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  史上初の米朝首脳会談がシンガポールで開催、サッ

カーのワールドカップ(Ｗ杯)ロシア大会、日大アメリカ

ンフットボールの悪質タックル問題など、話題性のある

報道を横目にみながら税務署への提出や会議への出席を

全て終えました。６月初旬梅雨の間、若葉の緑が眩しい

季節ですが、桜島は毎日活発な爆発的噴火を続けていて

降灰に悩まされる日々が続いています。 

 政権の不祥事の連鎖を止められない安倍首相ですが、

５月３０日に党首討論で野党４党との直接対決に臨みま

した。厳しい世論にさらされる森友・加計学園問題は何

とか乗り切り、得意の外交政策では熱弁を振るって余裕

ある対応を見せました。内閣支持率も危険水域に近づき

ながらごたごた続きの野党には追及の手詰まり感が隠せ

ずに、森友・加計問題は逃げ切りになりそうです。 

 神経戦の末、トランプ米大統領が中止を突き付けた米

朝首脳会談に慌てた金正恩氏は仲介を韓国に頼みシンガ

ポールで６月１２日に開催と再決定したのです。非核化

を巡り同床異夢の米朝は、交渉の主導権を取り戻す狙い

から揺さぶりをお互いに繰り返しています。北朝鮮に

『早期の完全かつ検証可能で不可逆的な非核化』が譲れ

ないことを明示すれば、北朝鮮は『段階的措置』を訴え

て体制保証にこだわっています。米朝ともに首脳会談

の、交渉のテーブルに戻りたいのが本音と言われ中国・

韓国など関係国の利害は複雑に絡み合っていて、今後の

展開は見通せない会談となりました。 

 将棋の高校生棋士藤井聡太六段が史上最年少の１５歳

９カ月で七段に昇段、加藤一二三九段が記録していた１

７歳３カ月を６１年ぶりに塗り替える快挙を成し遂げま

した。２月１日に五段、同１７日に六段となったばかり

で、驚異的なスピードでの昇段です。羽生善治永世七冠

ですら２０歳で届いた段位に４年以上も先んじた将棋界

の〝平成の怪物〟です。「すぐにでもタイトルが狙え

る」と先輩棋士たちが警戒する快進撃を続けています。 

 たどり着いた『夢の舞台』で鮮やかに颯爽と駆ける米

大リーグのエンゼルスの大谷翔平がヤンキースの田中将

大と５年ぶりに対決、４番指名打者で出場した大谷は３打

数２三振１四球と屈しました。投打の『二刀流』で活躍す

る大谷にヤンキースの主力投手の田中が先輩の貫禄を見せ

つけたのです。野球評論家の張本勲氏によれば、百年に一

人の逸材大谷こそが、松坂大輔ではなくて、〝平成の怪

物〟と呼ぶにふさわしいと語っています。 

 日大アメリカンフットボール『フェニックス』の選手の

危険なタックル問題は日大側の対応のまずさから、大学の

ガバナンス(統治能力)が問われています。スポーツを前面

に押し出してブランド力向上を図ってきた日大は、その看

板のスポーツが大学のイメージを低下させてしまいまし

た。悪質なタックルを巡る問題で関東連盟に日大の内田正

人前監督は除名されたのです。『白い物も内田監督が黒い

と言えば黒』の異常な上意下達の支配者は、力の源泉と

なっていた理事会の常務理事も辞任することになってしま

いました。 

 ロシアの大地を揺るがす４年に１度のスポーツの祭典の

日本代表に選ばれた南さつま市出身の大迫勇也選手の地元

では「市の誇り。市民や県民に元気を与える活躍を！」と

期待の声が上がっていました。初戦のコロンビアとの戦が

そこまできています。サムライブルーが見せてくれるドラ

マに感動し元気を貰いたいと期待して過ごす毎日です。                        

               （平成３０年６月吉日） 
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ごあいさつ 
 所長 

 上川路 長生 怪 物 列 伝 
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税務カレンダー 

４月決算会社申告書提出 

税金等の納付・ 

  手続きはお早めに！ 
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 ７月２日まで 

 ・４月決算法人の確定申告   

 ・１０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  

   ７月決算法人  第３四半期分 

  １０月決算法人  第２四半期分  

   １月決算法人  第１四半期分  
 ・１・４・７・１０月決算法人の３月 

  ごとの期間短縮に係る確定申告 

 ・年税額4,800万円超の3月、4月決算 
  法人を除く法人・個人事業者の 

  １月ごとの中間申告 

６月１５日まで 

 ・所得税の予定納税額の通知 

6･8･10･1月中（均等割のみを課する 
   場合にあっては6月中）において 
         市町村条例で定める日 
 

  ・個人の道府県民税及び市町村民税 

           の第１期分の納付 

６月１１日まで 
・源泉所得税の納付       

・住民税の特別徴収税額、納期の特例

を受けている者の住民税の特別徴収額

（前年12月～当年5月分）の納付 

2018年6月 
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２０１８年６月の経理・税務チェックリスト 

業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

□ 住民税の徴収方法が特別徴収の事業者は、6月から新年度の特別徴収税額に切り替わります。各市区町村から送

られてくる通知書に基づき、給与台帳や計算表への転記や給与ソフト等のデータ変更に間違いがないか確認しま

しょう。 

 また、給与の支払を受けるものが常時10人未満の場合は、各市区町村へ申請をすることで、特別徴収住民税を年

2回にまとめて納付できる特例を受けることができます。納期期日は毎年6月10日と12月10日の年2回です。毎月納

付の手間は省けますが、一度に納める金額は大きくなります。資金が不足しないように、計画を立てておきましょう。 

個人住民税の特別徴収の新年度スタート 

□ 売掛金の回収状況は、資金繰りを左右しますので管理と確認をしっかり行いましょう。不良化の危険がある場合

にはどう対策をとるかも入念に確認・検討を行っておくことが大切です。 

売掛金回収状況の確認 

□ 賞与を支給した場合には、従業員から社会保険料を徴収し、納付する義務があります。支給日より5日以内に所轄

の年金事務所（健康保険組合に加入している場合は健康保険組合）に賞与支払届を届け出ることになっています。 

賞与支払届の提出 

□ 障がい者及び高年齢者の雇用状況報告書（6月1日現在）の提出期限は7月15日（今年は7月17日）までとなってい

ますが、所轄のハローワークによっては、6月末までの提出をアナウンスしています。早めに人数を確認しておきま

しょう。 

障がい者、高年齢者雇用状況の確認 

上川路会計事務所に関するお客様満足度調査のお願い 

 弊事務所は、開業より「恕」の理念の実現を目指して取組み、昨年はお陰様で創

立４０周年の節目を迎え、更なる飛躍を目指し法人化の検討も始めたところです。つ

きましては、弊事務所の今後のより一層のサービス向上のために、現状について率直

なご意見やご感想をお聞かせいただきたく、アンケート調査を実施しております。 

 アンケートは無記名式となっております。お答えいただいた内容につきましては全て

弊事務所が依頼しました第三者が統計的に処理しますので、企業や個人が特定さ

れることや他の目的に使うことはございません。 

 本調査により頂いたご意見については、今後の事務所のサービス向上のために十

分反映させてまいります。お忙しいところ誠に恐れ入りますが、本調査の趣旨をご理解

いただき、アンケート用紙の送付のありましたお客様は、お手数ですがアンケートへのご

協力をよろしくお願いいたします。 
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     「120年ぶりの民法改正～保証契約について～」 テーマ テーマ 

 1896年（明治29年）の制定以来、民法（債権法）が社会経済の変化への対応を図るために、 
約120年ぶりに改正され、2020年4月1日から施行されます。今回は、私たちにも身近な保証契約
について、法務省発行のパンフレットから抜粋していきます。 

 １．実質的なルールの改正 ～ 極度額（上限額）の定めのない個人の根保証契約は無効！  

 そもそも、「保証契約」とは？ 

 「保証契約」とは、借金の返済や代金の支払いなどの債務を負う「主債務者」がその債務の支払いをしない

場合に、主債務者に代わって支払いをする義務を負うことを約束する契約をいいます。  
 なお、「連帯保証債務」とは、保証契約の一種ですが、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず、債権

者が保証人に対して支払いを求めたり、保証人の財産を差押えたりすることができるものです。 

 これから取り上げていく内容は、すべて「連帯保証」を含みます。 

 保証契約には、どんなリスクがあるの？ 

 保証人が任意に支払わない場合には、保証人は自宅の不動産を差押え・競売され、立ち退きを求められ

たり、給与や預貯金の差押えを受けたりするなど、裁判所の関与の下で支払いを強制されるリスクを負うことに

なります。 

 つまり、保証人は、主債務者の代わりに、主債務者の負った債務を支払うよう債権者から求められることに

なります。保証人となることには、大きなリスクがあることを十分に認識しておくことが重要です。 

 保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するのか、どれだけの金額の債務を保証しなければ

ならないのかなどがわからない場合もあると思います。 

このように、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約を「根保証契約」といいます。根保証

契約を締結し、保証人となる際には、主債務の金額が不明なため、保証人は将来、想定外の債務を負うこと

になりかねません。そこで、次のようなルールが設けられました。 

主債務者 

× 
保証契約締結 

保証人 債権者 

債務を支払わない 

債権を回収できない 

支払いを求める 支払いを求められる 

 

① 個人が保証人となる根保証契約を締結する場合には、保証人が支払いの責任を負う金額の上限とな
る「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となります！保証人は、極度額の範囲で、支払いの責任を

負うことになります。 また、極度額を定めていない保証契約は無効なので、債権者は、保証人に対して支

払いを求めることができなくなってしまう点にも注意が必要です。この極度額は、書面等により当事者間の

合意で「極度額は○○円」などと明瞭に定める必要があります。 

② 個人が保証人になる根保証契約については、保証人の破産や主債務者・保証人の死亡などの場合

は、その後に発生する主債務は保証の対象外になります（特別の事情による保証の終了）。 

保証契約に関するルールについて、個人（会社などの法人は含まれません）が保証人になる場合の

保証人の保護を進めるため、次のように実質的にルールが改正されたので、見ていきましょう！ 
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 「公証人」は、どんな人？ 「保証意思確認の手続」はどこでするの？ 

 「公証人」は、公証人法第13条の規定により、判事（裁判官）、検事、法務事務官などを長く務めた 

法律実務の経験豊かな者の中から、法務大臣に任命された人です。 

 公証人が執務する事務所である公証役場は、全国に約300か所あり（鹿児島県には4か所）、ここで 

保証意思確認の手続を行います。詳細は、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。  

 公証人による保証意思確認手続の簡単な流れ ～３ステップ！ 

①公証役場に行く！ ⇒ ②保証意思の確認！ ⇒ ③保証意思宣明公正証書を作成してもらう！ 

 ２．実質的なルールの改正 ～ 公証人による保証意思確認の手続を新設！  

 法人や個人事業主が、事業用の融資を受ける場合に、その事業に関与していない親戚や友人などの 

第三者が安易に保証人となり、想定外の債務を負う事態が生じているようです。 

 そこで、個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には、公証人による保証意思確認の手続を 

経なければならないこととなりました。この手続を経ないで締結した保証契約は、無効となります！ 

なお、保証意思確認の手続には、1通につき1万1千円の費用がかかることが予定されています。 

 ３．実質的なルールの改正 ～ 主債務者による情報提供義務の新設！  

主債務者は、保証人のために、下記の情報提供が義務付けられます。 

  

   （①主債務者の財産や収支の状況 ②主債務以外の債務の金額や履行状況等に関する情報） 

  

   （主債務者の委託を受けて保証人になった場合には、保証人は債務者に対して主債務についての支払いの 

    状況に関する情報の提供を求めることができます。） 

   

   （「期限の利益の喪失」とは、債務者が分割金の支払いを遅滞するなどしたときに一括払いの 
    義務を負うことをいいます。） 

  保証契約に関する民法改正の基本的な内容について取り上げました。 

  詳細につきましては、法務省のホームページをご覧ください。 

この意思確認の手続は、主債務者の事業と関係の深い次のような方々については、不要です！ 

（いわゆる経営者保証） 

 

 ① 主債務者が、法人である場合 

 ⇒ その法人の理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主等 

 

 ② 主債務者が、個人である場合 

 ⇒ 主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者 

  ・保証人になろうと思った動機や経緯は、何ですか？ 
 ・保証しようとしている主債務の具体的な内容を確認していますか？ 

  ・主債務者から、主債務者の財産・収支の状況等について、 

   情報提供を受けていますか？ 

      などの質疑応答をし、保証意思の確認を行います。 公証人 

1．保証人になることを主債務者が依頼する際の情報提供義務 

2．主債務の履行状況に関する情報提供義務 

3．主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務 



Page 6 
224号 

 講師：上川路美恵野会計事務所 所長 

                 公認会計士・税理士 上川路 美恵野 

『 平成３０年度税制改正の留意点平成３０年度税制改正の留意点 』 

平成３０年度税制改正セミナーのご案内 

主なセミナー内容 

企業関係Ⅰ    『次世代経営者への引き継ぎを支援』 

企業関係Ⅱ    『中小企業の賃上げ・生産性向上を後押し』 

個人関係・その他 『個人所得課税の見直し』 

主催 

■ 日   時  平成３０年７月５日（木）１４：００～１６：３０ 
                    （※受付開始１３：３０～） 
 

■ 会   場  かごしま県民交流センター 東棟４階 大研修室第３ 
        鹿児島市山下町14-50  TEL 099-221-6600 
 
 

■ 会   費  無 料 

 
 

■ お申込方法  当事務所通信同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸしてください。 

         参加申込書は、ホームページからもダウンロード可能です。 

 講師：上川路美恵野会計事務所 所長 

                 公認会計士・税理士 上川路 美恵野 

第３０回ＫＭＣセミナー(社福編)のご案内 

 社会福祉法人会計は、通常の企業会計と同じく複式簿記が基本ですが、公益性の高い法人の性格などを

反映し特有の考え方が取り入れられているため最初はとまどいがちです。 

 日常の会計処理から決算業務まで経理担当者がおさえておきたいポイントを基礎から解説します。 

 新人経理担当者向けですが、もう一度おさらいをしておきたい方にもおすすめです。 

■ 日日      時時    平成３０年８月７日（火）平成３０年８月７日（火）１３：３０～１６：３１３：３０～１６：３００  
                                        （※受付開始１３：００～）（※受付開始１３：００～）  
 

■ 会会      場場    鹿児島ビル９Ｆ鹿児島ビル９Ｆ  大会議室大会議室    鹿児島市名山町鹿児島市名山町11--33  
 
 

■ 会会      費費    資料代資料代  2,0002,000円／人（関与先・セミナー会員円／人（関与先・セミナー会員  1,0001,000円／人）円／人）  

  
 

■ お申込方法お申込方法    当事務所通信同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸしてください。当事務所通信同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸしてください。  

                  参加申込書は、ホームページからもダウンロード可能です。参加申込書は、ホームページからもダウンロード可能です。  

 講師：上川路美恵野会計事務所 所長 

                 公認会計士・税理士 上川路 美恵野 

『 社会福祉法人会計の基礎社会福祉法人会計の基礎 』 

詳細は同封の参加申込書をご覧ください☆ 

新人経理実務担当者向け新人経理実務担当者向け  



 桜島を一望する高台に位置し、鹿児島市中心

部に位置しながら街の喧騒は遠く、窓の外には

優しい木々の緑が溢れ、朝は小鳥のさえずりで

目覚める、そんな特養が完成しました。 

  

H30H30年５月オープン年５月オープン  社会福祉法人 城山会 

特別養護老人ホーム城山苑別館特別養護老人ホーム城山苑別館  
お客様情報 
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お問い合わせ 

〒892-0854 鹿児島市長田町37番23号 

TEL 099-813-7145 

◎特徴 
●個室各１０床を３ユニット配置 

●熟練の介護職員の快適なケア 

●別館独自の医務室と厨房を完備 

●入所される皆様を万全の態勢でサポート 

●三食作りたての温かいお食事を提供 

 平成１１年に長田町に初めて５０床の特養を開所して
１９年、紆余曲折を経て、城山苑は１００床を抱える大

規模特養へと成長致しました。これもひとえにご利用の

皆様を始め、長らく城山苑にご理解、ご協力を頂いた地

域の皆様のお蔭と感謝の念に堪えません。職員一同、皆

様のご期待に沿えるよう一層の努力を重ねてまいりま

す。 

リ ビ ン グ 

交 流 ホ ー ル 

居       室 

 

おすすめスポット（あこがれの場所・行きたいところ） 

   ：  釜 蓋 神 社 

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつおすすめ

のスポットや憧れの場所などを紹介していきます。 

お出かけの際の参考にしていただければ幸いです☆ 

職員コラム 
～PART2～ 

 今月の担当：総務部 川口 眞名美 

 先日、南九州市の釜蓋神社へ

初めて参拝に行きました。釜蓋

神社の御祭神スサノオノミコト

は、武の神様で厄除けや開運に

ご利益があり、芸能人やスポー

ツ選手も訪れる有名なパワース

ポットです。釜の蓋を頭に載せ

て祈願する「釜蓋願掛け」が話

題となり、最近では海外からの観光客も多く参拝に来

ています。「釜蓋願掛け」とは、釜の蓋を頭にのせ、

鳥居から拝殿まで落とさずに行く

ことができれば願いが叶うといわ

れるものです。観光客の方々が挑

戦されていましたが、意外と難し

いらしく、あちこちで釜蓋を頭か

ら落としては、皆さん鳥居の順番

待ちの列に戻っていました。  

私も何度も挑戦してみましたが、途中で落としてしまう

ので、最後は釜蓋を手で押さえながら拝殿まで行きお祈

りをしました。今回の祈願ではズルをしてしまったので

ご利益は期待できませんが、次に参拝に訪れた際には手

を使わずに願掛けを成功させたいと思います。 

神社の裏の「希望の岬」は

絶景スポットとして有名

で、私の地元指宿では薩摩

富士ともいわれる開聞岳と

大海原を眺望できます。 

釜蓋神社は神社でパワーを

もらい、神社裏の景色に癒

されるお薦めの場所です。

皆さんもぜひ一度は遊びに 

行ってみてください。  



ご 相談 は 上 川路 ま で  ・・ 

上川路会計   検索 

編集委員 上川路美恵野 赤塚 盛喜 福留 坪山 川口 小川 

 梅雨に入り紫陽花が見頃の時期を迎えています。紫陽花は土

壌によって酸性なら青色、中性やｱﾙｶﾘ性なら赤色になることが有名です。色だけ

でなく品種も様々でﾖｰﾛｯﾊﾟやｱﾒﾘｶでも観賞用に栽培されていますが、元々の原産

国は日本だそうです。その起源は古く、7世紀後半～8世紀後半に書かれた最古の
和歌『万葉集』にものっています。長雨に気が滅入ってしまう時もあるかもしれ

ませんが、そんな時は雨の中でもたくましく可憐に咲いている紫陽花をみて心を

癒してはいかがでしょうか。 

   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 

随想 『『  地図の語るもの地図の語るもの   』』  上川路美恵野 224号 
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 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！！ 

梅雨の湿った空気が肌にまとわりつくように感じる六月になりました。 

宝山ホールにある鹿児島県立博物館別館で古地図展をやっていて、伊能忠敬が作成に携わった地図が展示されていまし

た。 

今年は伊能忠敬没後200年にあたるそうです。また、私は初めて知りましたが、六月三日は「測量の日」なのだとか。 

伊能忠敬は、家業を支えて半生を過ごして隠居した後、親子ほど年の離れた暦学者に入門し測量などを学び、全国を自ら

の足で歩いて精緻な地図を残しました。 

 今の衛星画像と比べて遜色のない正確さもさることながらその端正な美しさは自分たちの住まう大地や山、川への敬意や

愛情、誇りを感じさせます。 

50歳を越えてからの偉業達成は、知力・気力・体力・財力がそろってこそです。生まれ持った資質に加えて本人の心がけが

ものをいう部分も大きく、人生100年の設計を考えねばならない現代において学ぶところが多い偉人の一人です。 

 さて、地図はもちろん実際の山河の様子を映すものではありますが、作成者（利用者）の主観もまた反映されています。 

 わかりやすい例では欧米の地図は、我々日本人が見慣れている日本を中心に太平洋をはさんで左にアジア・アフリカ・ヨー

ロッパ、右にアメリカという構図ではなく、大西洋が中心にあります。はじめて見たときになるほど日本は「極東」だな、と納得した

ものです。 

 最近、「地球情報地図５０ 自然環境から国際情勢まで（創元社）」という本を見つけました。 

 様々な統計データを世界地図にマッピングすることで現代社会の現状や課題を浮き彫りにするものです。 

 「森林火災の起きやすさ」「海洋ゴミの蓄積予測」「アリの多様性」「合計特殊出生率」「幸福度」「移民の流れ」「銃の

数」等多岐にわたる切り口の統計データを分析することで自然環境と人間の活動の関係、各国の社会  

情勢、文化の状況を視覚的に明らかにしています。 

 興味深いのと同時に「地図」は、自分を取り巻く現状を見つめ直すためのものだということに改めて 

気付かされました。 

 忙しい毎日の中では、身の回りの狭い範囲で物事をみてしまいがちですが、個人的にも事業の 

経営者としてもたまにはこんな地図を眺めて広い世界と私たちのつながりに思いをはせ、社会の現状 

を把握して未来を予測するのも大切なことだと思っています。 

カブトムシ生まれし気配土間の隅     美恵野 

mailto:kamikawaji@tkcnf.or.jp
http://kamikawaji-kaikei.com/

