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体験・講習会参加者募集
パソコン用会計ソフト

ブルーリターンＡ

日　時

会　場

人　員

受講料

内　容

申込み

７月２４日（火）　午後１時３０分～４時まで

日立青色申告会

定員になり次第〆切といたしますので、お早めにお申込み下さい。

２００円（資料代）

練習問題を使用して日常取引の入力。また、決算書・申告書の作成まで行います。

会計ソフト「ブルーリターンＡ」の機能・操作性をご確認ください。

事務局へお電話でお申込みください。　☎　（０２９４）３５-８５３４

※なお、マウス操作、文字入力が行える方を対象とさせていただきます。会員、

専従者の皆様お気軽にご参加ください。

352号
発行所

日立税務署管内青色申告会連合会

日 立 市 大 久 保 町 1-5-2

Ｔ Ｅ Ｌ  3 5 - 8 5 3 4

Ｆ Ａ Ｘ  3 5 - 8 5 3 7

発行人

編　集

大窪　壽一

広報・税制

委　員　会

各会だより

桔梗屋本社工場見学・信玄餅詰め放題‼

今が食べごろあま～い山梨の桃‼

夏休みの思い出にお子さん、お孫さんといっしょにいかがですか ?

日立青色
申告会

― ― ― ― ―

石和モンデ酒造 桔梗信玄餅
日立青色
申告会

6:30 発

ワイン
ジュース試飲

　工場見学
信玄餅詰め放題

　　 山梨名物
アツアツほうとう鍋‼

もも狩り
食べ放題

20：00 着昼　　　食 御坂農園

【取消料　7月 23 日～当日　30％】

参加費 
お 1人様

青色申告特別控除

65 万円適用で節税対策‼

シルバーリハビリ体操は介護予防のための体操です。加齢による筋力低下を予防し、
柔軟性を高め、転びにくい体づくり。また、元気に歩ける筋力の維持向上に効果が
あります。
一度試してみませんか。 講　　師 宮田シルバーリハビリ体操指導士会

佐藤　禮子 先生

石堂　富雄 先生

開催日時

会　　場

８月２１日（火）　９：３０～

日立青色申告会 ２F

～動きやすい服装でご参加ください～

シルバーリハビリ体操教室開催のお知らせ

税連女性部募集企画

大きな時代の変革のなかで、大企業を中心に収益は好調と伝えられる一方、小規模事業者は需要の停滞や大手

同業者との競争激化、仕入価格や原材料価格の高騰等により、いまだに経済の好循環を実感できない状況にある。

これまで永年にわたり地域の経済社会を支え、地域に根ざした活動により、その発展に貢献してきた小規模事

業者に経営活力が生まれることが、地方経済の活性化と一億総活躍社会の実現につながると思われるので、小

規模事業者に活力をもたらし、経営基盤の安定強化に資する各種政策の実現を求めていく。

個人事業主の勤労性を認めた税制ならびに事業承継に係る税制上の措置の実現に向けて、引き続き強力に税制

改正運動を進め、高齢化社会が進行している現況を踏まえ、消費税法を含め、より簡素な税制の仕組みを求め

ていく。また、国民健康保険制度をはじめとした社会保障制度の財政運営の健全化にむけた動向に注視していく。

個人企業の業種・業態が変化し、減少が続いているが、組織力は会運営の源である。引き続き、各会と会勢拡

大につながる情報の共有をおこない、関係官庁、経済団体ならびに業種団体との連携を一層強化し、地域に応

じた施策により青色申告制度の普及と会勢拡大に取り組む。

青色申告特別控除65万円の見直しや消費税法の改正により、これまで以上に会計ソフトの導入やイータック

スの推進が求められる。ブルーリターンＡを基軸に、情報通信技術を活用した指導相談活動を充実させ、会員

企業に役立つサービスを提供する。

Ⅰ　税制政策活動の推進
　１． 勤労性所得に配慮した税制上の措置の早期実現
　２． 事業承継税制の早期確立
　３． 税制の簡素化による納税環境の整備
　４． 社会保障制度改革の推進

Ⅱ　組織運営の強化
　１． 青色申告制度の普及・拡大
　２． 各種団体・機関等との連携強調による会員増強運動の強化
　３． 青色申告制度・青色申告会等に関する広報活動の強化
　４． 女性部活動の充実・強化

Ⅲ　指導相談活動の充実
　１． 消費税・所得税改正等に関する広報活動の強化
　２． ブルーリターンＡならびにイータックスの普及・拡大
　３． 複式簿記の普及と青色申告特別控除 65 万円適用の推進
　４． 担当役職員の職能向上と情報通信技術を活用した指導相談活動の充実
　５． 指導相談計画の立案と指導相談体制の整備

Ⅳ　各種共済事業等の普及推進
　１． 全青色共済と傷害特約、全青色傷害、疾病入院補償の普及拡大
　２． 小規模企業共済団体手数料の変更周知
　３． 中小企業退職金共済の普及拡大
　４． 日本政策金融公庫や小規模企業共済制度の融資・貸付等の周知
　５． 改正個人情報保護法に対応した会の体制整備

平成 30 年度　事業活動基本方針

女性部日帰り旅行～山梨～

１０，８００円

行　　　　　　　　　　　程

参加費　無料 日立青色申告会　0294（35）8534

申し込み・お問い合わせは下記までお願いいたします。

桔梗屋本社工場見学・信玄餅詰め放題‼

参加費　無料

議長選出　

十王青色申告会 増渕会長

大窪会長による挨拶大窪会長による挨拶

議長選出　

十王青色申告会 増渕会長
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平成 30 年分源泉徴収税算定方法の留意点

（完全予約制）

平成 30 年分より【配偶者控除】【配偶者特別控除】の取り扱いが改正され実務上、注意しなけ

ればならない点がありますか。

　注意するべき点として、給与を支払う際に源泉徴収税額表を適用する場合の扶養親族等

の数の算定があります。

　給与を支払う際に給与所得の源泉徴収税額表の甲欄を適用する場合には、扶養親族等の

数を選定する必要があります。

　平成 30 年分から、給与の源泉徴収税額表を適用する際の扶養親族等の数の算定に当たり、

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に 1 人を加えて計算し

ます。

　また、配偶者が同一生計配偶者で障害者又は特別障害者に該当する場合には、扶養親族

等の数に 1 人加えて、同一生計配偶者が同居特別障害者に該当する場合には、2 人を加え

て計算します。

　なお、給与所得者が年末調整において、配偶者控除等の適用を受けるためには、給与の

支払者からその年の最後の給与等の支払を受ける日の前日までに、新たな様式である［給

与所得者の配偶者控除等申告書］を給与の支払者に提出する必要があります。

Point

平成30年７月18日（水）

7月 3日（火）

平成30年 青色ドック 実施のお知らせ

FAX 0294-35-8537

※新しく脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査が追加されました

定員 60

料金￥11,880（消費税込）

肝機能検査、血糖検査（空腹時血糖）、血中脂質検査、膵機能、腎機能、痛風検査、胃部検診、心電図検査

身長、体重、BMI、腹囲測定、視力、聴力、血圧測定、尿検査、診察、問診、胸部X線間接撮影、貧血検査、

※前日 22時以降の飲食は控えてください。～11：00

　本人の合計所得金額の見積額

→900万円以下（給与収入で1,120万円以下）

　配偶者の合計所得金額の見積額

→85万円以下（給与収入で150万円以下）

　本人の合計所得金額の見積額

→制限なし

　配偶者の合計所得金額の見積額

→38万円以下（給与収入で103万円以下）

源泉控除
対象配偶者

同一生計
配偶者

900万円以下
（1,120万円以下）

900万円超
（1,121万円超）

1人 0人

障害者 2人 1人

同居特別障害者 3人 2人

1人 0人

0人 0人

給与所得者本人の合計所得金額
（給与収入に換算した金額）

配偶者の合計
所得金額（給
与収入に換算
した金額）

38万円以下
（103万円以下）

38万円超85万円以下
（103万円超150万円以下）

85万円超
（150万円超）

〈源泉控除対象配偶者・同一生計配偶者〉 〈配偶者に係る扶養親族の数の算定方法の概要〉

（注）配偶者は本人と生計を一にする者

　　（青色事業専従者等を除く）に限ります。

熊野三山・天空の聖地高野山と瀞峡の旅

会員研修旅行定員募集

　

旅行期日

募集定員

旅行代金

11 月 11 日（日）～ 13 日（火）

おひとり様　86,800 円

40 名

10 月 5 日（金）募集〆切り

日立青色申告会事務局へお気軽にお問い合わせください。

主　催   日立税務署管内青色申告会連合会
企　画　 事　業　委　員　会 
実　施　 常　陸　旅　企　画

※詳しい行程内容については別紙

【会員研修旅行チラシ】をご覧ください。

　国の特別名勝と天然記念物（南紀熊野ジオパーク）

三段壁…　 高さ60ｍの断崖絶壁が続く雄大な景色
　　　　　 熊野水軍が船を隠したという逸話が残る洞窟内を見学
橋杭岩…　 大小40もの岩が約850ｍにわたって橋脚のように真っすぐ
　　　　　　並ぶ奇観

瀞峡めぐり…和歌山・奈良・三重の3県にまたがる断崖と清流の名所

0294（35）8534お問い合わせ・お申込み
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