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市川税務署 署長

員の皆様方のご健勝と事業
のご繁栄を心から祈念いた
宮 川 晃一 様
しまして、着任のあいさつ
と、心より感謝申し上げま とさせていただきます。
す。
また、会員の皆様方には、 市川税務署 副署長
マイナンバーカードを利用
木暮 友伸 様
したｅ Ｔ-ａｘ送信にも積
極的に取り組んでいただい
ていること、大変心強く感
じている次第です。
さて、消費税について、
十月より適格請求書発行事
業者の登録、いわゆるイン
処暑の候、公益社団法人
ボイス制度の登録の受付が 市川青色申告会の皆様方に
始まります。
は、一段とご清祥のことと
本制度の適用は課税事業 拝察いたします。
者であることが要件とされ、 私は、この度の人事異動
免税事業者が本制度の適用 で、市川税務署副署長を拝
を受ける場合には課税事業 命いたしました木暮でござ
者を選択し、消費税の申告 います。前任の伊藤副署長
及び納付を行う必要がある 同様、よろしくお願い申し
など、制度の周知徹底が不
上
げます。
可欠であります。
貴会におかれましては、
当署といたしましては、 石井会長のもと、役員並び
貴会をはじめ、関係民間団 に会員の皆様が一致団結さ
体等のご協力をいただきな れ、誠実な納税者団体とし
がら制度の周知、広報に積 て平素より青色申告の普及
極的に取り組んでまいりた 育成並びに納税同義の高揚・
いと考えておりますので、 税知識の普及に取り組んで
ご協力を賜りますよう、ど いただいていること、厚く
うぞよろしくお願い申し上
御
礼申し上げます。
げます。
さて、令和二年度の税制
結びに当たりまして、貴 改正により、令和四年一月
会の益々のご発展並びに会 一日から一定の雑所得者に
重陽の候、公益社団法人
市川青色申告会の皆様方に
は、益々ご清栄のこととお
慶び申し上げます。
石井会長をはじめ役員並
びに会員の皆様方には、平
素から税務行政に対しまし
て、深いご理解と多大なる
ご協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
私は、この度の人事異動
で市川税務署長を拝命いた
しました宮川でございます。
前任の日髙署長同様、よろ
しくお願い申し上げます。
貴会におかれましては長
年にわたり、青色申告の普
及と記帳水準の向上に取り
組んでいただいているほか、
租税教室への講師派遣を積
極的にいただいております。
特に、本年度は、十七校三
十一コマにも及ぶ講師派遣
を行っていただき、コロナ
禍においても租税教育活動
にご尽力いただいているこ

も記帳義務が課せられるこ
ととなりました。
これにより、これまで記
帳義務がないことを理由に
事業収入を雑所得として申
告してきた納税者が、今後
は補助金等の申請で有利な
事業所得、それも節税効果
や信用力の高い青色申告を
選択して申告をするように
なるものと想定しておりま
す。
これは、全国規模での青
色申告会勢拡大の絶好の機
会と考えることもでき、貴
会におかれても、会勢拡大
に向け、各種施策に取り組
んでいただければと考えて
いるところです。
最後になりましたが、貴
会の益々のご発展並びに会
員の皆様方のご健勝と事業
のご繁栄を心から祈念しま
して、着任のあいさつとさ
せていただきます。

市川税務署
個人課税第一部門
統括国税調査官
塚本 潤也 様

（記帳指導推進官は留任の為、着

この度の人事異動で千葉
西税務署から参りました塚
本でございます。
公益社団法人市川青色申
告会の皆様方におかれまし
ては、平素より格別のご高
配を賜り、大変感謝いたし
ております。
さて、令和三年度の税制
改正により、令和四年一月
一日から電子的に作成した
国税関係帳簿を電磁的記録
により保存する場合には、
事前承認は不要とされ、優
良な電子帳簿に係る過少申
告加算税の軽減措置が整備
されました。
なお、すでに承認を受け
ていた場合であっても届出
書の提出が必要になるなど、
貴会会員への周知が必要な
改正となりますので、周知
にご協力を賜りますよう、
広報よろしくお願いいたし
ます。
結びに当たりまして、平
成二十八年七月から二年間
に渡る局個人課税課の記帳
指導専門官としての経験を
踏まえ、貴会発展のために
尽力いたしますので、前任
の田中統括官同様よろしく
お願い申し上げます。

任のご挨拶は頂いておりません。）

http://www.itikawa-aoiro.or.jp
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簿記講座のお知らせ
(公社)市川法人会との共催、令和３年度第２回簿記
講座(中級者コース)を下記要領により開催いたします。
お気軽にお申し込みください。(日商簿記３級程度)
日時・受講費等の詳細は、別紙「簿記講座開催のお
知らせ」をご覧ください。
※お申込みは、(公社)市川法人会にＦＡＸ又は郵送にて、
９月６日(月)必着でお願い致します。
★受講費は初日にご持参ください。申し込みをされた
場合は、参加できない場合でもテキスト代2,000円
は頂きます。
★出席が４分の３以上の方には最終日に修了証をお渡
しします。
※新型コロナウイルスの感染状況により中止になる場
合があります。その場合は、事前に連絡致します。

個人事業税の
電子マネー納付ができます!
個人事業税は、前年の事業所得が２９０万円を超えた
方に課税されます。
今年度から個人事業税の納付に電子マネー(PayPay及
びLINE Pay)が使用できるようになりました。スマート
フォンを利用して、ご自宅などから２４時間いつでも
納付が可能です。
また、従来通り、金融機関や、コンビニエンスストア、
「モバイルレジ」アプリ、インターネットを利用した
クレジットカードによる納付も可能です。口座振替を
ご希望の場合、各金融機関または青色申告会事務局の
窓口等に備え付けの『預金口座振替依頼書』ハガキに
必要事項を記入し、郵便ポストに投函していただけれ
ば利用できます。

【船橋県税事務所

新型コロナウイルス感染症の影響により
売上が大幅に減少している方へ
長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅に減
少している個人事業者等の皆様に対して、国は『月次支援金』、千葉県
は時短営業要請等の協力に応じた事業者に対して『中小企業等事業継続
支援金』の支給、市川市は『中小法人等事業継続支援金』の給付、浦安
市は『飲食店取引事業者及び外出自粛等の影響を受けた中小企業者等臨
時支援給付金』の交付を行っております。『支援金』『給付金』等の申
請・事前確認等のお手伝いを市川青色申告会では当会会員の方のみ行っ
ております。ご来所の際は、お電話にてご予約をお願い致します。各支
援金等は、事前にご用意して頂く書類等がございますので、不安な方は
それぞれのホームページまたは下記の相談窓口、市川青色申告会等にお
問合わせください。
【月次支援金】 https://ichijishienkin.go.jp/
・月次支援金相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口
0120-211-240（IP電話回線：03-6629-0479）
《受付時間 8：30～19：00（土日・祝日含む全日対応）》
【千葉県・中小企業等事業継続支援金】
※当会での受付は令和3年12月24日までとさせていただきます。
・千葉県中小企業等事業継続支援金コールセンター
0120-179-155《受付時間9：00～18：00（土日祝日含む）》
https://chiba-keizokushienkin.com/
【市川市・中小法人等事業継続支援金】（別紙同封あり）
・市川市中小法人等事業継続支援金事務局：043-203-8120
※市外局番が市川市と異なりますので、お間違えのないようにご注意ください。

https://www.city.ichikawa.lg.jp/eco05/0000371522.html

０４７(４３３)１２７５】

「インボイス制度」
業種別講習会
会員向け「インボイス制度」業
種別講習会を開催いたします。参
加費は無料です。
【各回：定員20名】
「インボイス制度」は売上1000
万円以下の免税事業者も対象とな
る可能性があります(インボイス制
度については、国税庁ホームペー
ジ又は、同封の『特集「インボイ
ス制度」』冊子をご覧ください）
ので、是非この機会にご参加くだ
さい。日時等の詳細は、別紙『会
員向け「インボイス制度」業種別
講習会開催のお知らせ』をご覧く
ださい。
※新型コロナウイ
ルス感染状況によ
り、中止になる場

【浦安市・飲食店取引事業者及び外出自粛等の影響を受けた中小企業
者等臨時支援給付金】
047-712-6295（浦安市 商工観光課）

合があります。

https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/jigyosha/1007216/1032380.html
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記帳確認のご案内(仮決算)
※要予約制(予約をされていないと対応できない場合がございます）
毎年この時期に行っております「記帳確認(仮決算)」を、今年も９月１３日(月)～１１月２６日(金)に行い
ます。「記帳確認(仮決算)」とは、日々の記帳の点検と決算・申告の準備を目的とした、決算を円滑に進める
為に行うことです。確定申告期の時短にもつながりますので、ご協力お願い致します。入会して間もなくの会
員の方や記帳に不慣れな方は、お早目にお越しください。
減価償却費の計算や複雑な記帳内容の整理を早めに済ませ、会員の皆様が最終的にご自身で決算書・確定申
告書を作成できる様、当会が全力でサポートいたします。
会計ソフトをご利用の方は入力を進め、記帳確認に必ずお越しください。また、まだ翌期繰越をしていない
方もこの時期にお願い致します。
※ 記帳確認(仮決算)終了後の「支援金」「給付金」等の申請・事前確認はできません。再度、別の日のご予約
をお願いします。

【持ち物】
１、月別総括集計表（手書きの青色特別控除１０万円の方はこちらをお持ちください）
（９月会報と一緒に配布。収支をできるだけ記入してお持ち下さい。）
２、記帳している帳簿（振替伝票、出納帳、経費帳など）
３、過去３年分の決算書・確定申告書の控え
４、筆記用具、電卓、印鑑（認印）
５、ブルーリターンＡをご利用の方は、ノートパソコンをご持参ください。ご持参で
きない方は、バックアップデータをお持ち下さい。
（他の会計ソフトをご利用の方はソフトをインストールしたノートパソコン）
６、仕事用の車など、１０万円以上の物品を令和３年中に購入された方はその領収書
及び明細書（減価償却の計算のため）

※ 相談時間をお１人５０分と区切っています。
時間のかかる方は、再度お越しいただく場合もあります。
○ どうしても上記日程内にご都合がつかない場合は、事務局にお問い合わせください。
○ 駐車場は台数に限りがありますので、ご了承ください。
記帳確認をされた方には、「記帳確認カード」をお渡ししております。
なお、確定申告期の予約は記帳確認された方を優先しています。
「記帳確認カード」の番号をお聞きしますので、大切に保管して下さい。
この時期に記帳確認を行わなかった場合には、決算期（１～３月）に特別
手数料がかかる場合があります。
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事務局からのお知らせ
●９月より記帳確認(仮決算)が始まり、事務局にも多くの会員の
方が来所されます。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の
為に、９月よりすべてのご相談を『予約制』 とさせてい
ただきます。ご来所の際は、事前にお電話での予約をお願いし
ます(047-333-0111)。予約のないご相談には対応できない
場合があり、ご来所をお断りする場合もございます。ご理解の
ほどよろしくお願い致します。
●記帳確認(仮決算)終了後の「支援金」「給付金」等の申請・事
前確認はできません。再度、別の日のご予約をお願いします。
●新型コロナウイルス感染症の影響により、今後休業および業務
時間等の変更がある場合がございます。
●土曜日の相談対応についても11月まで『事前予約制』とさせて
頂き、予約のないご相談には対応できない場合があります。
※土曜日の予約枠は「９時」「10時」「11時」の３枠となり
ます。 但し、『支援金』等の申請の方は『11時』の予約はで
きません。(予約時間 第2・4土曜日9：00～11：00)
●ご来所の際は、マスクの着用・手指の消毒にご協力ください。
なお、受付で検温をさせて頂いております。

会員必携(令和３年版)
の申込みのお知らせ
全国青色申告会総連合会発行の令和３年版
『青色申告会員必携』は希望者のみの配布と
なります。
会員の皆様が安心して正確な青色申告決算書・
確定申告書を作成できるように、全青色は毎年
『青色申告会員必携』を発行しています。会員
必携をお読みいただければ、税や事業に関する
貴重な情報を得ることができます。(職員も使っ
てます！！)
また、所得税・消費税・相続税（贈与税）、
その他の地方税について、確定申告に必要な情
報をわかりやすく集約しており、日々の経理事
務に活用できる各種一覧表も掲載しています。
ご希望の方は、事務局まで【会員番号・住所・
お名前】をお知らせ下さい。
※12月頃に郵送いたします。

《受付締切》10月15日(金)まで

記 帳 相 談 会 （ 浦 安 ・ 行 徳 ） の お 知 ら せ
下記日程にて、記帳相談会を行います。出張での記帳相談は 予約制 です。必ず事前に
電話予約をしてからお越しください(047-333-0111)。予約がされていないと対応できない場合もございます。
ご相談の際には必ず「会員証」をご提示ください。新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等の影響に
より、会場が閉鎖され記帳相談会が中止になる場合もございますことをご了承ください。ご予約されても事前
にご確認をお願いします。下記の日程の中で、すでに予約枠が少ない日もございます。
※12時から13時までは休憩時間となります。
※相談会場ではパソコンの台数に限りがありますので、ノート型パソコンの方は
行 徳
出来るだけご持参下さい。
浦 安
・９月２２日(水) 会議室１
《時間》１３時～１６時
・ ９月 ３日(金) 第１会議室 《時間》１０時～１５時
・１０月２２日(金) 第１会議室
・１１月 ５日(金) 第１会議室
・１２月２４日(金) 第１会議室

場 所：中央公民館
所在地：浦安市
猫実４-１８-１
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場 所：行徳文化ホールＩ＆Ｉ
所在地：市川市末広１-１-４８
※行徳公民館ではありません。

http://www.itikawa-aoiro.or.jp

