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大和青色申告会での

確定申告書のとりまとめ
当会では右記の期間、会員様の決算書作成をお手伝いし、
さらに確定申告書をとりまとめて大和税務署へ一括提出いた
します。事務局またはお近くの出張会場へお早めにご提出く
ださい。
相談指導会の日程等につきましては、既に発送しておりま
す「会員証」をご覧ください。

会員の皆様への

お願い

発行所
事務局

一般社団法人
大和青色申告会
大和市桜森２－３－９
（クリオ相模大塚1F）
TEL 046（２６２）
５１１１
FAX 046（２６２）
５１１３

発行人

曽

根

寿太郎

編集人

藤

井

弘

所得税

2月1日（水）～
3月15日（水）

消費税

2月1日（水）～
3月31日（金）

■申告書や申請書等には
マイナンバーの記載が必要です
ご本人だけでなく、控除対象配偶者および扶養親
族、事業専従者の方のマイナンバーも必要です。

■「会員証」をご持参ください
相談・指導につきましては、正会員と準会員の方に限らせていただいております。決
算相談・指導会へお越しの際には、会員証をご提示ください。

■相談・指導は「一部予約制」で
「1回45分」を上限とさせていただきます
相談・指導は、予約された方を優先いたしますので、順番が前後する場合がございます。また、相談・
指導が時間内に終了しない場合は、再度受付してお待ちいただくこととなります。悪しからずご了承く
ださい。

■「早期提出」にご協力ください
確定申告期後半の会場混雑緩和のため、確定申告書はできるだけ早期（２月２０日まで）に事務局、
もしくはお近くの出張会場へご提出ください。

■確定申告をする方の「電子証明書」で
「ｅ ‐ Ｔａｘ（電子申告）」のご利用を
ご本人の「電子証明書」でe-Taxをご利用される場合は、事務局へお越し下さい。

■「記帳確認」を受けられた方は「記帳確認済証明発行券」を
昨年11月に「記帳確認」を受けられた方は、その際にお渡しした「記帳確認済証明発行券」を、決
算相談・指導会へお越しの際にご持参ください。
ご持参された方には「記帳確認済証明」を発行いたします。また、確定申告書を税務署に直接提出さ
れる方は、大和税務署の「青色コーナー」においても「記帳確認済証明」を発行いたしますのでご利用
ください。
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確定申告に当たっての注意点

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入について
社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公
正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号（マイナンバー）制度が導入されました。

平成２８年分以降の所得税等の確定申告書には、
マイナンバー（12桁）の記載

本人確認書類の提示又は写しの添付

申告書にはマイナンバー（個人番
号）を記載する欄を設けており、申
告者ご本人や控除対象配偶者、扶養
親族及び事業専従者などのマイナン
バーの記載が必要です。

マイナンバーを記載した申告書を提出
する際には、申告者ご本人の本人確認書
類の提示又は写しの添付が必要です。

＋

※

控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者の
本人確認書類は不要です。

が必要になります
【本人確認書類の例】

例１
例２

マイナンバーカード
通知カード ＋ 運転免許証、公的医療保険の被保険者証

など

詳しくは、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞」
（http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm）をご覧ください。

税務署からのお知らせ

お問合せはお電話で！
ご不明な点はお電話で問い合わせることができます
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」の操作などに
関するお問合せ

ｅ

e - Tax・作成コーナーヘルプデスク

コ ク ゼ イ

0570-01-5901（全国一律市内通話料金）

作成コーナーの操作方法などに関するご質問
月曜日～金曜日 9：00～17：00 （祝日等及び12月29日～ 1月3日を除きます。）
受付時間は、時期により延長する場合があります。お問合せに当たっては、最新の情報をe‐Taxホームページでご確認ください。
上記の電話番号がご利用できない場合などは、03-5638-5171をご利用ください（通常の通話料金となります。）。
間違い電話が多くなっておりますので、くれぐれもお間違えないようご注意願います。
マイナンバー

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

マイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定などに関するご質問
月曜日～金曜日 9：30～20：00
土日祝日 9：30～17：30 （年末年始を除きます。）
受付時間は、変更される場合がありますので、内閣官房のホームページでご確認ください。
上記の電話番号がご利用できない場合などは、050-3818-1250をご利用ください（通常の通話料金となります。）。
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申告書を提出する際には本人確認書類の写しを添付する必要がありますが、

マイナンバーカードの表面には臓器提供意思表示などの記載があるので、マイナン
バーカードの付属カードケースに入れた状態でコピーしてもよいですか。
Ａ１

マイナンバーカードの交付申請を行った場合には、マイナンバーカードとともに、専

用のケースが交付されますが、当該マイナンバーカードの付属カードケースにはマイナン
バーカードの表面に記載した臓器提供意思表示などの機微な個人情報を
隠すためのマスキングが施されています。
一方、本人確認を行うために必要な情報（氏名、住所、生年月日等）
にはマスキングが施されないことから、本人確認書類としてマイナン
バーカードの表面をコピーする場合は、マイナンバーカードを付属カードケースに入れた状態（又は該
当部分（臓器提供意思表示など）を隠した状態）でコピーして差し支えありません。
なお、マイナンバーカードの付属カードケースの裏面には、マイナンバー（個人番号）を隠すための
マスキングが施されていますので、マイナンバーカードの裏面をコピーする場合には、付属カードケー
スを外してコピーしてください。

昨年の２月と３月に当会をご利用された人数の推移
事務局

大和北地区

大和南地区

確定申告にお出かけになる際の ご参考に

座間地区

海老名地区

綾瀬地区

200

昨年は第２週の火曜日が
利用者数が最多でした。

180

30

※ ２年前は「第２週の火曜日(3月10日)」が最多
※ ３年前は「第３週の月曜日(3月10日)」が最多
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支部と会員数
大 和 北
大 和 南
座
間
海 老 名
綾
瀬

（Ｈ29．1．20 現在）

支部数
１３
１６
１４
１４
９

会員数
９７９
１，０８４
９８６
８３８
６０６

農
業
歯科医師
税 理 士
事 務 局
正会員計

支部数
４
２
１

会員数
１, １９７
２５
８４
１０６
５，９０５

準会員Ａ
準会員Ｂ

会員数
１１３
１２３

準会員計

２３６

通常総会の開催、
任期満了に伴う役員改選ほか

回会員大会」の開催（開催期日、
班編成、行程、旅行代金、実施要
領）、「生活習慣病健診」の開催、
「無料セミナー」および「無料保
険相談」の実施報告、保険・共済

選、地区及び支部等の収支決算報

会の開催、任期満了に伴う役員改

紙の発行計画、「税を考える週間」

支部長会議開催

今年度第２回目の支部長会議
告、今年度収支状況、特定個人情

各委員会から理事会決定事項の報告
各種の手数料収入等について報告

日（ 月 ）、 ザ・ ウ イ ン

が行われた。

が、 １ 月

行 事 参 加、「 役 員 一 泊 勉 強 会 」 の
収支決算、広報車宣伝活動等につ

まとめ、記帳指導受託事業の実施

算・消費税指導、確定申告のとり

選者の公示等について報告された。

長から代議員選挙の選挙結果、当

日（ 月 ）、 ザ・ ウ イ

役員研修会

ＪＡＸＡ
並木道義氏が講話

さる１月

ングス海老名において、役職員等

検討、下田青年部長から街頭献血

ティーバザーの事績、部費改定の

開発機構（ＪＡＸＡ）の並木道義

研修会は、講師に宇宙航空研究

並木氏は、幾多のトラブルを乗

り越え帰還した「はやぶさ」のカ

プセル回収の話、現在宇宙で探査

を続けている「はやぶさ２」や「あ

かつき」の話などを実際の映像を

交えながらわかりやすく説明し、

参加者は熱心に聞き入っていた。

 傍聴をご希望の方は事務局へご連絡下さい。
 議案書綴りが必要な方は事務局へお申し出下さい。出来上がり次第ご送付致します。
 議案はホームページにも掲載致します。

次いで藤井広報委員長から広報

グス海老名において理事、支部長
報の取扱い等が報告された。

署長のあいさつの後、曽根会長が
状況、記帳指導員の研修、既に終

曽根会長、大和税務署の落合副
議長に、矢内支部長（南林間北支
了した指導会・説明会の事績等に

名が出席し、役員研修会が開

次いで大原組織委員長から確定

の事績、街頭広報活動、租税教室

約

申告期の勧奨および広報活動体

催された。

制、秋期会員増強特別運動の事績、

次いで間瀬女性部長からチャリ

次いで吉川代議員選挙管理委員

部）と向笠支部長（大和東第１支

いて報告が行われた。

部）が議事録署名人に選出され議
ついて報告が行われた。

まず二見総務委員長から通常総

いて各委員会から報告が行われた。

ぶさに学ぶ・未来を切り拓く力
われた。

を」と題し、約１時間の講話が行

氏 を 迎 え、「 小 惑 星 探 査 機  は や

日に開催された全国青色申告

最後に小林事務局長から昨年

の開催等、それぞれの部の事業に

並 木 道 義 氏

ついて報告が行われた。

会議では、理事会決定事項につ

16

確定申告期における会員家族の相

月

日に曽根会長と共に甘利議

第23回 通常総会 開催のお知らせ

16

事に入った。

次いで吉川税制委員長から決

等約 名の出席のもと開催された。
70

談・指導等について報告が行われ
次いで西海厚生委員長から「第

た。

月

会税制改正要望集会の決議内容、

申告会の要望は見送られ検討事項

年度 税制改正大綱では全国青色

員へ陳情書を届けたこと、平成

22

として記載されたことが報告され
た。

平成29年５月29日（月） 14時～
オークラフロンティアホテル海老名

日時
場所

70

25
29

11

11
29
大原組織委員長

二見総務委員長
吉川税制委員長
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会員の皆様からの寄稿

あおいろポスト

て綾瀬市に寄贈されることを準備

しかも今回のバザー売上金が全

している時にはじめて知りました。

動してしまいました。

更にその作業をしているのが、

歳で他

なんと後期高齢者に手が届きそう

館主であった夫の父が
界し、その後は祖父が取り仕切っ

女性部ニュース

ていました。祖父は１０３歳でそ

バザー当日は品物に買い手がつ

くたびに大喜び

分で考え、決めて、行動していた

す。

達作りに挑戦で

年？でその境地に十分入っ

な 人 た ち な の で す。 私 も あ と ５
年？

して、とても楽

代目の義

しい一日でした。

の生涯を閉じ、現在は

てしまうのですが、大変なバザー

私はこれから

兄が社長、甥が副社長で稼業して

の準備作業を、大変な事と思わず

女性部で真の友

チャリティーバザーに
初参加

頑張っている姿に胸を打たれてし

陽子

部員

まいました。女性部の人たちは自
のです。

清水

元々、私共の親族は石川県に住

青色申告会にお世話になって
けで行事に参加できたのは３回ほ

います。

年。女性部には毎年会費を払うだ

でした。
どでした。

年以上船長を経験した

んでおり、父は外国航路の船乗り
者が取れる資格、神戸の内海パイ

年以上もの間、銀行

ロット（水先案内人）の試験に受

からの借入金返済のために仕事に

病院などのドック健診と同様の検査のほか、
「腫瘍マーカー検査」、
「超
音波（エコー）検査」、「Ｂ型・Ｃ型肝炎検査」、「喀痰（肺癌）検査」（喀痰検査は
希望者のみ。容器代が390円別途かかります。）を行い、総合診断において有用な判
定ができるものと期待されます。

青色申告会と私

追われていました。

に集まったバザー出品物を整理

※上記の他にも健診コース・オプション検査がございます。詳しい項目内容などは別途お送り
するご案内をご参照ください。
※従業員・パート等の健診料金は、福利厚生費として認められます。

かったということで、私共家族は

綾瀬の女性部員を長い間まとめ
ていただいていた佐藤コノエさん

し、値段を決め、荷造り、そして

3／13（月）海老名市商工会館
3／17（金）大和スポーツセンター

神戸に移り住みました。私が小学
そんな折、石川県の伯父からの

校６年生のときでした。

年に亡くなられ、私もで

目）に〝たわらや〟の長男との縁

でチャリティーバザーのお手伝い

皆様、北陸にお越しの節には、

青色申告会の事務局に山のよう

〝たわらや〟へも足を延ばしてい

月に夫が他界しまし

運搬と、きっちり働く皆さんに感

年

ただければ幸いです。その折には

実施日と会場

皆様こんにちは。私事で恐縮で
はありますが、私が青色申告会に
入会した経緯をお話しさせていた

が平成

談が舞い込みました。その後、私

きることなら協力したいと、平成

昔、知り合い達が「青色旅行、
と次男との婚姻が成立した次第で

をすることになりました。

紹介で、私の姉（５人姉妹の２番

青色旅行」と騒いでいたのですが、

す。正に兄弟姉妹同士の結婚でし

月の「あやせ産業まつり」

そもそも青色申告会が一体どんな
た。

年

ものなのか皆目分からず、興味は

28

一声お声掛けをお願いいたします。

平成

10

ご家族 ・ 従業員の皆様も
受診ＯＫ！

40

あったけれど、特別な人が行くも

だきます。

52

36

た。生前は夫が確定申告をやって
に確定申告の時期になって戸惑い
ました。兎に角、大和税務署へ行
き、その折は確か小林事務局長が
丁寧に対応に当たってくださった
と思います。そして云われるがま
ま入会となった次第です。
さて、夫は石川県の山中温泉、
白鷺湯〝たわらや〟の次男坊でし
た。創業８００年、１羽の白鷺が

（月～金 9：00～12：00、13：00～17：00）

10

くれていたようです。他界後すぐ

のと思っていました。

11

年に２回の
健康チェック

生活習慣病
健診のご案内

田 向 琳 子

傷を負った足をお湯で癒していた

会員特別料金 37,044円(税込)

総合コース（ドック健診）

27

南林間支部
支部長
といわれ、正にその元湯が〝たわ

会員様に直接ご案内いたしますので、
2月21日までにお申込みください。

申込方法

◎お問い合わせは
一般財団法人 全日本労働福祉協会 へお願いいたします。
電話（03）5767-1714（直通）

45
女性部のチャリティバザーをお手伝い

11

らや〟です。

白鷺湯たわらや
（石川県・山中温泉）

17
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青年部ニュース
していますが、是非とも青色申告

色申告者の方は、大和税務署管内

会があることを知っていただき、

ます。各支部の役員さんと青年部

基本的には各地区の会員さんの
入会されることを期待しつつ、安

だけでもまだまだいらっしゃいま

お住まいや仕事場方面および商店
全運転で巡回したいと思います。

す。当会も様々な形で広報活動を

街などを回っていますが、土地勘

◆下記の日付につきましては、業務時間に変更がございます。会員の皆様にはご不便をおかけいたし
ますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

で日にちを変えて交代で各地区を

のない地域を担当する時は、畑の

事務局からのお知らせ①

◆毎月第３水曜日に開催しております「無料保険相談」
と「弁護士無料法律相談」ですが、２月はお休みさせ
ていただきます。３月は２回（22日と29日）開催いたしますので、是非ご利用ください。
※要予約（２日前までに事務局までご連絡ください。）

巡回します。

真ん中や森の中を走ってしまうこ

確定申告期を迎えて
こんにちは青年部です。
ともあります。そんな広報車を見

兼義

いよいよ確定申告の時期になり
かけても笑って許してあげてくだ

下田

ました。早めの申告を毎年心掛け
さい。

部長

ているのですが、結局３月に入っ

次代を担う子どもたちに税のこ

租税教室を開催！
１億円の重みにびっくり

大谷小の６年生が税について学ぶ

青色申告会に加入していない青

てからの提出になってしまいま
す。今年こそは早期提出に向けて
頑張りたいと思います。
もう遅い！」

確定申告期の標語
「まだ大丈夫は
今回はマイナンバー関係の記入
が増え、書式も一部変更になる等
いつも通りではない部分もありま
す。早めに対応して間違いのない

日に海老名

とを知ってもらうために開催され
市立大谷小学校で開かれ、６年生

る租税教室が、１月

の約１００人が講師の説明や税金

また、青色コーナーや各会場な

ように記入しましょう。
ども例年より混雑することも考え

ていました。

みを通して税の重要さを体感し

る代わる抱えては１億円の重

たちに披露し、子どもたちは代わ

面のみ印刷された模造）を子ども

クに詰められた１億円の札束（表

最後にはジュラルミンのトラン

いて分かりやすく説明しました。

のように生かされているのかにつ

税金の種類、税金が社会生活にど

講師を務め、世界の消費税率や、

当会青年部の諏訪信忠副部長が

さ」などを学びました。

クイズ、税金ビデオで「税の大切

られますので注意が必要です。
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さて、そんな中、毎年恒例の広
報車による巡回広報活動が行われ

広報車宣伝活動（昨年度）

（6）
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小学生に税について説明する青年部の諏訪副部長

る伊勢神宮の参拝、そして旬の味

ら「お伊勢さん」と親しまれてい

産 比 叡 山 延 暦 寺 の 参 拝、 古 く か

琵琶湖周遊、滋賀で唯一の世界遺

長い歴史と豊かな自然に育まれた

勢志摩２泊３日の研修旅行です。

家製豆腐御膳をお召し上がり下さ

腐職人が作り上げた一休庵名物自

事処「一休庵」にて、和牛鍋と豆

こめたお料理を提供しているお食

然豊かな湖国の味を大切に、心を

かいます。昼食は四季の彩りと自

発、まずは琵琶湖周辺エリアへ向

大和管内各地よりバスにて出

〈１日目〉

語の想を練った石

が参籠して源氏物

昼食は、紫式部

ご案内致します。

暦寺根本中堂」へ

の霊地「比叡山延

界遺産、日本仏教

滋賀で唯一の世

〈２日目〉

のお宿「戸田家」です。様々な湯

かしたお弁当をお召し上がり頂

がら途中、浜名湖の旬な食材を活

結ぶフェリーにて伊勢湾を眺めな

そして最後は、鳥羽と伊良湖を

す。

真珠の名産地として知られていま

を通って「伊勢志摩真珠館」へ。

その後、伊勢志摩スカイライン

をお楽しみ下さい。

にてお買い物や食べ歩き

つらねる「おはらい町」

げ物店や味処などが軒を

た「 お か げ 横 丁 」、 み や

から明治の風情を再現し

賞味下さい。また、江戸

戸屋」にて伊勢の味をご

なお土産屋の食事処「岩

から一番近くて一番大き

昼食は伊勢神宮（内宮）

原風景が広がります。

さと」と称される日本の

そ こ は 神 域。「 心 の ふ る

詰めた長い参道を進むと

をわたり、玉砂利を敷き

内宮の入口である宇治橋

（内宮）」へ向かいます。

鳥羽温泉・戸田屋

本年の会員大会は、琵琶湖・伊

と地元の名物を満喫します。

あるお食事処「洗

山寺、その門前に

琵琶湖周辺での見学地は、松本

い。

心寮」で近江の国の淡海の膳をお
近江の美味を召し上がった後、

楽しみ頂きます。
伊賀流忍術の秘伝に迫る博物館

城、犬山城、姫路城、松江城とと
根城」を見学し、次に日本一の大

もに国宝５城のひとつである「彦
きさを誇る琵琶湖の歴史や生物が

「伊賀流忍者博物館」へご案内致
け道」などの仕掛けがドキドキの

し ま す。「 ど ん で ん 返 し 」 や「 抜
忍者屋敷、手裏剣打ち体験や忍術

学べる「琵琶湖博物館」へご案内
そして琵琶湖大橋を通って琵琶

致します。
湖畔にある、雄琴温泉最大の旅館、

ショーをお楽しみ下さい。

船の風流野天風呂が大人気です。

宿泊は鳥羽湾を一望できる絶景

琵琶湖一望の宿「琵琶湖グランド
間と雄大な自然を前に

ホテル」にて、ゆったりとした時
「おごと」の名湯をお

伊勢志摩の海の幸を満喫しなが
ら、戸田家温泉村でゆっくりとお
くつろぎ下さい。
〈３日目〉
美し国・伊勢志摩
を満喫します。まず
は有名な伊勢志摩の
パワースポット「夫
婦岩・二見興玉神社」
次に、古くから「お

へご案内致します。
伊勢さん」と親しま
れている「伊勢神宮

き、バスにて大和管内各地へと帰

回会員旅行は、観る

着いたします。

今回の第

し上げております。

皆様のご参加を心よりお待ち申

伊勢志摩３日間のご旅行です。

かるもよし、魅力溢れる琵琶湖・

もよし、食べるもよし、温泉につ

25

楽しみ下さい。

雄琴温泉・琵琶湖グランドホテル

平成29年２月１日発行
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訃
大 澤 龍 助 氏
謹んでご冥福をお祈りいたし

した。

ます。

幹事
．４～

60

〈役員歴〉

Ｓ

．３

．３

．４～Ｈ１．３

63

副支部長

Ｓ

支部長

Ｈ１．４～Ｈ

．９～Ｈ

会計幹事

Ｈ

理事

15

報

年４

12

年１月２日、西鶴間第

29

60

10

平成

１支部の大澤理事がご逝去され

ました。

大澤理事は、昭和

．４～

15

故

Ｈ

◆事務局の駐車場には限りがあり（10台分）、確定申
告期間中は大変込み合います。お車でのお越しは極
力ご遠慮いただき、公共交通機関のご利用をお願い
いたします。
※当会の駐車場が満車の場合は、付近のコ
インパーキングをご利用ください。当会
の駐車場以外には絶対にお車を駐停車し
ないようお願いいたします。

月の幹事就任以来、永年青色申

◆平成28年分より給与支払報告書、所得税および消費
税等の確定申告書には、マイナンバーの記載が必要
になりました。
当会ではマイナンバーの記載された書類をお預か
りする際、
「特定個人情報の取扱いに関する同意書」
を提出していただくことになりますので、ご理解ご
協力のほどお願いいたします。

告会のために貢献してこられま

事務局からのお知らせ②

（8）

