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 表された認知症施策の国家戦略『新オレンジプラン』で政府

は『住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができ

る社会の実現』を掲げています。地域全体で認知の人を受け

入れ見守る取組みが当たり前にならなければならないので

す。『団塊の世代』が６５歳以上になり、いよいよ本格的な

超高齢化社会に突入しました。現在５２０万人の認知症高

齢者は、予測では２０２５年は７００万人を超えて今回の

ような事故は当然に頻発する時代がそこまで来ています。 

 保育園の入所選考に落ちた母親が書いた『保育園落ちた、

日本死ね…』と題した匿名のブログが同じ境遇の母親達に

共感を呼んで、国会でも取り上げられる騒ぎです。野党議員

の質問に安倍首相は、「匿名なので本当なのかどうか」と軽

く答弁していたのが、「待機児童ゼロを必ず実現させる」と

真剣に決意を表明することになりました。参議院選挙を前

にして、内閣支持率を直撃して１０％近くも落ち『一強』に

油断が多い安倍政権を慌てさせたのです。『一億総活躍社

会』『女性活躍』の看板を掲げていても現実に母親の助けに

なっていないと首相の本気度が問われています。 

 ここに来て、来年４月に予定されていた消費税の再引き

上げ延期論が政権周辺から噴き出し始めました。そして増

税延期と衆参同時選挙を結び付ける見方が多くなりまし

た。安倍首相にとって決断の時が近づいています。 

                （平成２８年４月吉日） 
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 ごあいさつ 

九 転 十 起 

上川路会計事務所     上川路美恵野会計事務所 
 

 〒890-0056         〒892-0821 
 鹿児島市下荒田4-1-9     鹿児島市名山町1-3 鹿児島ビル4Ｆ 

 T e l 099 - 252 - 7070     T e l 099 - 223 - 3465 
 Fax 099 - 252 - 6400     Fax 099 - 223 - 4348 

 所長 

 上川路 長生 

 桜も満開したと便りが届いた４月１日、城山観光ホテル

で一般社団法人鹿児島経営サポートセンターの設立記念講

演会が、３００人を超えるお客様を迎えて開くことができ

ました。ＮＨＫ朝ドラ『あさが来た』に登場し注目を集めた

〝五代さま〟『五代友厚』を演題に講師は鹿児島県立図書館

館長の原口泉先生にお願いしました。『あさが来た』の主役

のモデル、広岡浅子の生涯は波乱万丈『九転十起』の精神で

どんな困難にもめげない女傑であったことを知りました。

鹿児島経営サポートセンターを浅子流に不撓不屈の七転八

起の挑戦としてまいります。 

 勝利し続けることがいかに大変かも〝なでしこ〟が教え

てくれました。常勝軍団〝なでしこジャパン〟がリオデ

ジャネイロ五輪アジア最終予選に惨敗して４大会連続の五

輪出場を逃してしまいました。初戦のオーストラリア戦を

落とし３戦未勝利とスタートでつまずいたことが最後まで

響きました。国民にとって〝なでしこジャパン〟は勝って

当たり前と思っていただけに予選敗退はショックでした。

５年前、３．１１東北大震災の年に世界一になり、国民に勇

気をくれ、その後も勝ち続けてきました。「苦しい時は私の

背中を見て」と鼓舞し続けた大黒柱澤穂希の現役引退の影

響があったのかもしれません。「ノリさん」と選手に慕われ

た名将佐々木則夫監督もこの敗戦を受けて退任することに

なりました。「女子選手を指導した１１年は充実した日々で

した。これは大きな宝物」と感慨深く語りました。２０２０

年東京五輪に向けて、〝なでしこジャパン〟の再生に向け

ての新体制の確立が待たれています。 

 認知症の高齢者が徘徊中に列車にはねられ死亡した事故

で、遺族に賠償責任があるか注目された訴訟で、最高裁は

『遺族に賠償責任はない』との判決を下しました。介護に携

わるマンパワーがどんどん減少して、大介護時代を迎え近

い将来に必ず訪れる自分が介護する姿と介護される姿を想

像して、今から覚悟が必要といえます。家族に重い責任を負

わせれば、認知症の人を閉じ込め身体拘束もやむなしとな

るだけに懸命に老老介護していた在宅介護の現状をみれ

ば、世論にそった判決として評価されました。昨年１月に公 



税務カレンダー 

２月決算会社申告書提出 

税金等の納付・ 
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2016年４月 

昭和の日 

４月１日～２０日、又は最初の固定資産税の 

 納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間 
 

 ・固定資産課税台帳の縦覧期間 

４月中において市町村の条例で定める日 

 ・固定資産税（都市計画税）の第１期分の納付 

 ・軽自動車税の納付 
 

市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日 

から納税通知書の交付を受けた日後６０日までの期間等 

 ・固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 

 ５月２日まで 
 

 ・２月決算法人の確定申告   
 

 ・８月決算法人の中間申告（半期分） 
 

 ・消費税、地方消費税の中間申告  

   ５月決算法人  第３四半期分 

   ８月決算法人  第２四半期分  

  １１月決算法人  第１四半期分  
 

 ・２・５・８・１１月決算法人の３月 

  ごとの期間短縮に係る確定申告 
 

  ・消費税の年税額が4,800万円超の1月、 

  2月決算法人を除く法人の1月ごとの 

  消費税等の中間申告 
 

 ・公共法人等の道府県民税及び 

    市町村民税均等割の申告 

４月１５日まで 

・給与支払報告に係る給与所得者異動届出  

４月１１日まで 
 ・源泉所得税の納付 
 ・住民税の特別徴収税額の納付 

ＫＭＣ 

セミナー 
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業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

２０１６年４月の経理・税務チェックリスト 

３月決算の事務作業 

□ 3月決算法人では、決算に伴って帳簿締めや預金残高の確認・照合、試算表等の各種帳票の作成を行い

ます。そして、決算方針などを確認し、確定した数字に基づいて決算報告書の作成等を行います。法人税・消

費税の申告納付期限は、原則事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。 

 新年度の様々な事務手続きとも重なりますので、ミスのないように段取り良く作業を進めるようにしま

しょう。 

□ 新年度にあたり、新入社員がいる場合には、給与計算前に「扶養控除等（異動）申告書」の提出をしても

らいます。また、昇給がある場合には、基本給の変更だけでなく、基本給に応じて変更になる時間外手当や

各種手当等の計算にも注意が必要です。 

新年度の給与関係事務 

□ 住民税の徴収方法を特別徴収で選択している事業者で、4月1日現在で昨年の給与支払報告書を提出

した社員のうち、給与の支払を受けなくなった社員がいる場合には、4月15日までにその社員が住んでい

る市区町村長に届出をします。 

給与支払報告に係る給与所得者異動届出 

(有)上川路マネジメントセンター主催 

 『 平成２８年度 税制改正のポイント 』 
講 師：上川路美恵野会計事務所 所長 上川路 美恵野 

Ⅰ法人税制 
 1 法人実効税率の引下げ 

 2 外形標準課税の改正 

 3 欠損金の「控除限度額」「繰越期 

  間」の見直し 

 4 地方創生応援税制（企業版ふる 

  さと納税）の創設 

 5 組織再編税制の見直し・役員給 

  与等の税制の整備 

 6 その他の改正 

Ⅱ国際課税 
 7 移転価格税制に係る文書化 

 8 国際課税原則の帰属主義に伴う規定の 

   整備 

 9 その他の改正 

Ⅲ所得税制 
 10 空き家に係る譲渡所得の特別控除の 

    特例の創設 

 11 住宅の三世代同居改修工事等に係る 

    特例の創設 

 12 スイッチＯＴＣ薬控除（医療費控除の特 

    例）の創設 

 13 ＮＩＳＡの利便性向上のための措置 

  14 国外転出時課税制度および贈与等時 

    課税制度の改正 

 15 その他の改正 

Ⅳ消費税制 
 16 消費税の軽減税率制度の導入 

 17 高額資産を取得した場合の中小企業者 

   に対する特例措置の適用関係の見直し 

 18 輸出物品販売場制度の見直し 

Ⅴその他の改正 
 19 その他の改正 

◆テキスト目次◆ 

第第2222回回  KMCKMCセミナーのご報告セミナーのご報告 

□ 社内預金の受け入れを行っている事業所は、毎年3月31日以前の1年間における預金の管理状況を4月

30日までに所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。 

預金管理状況報告の提出 

 4月6日（水）、鹿児島ビル９階大会議室にて、平成28年度税制

改正の勉強会を行いました。 

 お忙しい中、足を運んでいただき誠にありがとうございました！ 

 また、税制改正については、毎年勉強会 

を開催する予定ですので、当セミナーを是非 

ご活用ください☆ 



懇 親 会 

設立記念講演会のご報告 
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 以前からお知らせしていた通り、3月1日に上川路会計事務所、税理士法人 押井会計事務所、株式会社 吉田経営

の3会計事務所で一般社団法人 鹿児島経営サポートセンターを設立する運びとなり、それを記念して4月1日（金）に

城山観光ホテルにて講演会を開催致しました。講演会では、原口泉先生を講師にお招きし『商都大阪を造った男「五代友

厚」』と題してご講演いただきました。 

商都大阪を造った男 『 五代 友厚 』  
   講師 ： 志學館大学教授・鹿児島県立図書館館長 

                                  原口 泉 先生 

 記念講演会の後には、3社合同で職員

同士の懇親会を行いました。懇親会に

は、原口泉先生にもご参加いただき、 

 和やかな雰囲気の会となりました☆ 

 講演会では、平成27年度後期ＮＨＫ連続テレ

ビ小説『あさが来た』にも登場して注目を集め

た「五代友厚」の人物像・生き様に皆様興味深

く聴き入っていらっしゃいました。 

 お忙しい中、本当にたくさんの方に足を運ん

でいただき、ありがとうございました☆ 



 このたび、上川路会計事務所、税理士法人押井会計事務所、株式会社吉田経営の3事務所により、一般社団法人鹿

児島経営サポートセンターが設立され、本日、設立記念講演会が盛大に開催されますことを、心からお喜び申し上げます。 

 さて、人口減少・少子高齢化に伴う労働力人口の減少や国際競争の激化など、企業を取り巻く事業環境は厳しい状況に

あり、税理士や公認会計士など、専門家による支援が、ますます重要となっています。 

 このような中、鹿児島経営サポートセンターの設立は、本県企業の経営体質の強化や、健全経営の実現にとって大変有

意義であると考えており、皆様には、今後とも、本県企業の成長、発展のために、ますます貢献されますことを期待しております。 

 県といたしましても、「力みなぎる・かごしま」、「日本一のくらし先進県」の実現に向けて、全力を挙げて取り組んでまいりますの

で、引き続き、県政に対する皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 終わりに、一般社団法人鹿児島経営サポートセンターの御発展と、皆様の御健勝・御活躍を祈念いたします。 

 

鹿児島県知事 伊藤 祐一郎 
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 この度は、上川路会計事務所、税理士法人押井会計事務所、株式会社吉田経営の3会計事務所による鹿児島経営

サポートセンターが設立されましたことを心からお慶び申し上げます。 

 皆様方には、かねてから税務に関する専門家として、税知識の普及、納税意識の向上にご尽力いただきますとともに、本市

政に対しましても各面から温かいご理解とご協力を賜っておりますことに、深く敬意と感謝を申し上げます。 

 さて、本市におきましては、昨年、旧集成館など3つの構成資産を含む「明治日本の産業革命遺産」が世界文化遺産に登

録されるという、私たちにとって大変喜ばしく誇らしい出来事がありました。 

 今後、世界遺産認定を目指す「桜島・錦江湾ジオパーク」と合わせて、世界基準の地域資源として将来に継承していくとと

もに、その価値を国内外に発信しながら、本市の発展に生かしてまいりたいと考えております。 

 皆様方には、今後とも、税務・会計を通じて地域の発展に貢献していただきますとともに、各面からのお力添えを賜りますようお

願い申し上げます。 

 終わりに、鹿児島経営サポートセンターの限りないご発展とご出席の皆様のご健勝ご活躍を心からお祈りいたします。 

 

鹿児島市長 森 博幸 

鹿児島県知事 伊藤祐一郎様、鹿児島市長 森博幸様より 

メッセージをいただきましたので、ご紹介致します 

 三本の曲線は、それぞれの事務所のイメージカラーになっていて、

共に学び成長していく様を表現しています。 

ロゴマークを作成しました！ 

ﾒｯｾｰｼﾞのご紹介 



  

企業防衛対策のおすすめ 
このコーナーは、当事務所の 

保険管理顧問・松谷義久が企業防衛対策 

についてご紹介するコーナーです☆ 

お客様情報 
社会福祉法人 幸尋会 

   

自然に囲まれた豊かな環境と隣接する小学校から聞こえる

子供たちの声。落ち着いて過ごせる自分だけの個室。 

ようとく園は、上げ膳据え膳の流れ作業のように効率的な、杓

子定規な、言い換えれば機械的なケアはありません。 

時には思い切り寝坊して遅い朝食をとり、時には植木に水をや

り、皿を洗い、洗濯し、部屋で時間を忘れて友と語らい、ありふれ

た何の変哲もない、当たり前の日常生活があるだけです。  

私たちは、介護技術と創意工夫、そしてちょっぴり気の利いた

建物で、あなたの体に残っている 

日常生活のちからを、 

ほんのちょっとお手伝いします。   
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特別養護老人ホーム ようとく園 

4月1日より 
増 床 

お問い合わせ 

 社会福祉法人 幸尋会 特別養護老人ホームようとく園 

  〒897-1122 南さつま市加世田小湊528番地 

   TEL 0993-53-2477 FAX 0993-53-3745 
   H  P http://youtokuen.com/ 

居室 完全個室（100室※短期入所含む） 

主な 

設備 

ユニット（10）、リビング・キッチン（10）、談話室（10）、医務室

（1）、理美容室（1）、相談室（1）、ゲストルーム（1）、浴室（10）、

特別浴室（1）、車椅子対応トイレ（64）、各種防災設備完備 

◆苦情相談窓口を設置（解決体制を整備） 

◆ご利用手続き：条件・サービス内容・費用は介護保険制度における要介

護状態等によって異なります。詳細はお問い合わせ下さい。 

～ 4月より10床増床しました ！ ～ 

上川路会計事務所では関与先様の永続的な発展を願い保険指導業務に取り組んでいます 

 当事務所では関与先様の企業経営をとりまく様々なリスクに対し、安定経営を図る観点から、

より充実したサービスを提供するべく 損保ジャパン日本興亜保険サービス 株式会社 と業務提携

致しました。 
 

 貴社の保険の内容をチェックしてみませんか？保険料が削減できるかもしれません 

・現在ご加入されている保険の内容を十分理解していますか？ 

・何年も全く同じ保険料を払っていませんか？ 

・「補償がダブっている」と感じたことはありませんか？ 

・「付き合いだから」（なんとなく）入っていませんか？ 

・増えた物や人を保険に「付け忘れ」ていませんか？ 

皆様に、より大きな安心をお届けする為に業務提携をスタートしました 

＊お問い合わせは、保険管理顧問 松谷 義久までご連絡下さい 

 
当事務所でも損害保険の当事務所でも損害保険の  

取扱いを始めました取扱いを始めました  「損害保険に関するリスクマネジメントの向上」を目指した 

業務のお知らせ 

http://youtokuen.com/


お客様情報 

鹿児島メンタルヘルス研究所 ハート❤ピース 

鹿児島メンタルヘルス研究所は共同実施者又は実施者の補助を行う実施事務従事者として 

ストレスチェック実施の業務支援をいたします 

お問合せ先 
 

特定医療法人 共助会 鹿児島メンタルヘルス研究所 ハート・ピース 

 〒890-0046 鹿児島市西田3丁目14-1中央駅西口ビル4F 

 TEL 099-208-3456 FAX 099-208-3065 

 E-mail info@heartpeace.jp URL http://heartpeace.jp/ 

ストレスチェック 

サービスを 

ご提供いたします 
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ストレスチェック義務化法 2015年12月1日施行 

サービスに関する詳しい資料を

用意しております 

労働安全衛生法の一部を改正する法律の成立に伴い、従業員50名以上のすべての事業場に対して、 

ストレスチェック（心理的負担の程度を測るための検査）が義務化されました。準備はお済みですか？ 

こんなお悩みお持ちではありませんか？ 

□メンタルヘルス対策って何からすれば 

 いいの？ 

□費用をかけるからには効果的でなければ… 

□うちの会社って本当に必要なのかな？ 

「ストレスチェック」は、職場のメンタルヘルスの現状を可視化するサービスです 

義 務 

 1. 全労働者へのストレスチェック実施（1回以上／年） 

 2. 高ストレス状態かつ申出を行った労働者への医師面談 

 3. 医師面接後、必要に応じた就業上の措置 

努力義務 
 1. ストレスチェックの集団分析及び結果を踏まえた 

 職場環境改善 

お客様情報 

～ 元気な老後を暮らす、高齢者住宅 ～ 

社会福祉法人 信愛会 

「みやづる」は木造平屋建て、全室個室で、36戸から成ります。旧長寿園

跡地にこのたび「みやづる」が開設され、再び地域の皆様との交流を深め

ていけることを大変嬉しく思います。今後、「みやづる」に併設したデイサービ

スも10月開設予定となっております。お気軽にお問い合わせください。 

 サービス付き高齢者向け住宅 

   み や づ る 

４月１日 

オープン！ 

みやづる  〒880-2212 
 

宮崎市高岡町下倉永字宮水流566-2 
 

■お問い合わせ先 ： TEL 0985-72-3820 

■H  P http://www.sin-ai-kai.jp 

落ち着いた雰囲気 

のホール 

中庭（各居室から 

自由に出入りできます） 

●入居定員： ３６室 全室個室 

       （居室面積 20.35㎡、エアコン、トイレ、洗面所、クローク） 

●入居費用 
家賃 28,000円（敷金３ヶ月分） 

共益費  6,000円（水光熱費含む） 

基本サービス費 10,000円（状況把握・生活相談） 

食費 １日 1,380円 １ヶ月 41,400円 

（朝300円・昼550円・夕530円 

 食べた分だけの負担です） 

合計  85,400円 

←居室の見取り図と実際のお部屋 

◆上記以外に有料の介護サービス・家

事サービスや介護保険の訪問介護

サービスを受けることができます 

mailto:info@heartpeace.jp
http://heartpeace.jp/
http://www.sin-ai-kai.jp


 

ご相談は上川路まで ・・ 

上川路会計   検索 

広報委員会 上川路美恵野 福留 伊集院 赤塚 本田 西 

 税務や会計、経営や保険な

どについて、分からないことが

あれば上川路会計事務所に

ご相談ください！ 

 また、お知り合いに開業予定

の方がいらっしゃいましたら

是非ご紹介 

ください！！ 

  4月に入ってより一層暖かさが増し、春の陽気になっ

てきました。桜も徐々に満開になり、休日にはお花見を楽

しまれる方も多いのではないでしょうか。最近は桜をﾃｰﾏにした“桜ｿﾝｸﾞ”

を街のあちこちでよく耳にします。桜を愛する日本人にとって、桜ｿﾝｸﾞは

とても身近な存在で、聴くと自然と清々しい気持ちになれる気がします。

春の装いを楽しみながら、新たな出会いやｽﾀｰﾄを爽やかに迎えたいもので

すね☆ 

Ｎｅｗ！ 

   連絡先：上川路会計事務所  
 

 〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9     

  Tel 099-252-7070 Fax 099-252-6400 
  E-Mail kamikawaji@tkcnf.or.jp 
         URL http://kamikawaji-kaikei.com/ 

 編集後記 

HPが新しく 

なりました！ 

随想 「 芽吹きの季節に 」 上川路美恵野 

 四月馬鹿夢の大きさ競い合い  美恵野 

 

 4月1日、（一社）鹿児島経営サポートセンターの設立記念講演会のために城山観光ホテルに行きまし

た。細く曲がりくねった山道の途中、ふと見上げた木々の瑞々しい若葉の美しさに目を見張りました。この

法人もまさに芽吹いたばかりです。これから力強く成長し、地域に貢献できる存在になっていきたいと思っ

ております。今後ともよろしくお願いします。 

  

4月5日、「世界でいちばん貧しい大統領」と呼ばれるウルグアイのホセ・ムヒカ前大統領が来日しまし

た。 

 ムヒカ前大統領は、驚くほど質素な暮らしぶりから「世界で一番貧しい」と言われていますが、ご本人曰

く「貧乏とは少ししか持っていないことではなく、無限に欲があり、いくらあっても満足しないこと」で

あって、ご自身では全く「貧しい」とは思っていないそうです。 

 ムヒカ前大統領は、2012年に環境悪化と地球の未来についての国際会議で演説し、満場の喝采を浴びま

した。その伝説のスピーチが日本でも絵本として出版されています。（『世界でいちばん貧しい大統領のス

ピーチ（汐文社）』） 

 このスピーチの中で、環境の悪化を招き、地球の未来を危機に陥れているのは、人間の生き方そのもので

あると説いています。いわゆる経済的な発展のためには、ものを作り続け、それを売り続けることが前提に

なっています。その社会の中で人は次から次へと欲しいものを手に入れるために働き、物を買い、それを使

い捨てています。果たしてそれが、私達にとっての幸せな生き方であるのかと疑問を呈し、発展は人の幸せ

を損なうものであってはならず、人の幸せの味方でなければならないと主張しているのです。 

「経済」とは、限りある資源を効率的に活用してモノやサービスを生産し、分配し、消費するシステムで

あって、人々の「幸せ」を高めることが目的ですが、その「幸せ」を「物質的な豊かさ」としてしまうと、

ムヒカ前大統領が警鐘を鳴らすような悪循環に陥ってしまいます。「幸せ」とは何か、人類はどのような社

会を目指すべきなのか、地球の未来をも左右する大きな問いかけがなされているのです。 

 さて、原口先生の設立記念講演会は、「五代さま」が大活躍した朝の連続テレビ小説「あさが来た」の話

もふんだんに盛り込まれていて楽しく拝聴しました。 

 「あさが来た」は、今世紀最高の視聴率を記録して好評のうちに終了し、新たに「とと 

姉ちゃん」が始まっています。 

 こちらの主人公のモデルは、大橋鎭子。今も続く雑誌「暮らしの手帖」の創刊者です。 

戦後間もない時代、日々を生きることに精いっぱいの女性たちを幸せにしたい、という 

理念で、物やお金がなくとも、暮らしを彩り、豊かにするアイデアを集めた雑誌を作り 

上げました。 

 「幸せ」とは何か、ドラマを楽しみながら、そんなことも考えていきたいと思ってい 

ます。  
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