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偽 旗 作 戦 

ごあいさつ 

 代表 

 上川路 長生 

 鹿児島の錦江湾奥の干拓地には、今年も冬を告げるクロ

ツラヘラサギが、越冬のために飛来していることを、地方

紙は伝えてくれました。冬は間近まで来ています。3日文

化の日は、3年ぶりに『秋の風物詩』おはら祭りで賑わい

ました。鹿児島市の電車通りには、総踊り98連の“ヨイ

サ、ヨイヤサー”の声が、南国の澄み切った空に谺してい

ました。コロナに翻弄され続けて3年、値上げラッシュな

ど日頃のうっぷんを晴らした楽しい一日になりました。 

 円安に歯止めがかからないのです。円相場がドルに対し

て一時150円台となり、32年ぶりの安値を記録しました。

日米の金融政策の違いから、金利の高いドルが買われ、安

い円が売られやすい状況にあります。他の先進国や新興国

の通貨に比べて円の値下りが目立っていて、国力の地盤沈

下に伴う日本売りの様相を呈しています。歴史的な円安や

ウクライナ危機による資源高で“値上げの秋”が本格化し

て家計や企業経営を圧迫してきました。経済構造を根本か

ら立て直す戦略が、今求められています。 

 “和牛オリンピック”といわれる5年に1度の全国和牛能

力共済会（全共）が、10月6日から10日まで、霧島市など

で開かれました。地元で開催された今大会は、52年ぶりで

過去最多の41道府県から、よりすぐりの440頭が出品され

ました。『チーム鹿児島』として24頭を出品した鹿児島

は、前回の宮城大会の団体優勝に続き『和牛日本一』に輝

き、畜産鹿児島の底力を発揮することが出来ました。 

 プーチン大統領は10月5日、ロシアによるウクライナ東・

南部4州を併合する全ての国内手続を完了したと宣言しま

した。それに対抗してウクライナのゼレンスキー大統領

は、ロシアからの完全脱却するための最後の独立戦争と位

置づけました。「全領土からロシア軍を追い出す」と『偽

旗作戦』を取るロシアとの徹底抗戦の継続を誓っていまし

た。 

 今年のノーベル平和賞は、ベラルーシ、ロシア、ウクラ

イナで人権擁護活動に当たってきた一人と2団体への授与

が決まりました。ノーベル賞委員会は、プーチン政権によ

る戦争犯罪や、ロシアの後ろ盾となっているベラルーシ政

権の人権弾圧などを激しく指弾していました。 

 日本と中国が国交を正常化して9月には50年の節目を迎え

ました。平和と友好を目指して50年、近年は対立と相互不

信に直面して正常化50周年を共に祝うムードからは程遠

く、関係は悪化の一途をたどっています。中国が急速に軍

事力を増大させ周辺に圧力を強める現状に日本国民は脅威

や憂慮を感じていて、世論調査では「日中関係は良くな

い」との回答が7割を超えています。中国共産党の第20期

総会を終えて、3期目続投を決めた習近平主席1強時代が実

現しました。異形の大国中国が軍事力や経済力など総合的

な力で米国に迫っていて、隣国日本の今後の多難な立場

が、鮮明になってきました。 

 北朝鮮は10月4日、弾道ミサイルを発射して5年ぶりに日

本上空を通過させました。ミサイル技術を着実に進化させ

て、今年に入り異例のペースで発射を繰り返して挑発を続

けています。金正恩総書記は、核保有国としての体制を誇

示する構えで、近く7回目の核実験を実施するのではと危

惧されています。国際秩序が動揺している間隙を突く作戦

といわれます。 

 サッカーＷ杯カタール大会への代表選手に、加世田出身

の大迫勇也は選出されませんでした。万能型のワントップ

として代表選手で活躍して10年、カタール大会での勇姿を

目にすることはできませんでした。（令和4年11月吉日） 
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277 号 

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１５日まで 

    ・所得税の予定納税額減額申請 

         

  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月中において各都道府県の条例で定める日 ・個人事業税の第２期分の納付 

〈１０月決算会社申告書提出〉 2022 12
 １月４日まで 
 

・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） 

１２月１２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 

■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 
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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！ 

277 号 

 

テーマ：「観葉植物  」 

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 

 数年前から家の中に観葉植物を置くようにな

りました。高いものでなく100円から数千円の

もので近所のホームセンターで買ったもので

す。 

 初めのうちは手入れの仕方も分からなくて、

水のやりすぎなのか根腐れして枯れたものもあ

りました。それからはネットで水やりのタイミ

ングや剪定方法などを調べなが

ら育てています。 

 4年程前に1ｍくらいで買って

きたフィカス・ウンベラータ

（ゴムの木の仲間でハート型の

葉っぱをしている観葉植物）

は、途中で大きな鉢に植え替え

した成果もあり今では180㎝ほ

どに成長し、今年の夏も多くの

葉を付けて日々の楽しみになっ

ています。 

 観葉植物にはマイナスイオン

を発生させたりして空気清浄の

効果や、植物の緑色には目の疲れを緩和してく

れるなど、リラックス効果が期待できると言わ

れます。 

 ただのインテリアとして置くのでなく、様々

なメリットもあるので、植物を育てる楽しみや

達成感を味わいながら育ててみてはいかがで

しょうか。 

 今月の担当：経営支援部 南條 靖弘    

□ 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。 

 また、年末調整の電子化を検討している場合は、従業員の協力が必要となります（保険会社等から控除証明書等を電

子データで受領、年末調整控除申告書作成用ソフトウェアのダウンロード 等）。従業員への説明、サポート等しっかりと

進めておきましょう。 

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 

※国税庁から例年源泉徴収義務者の方向けに送付されている「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調

書の作成と提出の手引」及び「源泉徴収税額表」のパンフレット等に代えて、リーフレットが送付されます。 
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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 『 為替相場の生活への影響 』 

 2022年（令和4年）に入ってから、日米の金利差拡大による円安が進み、コロナ禍やウクライナ

情勢とあいまって、物価上昇を招いています。為替相場は光熱費や食費、衣料品など私たちの暮らし

のさまざまな分野に大きな影響を与えます。今回は、円高や円安によって我々の生活にどのような影

響があるのか確認してみましょう。  

 円安とは？  

＝ 120円で1ドルが買える 

＝ 150円出さないと1ドルが買えない 

例えば1ドル＝120円から1ドル＝150円になったら、円安（ドル高）になったということです。 

1ドルと交換するために、より多く円が必要になったので、円の価値が下がっているといえます。 

円安 円の価値が下がる 

円安のメリットとは？  

円安のデメリットとは？  

外国の通貨に対して円が安くなる⇒円の価値が下がること 

 輸出企業にとって有利です。商品を販売すると代金を外貨で受け取るため、輸出企業が海外で稼い

だ外貨をより多く円に転換できます。 

 また円安になると輸出する製品を安く設定することもできるので、国際競争力も有利になる可能性

があります。 

 輸入企業にとっては不利です。円安になると商品を仕入れる際に、費用が増えて利益が減ります。

輸入企業が海外から1ドルの商品を仕入れるのに120円あれば良かったものが、円安で150円必要になっ

たら、その分、お店で売る際の値段も上がる可能性もあります。また、輸入に頼っているエネルギー

資源や食材などの価格も上がってしまうため、私たちの生活を圧迫するかもしれません。 

 獲得できる外貨が減ってしまうので海外旅行も割高になります。私たちが海外旅行で買い物をする

場合、１ドルあたりの金額が120円から150円になるので、円をたくさん払わないと欲しいものが買え

なくなります。  

円高（例）１ドル＝120円の時 円安（例）１ドル＝150円の時 

100ドルの靴   １2０円×100ドル＝12,000円必要 100ドルの靴   １５０円×100ドル＝15,000円必要 



 
 外国の通貨に対して円が高くなる⇒円の価値が上がること 
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277 号 円高とは？  
1ドル＝150円から1ドル＝120円になったら、円高（ドル安）になったということです。 

1ドルと交換するための円がより少なくてすむので、円の価値は上がっているといえます。 

＝ 
150円出さないと1ドルが買えない 

円高 円の価値が上がる 

＝ 120円で1ドルが買える 

円高のメリットとは？  

円高のデメリットとは？  

 輸入企業にとって有利です。 

 輸入企業が海外から1ドルの商品を仕入れるのに150円必要だったものが、円高により120円ですみま

す。日本は多くの食糧や原油などの資源を輸入しているので、円高でこれらが値下がりすれば日常生活に

はメリットになります。 

 私たちが海外旅行で買い物をする場合も、１ドルあたりの金額が150円から120円になるので、同じ金額

の円でも、より多くの買いものができるようになります。  

 輸出企業にとっては不利です。 

 日本は、自動車や機械類の輸出企業が数多くあり、経済の中で大きな割合を占めています。円高になる

と円換算での売上高が減ってしまうため輸出産業等の業績が悪化します。 

為替変動の要因  

 為替相場の変動要因は様々な要素が絡み合っています。 基本的に為替の値段は2国間の相対的な力関係

によって決まります。 

 例えば、ドル・円相場の場合、アメリカと日本を比べてアメリカのほうが日本に比べて景気がよければ ドル高・

円安（円の価値が下がる）、逆にアメリカのほうが日本に比べて景気が悪ければドル安・円高（円の価値が上

がる）になります。  

景気動向 
一般には好景気の国の通貨が高くなる傾向。株式や債券に投資する人が増え海外から資金が

流入し、その結果その国の通貨に対する需要が増え通貨は高くなります。  

金利 金利の低いほうから金利の高いほうへ資金は移動します。  

国際情勢 政情の不安定な国の通貨より政情の安定している国の通貨のほうが強くなります。  

要人発言 各国首脳や財務官、中央銀行関係者の発言により市場が動くことがあります。 

政府による市場介入 政府が中央銀行を使って市場取引に参加することで、市場操作し為替価格に影響を与えます。  

【為替変動の主な要因】 

円高（例）１ドル＝120円の時 円安（例）１ドル＝150円の時 

6,000円＝50ドル   40ドル    ＋ 10ドル      6,000円＝４０ドル 40ドル 
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277 号  【労務】令和４年雇用保険料率の変更について  

 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和４年３月30日に国会で成立しました。  

令和４年４月１日から令和５年３月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。 

♦ 令和４年４月から、事業主負担の保険料率が変更になりました。  

♦ 令和４年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になりました。  

♦ 年度の途中から保険料率が変更となっていますので、ご注意ください。  

厚生労働省HPより 



【上川路会計通信ダウンロード】 

「上川路会計通信」はホームページからもダウンロードすることができます。 

税理士法人 上川路会計 ホームページの「セミナー・事務所通信の更新情報」 

もしくは右のQRコードを読み取り、チェックしてみて下さい！ 
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ふくおかクリニック 
内科・循環器科  

〒892-0875  

鹿児島市川上町2721-29  

TEL 099-295-0125   

駐車場：18台完備 

ふくおかクリニック 
内科・循環器内科 

●診療時間● 

吉野地区に内科・循環器内科を開院しました。 

地域に密着した内科診療、心臓病、生活習慣病（高血圧・脂

質異常・糖尿病）の診療を行って参りたいと思います。 

心臓はほんの一瞬も休むことなく動き続けています。心不

全とは、心臓がギブアップした状態です。息切れ、むくみ、動

悸、胸痛、倦怠感、体重増加、お困りの症状を御相談下さい。 

277 号 
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10月11日 

開院しました！ 

 

 

県
道

⓰ 

アクセス 

●スシローP 

上川路会計通信 ２４年目を迎えました！！ 

 平成11年（1999年）11月に上川路会計通信第１号を発行し、今回の第277号で

24年目を迎えました。 

 上川路会計通信は、発行当初から毎月上川路会計の職員が構成を考え、作成し発行

しております。発送作業も手作業です。 

 今後も会計や税務に関する情報はもちろん、研修会のお知らせやご報告、お客様の新

規開業等の情報もお届けしていきたいと思っております。 

 今後とも上川路会計通信をよろしくお願い致します。 



 

随想 『 秋遊 』 上川路美恵野 
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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！！ 

277 号 

編集委員 上川路美恵野 清水 関 鶴田 畠中（由） 横山  

■本店 下荒田事務所  
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編集後記 

 朝晩の寒さと日中の小春日和に衣服選びの難しい季節です。11月初め、事務所前の電車通りは提灯で彩
られ花電車も賑やかに運行し、3年ぶりに前夜祭・本祭共に開催されたおはら祭を盛り上げていました。 
 さて、先月、日本公認会計士協会の西日本連合総会が広島県の福山市で開催され、私も参加してきまし
た。「地方が持続可能であるために今こそ歴史を見直そう」という統一テーマのもとに各地域会から地方
の歴史と産業の特徴を踏まえつつ会計の専門家の視点での発表があり、鹿児島の状況と比較して考えさせ
られることも多く良い勉強の機会となりました。 
 会場の福山市ですが、私は今まで訪れたことが無くどのようなところかという知識もほぼ無い状態でし
た。新幹線のホームからも間近に見えた築城4百年の福山城を始め豊かな歴史や文化・産業などに触れるの
も限られた時間ながら楽しい経験となりました。 
 慌ただしく見学した広島県立歴史博物館で「菅茶山」という人物について初めて知りました。江戸時代
後期の儒学者で漢詩の作者としても名声が高く、全国に広がる多くの文化人と交流した人物だそうです。 
 私は、詩や短歌・俳句など韻文も比較的好きなのですが、漢詩については学生時代の古典で中国の有名
な漢詩を学んだ程度であまり関心がありませんでした。今回、菅茶山の漢詩がいくつか現代語訳と漫画で
展示紹介されていたものを読んで、堅く難しい漢語を使ってどこかとぼけた愛嬌がある内容を詠んでいる
ところなど意外な魅力があって印象が変わりました。これをきっかけに日本の漢詩について興味をもった
ところです。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 また、菅茶山は、若者の教育にも熱心で私塾を開いていましたが、そこで学んだ塾生の中
に頼山陽がいました。頼山陽は「日本外史」の著者であり、幕末の尊王攘夷運動に思想的に
大きな影響を与えています。鹿児島も多くの幕末の志士たちを輩出していますので、意外な
ところで鹿児島とのつながりがあったことを発見して面白く思いました。 
 新型コロナウィルス感染症のリスクを考慮しつつ思い切って参加し、久しぶりに会う方々
と交流し、また、新たな学びや興味の種を得ることが出来ました。 
 オンラインの効率性、便利さなど多くの恩恵に属していますが、やはり実際に足を運ぶこ
とで得られる気付きが大きいこと、また、人間の社会において「実際に同じ場に立ち、顔を
合わせた状況で話をする」ことがお互いの関係を構築するために如何に重要であるかいうこ
とを実感する機会となりました。 

美恵野  秋晴を指先に受け踊り連  

広島県立歴史博物館HPより 


