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①完全予約制へ移行
　　緊急事態宣言解除後（5月26日）より完全予約制に
　変更し、ご相談を承っておりますが、今後も引き続き
　実施して参ります。
　　また、8月下旬に送付しましたはがきでもご案内の
　とおり、確定申告時期の完全予約制度を導入すること
　となりました。
　　※現在、制度、申し込み方法、予約枠について検討中
　のため、詳細については、決定次第、ご案内申し上げま
　す。（ハガキ、封書等を予定）

②相談日程
　　記帳（入力）のご相談、点検は9月15日（火）までにお
　済ませください。
　　なお、例年10月1日～実施している「決算書作成準
　備相談会」を、今年度は9月16日（水）より前倒しして
　開催致します。（詳細は別紙「決算書作成準備相談会の
　ご案内」のとおり）
　　確定申告時期に一度の来所で済む（同時期に複数回
　来所しない）ようにご相談はお早めに！

③記帳の極意（日々の記帳は大切！）
　　正しい申告のためには確定申告時に１年間分まとめて
　記帳（入力）するのではなく、日々行うことが重要！
　　記帳（ブルーリターンＡの使い方含む）、仕訳の仕方

　がわからない、必要経費になるのか否か、最大65万円
　の青色申告特別控除を受けるための複式簿記の帳簿の
　つけ方を知りたいなど事務局に相談してください。
　　※確定申告時期においての記帳相談は対応できかねます。

④三密対策実施中
　　現在、感染症防止策として受付においての検温の実
　施、マスクの着用、ビニールカーテンの使用、また、三密
　回避策として、ソーシャルディスタンスの確保のための
　待合室の撤去、配置換えを実施しています。（体調不良
　の方の入場をお断りしております。）　
　　確定申告時期は以前より混雑しておりますが、限ら
　れた事務所スペースで三密回避策を講じていかなけ
　ればならないため、おひとりおひとりが早期にご相談
　くださいますようご理解とご協力をお願い致します。

ビニールカーテン検温 完全予約制距離マスク

事務局においての相談時期
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9月15日まで

9月16日より
×

（上半期）（上半期） （下半期・年末調整）（下半期・年末調整）

仕事用の車を買いました！

青色申告ってどうやるの？

節税できませんか？

記帳って何をするの？

従業員の手続きはどうすれば？

会計ソフト（ブルーリターンA）を
導入したいんだけど・・・

ご予約は、 午前：9時、10時、11時～
  午後：1時、2時、3時～

みどり青色申告会の事務局では
日々、記帳などのご相談を
　　　　　　　　承っています！

経費に入れてもいいの？

昨年は何度も相談したので
今年はスムーズに申告したい！

65万円の青色申告特別控除を
受けたい！

このようなご相談は９月15日（火）まで

お申し込みは
事務局まで

※完全予約制（最大50分）
とさせて頂いております

詳細は、同封の別紙「決算書作成準備相談会の
ご案内」をご参照ください。

※８月末にご案内のハガキのとおり
　申告期の予約条件とはなりません。
　申告期の予約につきましては詳細が決まり次
　第にご案内します。

※記帳の仕方、点検、経費に
　なるものの分別等については、
　９月15日（火）までにご相談下さい。

決算書作成準備
相談会開催！
決算書作成準備
相談会開催！

10月１日（木） ９月16日（水）～11月30日（月）
例年よりも早く実施します！

三密を避けた
今後の相談体制

重
要
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署　長

菅谷  祥生
スガヤ サキオ

副署長

柄川  弘一
カラカワ ヒロカズ

個人課税第１部門指導担当上席

長㟢  和重
ナガサキ カズシゲ

みどり青色申告会を
大いに利用しましょう！

（一社）

令和元年分の確定申告を終えてご苦労様でした。
ところで、みなさんは青色申告会事務所の相談窓口を
年に何回位利用されていますか？
①事務局は強い味方
記帳や仕訳の仕方がよく分からない、一般に経費の対
象になる出費なのか否か、最大65万円青色申告特別控除
を受けるための複式簿記の帳簿の付け方を知りたいなど、
困った時は、迷わず事務局に相談してください。確定申告
の時とは違い、待ち時間も短く丁寧に対応してくれます。

②記帳は日々行うのがポイント
記帳は義務化されているので、確定申告時に1年分をま

とめて記帳する（記憶があいまいで時間がかかる）のでは
なく、日々記帳することが大切。税務調査の際には速やか
に提示する義務があります。

③会計ソフトを使うと便利
青色申告会が製作した専用の会計ソフト「ブルーリター

ンA」を使えば、記帳入力をするだけで必要なフォーマッ
トが作成されe-Tax送信や電子帳簿保存もできます。購入
時のキャッシュバック補助もあります。（条件あり）

④その他、専門家相談や健康診断、福利厚生支援も受け
られますので、兎に角事務局へ相談して下さい。

新入会員の方々、
入会している
会員の方々へ！

入会しただけではもったいない

緑税務署
人事異動

令和２年
7月10日発令

令和２年分から適用される主な 正正
◯ 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除等への振替

◯ ひとり親控除の創設、寡婦（寡夫）控除の見直し

※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

・未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なる。
・男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦（夫）控除の額が異なる。

①婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子（総所得金額等が 48 万円以下）を有する単身者について、同一の
　「ひとり親控除」（控除額 35万円）を適用。
②上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額 27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ
　寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限（所得 500万円）を設ける。

改正前

改正後

改正前

給与

▲10万円

＋10万円
（×税率）基礎控除等

給与所得控除等から
基礎控除へ振替

▲10万円

必要経費

公的年金等

フリーランス、請負、
起業等による収入

給与所得控除

公的年金等控除

所得
500万円

〈未婚の
　　　ひとり親〉

控除額35万円

税額

特別寡婦 寡婦

寡夫

※全体について事実婚チェックなし ※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」
　の記載がある者は対象外とする控除額27万円

控除額35万円
控除額27万円

扶養する
子なし

ひとり親
扶養親族
（子以外）
あり

扶養親族
なし

改正後
所得
500万円

寡婦ひとり親

・ 給与所得控除
・控除額を一律 10万円
・給与等の収入金額が 850万円を超える場合、その控除額の上限を 195万円とする

引き下げ

・ 基礎控除等
・基礎控除について、控除額を一律 10万円引き上げ
・合計所得金額に応じて控除額が　　　 （合計所得金額が 2,500 万円を超える場合、適用なし）逓減

・ 公的年金等控除
・控除額を一律 10万円
・公的年金等の収入金額が 1,000 万円を超える場合、控除額の上限を 195万５千円とする
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額により、控除額が

引き下げ

引き下げ

てい げん

改改制制税税

（※令和２年９月 30日までに申請書を税務署に提出する必要があります。）

引き下げ・ 青色申告特別控除額 65万円についても、55万円に  　　　　　。ただし、e-Tax による申告（電子申告）又は
 電子帳簿保存（※）を行う場合には、控除額 65万円を維持。
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＜一般社団法人みどり青色申告会担当＞

株式会社

（一社）みどり青色申告会の

葬儀費用の負担を軽減

24時間365日、お電話1本で全国のご葬儀を手配

一般的な葬儀に必要な品目やサービスを「基本セット」（首都圏平均50万円）
として24万円（税別）でご利用になれます。 ※2018年7月からご利用料金が変わりました。

事前のご相談も承ります。

この制度は、事前にお電話いただかないとご利用になれません。
0120-421-493

ヨ　　 ニ　　 イ　　ー　　シ　　 ク　　 ミ

制度運営  ㈱全国儀式サービス

新たな手続きは不
要！

正会員の特典

経営者ご自身の「現役引退後の
生活資金」のことをお考えですか？
年金だけでは不十分で、不安がある。
自分で積み増しするには、どんな
ものがあるのかな…

★掛金は全額所得控除の対象になります。
   （左図は掛金月額３万円の場合）
★60歳以上の経営者の方も加入できます。生命保険料控除

小規模企業共済等掛金控除 3 6 0 0 0 0
社会保険料控除
医 療 費 控 除

⑭
⑬
⑫
⑪

小規模企業共済制度

将来、「廃業」
「役員退任」等が生じた
ときに共済金をお受け
取りいただけます。

現役引退後の
安心した生活設計
が図れます。

加入し、
掛金を毎月
積み立てて
おけば…

共同経営者も
加入できます！

随時募集しておりますので
事務局までご連絡下さい（初回無料）

欧州料理・洋酒

TEL：045-514-0346

神奈川県横浜市青葉区美しが丘２-18-22  Petitecerisier101

営業時間： ランチ　 月、金、土、日　11:30〜15:00（LO.14:00）

　 ディナー　 月、火、木、金、土、日、祝　17:00〜24:00（LO.23:00）

定 休 日：  毎月第３火曜日、毎週水曜日

nemo

【市税の納付方法について】

【新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税の猶予制度】

【令和２年４月1日より利用開始】
○クレジット納税※税額に応じたシステム利用料がかかります。
○スマホ決済（LINE Pay,PayPay,PayB で対応）
口座振替納税、金融機関窓口での納付、コンビニエンス・ストアでの納付、
ペイジー納付、共通納税システム
※ご注意
　口座振替、ペイジー納付、クレジット納税で納付した場合は、領収証書が発行されません（領収証書が必要な方
　は、金融機関窓口やコンビニエンス・ストアで納付してください。）。
　金融機関又はコンビニエンス・ストアで、クレジットカードやアプリを提示して納税することはできません。
　口座振替からクレジット納税等へ変更される場合は、口座振替を解約していただく必要があります。

　新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な方を対象とした徴収猶予の「特例制度」の
申請を受け付けています。また、その他猶予制度（新型コロナウイルス感染症関連）もありま
す。徴収猶予の「特例制度」の申請は猶予する市税の納期限までに申請書をご提出ください。

横浜市税　納付方法

横浜市税 コロナ 猶予

横浜市からのお知らせ 

去る6月25日に開催された(一社)全国青色
申告会総連合定時会員総会において当会が
表彰されました。

・会計ソフト「ブルーリターンA」普及表彰
　　　新規導入80本以上の会

（表彰全国17会）　　

（一社）全国青色申告会総連合
による表彰

青色申告会員必携
毎年、税制改正の内容を反映した
ハンドブック・青色申告会員必携を
販売しております。
 青色申告会会員のみの
 販売となります。（              ）
定価720円（税込み）
→只今、「300円」で販売中。
ご購入は事務局まで。

販売中

※イメージ写真

青 色 家 づ く り サ ポ ー ト

皆様のご不安・お悩み解決します！

青 色 家 づ く り サ ポ ト

無料個別相談会
青青

予約制

ご予約は ・・・ 本誌最終ページの
青色家づくりサポート（パナソニック ホームズ）をご参照ください！

そろそろ相続対策
　を考えないと

します！します！

古い水廻りを
リフォーム
したいわ

皆様のご皆様のご

不動産管理料
もっと安くなら
ないかしら？

まずは専門家
に相談したい

災害に強い
家を建てたい！
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※７月16日（木）開催分

　当会顧問弁護士であり青年部員でもある波戸岡光太弁護士をご紹介いたします。
ご相談は取引・代金トラブル、離婚、相続、交通事故、不動産関係など、幅広く承ります。（初回無料）

弁護士相談

※相談は事務局へお申し込みいただきます。その後、日時や場所の詳細を相談員と直接調整していただきます。
※相続税など税金のご相談は、上記、税務相談会をご利用ください。

随時お申込制

随時お申込制

協力：株式会社 市萬

　日々の記帳以外の土地・建物等の譲渡、相続や贈与、法人成、
住宅借入金等特別控除（初年）等のご相談をお受けしております。

税理士による税務相談会 完全予約制

予約制

空室、建物改善、滞納等の賃貸経営における問題から、相続、土地活用などのご相談

不動産管理・売却、修繕・リフォーム、新築・建て替えなどのご相談　
　　　　　 ９月15日（火）、10月13日（火）、11月17日（火）　 13 時～、14 時～

相談時間：50分

相談時間：60分

相談時間：30分

不動産に関する相談

専門家による無料個別相談会のご案内 ※お申し込み、お問い合わせは
　事務局 （TEL：989-5011）まで。

※ご予約は日程の１ヶ月前より承ります。

相談日

 ９ 月	14日	（月）  9：30～、 10：30～、 11：30～
10 月	14日	（水）  9：30～、 10：30～、 11：30～
11 月	13日	（金）  9：30～、 10：30～、 11：30～

会 場 青色申告会事務所

青色家づくりサポート（パナソニックホームズ） 自宅、事業所、賃貸物件すべてＯＫ！

※ご希望の時間をお選びください。（各50分程度）

今 後 の 予 定ご 報 告

編　集　後　記

◎令和２年度第２回理事会（書面によるみなし決議）

議　題：
報告事項
　１.職務の執行状況報告
　２.�6/22正副会長におけるオンラインテスト実施

報告（ＺＯＯＭの活用）
　３.�新型コロナウイルス感染症に伴う対応報告（会

員対応、事務局勤務体制、各種支援策）
　４.�ブロック・委員会・部会・支部からの報告
決議があったものとみなされた事項の内容
審議事項
　１.�役員改選の予定
　２.�会長選考特別委員会の設置について
　３.�駐車場横一戸建ての借用について
　４.会員指導のスムーズ化および今後を見据えた��
　　�対応について
審議事項は採決により全て承認されました。

転居 廃業 退会
事務局までご連絡ください！

その他…正会員が火災や水害により被害を被った場合、
又正会員とその配偶者、専従者が亡くなった場合は、
規程に従い、共済金を給付します。（一部会員を除く）

045-989-5011TEL.

こんな時には

　今年の梅雨は、雨また雨が降りやまず広範囲で甚大
な被害を全国各地にもたらしました。そして長雨の後は
35℃をこえるような猛暑の到来でした。
　そんな中ではありますが、広報委員会では「新生活
様式」を実践し、WEB会議による編集を行いました。
　初めての試みではありましたが、現在の新型コロナ情
勢を鑑みて、今まで以上に頑張りたいと思います。
� 広報副委員長　杉本　善和

 9月	12日（土）	 土曜日相談会（予約制）
 9月	17日（木）	 職員研修のため、終日閉所
10月	8日（木）	 職員研修のため、午後事務所閉所
	 10日（土）	 土曜日相談会（予約制）
※感染症予防の観点により、会員親睦日帰りバス研修旅行
　をはじめ、各種行事の開催を見合わせております。

会 場 青色申告会事務所


