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大和青色申告会での

確定申告書のとりまとめ
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所得税

2月1日（木）〜
3月15日（木）

消費税

2月1日（木）〜
4月2日（月）

■申告書や申請書等には
マイナンバーの記載が必要です
ƝஜʴƩƚưƳƘŴᨊݣᝋᣐͪᎍƓǑƼৣᚃଈŴʙಅ
ࢼݦᎍƷ૾ƷȞǤȊȳȐȸǋ࣏ᙲưƢŵ

会員の皆様への

お願い

■「会員証」をご持参ください
ųႻᛩȷਦݰƴƭƖǇƠƯƸŴദ˟ՃƱแ˟ՃƷ૾ƴᨂǒƤƯƍƨƩƍƯƓǓǇƢŵൿምႻᛩȷਦ˟ݰ

ǁƓឭƠƷᨥƴƸŴ˟ՃᚰǛƝ੩ᅆƘƩƞƍŵ

■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
ųႻᛩȷਦݰƸŴʖኖƞǕƨ૾ǛΟέƍƨƠǇƢƷưŴဪƕЭࢸƢǔئӳƕƝƟƍǇƢŵǇƨŴႻᛩȷ
ਦݰƕ᧓ϋƴኳʕƠƳƍئӳƸŴϐࡇӖ˄ƠƯƓࢳƪƍƨƩƘƜƱƱƳǓǇƢŵफƠƔǒƣƝʕ১Ƙ
Ʃƞƍŵ

■「早期提出」にご協力ください
ųᄩܭဎԓࢸҞƷ˟ئฆᩃዼԧƷƨǊŴᄩܭဎԓƸưƖǔƩƚଔᲢᲬஉᲬᲪଐǇưᲣƴʙѦޅŴ
ǋƠƘƸƓᡈƘƷЈࢌ˟ئǁƝ੩ЈƘƩƞƍŵ

■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
ųƝஜʴƷžᩓ܇ᚰଢſưG6CZǛƝМဇƞǕǔئӳƸŴʙѦޅǁƓឭƠɦƞƍŵ

■「記帳確認」を受けられた方は「記帳確認済証明発行券」を
ųମ࠰உƴžᚡࠚᄩᛐſǛӖƚǒǕƨ૾ƸŴƦƷᨥƴƓบƠƠƨžᚡࠚᄩᛐฎᚰଢႆᘍУſǛŴൿ
ምႻᛩȷਦ˟ݰǁƓឭƠƷᨥƴƝਤӋƘƩƞƍŵ
ųƝਤӋƞǕƨ૾ƴƸžᚡࠚᄩᛐฎᚰଢſǛႆᘍƍƨƠǇƢŵǇƨŴᄩܭဎԓǛᆋѦፙƴႺ੩Јƞ
Ǖǔ૾ƸŴٻԧᆋѦፙƷž᩷ᑥǳȸȊȸſƴƓƍƯǋžᚡࠚᄩᛐฎᚰଢſǛႆᘍƍƨƠǇƢƷưƝМဇ
ƘƩƞƍŵ
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確定申告にあたっての注意点〔医療費控除が変わります〕
㸯ࠉᖹᡂᖺศࡢ☜ᐃ⏦࿌ࡽࠊ་⒪㈝᥍㝖ࢆཷࡅࡿሙྜࡢᡭ⥆ࡀᨵṇࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

〔改正点①〕「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
〔改正点②〕「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。
ͤࠕ་⒪㈝ࡢ㡿᭩ࠖࡣ５年間自宅等で保管する必要があります。
࡞࠾ࠊᖹᡂᖺศࡢ☜ᐃ⏦࿌ࡲ࡛ࡣࠊᨵṇ๓ࡢᡭ⥆ࡼࡿࡇࡶ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸰ࠉࢭࣝࣇ࣓ࢹࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛯ไࡢ㐺⏝ࢆཷࡅ
ࡿࡇࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜࡣࠊᚑ᮶ࡢ་⒪㈝᥍
㝖ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊᚑ᮶ࡢ་⒪㈝᥍
㝖ࢆཷࡅࡿࡇࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜࡣࠊࢭࣝࣇ
࣓ࢹࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛯ไࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿࡇ
ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ͤ☜ᐃ⏦࿌᭩ࢆᥦฟࡍࡿ㝿㑅ᢥࡋࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊ
ࡑࡢᚋࠊ更正の請求や修正申告で変更することはで
きません。

Ｑ１

マイナンバー制度の改正について教えてく
ださい。

Ａ１ 以前の開業届出書などの提出の際に番号法上の本人
確認が行われている方は、今後の以下の手続において、番
号確認書類を提示又は写しを添付する必要がなくなりました。
なお、還付申告手続や相続人が提出する場合は、従前のとおり番号確認書類を提示
又は写しを添付する必要があります。
①青色申告者に係る所得税及び復興特別所得税の確定（修正）申告手続
②個人事業者の消費税及び地方消費税の中間申告及び確定（修正）申告手続
※番号法上の本人確認が行われている方とは、開業届出書、消費税の課税事業者届出書・課税事業者選択届出書、
所得税及び復興特別所得税の確定申告書、消費税及び地方消費税の中間申告書又は確定申告書の提出の際に、
番号確認書類及び身元確認書類を提示又は写しを添付していた方です。
※番号確認書類とは、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写し又は住民票記
載事項証明書です。

☆番号確認書類の提示又は写しの添
付が不要となる場合であっても、
身元確認書類の提示又は写しの添
付は必要ですのでご注意ください。
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大和税務署からのお知らせ

インターネットで申告ができます！
税務署に行く手間がかかりません！
ＳＴＥＰ１

「確定申告書等作成コーナー」
（www.keisan.nta.go.jp）へアクセス

◎確定申告期間中は２４時間いつでも利用できます！
☆申告された方の２人に１人の方が利用されています。
☆利用された方の９４％の方が役立つと回答されています。
【作成コーナーの使い方に関する問合せ先】
ｅ-Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク
・電話番号：０５７０−０１−５９０１
（全国一律市内通話料金）
上記の電話番号がご利用できない場合：０３−５６３８−５１７１（通常の通話料金）

・受付時間：月曜〜金曜

９：００〜１７：００（祝日等を除く）

受付時間は、時期により延長する場合がありますので、最新の情報をｅ-Ｔａｘホームページでご確認くだ
さい。

ＳＴＥＰ２

申告書を作成

画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。

ＳＴＥＰ３

申告書を提出〔提出方法は２通りあります〕

１ 作成コーナーからｅ-Ｔａｘで送信（タブレット端末等からはご利用になれません）
ｅ-Ｔａｘで送信するためには、事前に次のものを準備する必要があります。
①マイナンバーカードなどの電子証明書
②ＩＣカードリーダライタ
【マイナンバーカードを利用する場合のＩＣカードリーダライタの設定などに関する問合せ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル
・電話番号：０１２０−９５−０１７８（通話料金無料）
上記の電話番号がご利用できない場合：０５０−３８１８−１２５０（通常の通話料金）

・受付時間：月曜〜金曜

９：３０〜２０：００、土日祝日

９：３０〜１７：３０

受付時間は、変更される場合がありますので、内閣府のホームページをご確認ください。

２ 印刷して提出（郵送等で税務署に提出します。）
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第24回 通常総会 開催のお知らせ

·±

²²

平成30年５月29日（火） 14時〜（予定）
オークラフロンティアホテル海老名
日時
場所
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̜өࠈȞɜɁȝᅺɜȮ
ȼሯ࠳ᄔؙಜͼɊͬឧʍఖϊʊᬈʩ休日も業務を
行います。

●平成30年2月18日（日）
業務時間 8：45〜17：30

●平成30年2月25日（日）
業務時間 8：45〜17：30

●平成30年3月10日（土）
業務時間 8：45〜12：00
ȼᏋͮோૠؙܫಅɩʧʒሯ࠳ᄔؙಅጇʊʎ˴ʺˠ̉
˦̎ʍឧᤓɫʇʉʂʅɩʩʝɸɋ
ঞϥʆʎ˴ʺˠ̉˦̎ʍឧᤓɴʫɾಅᯕʱɩ᮹ɪ
ʩɸʪᬫɊ「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─ᦋאʊ
୯Ԏɴʫʅɣʪܬʱᬐɮ━ʍʆɊɳႾពɳ֩Տ
ʍʚʈɩᯓɣɣɾɶʝɸɋ

ȼΟլࢋʍᰥᤁܬʊʎᬈʩɫɡʩ─²±Ԕ━Ɋሯ࠳
ᄔؙಜͼʎݳށ᥈ʞɣʝɸɋɩᤁʆʍɩᢳɶ
ʎඐՏɳᦘɣɾɿɬɊӆӉίᥱʍɳԢᄍʱ
ɩᯓɣɣɾɶʝɸɋ
ƇঞϥʍᰥᤁܬɫགᤁʍܬʎɊϊ᥎ʍˉʺ̉˧̎˃
̉ˆʱɳԢᄍɮɿɴɣɋ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。

ȼͬឧʍఖϊʊʃɬʝɶʅʎɊඋլీʊݳಂɫɳ
ɵɣʝɸɋϥىʍᆕපʊʎɳͭУʱɩɪɰɣɾɶ
ʝɸɫɊɳΛ૭ʍʚʈʧʬɶɮɩᯓɣᄔɶͫɱʝ
ɸɋ

●平成30年5月29日（火）
業務時間 8：45〜11：30

वી´±श┊ಏ┉ఖᆌᜓ

᩷ᑥƩǑǓ

─¹━

