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年頭のご挨拶
公益社団法人市川青色申告会
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副 署 長 講 演

め る。

その年の収穫量によって年貢を納

元禄時代５代将軍綱吉の時まで
確立。検地帳に登録された農民が

（１）検見（けみ）法

３．検地で米の収穫高を決定

にあたります。冥加金は、政治献金の
ようなもので献上者が額を決める。

運上金は、現代の法人が納める税金

12

（２）定免（じょうめん）法
８代将軍吉宗の享保の改革の時

【写真】
市川税務署 副署長 千葉波樹 様
（青色会館２階にて）

に 年間の平均で年貢を納める。
月３日（月）市川青色 申告会にて、
また、史料室 には宮沢賢 治の著作 が
４．農民が主な納税者
青年部・女性部主催で税務講演会が開
展示されています。『税務署長の冒険』
武士 ７％、農民
％、町民 ５％、
催されました。講師に、市川税務署千
という小説です。どぶろく密造を税務
葉副署長をお招きし、「江戸時代の税
署長が暴く冒険小説です。（興味ある
公家
％、その他 ％
金と社会保障」という題目でお話しし
方は青空文庫で読めるようです）
５．最大の社会保障は「住み込み」
ていただきました。講演の内容を以下
史料室のお話し以外にも、京都で
現代のように社会保障がないので、
に紹介いたします。
「うなぎの寝床」と呼ばれている細長
自分の事は個人の責任だった。ただひ
い家屋が多い理由は、江戸時代の「間
とつ武士は「家格」に応じて上納米の
口税（玄関の広さで税額が決まる制度）」 １．江戸時代の税金は「コメ」が主流
配布があったので、雇人に住み込みで
（１）年貢
によるものだったことなど、税に関す
衣食住の提供をした。これが江戸時代
土地調査による検地帳で石高を
る面白いお話しが紹介されました。
の社会保障にあたるシステムです。
記録して年貢として納めていた。
まだまだ興味 深いお話し がありま し
割合は四公六民が大体の目安、幕
たが、紙面の都合で割愛させていただ
時代の背景を交えながら、税金の仕
府に４割、農民６割
きます。
組みについてお話しを伺うことができ
（２）小物成（こものなり）＝ 雑税
最後に、冒頭 で出題され たクイズ を
ました。改めて税金の歴史の大切さが
・山・野原・河・海に対する税金
一つ。
理解できた講演会でした。
・市場、髪結い、風呂屋、質屋な
戦前、料理の「さしすせそ」のうち、
書面の都合で、多くの内容を省略し
どにかかる営業許可税
非課税だったのは何でしょうか？ 当
ていますが、楽しく、興味深いお話を
・夫役徴発は労働力を提供する事
時、庶民は、この調味料を多く使って
伺うことができました。本当にありが
で納める税
いたこと、自家製が多かったこと、な
とうございました。（青年部・女性部）
どが非課税の理由のようです。
２．商工業者には運上金・冥加金

答え【みそ】

【写真】
市川税務署 署長 上田泰伸 様
（市川グランドホテルにて）
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署長講演会

月９日（金）に 、市川グランドホ
テルにて、市川税務署長・上田泰伸氏
をお招きし、市川法人会と市川青色申
告会の共催の講演会が開催されました。
「税の役割とその仕組み。そして・・・」
と題された講演は、クイズなども交え
た楽しいもので、多くの方が拝聴され
ました。
和 光市の税務大 学校に勤務 されてい
た上田署長は、併設されている『租税
史料室』のお話しをしてくださいまし
た。
史 料室には戦前 の申告書が 展示され
ています。例えば、大正時代の申告書
には「希望欄」という項目があり、税
金に対する意見や異議などが記入され
ていました。どのような意見があった
かというと・・・
「所得が多すぎ。実際は○○円くらい」
「還付金がなかなか入金されない」
「正直に申告しています。是認して」
「（私のうちは）子供が多いです」
「（給与の）通勤手当を非課税にして」
「妻に対する控除がほしい」
「不景気です」
「クビきられました」
「税金を納める場所が遠い」
他 にも、病人が います／寄 附金を控
除して／災害がありました、などなど。
当時の人々の切実な声が残っています。
現 在では、こう いった意見 が様々な
制度（配偶者控除／通勤手当非課税／
雑損控除／寄附金控除など）に生かさ
れています。
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平成２９年分の確定申告から申告書の代わりに『確定申告のお知らせ（※）』
または『通知書』が送付されるようになりました。確定申告の相談には必ずご
持参ください。なお、今回の会報に決算書・確定申告書Ｂを同封しております。
(※)『確定申告のお知らせ』とは、確定申告書の受付期間や納期限、予定納税額など確定申告の
作成に必要な情報を記載しているハガキ又は通知書をいいます。
なお、『確定申告のお知らせ』が送付される方には、税務署からは申告書のほか青色申告決算
書や収支内訳書等も送付されません。青色申告会では今回の１月号に決算書・確定申告書Bのコ
ピーしたものを同封しております。国税庁ホームページからもダウンロードできます。

確定申告のお知らせ

※「確定申告のお知らせ」は、イメージです。

申告にあたって
必要な情報です！
【所得税】
・「申告の種類」や「予定
納税」など
【消費税】
・「簡易課税制度選択届出
書」や「課税事業者選択 届
出書」等の提出状況
・中間納付額や中間納付譲
渡割額など
※「確定申告のお知らせ」の内容
がわからない場合、もう一度確
定申告し直す場合もありますの
で、必ずご持参ください。

記帳相談会（行徳・浦安）のお知らせ
下記日程にて、記帳相談会を行います。１月までは予約制です。必ず予約をしてお越しください。ご相談
の際には必ず「会員証」をご提示ください。
※12時から13時までは休憩時間となります。
※会場ではパソコンの数に限りがありますので、ノート型パソコンをお持ちの方は出来るだけご持参下さい。
※下記の日程に都合がつかない方は、八幡事務局においで下さいます様、お願い致します。

行徳文化ホールＩ＆Ｉ
市川市末広１-１-４８

中央公民館
浦安市猫実４-１８-１

（行徳公民館ではありませんので、ご注意ください）

（当代島公民館ではありませんので、ご注意ください）

【受付時間

【受付時間

１５時まで】

１月１１日（金）１３～１６時

会議室１

ホームページアドレス

１４時まで】

１月１８日（金）１０～１５時

http://www.itikawa-aoiro.or.jp
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◆ 『会員必携』をお申込みいただいた方には、今回の会報に同封しました。
◆ ２月５日(浦安)・１５日(浦安)・２０日(行徳)は出張の為 、事務局はお休みとなります。詳しくは、
11月号の『決算確定申告相談会・日程表』をご覧ください。
◆ 会計ソフトを使用している方は、必ず２０１９年版にバージョンアップをしてから確定申告をし
てください。『ブルーリターンＡ』をご利用の方も１月上旬に配信または、CD郵送予定ですので、
忘れずにバージョンアップを行ってください。
◆ 年末年始のお休みは、平成３０年１２月２９日(土)～平成３１年１月６日(日)まで
◆ 新年賀詞交歓会の為、平成３１年１月９日(水)は、午後の業務をお休みします。
◆ 年末調整で「源泉徴収票」の作成時に、事業主･専従者または雇用者や扶養家族のマイナンバー
(個人番号)を記載するようになりました。来所の際には、『マイナンバーカード』または『通知
カード』を忘れずにお持ち下さい。納期限以降(平成３１年１月２２日以降)におこなう場合には
１人につき２,０００円の手数料を頂きます (専従者給与の方も含む)。
◆ 3月15日(金)まで確定申告期間中につき、お電話がかかりにくく、大変ご迷惑お掛けしておりま
す。ご質問等は午後4時以降にお願い致します。
◆ 確定申告期間(１～３月)は、青色申告会の駐車場は使用できません。また、市川市役所の建替え
工事の為、市役所の駐車場も使用できません。車でお越しの方は、近隣のコインパーキング又は
コルトンプラザの駐車場（有料）を使用してください。
◆ 確定申告書等の

最終受付は、代理送信３月１２日、書面提出３月１３日(他税務署も含む) にな

ります。詳しくは、11月号の『決算確定申告相談会・日程表』をご覧ください。
◆ 決算・確定申告では以下の手数料をいただいております。
① 決算書(控)の印刷
５００円（事業/不動産ともにある方は１,０００円）
② 確定申告書(控)の印刷
５００円
③ ３月１日以降の所得税の申告 ３,０００円
④ 消費税の申告
５,０００円
※マイナンバーカードにて、e‐Tax（本人送信）された方は、①、②の印刷代は無料です！
なお、e‐Tax（本人送信）には、通知カードではなく写真付きのカード（及び6桁以上の暗証番号）が必要です。
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