谷　

直輔氏に講演を頂きました。本業の書店経営のみならず、スポーツ店でのインストラクタ―も務められ

自転車を通じて多くの人脈を築き、地域活性化の一躍を担っておられます。    

　続いて吉本吉賀支部長・辻 益田税務署長・森本会長のご挨拶を頂き協議へと移りました。 

内容は①Ｈ30年度　本会事業報告　②Ｈ30年度　支部活動報告、Ｈ31年度　支部活動計画　③会員増強

活動　④法人会福利厚生制度　となり各担当より報告・説明後に協議を行いました。併せて益田税務署

下谷統括より「税務署からのお知らせ」として、消費税率等に関する経過措置や軽減税率制度への対応

準備等のご説明を頂きました。       

　会議終了後は懇親会にて吉賀町の郷土料理をとても美味しく頂きました。    

　吉賀町の皆様、大変ありがとうございました。       

　津和野支部では協議会に併せ、今年初めて厚生委員会並びに福利厚生制度推進協議会を合同開催しま

した。       

　協議事項は吉賀支部と同様になっておりまして、その後の厚生委員会では保険３社からのプレゼンと

本部役員や支部会員様からの未加入法人のご紹介を受けました。また組織委員会からの会員増強に大変

苦戦を強いられているので皆様方からのご協力をお願いしました。     

　終了後には懇親会が開かれ、ご来賓の方との交流・親睦を図ることができ、大変有意義な意見交換の

場となりました。       

　津和野町の皆様、大変お世話になりありがとうございました。      

 

日　時 　：　平成３０年１１月１２日（月）  
場　所 　：　吉賀町ふれあい会館  
出席者 　：　２７名  

日　時　：　平成３０年１１月２１日（水）  
場　所　：　津和野町商工会　本所  
出席者　：　３５名 

吉賀支部

津和野支部
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