
 

 
 
 
 

 
 
  
◆東京都個人タクシー協同組合（水野智文副理事長）の選択 
 
 個人タクシー運転手の９９％は消費税の免税事業者です。売上は個人によって違いますが、コロナ禍前で個
人タクシー事業者の平均年収は 660 万円ほどのようです。インボイス制度がスタートすれば、インボイス対応の領収
書を出せないことで業務でタクシーを使う会社員等から個人タクシーが選ばれなくなるのではという危機感が強く
あります。そうならないように組合員全員でインボイスの登録を目指しており、10 月上旬で 9 割超の組合員が課税
事業者になりました。こう語るのは個人タクシー「全個連（でんでん虫グループ）」の水野智文副理事長です。 
 
 個人タクシーは他にも大きな「日個連（ちょうちんグループ）」があり、この２つで全国の個人タクシー事業者の
95％（2 万 5700 人）を占めています。どちらとも組合員全員がインボイス発行事業者になることを目指しています。 
 免税事業者のままの組合員には、タクシーの表示灯（行灯・天井灯）を変えてもらうことに決めたそうです。 
 
◆免税事業者の選択 
 
 インボイスを発行できるのは、消費税を納める義務がある「課税事業者」だけです。売上高が 1 千万円以下で、
納付義務がない「免税事業者」はインボイスを発行することができません。インボイスを発行しようとすれば、免税事
業者をやめて課税事業者を選択することになります。そして年度毎に消費税の計算をして申告書を作成し消費税
を払うことになります。 
 免税事業者から課税事業者になった事業者は、来年の 10 月 1 日からインボイスの領収書等を発行できること
になります。インボイスを受け取った取引先はこれまで通り、消費税の仕入税額控除を全額受けることができます。 
 
 さて免税事業者のどれ位が課税事業者を選択することになるのでしょうか？  
 
 国内には約 800 万の事業者がいて、そのうち約 500 万が免税事業者だとされています。農協出荷の農林水産
業者や非課税売上の事業者を除けば 372 万者となります。このうち約 40％の 161 万者が課税事業者を選択し
て、年間の消費税 154,000 円を納めると推計すると約 2480 億円が国庫に入ってくると・・・前提をおいての話です
が 2019.2.26 衆議院税務金融委員会での（財務省主税局長）星野次彦政府参考人の発言です。 
 また免税事業者がインボイス事業者を選択した場合には、ほとんどが簡易課税を選択することになると思いま
す。インボイスを選択される免税事業者は、簡易課税選択届出書の提出忘れに気をつけて下さい。 
忘れてしまうと、消費税の負担が一層重くなります。 
 
◆インボイス制度の選択 
 
 タイムリミットは来年 3 月末までです。弊所のお客様 
はほとんど終了していますが、もし取引様や知り合い 
方でまだという方がいらっしゃいましたら是非登録を急 
がれるようにお話しして下さい。仕入先の登録が遅れ 
てしまって来年の 10 月 1 日に間に合わなければ、登 
録が終了するまでの期間はインボイス事業者以外と 
の取引になりますので、仕入税額控除が 80％となり 
ます。 
 支払金額が変わらなければ仕入税額控除できな 
い 20％がコストアップになります。その分の利益が減 
ってしまいます。 
 
 師走です。年が明けるとまたやらなければならない 
ことが迫ってきます。やらなければならないインボイス関 
連の手続、追われるのではなく自ら計画してやるべき 
ことを一つ一つ消し込んでいきましょう。インボイスに限 
らずご不明な点、お悩みごとは、いつでもご相談下さい。 
 

 

 
□鹿児島本部 
〒891-0115 

鹿児島市東開町 3-170 
℡099-260-0100  FAX 099-260-0113 
 
□鹿児島中央支店 
〒892-0844 
鹿児島市山之口町1番 10号 鹿児島中央ビル７階 

℡099-213-9706  FAX 099-213-9707 
 
✉ tia@tkcnf.or.jp 

 

  

 

 

 

所長 貫見 昌良 

 

 

 

 
タイムリミットに近づく消費税（インボイス制度） 

 

 



 
 
 

 
 

 鴻巣は岩槻と並んでひな人形や桐だんすの生産地として有

名ですが、その生産過程で出た桐のおがくずに糊を加えて練

り固めた練り物玩具が作られています。この練り物玩具は型抜

きして乾燥させた後彩色しますが、どれも赤を基調に塗られてい

るので「赤物」と呼ばれています。鴻巣の練り物玩具は、会津の

「赤べこ」と並んで赤物を代表する玩具です。昔は子供が天

然痘にかかると失明したり、場合によっては亡くなってしまうこわい

伝染病でした。赤色は天然痘除けのまじないになると信じられ

ていたために、作られた「赤物」は各地に送られ重宝されたとい

うことです。 

 鴻巣の「赤物」は獅子頭や鯛 

車、鯉抱き金太などいくつかの 

種類が作られていますが、写真 

の物は「熊乗り金太」です。私が 

郷土玩具を買った時にはいつど 

こでいくらで買ったまたはどんな事 

があったと記録してあるのですが、 

残念ながらこの熊乗り金太に関 

しては、鴻巣と昭和としか記入が 

なくいつどこで買ったのかわから 

ない玩具です。 

かなり昔に買ったのだと思います 

が、真っ赤な特徴のあるかわい 

い玩具です。 

 
（先月号のつづき） 
〇電子保存をした会計帳簿の原本紙は破棄してよいのか？ 
〈厚労省福祉基盤課法人経営指導係からの回答〉 
「e 文書法」･･･民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する法律 
「主務省令」･･･厚労省の所管する法令の規定に基づく民間
事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の
利用に関する省令 
⇒「電子帳簿保存法」と「e文書法」に則ったうえで電子保存し
ないと、そもそも電磁的記録により保存したことにならない。 
⇒個別法（例：社会福祉法）に規定する書類が電子保存で
きるかどうかについては、 
・「e 文書法」は、各法律に基づいて保管が義務づけられてい
る文書や帳簿、請求書、領収書などについて、紙媒体だけで
なく電磁的記録での保存を認める法律であり、各省庁の「主
務省令」において適用範囲を定めており、社会福祉法上の書
類について電子保存をしたい場合には「見読性の確保」等が
定められている。 
・「電子帳簿保存法」では、適用対象は法人種別で区別する
ものではないと考えられる。（社会福祉法人も対象） 
・「電子帳簿保存法」に基づいて電子保存をするのであれば、
「真実性の確保」や「可視性確保･･書類を視認できるか」とい
った要件を併せてクリアする必要がある。 
 
❖社会福祉法人の会計は極めて厳格な管理が要請されて
います。そのため、デジタル化に対しても慎重 
な対応が求められています。しかし、内部牽 
制を堅持しつつ、デジタル化へ対応していく 
ことは今後の社会福祉法人に求められてい 
ると考えます。ご不明な点がありましたら、当 
法人「社福公益支援室」にお尋ねください。 
 
 

 
◎「感性（右脳）を主体に、それを理性 （左脳）がサポートする」生き方に変える  

１． 直感力「状況判断力」を磨く 
〇およそ１５００年前までは感性（右脳）の時代だった、という。その後、理性（左脳）が芽生えてきて、今日まで理性（左脳）が 

優先されてきた時代が続いてきた。この理性（左脳）社会では、競争・スピード・経済優先・ストレス・争い・病気・犯罪・思い 
やりの欠如が、ますます進行していくことは間違いない。今こそ、この理性（考え方・左脳）主体の生き方を、「感性（感じ方・ 
右脳）主体に、それを理性（左脳）がサポートする生き方」へ変革すべき時が来たのです。そのためには、直感力（状況判 
断力）を磨くことです。 
「感性の働きである直感ほど確かなものはない。感性というものを本当に極めて行ったならば、「宇宙の摂理」に則った生き方 
ができる。感性にはそういう深みがあるわけです」 （芳村思風・感性論哲学者） 
① 具体的には、その時、その場の状況を直感で（感じて・察知して・気づいて）判断して⇒即行する    
② それは、日常生活（家庭・仕事・事業）で、その時、その場の状況で、自己の役割を「意識・自覚・覚悟」する⇒すると、 

的確な“状況判断”（直感）で即行できる。 
 

２． 感性（右脳）を主体にして、理性（左脳）が“それをサポート”して生きる 
① 「感性というのは、感情だし、本能だし、欲求だし、そのことからするならば、わがまま、自分中心、身勝手になりやす

いものです。しかし、そういう感情だけあっても人間とはいえない。人間というのは、感性と理性が協力しながら生きる
存在です。理性によって感性を育てる必要がある。そのために理性という能力を使わなくてはいけません。理性によ
って感性を成長させることです」。（芳村思風・感性論哲学者） 

② １５０年も前の「論語と算盤」の渋沢栄一の人生は、調和や幸福感に繋がる「右脳を主体」とし、論理的な「左脳が 
それをサポート」している。 （篠浦伸禎・都立駒込病院脳神経外科部長） 

 
３．「右脳で想像

イメージ

して、左脳でそれを創造
形 に

する」（尾崎里美・イメージ心理学者） 
①右脳で、“わくわくすること”・“やりたいこと”－目標をイメージ「想像」して、左脳でそれを形に「創造」する 
  ⇒「大儀ある、壮大な目標」を決める⇒そして、その目標を“結晶化”する⇒“やり抜く”⇒“やり遂げる” 
②「目標を結晶化する」⇒「心構えが信念に変わる」⇒「行動に集中力と継続力がつく」⇒「やり遂げる」  

・「目標を結晶化するやり方」（SMI の創始者・ポール・Ｊ・マイヤー） 
① その目標を、紙に書き（絵や写真でも可）、それに達成期日を入れて、実行事項を列記する 
② その目標を、壁に貼りつける      ③その目標を、朝晩にしっかり見続ける 
③ その目標を、周りの人たち（家族や社員）に積極的に宣言する 
④ この目標は、己にとって価値ある目標だ！⇒誰が何と思おうと、言おうと 

一切構わず不動の信念を持ってやり抜く⇒やり遂げる 
 

社福・公益支援室長 田中哲美 

 
 

 

 

 

  

埼玉県 鴻巣市 

 

 

相談役 徳留忠敬 



                                            
 
 
 
 
 
 
  
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
鹿児島県鹿屋市と志布志市にある黒毛和牛専門の本格焼肉店です。 
～自社牧場直送の鹿児島県産黒毛和牛を使用～ 
令和 4 年 10 月に鹿児島県で行われた「全国和牛能力共進会(和牛オリンピック)」で 

全国一位！に輝いた自社牧場「うしの中山」直送。肉質やうまみを追求した飼料、牛 

にストレスをかけないよう整備された肥育環境で育てられたこだわりの黒毛和牛 

を最高の状態でご提供しています。 

～一頭買いだから提供できる希少部位～ 
自社牧場から一頭買いしている中山亭の牛肉。 

一口にカルビといっても切り出す部分で脂の乗り 

や赤身の肉質も変わってきます。新しい美味しさ 

の発見をお楽しみいただけます。 

   

 

 

直営店 
○志布志店 「CHUZAN」 

志布志市志布志町志布志 2 丁目 1-6 
℡ 099-478-8298 

 
○鹿屋店 「モダン焼肉 中山亭」 
  鹿屋市王子町 3952-2 

 ℡ 099-445-6450 
 



  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士  
〇名前 

西山 幸（にしやま ゆき） 
〇趣味 

子供の部活（野球）の試合観戦  
週末は、ほぼ、学校やグラウンド 
に行っています。（スコアも付けられるようになりまし
た。）  裁判傍聴 
〇特技 
 DVD 作成（子供の部活 卒業ﾑｰﾋﾞｰ） 輪回し 
〇自己 PR 
 今年の7月まで、国税に勤務しておりました。こ
れまで培った経験や知識も生かしながら、新た
なことにも挑戦していきたいです。 
〇入社して一言 

毎日、新しいことを学んでいる状況で、慣れ
るまで、ご迷惑をお掛けすることもあると思います
が、少しでも早く、お客様、地域経済・社会、職
場のみなさまのために貢献できるよう、頑張りま
す。よろしくお願いします。 
 

DX 担当  
〇名前 
濵﨑 恵（はまさきめぐみ） 
〇趣味 
公園巡り。 
最近のお気に入りは 
吹上浜海浜公園！ 
子供と一緒に自転車に乗ったり、インライ
ンスケートをしています。 
 
〇自己 PR 
SE、PC インストラクターを経験しています
ので、機器には強いです。 
 
〇入社して一言 
 この業界は初めてなので、新しいことを
始められることにわくわくしています。主に
パソコンの面でのお手伝いが多いと思
いますが、よろしくお願いします。 
 

DX 担当  
〇名前 
脇 恵太（わき けいた） 
〇特技 
バドミントン 
(最近は観戦が主で、あま 
りプレイしていないので太る一方です) 
〇趣味   
読書。ミニ盆栽→最近始めました。 
〇自己 PR 

２年前に一度、さくら優和パートナー
ズを退職し、再雇用して頂きました。関
与先様、事務所内のＩＴ化、ＤＸ化に少
しでも尽力できれば、と思っています。 
〇入社して一言 

再雇用していただいた私を事務所内
の方が温かく迎えてくださり、本当にあり
がたいな、と感じています。 
税理士業界へのブランクがあるので不
安もありますが、一日でも早くお役に立
てるよう努力していきたいと思います。 
よろしくお願いします。 

 

★事務所に３名の新入社員が仲間入りしました★    

 
  

 

  


