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外交青書 

ごあいさつ 

 代表 

 上川路 長生 

 今年のゴールデンウイーク（ＧＷ）は、3年ぶりに緊急事

態宣言など新型コロナウイルス対策の行動制限はありませ

んでした。幸いに天候にも恵まれて、各地の観光地は家族

連れで賑わっていました。霧島連山の中岳ではミヤマキリ

シマが咲き始めていて、赤紫や薄桃色のかわいい花と膨ら

んだつぼみが、多くの登山客を楽しませました。鹿屋のか

のやバラ園では、訪れた人々が日本最大と言われる3万5千

株の赤、桃、黄色に咲き誇るバラに包まれる幸せに浸って

いました。 

 一方で新規感染者数がめだって多い鹿児島県では、4月26

日に974人の過去最多の感染者が確認されました。その後

は、ＧＷの最中でも高どまりが続いています。なかでも10

代以下の感染者が4割超と多い教育現場では、手洗いやマス

ク着用などの基本対策を徹底させています。それでも感染

児童が減少しない状況に、教育関係者はもどかしく手詰ま

り感をにじませました。 

 世界自然遺産に登録された人気スポット、秘境知床半島

沖でのＧＷを前に起きた観光船事故に衝撃を受けました。

浮き彫りにされたのは、運行管理がずさんで安全意識が欠

落していた運航会社の実態でした。地元の漁師が出航を見

合せた荒波の予報が出ている海に、なぜ出航したのか会社

の姿勢が問われています。ツアーには全国から参加者がい

て、佐賀の男性は妻に、「船が沈没しよるけん。今まであ

りがとうね。」と電話していたことがわかり、涙をさそい

ました。人災によって一瞬にして、子ども2人を含む乗客乗

員26人は、冷たい海へと消息を絶ったのです。 

 ロシアのプーチン大統領は4月27日、ロシアが戦略的な脅

威を受けたと認識した場合に「我々の反撃は電光石火で迅

速なものになる」と、核使用を示唆する発言でウクライナ

への軍事支援を拡大する欧米諸国に改めて警告しました。5

月9日の対独戦勝記念日を前にしたプーチン大統領の不退転

の恫喝には、凄みがありました。 

 日本の2021年版外交青書では、『ロシアの関係を重視す

る』と記述されていました。2022年版によれば、北方領土

について『日本固有の領土であるが、現在ロシアに不法占

拠されている』との表現が復活して『関係を重視する』の

記述は削除されました。ロシアのウクライナ侵攻を『冷戦

後の世界秩序を脅かす歴史の大転機であり、アジアを含む

国際秩序の根幹を揺るがす暴挙』と非難し同時に『各国と

協調した制裁措置を通じて、ロシアに高い代償を伴うこと

を示していく』とプーチン大統領との対決を鮮明に打ち出

しました。 

 米大リーグでは、4月7日開幕を迎えました。大谷翔平は

メジャー5年目で初の開幕投手を務めました。米大リーグ専

門局現役選手ランキングで、ランキング100人を発表し、大

谷が1位に選ばれました。米大リーグ機構と選手会は、打順

に入った先発投手が降板後も指名打者で出場を続けられる

新しいルールを、今季から導入すると発表しました。投打

の“二刀流”で活躍する大谷のためのルールです。4月が終

わって大谷の成績は、投手として2勝、本塁打4本といまひ

とつふるわず、連戦の疲れを心配するファンは一投一打に

一喜一憂する日々をすごしています。 

 令和の“快物”プロ野球ロッテの佐々木朗希が、4月10日

オリックス戦で完全試合を達成しました。プロ野球史上16

人目、28年ぶりの快挙でした。史上最年少20歳で達成した

完全試合は、過去の16の中でもピカ一といわれて、13連続

奪三振、一試合19奪三振と異次元の105球で、球史に名を刻

みました。             （令和4年5月吉日） 
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５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 
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 〈４月決算会社申告書提出〉 2022 6

５月１６日まで 
 

・特別農業所得者の承認申請 

 ５月３１日まで 
 ・３月決算法人の確定申告   

 ・９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  

    ６月決算法人  第３四半期分 

    ９月決算法人  第２四半期分  

   １２月決算法人  第１四半期分  

 ・消費税の年税額が4,800万円超の2、3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 

 ・個人の道府県民税及び市町村民税の 

  特別徴収税額の通知 

 ・確定申告の際の延納届出に係る延納税額 

  の納付 

 ・３・６・９・１２月決算法人及び個人事業 

  者の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

憲法記念日 みどりの日 こどもの日 

5月中において都道府県の条例で定める日 
 ・自動車税の納付   

 ・鉱区税の納付 

 ６月３０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（前年12月～当年5月分） 

  の納付 

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）において都道府県・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 
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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！ 

 

テーマ：「 今日の１枚 」 

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 

 私はハンカチ集めが好きです。 

 季節やその日の予定、気分に合わせてハンカチを

選ぶちょっとした時間にも心が弾みます。苺が大好

きな2歳の娘のお気に入りは、もちろん苺柄のハン

カチで、私がどれにしようかなと選んでいると「こ

れにする～！」といつも苺柄を選びます。 

 遊び心のあるデザインのハンカチが特に大好き

で、持っているだけで気持ちが明るくハッピーにな

ります！ 

 気になるものを見つけると、つい手に取ってしま

います。かわいらしいデザイン、モチーフは言うま

でもなく、四つ折りにしたときにすべての面にかわ

いい柄が出るのもうれしいです！ 

 今月の担当：総務課 清水 陽加  

 眺めるたび、手に取る

たびに、ほっこり笑顔に

なります。 

 服装や小物が控えめな

色味になっても、ハンカ

チで華やかさとかわいら

しさをプラスできている気もします。 

 お気に入りの1枚を持てば、その日一日が愉しい

気分になれます。このご時世で手洗いをする機会が

増えました。ハンカチなんて手を拭ければなんでも

いいや！と思われるかもしれませんが、ぜひ、お気

に入りの1枚を見つけられてみてください。 

271 号 

□ 3月決算法人は、法人税・消費税の確定申告・納付、法人事業税・法人住民税等の申告・納付があります。 

また、決算後の配当金の支払いに関しても、税務署に提出する支払調書の作成、配当金からの源泉徴収・納付事務

がありますので注意しましょう。 

３月決算法人の確定申告と納税 

□ 夏季賞与を支給する場合には、賞与の支給額を決めるための準備が必要です。業績や勤務成績などの情報

を整理し、人事評価資料の配付などを行いましょう。 

□ 個人住民税の税額は、毎年6月に切り替わります。各社員の住所地の市区町村から送られてくる納税通知書に

従って、事前に給与台帳や給与計算表への転記、給与ソフト等のデータ変更を行っておきましょう。 

個人住民税の特別徴収の準備 

夏季賞与の検討と情報収集 

9月決算法人の中間申告 

□ 9月決算法人は、法人税の中間申告の時期です。中間申告には、前年度の法人税額の2分の1を申告・納税する

予定申告と、仮決算による申告の2つの方法がありますので、選択可能であれば、自社の業績や事務負担上有利

な方を選択しましょう。 

□ 令和3年4月～令和4年3月までの12ヶ月間のうち、常時雇用労働者の総数が100人を超える月が5ヶ月以上あ

る場合、事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります。 

障害者雇用納付金の申告 
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テーマ テーマ テー 

会計・税務のＱ＆Ａ！ 

テーマ テーマ 
★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 

テーマ 『知っておきたい ２０２２年法令・制度の改正』 

 ２０２２年、多くの法令の改正や制度改正等が行われます。企業の仕事に影響の大きい改正や、人

事・労務担当者が抑えていきたい改正等もありますので、しっかりと内容を把握しておきましょ

う。 

 



Page 5 

法務省HPより 

 上場会社等の振替株式を発行する会社において

は、電子提供制度を利用しなければならないとされ

ています。これらの会社においては、令和５年３月

１日以降 に開催される株主総会から、株主総会資料

の電子提供制度が利用されることになります。   

 他方で、振替株式を発行しない非上場会社では、

令和５年３月１日を待つことなく、令和４年９月１

日以降であれば、定款変更により株主総会資料の電

子提供制度を利用することができます。  

 

♦

♦

♦

♦

詳しくは厚生労働省のHPにてご確認ください 

詳しくは厚生労働省のHPにてご確認ください 
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271 号  ○ 企業防衛対策のすすめ  〇 

「債務返済保障プラン」の活用について  

 税理士法人 上川路会計は、関与先様の永続的な発展を願い、誠意を持って情報を共有

して参ります。 

 新型コロナウイルスの影響により、新規借入等が多くなってきています。また、コロナ禍で急拡

大した実質無利子・無担保（ゼロゼロ）融資等の返済も始まってきています。 

借入金の返済期間中 経営者の心配事  
～返済期間中に万が一のことがあった場合～  

法定相続人の誰かが債務の返

済義務を負う可能性がありま

す 

連帯保証債務の場合 保証付融資の場合 

債務の返済義務がなくなるわ

けではありません 

債務が無くなる分、法人の

納税資金が不足する可能性

があります 

保険を活用した対策 

 「債務返済保障プラン」とは、保障額が債務残高と同様に、経過月数ごとに減少していくので、

債務返済の保障として合理的な準備ができます。  

「債務返済保障プラン」の活用  

安定した経営を続けるためには、攻めと守りのバランスが重要です！！ 

● 債務返済保障プランの特徴 ● 

♦減少する借入残高に合わせた保障額の設定が可能です 

♦長期借入金返済期間に応じた保険期間の設計が可能です 

♦配当金や解約返戻金がないため、割安な保険料で大きな保障が得られます 

企業防衛に備える守りの資金調達 

保証協会団信付き融資の場合 

３つの融資パターン  



 

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☆) 

～ 第18回 KSCセミナー 接遇セミナーのご案内 ～    

セミナー内容 
 

【ビジネス意識】社会での自分の役割と位置づけ・働き方 

【ビジネス基本ルール】身だしなみ・言葉遣い・メールのマナー など 

 

講師プロフィール 
 

新潟市生まれ。青山学院女子短期大学教養学科、臨床心理学専攻、卒業。 

ＴＢＳ、ＮＨＫ等でクイズ出題やレポーター、鹿児島ＫＹＴにてキャスターを経験。鹿屋体育

大学キャリアコミュニケーション非常勤講師。 
 

現在、（株）HALビジネス 代表取締役 

国家資格キャリアコンサルタント 

公務研修協議会接遇研修指導者 

認定ハラスメントカウンセラー 

（株）HALビジネス  

代表取締役  

 春田 尚子 先生 

 

■ 日  時  令和４年６月９日（木）１４：００～１６：００（接続開始13：50ごろ～） 
 

■ 開催方式  ZOOMによるライブ配信          
 

■ 会  費  無 料！ 

■ お申込方法 別紙参照 QRコードからもお申し込み可能です。 

 
 

■ お問合せ  税理士法人 上川路会計 ＴＥＬ 099-252-7070 担当 有島・福田 
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 令和3年10月1日よりインボイス制度の「適格請求書発行事業者」登録申請の受付が始まりました。 

 制度の開始は令和5年10月1日でまだ時間があるので、登録申請をしていない方も多いのではないで

しょうか。 

 しかし、制度開始日に合わせて適格請求書発行事業者になるには、令和5年3月31日が登録期限とな

ります。登録期限が近くなると提出が込み合い、時間がかかる可能性もあります。 

 今一度、スケジュールを確認し、余裕をもって登録申請するようにしましょう。 

 ご不明な点は、お気軽に担当者へご相談ください。  

【登録申請のスケジュール】 

国税庁HPより 



 新緑の眩く、そして決算の月5月が今年も来ました。忙しい日々の気分転換には書店にいくことが多いの
ですが、センテラス天文館の中に4月初めに開館した「天文館図書館」が気に入っています。4万冊の蔵書
が「くらす」「そだつ」「はたらく」「うみだす」という4つのテーマごとに広いフロアにゆったりと並べ
られています。今、注目されている事柄に関する本を中心に選書されているので、本が多すぎて選ぶのに
時間がかかるということもなく、ひょいと目についた一冊を手に取ってあちこちに置いてある椅子に腰か
けて読むことができます。普通の椅子も座り心地が良いのですが、特に児童書のコーナーは柔らかく丸い
プールのようなソファや横倒しにした樽のようなソファが魅力的で、「本を読む」という行為そのものが
遊びになるような空間でした。 
 天文館図書館のリーフレットには「ひらけ、興味の扉。」と題してこの図書館の趣旨が綴られていて、
その最後に「訪れる人々にとって思い思いの扉を創造できる図書館になりますように」と記されていま
す。多くの人に幸せな出会いをもたらす場として親しまれると良いと思っています。 
 本は「新たな世界への扉」となりますが、最近興味深く感じた本を通じた取り組みをふたつ紹介したい
と思います。 
 一つは「サイレント・ブックス」についてです。文字のない絵本のことをサイレント・ブックスと呼ぶ
そうです。「子どもの本を通して国際理解を深め、世界に平和を」を理念に掲げるIBBY（国際児童図書評
議会）が2012年に地中海の島に作った図書館には、世界中の文字の無い絵本が集められています。この島
は、アフリカや中東からの移民や難民がヨーロッパを目指して地中海を渡ってくる際に最初にたどり着く
ところなのだとか。過酷な体験をした子どもたちの心に安心を与えるために、言葉の壁の無い「サイレン
ト・ブックス」が役立つのだそうです。今まで私は、文字の助けが無くて絵だけで内容を理解しなくては
いけないサイレント・ブックスは読み手を選ぶ取っつきにくい本と思っていたため、文字が無いからこそ
どんな母語の人にも受け入れられる開かれた側面があることを知り目から鱗が落ちる思いがしました。ウ
クライナを始め世界中で自らの故郷を離れることを余儀なくされる人が後を絶ちません。まずは身体の安
全が必要ですが、心もまた守られてほしいと切に願います。 
 二つ目は、偕成社から今年出版された『世界でみつけた 女の子の昔話えほん』シリーズです。世界中
から女の子が主人公の昔話を集めて再話を行った中脇初枝氏はインタビューで「絵本で出版され
ている有名な昔話の主人公は男性がほとんど。女性は若く美しく控えめで、耐え忍んだ末に王子
などの助けで幸せになるパターンばかり。女性のキャラクターも結論も、もっと多様性が必要だ
と思った」と語っています。 
 行動や考え方は子供のころからの体験、それも小さなことの積み重ねで形成されます。新しい
世界への扉を開くはずの本が、かえって固定観念を植え付けることで別の扉を閉ざすことになっ

てしまったら残念です。そういう意味で、このような取り組みは意義深いこ
とだと思います。 
 5月5日は子どもの日。男の子も女の子も健やかにのびやかに自らの可能性
を伸ばしていってほしいものです。       
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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！！ 
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上川路会計   検索 

 日差しが強くなり、庭の雑草が生育旺盛期に入り、今年も雑草との戦い

が始まりました。強烈な日差しの中での除草は大変な作業で、毎年何か良

い対策はないかと思いながら、後回しにしてしまっています。地道に除草

作業しつつ、今年こそは良い対策を見つけたいと思います。 
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