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ごあいさつ

税 務 カ レ ン ダ ー

逍遥自在（しょうようじざい）
2020 年 8 月

列島各地で真夏日が観測される時期になった。例年
◆個人事業税
第１期
と違い今年は熱中症のほかにコロナの感染予防にも気
◆個人住民税 普通徴収
第２期
を配らなければならず、ストレスが溜りそうだ。感染
◆個人事業者の消費税の予定納税 第１期
のために外出を自粛し在宅を強いられている人も多い
2020 年 10 月
と聞く。熱中症による救急搬送件数のうち約４割が在
◆個人住民税 普通徴収
第３期
宅中で最も多いというから要注意だ。私も暑い日には
2020 年 11 月
無理をせず家の中で読書やテレビを見て過ごすように
◆所得税の予定納税
第２期
している。よく見るのは、土曜の夕方「小さな村の物
◆個人事業税
第２期
語イタリア」
、日曜は「笑点」を楽しんでいる。どち
※ 固定資産税や住民税（普通徴収）の納期は、
らも長寿番組、
「小さな村」は三上博のナレーション
自治体により多少異なります。
に乗って、イタリアの片田舎の何気ない生活の様子や
ノスタルジックな風景に癒される。
「笑点」は大喜利
コーナー、笑いでストレスを解消している。
数年前になるが、『18 歳と 81 歳の違いを笑点流に…』という問題。
この回答が実にユニークだったので記憶を遡ってみたい。
・道路を暴走するのが 18 歳、逆走するのが 81 歳
・心がもろいのが 18 歳、骨がもろいのが 81 歳
・偏差値が気になるのが 18 歳、血糖値が気になるのが 81 歳
・受験戦争を戦っているのが 18 歳、アメリカと戦ったのが 81 歳
・恋におぼれるのが 18 歳、風呂でおぼれるのが 81 歳
・まだ何も知らないのが 18 歳、もう何も覚えてないのが 81 歳
・東京オリンピックに出たいと思うのが 18 歳、東京オリンピックまで生きていたいと思うのが 81 歳
・自分探しの旅に出るのが 18 歳、出たまま家がわからなくなるのが 81 歳
・ドキドキが止まらないのが 18 歳、動悸が止まらないのが 81 歳
・恋で胸を詰まらせるのが 18 歳、餅で喉を詰まらせるのが 81 歳 会場は大爆笑・・・
『笑いは人間だけに与えられた特権、笑うことが健康長寿の秘訣』とは、精神科医学博士の斉藤茂太先生
（1916～2006 年）の言葉。先生は歌人斎藤茂吉の長男で作家 北杜夫の実兄でもある。氏はまた『でき
ることが多い人生より、楽しめることが多い人生が、いい人生』とも言う。
ストレスのない逍遥自在な生き方がこのコロナ時代を生き抜くコツかも知れない。

所⾧ 八 鍬

伸 一

税 務 TOPIX
当り馬券 95 億円、申告漏れ追徴課税へ
名古屋市に住む４０代の中国人男性が平成 13 年から 18 年までの 5 年間で、当
り馬券 95 億円（馬券購入代 77 億円）所得 18 億円を全く申告納税していなかった
として、税務調査を受け、5 年分で約 10 億円の追徴課税を受けていたことが名古屋
国税局の調べで判った。男性は馬券専用ソフトを使い、最終オッズ発表直前に馬券を
大量購入するやり方で年間約 20 億円の払い戻し金を得ていたようだ。
追徴課税も果たして当り馬券で払うのかどうか・・・

ふるさと納税、泉佐野市の反乱 二幕目へ…
ふるさと納税裁判で、国に勝った泉佐野市。はれて再び寄付金集めが可能となったのだが、
しかし総務省との間でもう一つ大きな問題が残されている。総務省は多額の寄付金を集めた
ことを理由に「特別地方交付金」の支給額を大幅に減額することを決定し、同市に通知。
その結果、コロナで苦しむ市民病院の経営がさらに苦境に立たされるとして、総務省を相
手に再び訴えることに。そもそもふるさと納税は総務省が主導して導入した制度なのだが。
果たして柳の下に二匹目のドジョウがいるかどうか・・・

韓国、文政権四面楚歌!! 対日、対北、対米外交
今月４日、公示送達期限を迎え、日本企業が所有する資産の処分・現金化が可
能となった。韓国政府は「司法の判断を尊重する」ことを明言。一方日本は何
らかの対抗措置をとる旨を表明し、韓国をけん制。文大統領は弁護士という職業
柄か、何事にも白黒決着を付けたいようだ。このところお隣り北朝鮮とは膠着状
態が続き、米国からは中国寄りと批判され、いよいよ苦しい立場に。
やはり弁護士は政治家には不向きということなのだろうか。

NEWSWAVE
国税庁、路線価を発表
国税庁は本年７月１日、相続税や贈与税の算定基礎となる路線価を発表。全国平均
値は前年比 1.6％上昇、前年の 1.3％よりも大きな上昇となった。
上昇率のトップは沖縄県那覇市で 40.8％の上昇。次いで大阪、横浜、奈良市など
が上位を占め、下落したのは水戸市だけとなっている。
全国１位は東京銀座５丁目鳩居堂前で１平方メートル当り 4,592 万円、35 年連
続トップを記録更新。ただ、この路線価は今年 1 月 1 日時点のもので、その後発生
した新型コロナウィルスの影響は反映されていないため、時価が路線価を下回った
場合は、個別に鑑定評価額によることも認められている。因みに埼玉県内では、大
宮駅西口前が 426 万円と最高値を更新中。
関東地方の標準宅地の対前年変動率の平均値
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税 金 Q＆Ａ
コロナ禍で注目！商談・会議で使えるＺｏｏｍ（ズーム）
オンライン会議アプリＺｏｏｍとは
コロナ感染者数が再び増加する中、対面による商談・会議を自粛している方
も多いのではないでしょうか。
今回はオンライン会議で今最もよく使われているＺｏｏｍを取り上げます。
公認会計士･税理士
八鍬 幸平

Zｏｏｍの特徴

無料で使える
2 人での利用は時間制限なし、3 人以上は 1 回 40 分まで
事前登録が不要 ミーティングの URL、もしくはミーティング ID を相手に教えるだけ
録音・録画も可能 無料プランでも録画できるため、議事録代わりにもなる
Ｚｏｏｍの利用にお金がかかると思い込んでいませんか？ 無料の機能で十分利用価値があります。
マンツーマン（2 人）で利用する場合は、どれだけ使っても無料。3 人(3 ヶ所)以上で時間を気にせず
使いたい場合は、有料（月額 2,000 円～）ですが、40 分おきに終了して再開すれば無料で使えます。
ＬＩＮＥとの違い
事前登録
録音・録画
ホワイトボード

ＬＩＮＥ
必要
×
×

Ｚｏｏｍ
不要
〇
〇

Ｚｏｏｍ（スマホ）の使い方
ＳＴＥＰ１(主催者･参加者)
アプリのインストール

ＳＴＥＰ２（主催者）
会議のスケジュール

ＳＴＥＰ３（主催者）
名称・開始日時の設定

 最大の特徴は参加者の事前登録が不要という点。
ＬＩＮＥのビデオ通話も便利ですが、お互いに登録
が必要で、かつ友達同士でないと会議ができません。
 一方、Ｚｏｏｍは登録なしで会議に参加できるため、
初対面の商談などでも利用可能です。
 その他、録音・録画やホワイトボードを使いながら
会議を行う機能もあります。

1. iPhone の場合
「App Store」を開き、
「zoom」で検索すると、
「
ZOOM
Cloud
Meetings」
が該当のアプリです。
2. Android の場合
「Google Play」から上記
と同様に検索します。
1. インストールしたアプ
リを開くと左記メニュ
ー画面が表示されま
す。
2. アプリ画面上部のメニ
ューから「スケジュー
ル」をタップします。

ＳＴＥＰ４（主催者）
URL・ID の発行

1. STEP3 で完了をタッ
プすると、ミーティン
グ URL(https://～)が
発行されます。
2. URL には 9 桁の ID が
振られますので、URL
か ID を参加者に伝え
ます。

ＳＴＥＰ５（参加者）
URL・ID の通知

1. 主催者から通知された
ミーティングの URL
をタップ、もしくはブ
ラウザのアドレス欄に
直接入力します。

1. ミーティング名とミー
ティング開始日時、ミ
ーティング時間を設定
してください。
2. 任意でミーティングオ
プションの設定も可能
です。

ＳＴＥＰ６（参加者）
アプリ起動・名前の入力

1. Zoom アプリが起動す
るので、名前を入力し
「続行」をタップ。
2. 「カメラ・マイクへの
アクセス」の許可を求
めるメッセージが表示
されますので「許可
（OK）
」をタップ。

ウィズコロナ（コロナと共存）社会の「新しい生活様式」
新型コロナウイルス感染の危険性は今もまだ続いています。
今一度「新しい生活様式」を確認し、自分や家族そして周りの人の命を守りましょう。

キーワードは “うつさない・うつらない”
自宅では … ① 部屋を閉め切らずこまめに換気を。
帰宅後のうがいも忘れずに…。
② 目や口、鼻を触らない。
こまめに手洗い、手指消毒を。
③ 毎朝の健康チェックと体温測定を習慣に。
発熱や風邪の症状があれば無理せず仕事や
学校を休み、自宅療養をしましょう。
屋外では … ① 人と会う時や会話をする時は、マスクを着用。
会話をするだけでも飛沫が発生します。
真正面での会話を避けましょう。
② 散歩やジョギングは密にならないように気
をつけて。２ｍ以上の距離が取れればマス
クを外してもＯＫ!
③ 買い物は１人か少人数で。
外食時は対面を避け、横並びで座ることも。
全く症状が出ていない人でも、すでに感染していると想定し、
人に移さないように行動しましょう。そしてみんなで協力しあ
い、新型コロナの禍（わざわい）を乗り切りましょう。

事務所よりお知らせ
経理上手くんα 更新のご案内
ただいま多くの顧問先様にご利用いただいている会計ソフト
『経理上手くんα』、約５年ほど前から定額料金制となっていま
す。早いもので当初からご利用いただいている方は、登録してか
ら利用期限の５年を迎えようとしています。
つきましては、継続利用を希望する場合は申請と利用料の支払
いが必要となります。該当する方には当事務所担当者より継続の
ご案内をいたします。
５年継続の場合 … 月額 400 円×60 ヶ月＝24,000 円(税別)
なお、経理処理をパソコン会計へ切替を検討されている方は、
いつでも指導いたします。担当者までお申し付けください。

ご相談は 八鍬会計 まで
税務会計や相続対策･事業承継･決算対
策など、お気軽にご相談ください。
また、新たに事業を始めた方や税金･資
金繰り等でお困りの方がいらっしゃいま
したらご紹介ください。

編 集 後 記
コロナ騒ぎがなければ、今頃は東京オリ
ンピックが真っ最中。日本国内はもちろん
世界中の人々が、大いに盛り上がっていた
ことでしょう。一日も早く終息して、是非
来年には実現してほしいものですね。

連絡先 税理士法人八鍬会計
TEL 048-769-9551
FAX 048-769-9550
tax-yakuwa@air.ocn.ne.jp
http://www.yakuwa.net
広報委員
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