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税金・経営•金融・保険・法律のホ ー ムドクタ ー
〒812-0038 福岡市博多区祇園町 1-40
三井生命福岡祇園ビル3階

福岡県青色申告会連合会

TEL (092) 283-7177·FAX (092) 283-7176

発行人会長梅原祐治

一般社団法人全国青色申告会総連合（内藤三地郎会長）と北部九州青色申告会連合会（梅原祐治会長）の共
催による第54 回（平成 28 年度）青色申告会北部九州ブロック大会が去る10 月 18 日、福岡市のANA クラウンプラ
ザホテル福岡において開催されました。
当日は、来賓として福岡国税局より並木稔局長、福澤宏文課税第一部長など関係幹部、福岡•佐賀•長崎の各税
務署長、小川洋福岡県知事、高島宗一郎福岡市長、友好関係団体の会長、 そして内藤会長と綿貫常務理事らが出
席福岡•佐賀•長崎の三県連合会傘下の各育申会から会員、役職員合わせて約 250 名の参加がありました。
第1部では、綿貫豊常務理事が「小規模事業者を取り巻く深壊の変化～税制改正運動と強化～」と題して諮
梅原
演、活動方針を盛り込んだ大会宣言の採択などがありました。
第2部は、福岡県知事、福岡市長のお祝いの言葉のあと、並木局長が「税務行政の現状と課題」と題して記念講演をされました。その
中で同局長は、国依残高が増加している現状と高齢化が進む中での社会保障費の将来的な増加懸念、財政の健全化について触れら
ねさらにはマイナンバー制度についても説明がありました。
また、音色申告会、法人会間税会、税理士会など税務関連団体との連携について述べられ、税務行政にあたり国税庁、国税局、税務
署とこれら税務関連団体との協調関係の重要性について述べられました。
終わりに、海外（タイ） 大使館勤務で経験されたタイ国の税制や 2006 年 2月 8 日に提携された
福岡市とバンコク市の姉妹都市などを紹介され、大変有意義なそして和やかな講演会でした。
その後の休憩時間には、青色申告会員の大江戸ジュリさんによるマジックショ ーで大笑い、そし
て驚き盛り上がった後懇親会では、冒頭、会員の教え子、 福岡市在住の有川信平君（中学3年
生） がショパンの英雄ポロネーズをピアノ演奏しました。彼は、4日後には「ショパン国際ピア
ノコンクール」に出場する予定。素睛らしい演奏に会場は一気に盛り上がりました。また懇親会中
盤には、 YA印M立U EIKO Baton Studioの生徒さんがバトントワ ーリングの演技を披露しました。 t--
溌刺とした力強い演技に会場の皆様も魅了されました。会員同士、来密との和やかな交流・会話が 講演をされる福岡国税局並木稔局長
はずみ楽しいひとときを満喫しました。来年は、佐賀県連が当番です。伊万里市で開催の予定です。ご期待ください。

三
鴫亨面 葛得税予歪納税滋額
申請泣 i
お知らせ

青色串告会で帳簿入力できます！

平成 27 年分所怨税の年税額が 15 万円以上の方は、 7 月に年税額の 1/3 の
金額を、11月にも年税額 1/3 の金額を事前に納める（合計 2/3 の税額を前払
いする）ことになっています。但し一定の基準を満たせば減額すること
もできます。詳しくは事務局までお尋ね下さい。
納め た所得税は
得
経史になりません。 所 税の予定納税額の滅額申請期限 11 月 15 日（火）
雷 て記帳しこ二こ：期限
111 月 30 日（水）
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D入事業税納ij) 期限の｀魯》鵞亨亨
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平成 27 年分所得税の 申告書を提出された方は、同時に個人事業税の申
告も行ったものとみなされます。課税される事業所には各菜税事務所か
ら納税通知書が送られてきますので、下記の期曰までに納めて下さい。
納めた事業税は経黄（租税公課）になりますo
なお、事業税額等のこ不明な点がこざいまし たら、お気軽に事務局ま
でお問い合わせください。
※年税額が1万円
8 月 31 日（水）
以下の物合は、 個人事業税第1 期納付期限
ニ〗言。こ
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個人事業税第2期郷寸期限
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月 30 日（水）
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今年の帳誇の進み具合はどうですか？「事務所だ
と集中できないJ「自宅だとTVが気になって … 」と
いう方は事務局のパソコン教室で入力するのはい
かがでしょうか？持参するものは適帳や領収書と
USBだけですo もちろん、分からないことはその均
でスタッフに賓問できますo
特に来年から消費税の課税事業者になる方は、
計冥方法の選択により届出書の種類が異なりますo
選択を誤ると納税額にかなり差が出る均合もあり
ますo 年内にできる限りの記帳を済ませて、シミュ
レーションができるようにしておきましょう。
※謡習会等で教室を使用している勘合は刹用できません
ので、事前にこ予約をお願い致しますo
醗について＼ちょっと／考えてみよう！

税を考える週閾
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国税庁のホームページでは「国税庁の取り組み」や
「税に関する情報」を紹介しています。
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年寧資金やお子さんの学費の準偏にI
年末が近くなると何かと物入りが多く、「資金」が必要になりがちです。事業
に伴う年末資金の準備を万全にしておかなければ、せつかくのビジネスチャン
スを逃しかねません。
また、お子さんがいらっしゃる方はその成長こそ嬉しいものの、大学や高校、
専修学校などに通う学費に頭を悩ませることも少なくありません。
年末資金・教育資金とも、早めに準備をすませておくと安心して事業に専念
でき、またお子さんを全力で応援できます。今月号に案内を同封していますので
こ参考ください。
税理士会より派遮され、みなさまの決算書・確定申告書の確認や税務相談をお頴いする税理士さんが
新たに選任されましたのでお知らせします0 11月から、 2人の税理士さんに交代でお願いする予定ですo
11 月の税務相談ビは以下のとおりを予定しています心相談の際は、こ予約をお願い致します；
0宮賠真也税理士 0向洋平税理士
知識も経験も豊富で、頼もしい税理士さんです。
今後の税務相談日は第 1 月曜と第 3 木曜を基本としており、 11月以降は以下のとおりを予定しています。
ご相談の際は、ご予約をお願い致します。
11月7日（月）・11月17日（木）・12月5日（月）

※各日10時-12時/13時-16時
※所得税消費税相続税贈与税等々
※日程は都合により変更する場合がございます。
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まだ会黄の口座振替手続きがお済みで
ない会員さまには、口座振替依頼害を同
封致しております。
11月21日（月）が締め切りですので、それまでにこ郵送
又はこ持参下さいますようお願い致します。
12月27日（火）が口座振替日です。
来月の会幸艮と 一緒に明紐書をお送りしますo
※以前こ提出いただきました「口座振替依頼書」が、『印
鑑相違』等の理由で金融機関より返却されました方
にも同封しております、こ確認下さい。
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行事予定日
11月8 日（火） -10日（木）
l l月14日（月） -18日（金）
l l月28日（月） -30日（水）
l l月24日（木）
1 1月28日（月）
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講習会へ講師恨遭のため、記幌確認等はできません。
こ了承下さい。
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全青色共済・傷害特約D座振替日
全青色傷害•疾病入院補償口座振替日
先巳はブロック大会へのこ参加ありがとう
"""、 ざいました。さて、 11 月になりました。

メール： info@aoiro-f.com
H P : http://aoiro-fukuoka.seesaa.net/
Tel:092-283-7177 FAX:092-283-7176
当会発信専用番号： 070-5416-5221
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毎年のように変わるマイホ ー ム関連の税制など、以下に概要を
まとめました。詳紹は事務局までお尋ねください。
1. 住宅ロ ー ン控除：年末ロ ーン残高の1%が10年に渡って所得税
•住民税から控除
2. 新築住宅にかかる固定資産税の減額措置： 一 戸建ては3年間、
マンションは5年間、2分の1に（平成30年3月31日まで2年延長）
3. マイホ ー ムを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越
控除：売却損を事業所得等から控除、控除しきれなかった分
は3年間繰り越し（平成29年12月31日まで2年間延長）
4. 空き家の相続に係る3000万円特別控除：相続した古い空き家
や解体後の土地の売却益から3000万円を控除（平成28年4月
1日～平成31 年12月31日売却分）
5. すまい給付金：所得に応じて10万円�30万円を給付（平成31年
6月30日入居分まで）
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肌寒 くなってきましたが、帳簿の入力は進んで
いますか？
1面に載っていますように当会での自習も大歓迎ですし、
確定申告前に1度記帳確認にこ来会頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

