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犬 笛 戦 術 

ごあいさつ 

 代表 

 上川路 長生 

 コロナに苦しんだ一年は早くすぎて、月めくりのカレン

ダーが残り2枚となりました。冬を告げる使者万羽鶴が、

越冬地の出水平野に24季連続で飛来したことを知りまし

た。霧島市福山では黒酢の仕込みシーズンを迎えて、甘

酸っぱい香りが漂う『壺畑』で、職人たちが仕込みを進め

ていました。 

 4年に一度行われる米国の大統領選挙は、バイデン氏が

トランプ氏に競り勝ち勝利宣言を行いました。コロナから

外交、経済と両候補は激しい戦いを見せつけました。4年

近く続いた『トランプの米国』への信任投票の色彩が濃く

て、前回の大逆転もあり分断された米国社会の真の勝者は

最後まで見えて来ませんでした。郵便投票を不正の温床と

言い、平和的な政権移譲をトランプ氏は明言しませんでし

た。投票妨害や犬笛戦術という魔法のことばで有権者を過

激派に仕立て、反対派知事の誘拐未遂事件も起こしたり、

なんでもありの無法な選挙手法をくりかえし民主主義を揺

るがす光景が日常となっていました。ペンシルバニア、ミ

シガンなどの激戦州を僅差に制して、予断を許さなかった

選挙戦は終わりました。あまりに激しい戦いで崩壊したア

メリカの民主主義国家としての威信が問われています。 

 コロナの影響で打撃を受けた観光や飲食業を支援する政

府の『GoToキャンペーン』は、10月以降拡大する方針で実

行してきました。東京発着の旅行が加わったあとの国内旅

行需要がめだって順調に回復してきています。飲食業界は

イベント付与事業に関し、制度が始まった1日から半月で

1000万人の予約があったと政府は発表しました。GoToキャ

ンペーンは一方で混乱が相次ぎました。政府はこれまでの

混乱や効果を速やかに検証して、ひとつひとつ制度の穴を

埋めていく必要があります。 

 国内のコロナ感染者数が累計で10万人を超え、10月に

入ってから都市圏を中心にクラスター(感染者集団)が発生

し、微増が続いています。収束の出口が見えない一方で、

治療法の改善により重症や死亡の割合が減る明るい兆候も

あります。欧州ではコロナの感染再拡大が深刻化し、ほぼ

全域で『第2波』が猛威を振るっています。春先の『第1

波』より死者数は少ないとしても、1日当たりの新規感染

者数は各国で過去最高を更新して、歯止めがかからないの

です。第1波時の都市封鎖で経済的ダメージを被った多く

の国々は『二の舞』を避けようとしていますが、フラン

ス・スペインなどで都市封鎖に踏み切っています。 

 テレワークの拡大や、菅政権が掲げる行政改革で『ハン

コ』の肩身が狭くなっています。菅首相は規制推進会議で

「全省庁において全ての行政手続きの見直しを進めてほし

い」と対応を指示しました。それを受けて河野行政改革担

当大臣は、行政手続きで押印を可能なかぎり不要にするよ

うに各省庁に求めました。国税関係の手続きの際に必要な

押印について、原則廃止するように検討に入りました。確

定申告でもハンコは不要になりそうです。 

 ゴルフの日本オープン選手権で鹿児島出身の稲森佑貴選

手が最高の大舞台で2度目の優勝を飾りました。最後の

ホールでの逆転勝利に「諦めない人が勝つということを今

回改めて実感しました」と語りました。鹿児島県勢として

陸上日本選手権で40年ぶりの優勝を果たしたのは、23歳の

新星女子200ｍの鶴田玲美選手です。東京五輪も視野にさ

らなる飛躍の期待が高まっています。 

 今年話題となった言葉に贈られる流行語大賞の候補が、

発表されました。世相を反映する『３密』など、コロナに

関連する言葉が半数を占めました。  (令和2年11月吉日) 
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９月決算会社申告書提出 2020 11
   

  
１１月３０日まで 

・９月決算法人の確定申告 

・３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 

  １２月決算法人  第３四半期分 

   ３月決算法人  第２四半期分  

   ６月決算法人  第１四半期分 

・３・６・９・１２月決算法人・個人事業者の 

 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 

 ８月、９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 

・特別農業所得者の予定納税額の納付 

・所得税の予定納税額の納付（第２期分） 

１１月１０日まで 

 ・源泉所得税の納付 

 ・住民税の特別徴収税額の納付 

１１月１６日まで 

 ・所得税の予定納税額減額申請 

１１月中において 

   市町村の条例で定める日 
・個人事業税の第２期分の納付 

・１０月決算法人の確定申告 

・４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 

      １月決算法人  第３四半期分 

   ４月決算法人  第２四半期分  

   ７月決算法人  第１四半期分 

・１・４・７・１０月決算法人・個人事業者の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９月、１０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 

（８月決算法人は２ヶ月分） 

2020 12
１２月１０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（当年6月～11月分）の納付 

１０月決算会社申告書提出 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 

12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 

  文化の日 

    勤労感謝の日 

ＫＭＣ 

セミナー 

■本年最後の給与の支払を受ける日の前日まで 

・給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の

配偶者控除等申告書、住宅借入金等特別控除申告

書の提出 

■本年最後の給与の支払をする時 

    ・給与所得の年末調整 

■１２月中の市町村条例で定める日 

    ・固定資産税（都市計画税）の第３期分の納付 

１月４日まで 
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２０２０年１1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！ 

 

テーマ：「鹿児島の昔の街並み」 

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつマイブー

ムについて紹介していきます。 

職員それぞれの個性を楽しんで頂ければ幸いです☆ 
職員コラム 

 今月の担当：総務部 鶴田 恵子 

 マイブームというほどでは無いのですが、私は鹿

児島の歴史に興味があります。図書館に行っても、

郷土コーナーの鹿児島の歴史に関する本や昔の町の

様子が描かれている本、古地図などに惹かれてしま

います。「この場所には、昔はお城があったんだ」

とか、「この道は江戸時代は主要道路だったんだ

なぁ」などと、思いを馳せるのが好きです。 

 なぜ、私が鹿児島の歴史に興味を持つようになっ

たのか・・・と考えたときに、小学校時代の経験が

影響しているように思います。私の出身校は、上町

（かんまち）地区にあります。磯～鹿児島駅周辺～

市役所あたりの広い範囲を上町と呼んでいますが、 

鹿児島の中でも古い時代から栄えていた場所であ

り、鹿児島発祥の地とも呼ばれています。島津氏と

も大変ゆかりの深い地域です。私が小学生の頃は、

学校の校外授業で、よく史跡巡りをしていました。 

玉龍高校の裏にある島津氏の菩提寺であった福昌

寺跡や島津氏が勧請したと言われる鹿児島五社、

｢篤姫｣や｢半次郎」も喉を潤していたといわれてい

る仁王堂水、仙巌園や尚古集成館など歩いて行け

る身近なところに歴史を感じることができる史跡

や施設が数多くあり、小学生のころからそれらに

触れ、昔の街並みを想像していた様に思います。 

 鹿児島県のHPに、「地域の宝箱！~地域フォト

ライブラリ 歴史の宝箱」というコーナーがありま

す。写真付きで鹿児島の身近な史跡や歴史に関す

る施設がいくつか紹介されていますので、ぜひ興

味のある方はご覧になり、歴史に触れてみてはい

かがでしょうか？ 

鹿児島県HPより 

□ これから年末にかけて特に忙しくなり、思いがけない処理の誤りが生じがちです。日常的な業務も気を抜か

ず、スケジュールを立てて事前準備とダブルチェックを加えるなど、ミスが起こりにくい体制を整えましょう。 

年末の多忙時の対策 

□ 年末調整は、どこまで段取り・準備をすすめておくかで業務効率が大きく異なります。 

従業員全員から申告書※や必要資料を収集したり、所得税の精算をする必要があるため、かなりの時間と手間が

必要となる業務です。提出もれや添付忘れなどがないように、回収期限を早めに設け、確認しましょう。 

 ※令和２年分より、従来からある「配偶者控除等申告書」に「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が追加された 

  新様式となっています。４・５PのQ＆A 『年末調整の申告書について』でご確認下さい。 

年末調整の準備 

年末賞与の支払準備 

□ 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料

の配布などを行う必要があります。 

□ 年末から年度末にかけての資金繰りを確保するためにも、得意先管理を徹底して売掛金の回収に努める必要

があります。営業に対して売掛金の回収状況などをまとめた資料を提出するなどのサポートを行いましょう。 

売掛金の回収 

コロナ関連の慰労金・支援金の申請 

□ 従事者慰労金や感染症拡大防止等支援金（医療・介護） 等の申請漏れはないでしょうか。慰労金・支援金の種

類や業種によって申請締め切り日が異なりますので、鹿児島県のHP等でしっかりと確認しましょう。 
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★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 

テーマ 『 年末調整の申告書について 』 

 所得税の基礎控除の改正、所得金額調整控除の創設により、令和2年分の年末調整から申告書が大幅

に変更されます。記入漏れや記入・計算ミス等が発生しないよう変更点を確認していきましょう。 

 年末調整には、通常、次の3つの書類を勤務先に提出します。（ウ）が従来からある「配偶者控除等

申告書」に「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が追加された新様式となっています。      

 

 (B) 給与所得者の基礎控除申告書 

 （A）給与所得者の配偶者控除等申告書 

 （C）所得金額調整控除申告書 

（A）給与所得者の配偶者控除等申告書 

   ア．給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

   イ．給与所得者の保険料控除申告書 

   ウ．給与所得者の基礎控除申告書（兼）給与所得者の配偶者控除等申告書（兼）所得金額調整控除申告書 
   ＊住宅ローン控除を受ける方は、住宅借入金等特別控除申告書の提出も必要となります。 

● 対象者 配偶者がいる方で、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける方 

● 収入条件 本人の給与所得が1,000万円以下（給与収入1,195万円以下）かつ、配偶者の給与所得

が133万円以下（給与収入201.6万円未満）の場合に適用される。 

ウ．給与所得者の基礎控除申告書（兼）給与所得者の配偶者控除等申告書 
                                                             （兼）所得金額調整控除申告書について 

ア．給与所得者の扶養控除等（異動）申告書について 

令和2年分の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書を従業員に差し戻し、扶養親族の異動や所得の見積額を確

認してもらいましょう。また、令和3年分 扶養控除等（異動）申告書は、令和3年の最初の給与支払い日の前

日までに提出してもらいます。「ひとり親」欄が新設されていますので、チェック漏れがないか確認を行いま

しょう。（ひとり親控除については、事務所通信251号をご覧ください） 
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 国税の納付については、事前に税務署に届出

をしておくことで、e-Tax（国税電子申告・納税

システム）により申告書等を提出した後、納税

者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定

した期日に、口座引落しにより国税を電子納付

することができるダイレクト納付がご利用にな

れます。 

詳細につきましては国税庁HPをご覧ください。 

 国税庁からのお知らせ  

●給与所得以外にも所得がある場合 

生命保険の一時金や仮想通貨の売却収入等がある場合、「給与所得以外の所得の合計額」として、

給与所得の所得金額と合算し、本年中の合計所得金額の見積額となります。 

（B) 給与所得者の基礎控除申告書 

●記入上の注意点 

納税者本人が見込みの収入金額から所得控除を求める必要があります。計算方法は次の通りです。 
  ① 1月から11月に支給された給与（賞与を含む）の明細書に記載された「課税支給額」を合計する。 

  ②  今までの給与支給額をベースに12月の給与と賞与の見積額を計算する。 

  ③  ①と②を合計し、収入金額を出す。 

●対象者 

年間の給与総額が2,000万円以下の方が記入対象。ほぼ全員が記入する必要があるといえます。 

④ ③で求めた金額から、給与所得控除額を控除した残額が所得金額になります。申告書裏面に［給与所

得の金額の計算方法］という表がありますので、収入金額を当てはめれば、所得金額を求めることがで

きます。 

1月～11月の課税支給額（賞与含む）合計 ＋  12月の課税支給額（賞与含む）見積額  ＝  収入金額 

収入金額  －  給与所得控除  ＝  所得金額（給与所得） 

給与収入が850万円を超える方で下記要件のいずれかに該当する方 
・本人が特別障害者                 ・同一生計配偶者が特別障害者 

・扶養親族が特別障害者           ・23歳未満の扶養親族がいる 

＊給与等の収入金額が850万円を超える可能性がある方は記入をしておくとよいでしょう。 控除額の計算は、

勤務先が行います。 

（C) 所得金額調整控除申告書 

●対象者 

控除額 ＝ （ 給与等の収入金額 － 850万円 ） × 10％ 

＊給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円 

 詳細については、冊子または、国税庁HPで「令和２年分 年末調整のしかた」をご覧ください。 

 様式の変更に加え、e－Taxまたは光ディスク等による法定調書の提出義務基準が「100枚以上」に引き下

げられたことにより、初めてe－Taxまたは光ディスク等で提出する企業は、業務が煩雑化する恐れがあり

ますので、早めの準備を行いましょう。 

国税庁HPより 



  

 当日は、中村先生の楽しいお話の中で、女性だか

らこそ普段気を付けておきたい所作や言動等、楽し

く学ぶことができました。普段意識せずにできてい

ることであっても、意識することでより素晴らしい

ものになるとのことを学ばせていただきました。女

性職員たちの笑顔の溢れる活気あるセミナーとなり

ました。 

主催 

 ブラッシュアップセミナーのご報告 

中村 朋美 先生 

 10月9日（金）に島津重富荘にて、中村朋美先生を講師にお招きし、鹿児島経営サポートセンターの女性

職員向けブラッシュアップセミナーが開催されました。（当セミナーにおいては、コロナ対策を十分に行って

おります。） 
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上川路メンバー、中村先生と 
（写真撮影のため、一時的にマスクを外しております） 

講師プロフィール 
 

KTS鹿児島テレビ放送アナウンサーとして勤務後フリーとなり、「office中村朋美」を設立。 

式典やイベント司会他、観光・医療・食等のフォーラムパネリストやシンポジウムコーディネーターを

務める。 

企業やホテル旅館業・金融や病院でのコミュニケーション力、ビジネスマナーやおもてなしなどにつ

いて社員研修を行う他、大学や就職支援セミナーでの若手人材育成に携わる。 

所内研修発表会のご報告 所内   

News！ 

10月8日(木)、所内にて研修発表会を行いました。毎年開催している発

表会ですが、新型コロナの感染拡大防止の観点から、チーム戦ではなく

個人戦で、発表自体もZOOMを利用したリモートでの実施と、例年とは異

なる発表会となりました。 

今年は「コロナ禍の経営改善の提案（他企業に学ぶ）」をテーマに職員

全員が様々な観点で資料を作成し、事前に書面審査が行われ、その結

果から発表者6人が選ばれました。 

ZOOMでの発表は初の試みでしたので、普段とは勝手が異なる部分も

あったかと思いますが、みなさん研修の成果を存分に発揮してくださ

り、審査員の方々の審議の結果、特に優秀だった3名が表彰されました。 

今回の研修の成果を取り入れ、お客様のお力になれるよう、より一層の

努力を重ねてまいります。 

 テ ー マ  氏 名 

 Withコロナでの事務所の在り方・組織論 浮津 史昭 

2 コロナによる診療所経営への影響と対策 畠中 拓郎 

3 コロナ禍におけるテレワークの導入実践 有島 巧 



（有）上川路マネジメントセンター 主催  

第３５回 KMCセミナーのご案内 

『 新型コロナウィルス感染症緊急経済対策と税制上の措置  』 
講師 ： 税理士法人 上川路会計 所長 

                公認会計士・税理士  上川路 美恵野 

※コロナウィルス(COVID‐19)感染予防のためライブ配信で開催します。 

 新型コロナウィルス感染症は広く深く経済活動に影響を与え、終息の見通しがたたず長期化

しています。 

 様々な経済対策が行われ、税制上の措置も行われています。事業への影響を緩和するために

これらの措置を取り入れていきましょう。 

■ 日  時  令和２年１１月２７日（金） 
           1５：00～1７：０0 （1４：45頃～接続可能になります。）      

■ 定  員  ３０名 
 

■ 開催方法  ZOOMにてライブ配信予定 

■ 会  費  無料          

■ お申込方法 同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、メールまたはＦＡＸでお送りください。 

       また、お申込み頂いた方には、後日ＺＯＯＭのＵＲＬやパスワード等をメールにてご連絡する 

       予定ですので必ず受信確認できるメールアドレスの記入をお願いいたします。 

〇 セミナーの内容等、詳細は別紙をご覧ください 〇 

お客様情報 

児童発達支援 放課後等デイサービス 

活動室１ 

多目的スペース 

受 付 相談室 

活動室２ 

 6/1 開所 
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○● お問い合わせ ●○ 
 

社会福祉法人 くすの木会 

LINO（リノ） 
   〒890-0056 

 鹿児島市下荒田1丁目20-4 みちよビル3階  

TEL 099-254-7755  FAX 099-254-7757  

URL https://lino2020.jp/ 

インターネット環境さえあればどこからでも参加いただけます。） ～

事前に、当日の資料等を

メールでお送りします。 

セミナー当日は、インターネットへの

接続が可能なPC等をご用意の上、受講

してください。 

ZOOMアプリをインストールしてくだ

さい。(ZOOMについての簡単な説明書

をお送りします☆) 

https://lino2020.jp/


 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（税）上川路会計に

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！！ 

 金木犀の香りの風が肌寒く感じる11月、例年よりも小規模ながらおはら祭りも無事に開催されて年末へと時は移ってきています。 

 海の向こうの選挙戦はこじれにこじれました。その間、高まる緊張と不安を和らげるためにニューヨーク・タイムズが公開した

「ニュースから離れて」「身体を動かして」などの助言をする記事の中でカピバラが柚子湯に入る動画が紹介されて話題になりま

した。 

 日々取り上げられる国内外の社会、経済、事件、災害などの合間に「動物園」関連のニュースも多く入ってきます。心温まる

息抜きとなる場合もありますが、時折私たち人間に重い問いを突き付けるようなものもあってハッとします。 

 最近では、上野動物園のパンダ「シャンシャン」が今年をもって中国に返還されるというニュースがありました。これを機に上野動

物園では「花ひらけパンダの未来──ありがとうシャンシャン」という企画が行われています。 

 その中のひとつ「パンダアクション」では希少な野生のパンダを守るためにできることをツイッターで紹介しています。『野生動物と

距離を取る』「野生動物の利用を考える」「環境に配慮した商品を選ぶ」などテーマごとにメッセージが発信されています。 

 動物園には常に「狭い檻に閉じ込めてかわいそう」という批判や莫大な公的資金が費やされることへの疑問がつきまといます

が、一方で世界各地で絶滅の危機に瀕している生物の生態を学び、種の保存、自然保護を図るという役割への期待も大きいの

です。 

 人は目の前に無いことには関心を持ちにくいものです。実際に生命の不思議さや面白さに触れることで生命への慈しみと敬意、

それを育む自然環境の尊重などが生まれてきます。 

 パンダを見て可愛いと思うことが環境への関心を深めるきっかけとなるように私たちは動物園を楽しむだけでなく意識と行動を「可

愛い」の一歩先へと進めることが求められているのです。 

 行動展示や動物福祉の概念など「動物園」の在り方は近年大きく変化していますが、約30年前に「動物園」に対する挑発

的な解釈文で話題となったのは「新明解国語辞典」です。 

 『動物園：生態を公衆に見せ、かたわらに保護を加えるためと称し、捕らえて来た多くの鳥獣・魚虫などに対し、狭い空間での生

活を余儀無くし、飼い殺しにする、人間中心の施設（新明解国語辞典第4版）』 

 その後改訂されて第7版（2012年）では『捕らえてきた動物を人工的環境と規則的な給餌とにより野生から遊離

し、動く標本として一般に見せる啓蒙を兼ねた娯楽施設』と控えめですが、批判的であることには変わりありません。 

 今月19日に発行される「考える辞書」を標榜する第８版では自然環境に関する新語も多く採用されているようで

すが「動物園」への評価は変わっているのか否か興味があります。 

 この秋、里に下りてしまった野生動物と人との軋轢も多く報道されていますし、コロナウィルスも野生

動物と人との境界で感染が生じるとも言われています。人と他の生物との多様性、人と人との多様

性などについて考え直している晩秋です。  

 

253 号 

Page 8 

秋気澄む白熊の檻にある静寂       美恵野 

随想 『動物園はお好き？ 』 上川路美恵野 

コロナの影響で延期になっていた子どもの修学旅行が１０月末に

行われました。 

 マスク着用はもちろん、大部屋や大浴場の禁止など、様々なコロナ対策が行われた

ようです。 

 新規陽性者数が再び増加傾向になってきています。マスク着用、三密の回避など新

しい生活様式に則った感染予防対策を徹底して心がけましょう。 

 11月に入り急に寒くなってまいりました。例年以上に健康に気を付けてお過ごしく

ださい。  

 編集後記 

編集委員  上川路美恵野 鶴田 伊集院 福留 東崎 盛喜 関 

 連絡先：税理士法人 上川路会計  
 

 〒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/ 

上川路会計   検索 

※十月、平川動物園のシロクマ「カナ」は推定30歳で死亡し 

シロクマは平川動物園から姿を消しました。新たな個体の入手 

は困難と言われています。 


