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一 喜 一 憂 

 代表 

 上川路 長生 

 日本列島の南から北から、冬の味覚の便りが届きました。

種子島ではアサヒガニ漁が本格化し、穏やかな天気に恵ま

れた市場には、鮮やかな朱色のカニが競りにかけられてい

ました。北海道の綱走では、さんまの大群が沿岸に押し寄

せて大騒動になっていて、不漁続きの中での異変に驚きの

ニュースとなりました。12月、1ヵ月足らずで今年は終わり

です。世界的な大変動の厳しい時代が始まりました。 

 新型コロナウイルス『第8波』が流行の兆しを見せる中、

インフルエンザの感染者も一部地域で増加傾向が顕著と

なって同時流行の懸念が高まっています。発熱やせきなど

の症状が似ていることから判明が困難で、発熱外来の患者

の急増も想定される医療現場には、不安の声が上がってい

ます。専門家はワクチン接種の促進など同時流行を前提と

した“先手先手”の対策の強化を求めていました。 

 12月1日、出水平野で越冬中のツルから、鳥インフルエン

ザウイルスが1,039羽と過去最高に検出されました。ツルの

感染の広がりから、養鶏場で鶏が複数死んでいるのが見つ

かり、陽性と発表されて全国有数の養鶏産地出水市に衝撃

が走りました。県の基幹産業を守るため、まん延防止の防

疫対策に万全を期さなければなりません。 

 岸田内閣の支持率が30％台に低迷していて“賞味期限”切

れを心配する声が高まっています。7月の参院選の後は、3

年先の参院選まで衆院が解散されない限り国政選挙はない

“黄金の3年”と言われます。この間に国の将来を見据えた

改革が出来る貴重な時期のはずでした。葉梨法相と山際経

済再生担当相さらに寺田総務相の更迭と、首相の決断の遅

れが批判されました。世界平和統一家庭連合（旧統一教

会）については、さまざまな被害が指摘される教団をこれ

まで放置してきたことや、選挙まで教団に頼ってきた自民

党の総裁として責任が問われてしまいました。地元広島で

開催される来年5月のＧ7サミット（先進7ヵ国首脳会議）ま

で、岸田内閣が持つのかと内閣支持率は危険水域近くまで

落ち込んでしまいました。岸田内閣の“黄金の3年”は、幻

と消えたと言われています。 

 バイデン米大統領と中国の習近平国家主席との、インドネ

シア・バリ島での3年5ヵ月ぶりの首脳会談が実現しまし

た。緊迫する台湾情勢を巡っては、互いに立場を主張して

譲りませんでした。米国は台湾を民主主義陣営の一角とみ

なして擁護してきました。習氏は、台湾は中国の核心的利

益であって、米中関係で越えてはならない最重要のレッド

ライン（譲れない一線）だと強くけん制しました。建国

100年の2049年までに、軍事・経済で米国と比肩する強国

となることが中国の夢となっていて、両大国の覇権争いは

強硬で、話し合いは平行線で終わりました。 

 ロシアのウクライナ侵攻から9カ月、ウクライナの隣国

ポーランドにミサイルが着弾して、ロシアのミサイルかと

北大西洋条約機構（NATO）や欧州連合（EU）の各国は緊張

に包まれました。たとえ偶発的な事故だとしても、核保有

国同士の交戦という最悪の事態に発展する恐れがありま

す。厳寒のウクライナで犠牲者を増やすばかりの戦争の、

早期の終結を願うばかりです。 

 11月20日、世界が熱狂する4年に1度のサッカーW杯カター

ル大会が開幕しました。7大会連続で7度目の出場となる日

本が対戦する1次リーグE組は、死のグループといわれ強敵

ドイツ・スペインに堅守のコスタリカとの戦いになりまし

た。初戦のドイツに大金星を挙げ、コスタリカに敗れ、無

敵艦隊スペインを撃沈して、日本中を一喜一憂させまし

た。決勝トーナメントに駒を進めた森保ジャパンは、クロ

アチアにＰＫ戦で敗れ、初のベスト8入りの『新しい景

色』を見ることはできませんでした。 (令和4年12月吉日) 
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仕事納め 正月休み 

仕事始め 

   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） 

■ 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 

〈１１月決算会社申告書提出〉 2023 1

本年最初に給与の支払を受ける日の前日まで 

・給与所得者の扶養控除等申告書の提出 

1月中の都道府県・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4期分の納付 

 １月３１日まで 

 ・11月決算法人の確定申告   

 ・5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  

   2月決算法人  第3四半期分 

   5月決算法人  第2四半期分  

   8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10月、 

  11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 

 ・支払調書の提出 ・源泉徴収票の交付 

１月１０日まで 
 ・源泉所得税の納付（年2回納付の特例 

    適用者は前年7月から12月までの徴収分 

    を1月20日までに納付） 

 ・住民税の特別徴収税額の納付 

 ・固定資産税の償却資産に関する申告 

 ・給与支払報告書の提出 

 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 
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テーマ：「 うちの猫 」 

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：経営支援部 第3課 此元 洋助  

 

「師走を迎え、新しい年に向けて」 

甲南永山事務所 所長コラム  

甲南永山事務所 所長 永山彰久 

12月、師走に入り2022年も残り1か月を切りました。我々会計事務所の仕事というのはお客様の1年に

一回の決算日を中心に時間が流れて行きます。 

決算日の前になると、「今月は決算ですね」「1年が過ぎるのが早いですね」という会話を良くする

ものです。 

皆さんも若い時や子供の時にはこういう感覚はあまりなかったのに、年を重ねていくと時間が進む感

覚が早くなるのではないでしょうか。このことを研究されていた方がいたようで、19世紀のフランスの

哲学者 ホール・ジャネさんという人が発案したそうです。 

「主観的に記憶される年月の長さは年少者には長く、年長者にはより短く評価されるという現象」を

心理学的に説明し、これをジャネさんの名前から「ジャネの法則」といわれているようです。 

年齢を重ねれば重ねるほど、その年齢の中で占める1年の割合が減っていくという考え方で、例えば

50歳の人の1年の長さは、人生の50分の一、全人生の中の2％ほどですが、20歳の人の1年の長さは、人

生の20分の一、全人生の5％、10歳の子供にとってのその子の1年は人生の10分の一、10％ほどだという

ことです。 

人は経験したことがないことをしているときは、そのことが強く意識に残って残りの時間が長く感じ

る。反対に経験したことがあることで、慣れてしまうと時間の長さが気にならなくなり時間が早く過ぎ

たように感じる。大人になると時間があっという間に過ぎてしまうと感じることは、日々の生活に慣れ

てしまっている。という考え方も「ジャネの法則」にはあるようです。 

会計事務所の仕事は、毎月、毎年の仕事がルーティンのようにやってくるので、まさに経験している

ことの繰り返しになります。時間の経過が早く感じるのは慣れによるところも大きいのかなと思いま

す。 

逆に考えると、子供のころは経験、体験することがたくさんあって毎日が新鮮で、ドキドキやワクワ

クする機会が多いですが、年を重ねるにしたがって、様々な経験を積んで日々の生活に新鮮味がなくな

り、新しいことに経験する機会が少なくなっていきます。 

2023年の干支は、卯（うさぎ）です。卯年は、その跳躍する姿から「飛躍」「向上」を象徴するもの

として親しまれ、新しいことに挑戦するのに最適な年だといわれているそうです。新しい年を前に、新

しいことに挑戦したり、新しい違った角度から物事を考えたり、1日、1週間、1年が少しでも「長かっ

た！」と思えるような卯年にしていこうかと思います。 

来年もよろしくお願いいたします。 
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テーマ テーマ 

会計・税務のＱ＆Ａ！ 

テーマ テーマ 
★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 

テーマ インボイス制度導入に向けた準備  

 インボイス制度は、2023年（令和5年）10月1日より導入予定で、制度施行まで1年を切りました。 

 インボイス発行事業者になろうとする事業者の方は、それまでにさまざまな準備をしておく必要が

あります。どのような対応が必要かを確認しながら、着実に準備を進めていきましょう。 

参考資料：国税庁HP、日本商工会議所HP 

1．インボイス（適格請求書）発行事業者に登録する 

 

 インボイスを発行することができるのは、税務署から承認を受けた「インボイス発行事業者」のみです。 

  税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで、インボイス発行事業者に登録できます。 

 ・ 適格請求書発行事業者は、課税事業者として申告納税義務が生じます。 

 ・ 取引の相手方（課税事業者に限る）から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。 

 ・ 適格請求書発行事業者以外はインボイスを交付できません。    

 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出すると、審査後に登録が承認され、「登録番号 

 通知書」が交付されます。登録を受けた事業者は、国税庁が公開する適格請求書発行事業者公表サイトに 

 掲載されるので、登録番号を基に登録を受けている事業者を検索できるようになります。  

【適格請求書発行事業者の申請から登録まで】 
   

①e-Taxによる提出   

インターネットを通じて手続を行うこと

が可能です。特に、パソコン用の「e-Tax

ソフト (WEB版)」やスマートフォンやタ

ブレット用の「e-Taxソフト(SP版)」は、

質問に回答していくこ とで入力漏れ等の

心配がなく、スムーズに手続を行うこと

ができます。また、申請時に「登録通知

書の電子通知」に同意いただければ登録

通知をデータで受け取る ことができ、紛

失等のリスクもありません。  

②書面による提出  

必要事項を記入した登録申請書を「インボ

イス登録センター」に郵送します （直接

持参は不可）。詳しくは、国税庁HPをご確

認ください。 

● 期限近くは込み合いますので、早めの申請が必要です！ 

● 現在、免税事業者の方は登録するかどうかの検討も必要です！！ 
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2．現在発行している請求書等の様式を変更する  

 

 現在発行している請求書等のフォーマットをインボイスの記載事項に合わせて変更する 必要があります。  

 インボイスは、必要な事項が記載されていれば様式は自由です。名称も請求書や領収書、レシートなど 

 どんなものでも構いません。手書きであっても、必要な事項が記載されていれば、 インボイスに該当します。 

●インボイス（令和5年10月1日から）● 

 

3．システムの入れ替え・改善 
 
 現在使用中の販売管理システムをインボイス対応のものに入れ替える必要があります。  

  市販品であれば、自動対応されるものが多いので確認しておきましょう。 

4．仕入先がインボイス発行事業者かどうかを確認する  

 

 インボイス制度が導入されると、インボイス発行事業者からの仕入でなければ、仕入税額控除を行うことがで

きません。 事前に仕入先がインボイス発行事業者に登録するかどうかを確認しておきましょう（ただし、自社が

簡易課税を選択している場合は不要です） 。  

尚、仕入先へ文書で確認する際の参考様式が

日本商工会議所HPにてWord形式で提供され

ていますので参考にしてみてください。 
 

（参考）小冊子「今すぐ確認！中小企業・小規模事業

者のためのインボイス制度対策【第２版】」 

インボイス制度導入に向けた準備でご不明な点がありましたら、担当者へお問い合わせください！！ 



 

 

保険を活用した対策 

 
お客様情報 

医療法人 友心会 

フェムテックKAGOSHIMAクリニック 
〒892-0805 鹿児島市大竜町9-1  

 TEL 070-4206-7474  

 

フェムテック 
KAGOSHIMAクリニック 

11月7日 

OPEN ！ 

■診療時間 

   10：00～16：00 

  完全予約制（最終受付 15:00）  

■休診日：木曜日・日曜日 

 鹿児島の女性がもっと過ごしやすく、もっと生きやすい世の中にしたい。 

 鹿児島の人に「フェムテック」をもっと知ってほしい。そんな想いで病院名につけました。 

 月経や性の悩みなど、気軽に相談できる学校の保健室にような、女性のためのクリニック

です。 

 医療脱毛やハイフ等の機械を導入し、悩みを相談しながら施術もできます。保険証を使

わない自由診療で、ご家族や職場に連絡は行いません。プライバシーに配慮できるように

内装も工夫しました。 

 思い切って相談してよかった。 

 そう思っていただけるよう、寄り添っていきます。 
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 令和４年分（2022年分）の確定申告からは「確定申告書A」が廃止され、ひとつの様式に統合され

ます。これ以降は、確定申告書A・Bの区別がなくなり、会社員も個人事業主も同じ申告書を使うこと

になります。  

● 令和４年分の確定申告申告書 Aの廃止について  ● 

【確定申告書の廃止・統合（令和４年分から）】 

国税庁HPより 

２０２１年（令和３年分）まで ２０２２年（令和４年分）から 

申告書 
 

A 

申告書 
 

B 
申告書 

廃止 A:会社員などが 

使う 

B:個人事業主

などが使う 
会社員も個人事業主

も同じ申告書を使う 

医療法人 友心会 

待合室 

フェムテックとは 

female（女性）とtechnology（テクノロジー）をかけあわせた造語で、女性が抱える

健康の課題をテクノロジーで解決できる製品やサービスのことです。 

MAP 
カウンセリングルーム 



 

 

学校法人 池水学園 認定こども園  

○● お問い合わせ ●○ 
 

学校法人 池水学園 認定こども園   

コスモス幼稚園・こすもす保育園 
〒891-0403  鹿児島県指宿市十二町2338-5  

TEL 0993-22-5558  

２０２２年１２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！ 

年末調整の実施 

□ 今月は、年末調整の計算月です。年末調整事務に際しては、申告書や必要書類を各社員から提出してもらう

必要があります。また、必要に応じて従業員等のマイナンバーの収集及び本人確認の実施も行わなければなり

ません。取扱のルールを確認し慎重に行いましょう。書類の最終確認や最終給与の決定など業務が重なります

ので、作業スケジュールを作成し、進捗管理をしておくことが重要です。 

□ 給与計算の他、源泉徴収は1月からまた新しい年度がスタートします。記載事項に変更がないかどうか、必

ず新年度の扶養控除等申告書で確認しましょう。また、当年分の締めくくりとして、支払調書・源泉徴収票など

の提出、その合計となる法定調書の提出（1月）に向け、早めに準備をしましょう。 

新年度の源泉徴収事務の準備 

□ 賞与を支払ったときは、「賞与支払届」を5日以内に年金事務所（健康保険組合に加入している場合は健康

保険組合）へ届け出る必要があります。 

賞与支払届の提出 

「コスモス幼稚園・こすもす保育園」の目指していること。それは、大自然に恵まれた環境の中で基本的な生活習慣（躾）

をしっかりと身に付けさせながら、色々な体験（遊び）を通じて創造的な活力あふれる子どもを育てることです。 

 この度、更なる教育保育の充実のため、新園舎が完成しました。やさしさの中にたくましさのある、個性・感性共に豊か

な子どもたちの育つ場所にしたいと考えております。 

新園舎完成！！ 

保育室 噴水&水遊び場 
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278 号 
お客様情報 



 

 

 
 冬の日差しをいっぱいに受けて銀杏が輝き、短い日が落ちると街のあちこちでクリスマスツリーの輝
く年末です。 
 先月、宮崎の幸島に行ってきました。串間市の海岸から渡し船に乗って数分の照葉樹のこんもりと茂
る無人島で、猿が芋を海水で洗って食べることで有名です。幸島観測所の研究員さんたちが芋を砂浜に
まくと猿たちが一斉に集まります。群れの上位の身体の大きい猿たちに赤ん坊をしがみつかせたお母さ
ん猿や小さな子猿たちも負けていません。威嚇されながらも果敢に駆け寄りできるだけ大きな芋をつか
んで逃げ去ります。 
 猿たちにとっては、さつまいもは甘みが強くてごちそうなんだとか。甘い物はおいしいよね、と一心
に食らいついている猿たちに共感を覚えます。そして、一通り芋を味わった後、数頭の猿が波打ち際に
寄ると芋を海水にちゃぽちゃぽとひたして食べ始めました。甘いものを食べたらしょっぱいもの欲しく
なるよね、とこれもまた共感するのですが、実際のところなぜ芋を海水で洗うのかはよくわかっていな
いようです。 
 数十年前に一頭の子猿が芋洗いを最初に試みて、その行動が群れの中に伝播し、さらに世代を超えて
継承されて文化を形成したようです。 
 そんな「文化的」なニホンザルよりも人間に近いとされるチンパンジーなどは、道具を使うなどさら
に高度な活動を行っています。チンパンジーが草の茎を使って蟻塚からアリをつり上げて食べることを
世界で初めて観察し、報告したのはジェーン・グドール博士です。 
 最近、グドール博士の希望をテーマとした本『希望の教室（ジェーン・グドール ダグラス・エイブ
ラムス 海と月社）』を読みました。 
 「わたしたちは、暗い時代のまっただ中にいます。」という一文から始まるこの本は、世界各地の武
力衝突や経済格差、気候変動や自然破壊さらにコロナ禍の中でこの世界を変えることができるのか「希
望」はまだあるのか、という問いに答えるために語られています。 
 博士のいう「希望」は棚ぼたを望むような受け身のものではありません。希望を抱くということは
「楽観して問題を軽視することではなく、起こりうる障害をきちんと見越してそれを取り除く努力をす
る」ことです。 
 チンパンジーはじめ類人猿と人間のわずかな違いは言語を司る脳の分野の発達の程度
だといいます。そしてその同じ分野が「希望」も司っているのだそうです。その発達は
人類のみならず地球全体に影響を与えてきました。負の影響が大きく影を落としている
現代、人々は何をなすべきか、知性を正しく使い自分の決断が社会や未来にどのような
影響を与えるかを見定めて行動すべきであることなど学ぶことが多くありました。 
 世界の問題となると壮大すぎて無関係と思ってしまいますが、個人や家庭の問題も、
また事業所の問題も同じなのだと思います。無力感にとらわれて動けないとき、自ら積
極的、献身的に行動を起こすことで状況が変わると信じることで「希望」が生まれるの
でしょう。 
 一年の初めにたてた計画があまり進まず焦ったり落ち込んだりしてしまいますが、諦
めることなく新年に向けて進んでいきたいものです。 
 今年一年、大変お世話になりました。希望に満ちた新年を迎えられますように。 
   

Page 8 

 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！！ 

随想 『小春日和に思うこと』 上川路美恵野 278 号 

日記買う初めの頁に記す夢    美恵野 

編集委員 上川路美恵野 奥山 清水 関 鶴田 畠中（由） 横山  

■本店 下荒田事務所  
〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9 

℡ 099-252-7070 FAX 099-252-6400 

■支店 甲南永山事務所 
〒890-0052 鹿児島市上之園町14-11 

℡ 099-255-3898 FAX 099-255-1992 

■支店 名山町鹿児島ビル事務所  
〒892-0821 鹿児島市名山町1-3鹿児島ビル4F 

℡ 099-223-3465 FAX 099-223-4348 

連絡先 ： 税理士法人 上川路会計 

 URL http://kamikawaji-kaikei.com/ 

上川路会計   検索 

編集後記 

ページ 


