
 

 

 

それでも「マイナンバー」は必要 

 

 確定申告、年末調整、各種社会保険そし

て預金口座開設も・・・ 

 ありとあらゆる諸手続きがマイナンバーで

統一される。 

 全面賛成ではないという人も多かろう。が

将来ともばらばらで税務も病院も年金も番号

がそれぞれ存在するわけにもいくまい。 

 

 海外に資金を移転して所得を隠す、人口

の何倍も存する預金口座数、あの消えた年

金問題はどうなったのか、国民年金未払者

が 50％近く生活保護受給者の基準審査・・・

何をとっても名寄せが根底にないと始まらな

い。番号で統一管理されるのは嫌という感情

を危惧するのは自然だろう。 

 

 

 

 実はこの番号制度 「国民総背番号制」

「グリーンカード」などすべからく反対でほう

むりさられた悲願の制度設計でもある。 

基本的に名寄せをせねば不公平は拭い去

れない。 

「誰かがどこかで一人得をしている」は許さ

れない。 

 

今回の予算編成をみ

ても行政経費は増える

ことがあっても減ることがない。 

生産性アップを求められる唯一は役所で

はないだろうか。 

もちろん厳重なデータ管理は自明である

が、漏えい判明の場合の処罰は厳罰に処す

べきである。国民の三大義務、勤労 教育・

納税を満足させるためにも、ここはマイナン

バー制度を早期に有効ならしむることがわ

れわれ国民の利益にもつながることを理解

して。 
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【ご案内】確定申告の受付がはじまります 

 平成 28 年(2016 年)分の確定申告の受付が開始致します。 

 これに伴い、今回は①確定申告の提出期間について、②確定申告を行う必要がある方について、さらに、年々

注目度が増している③ふるさと納税について、の 3 点について、概要をご紹介致します。 

 

① 確定申告の提出期間 

・所得税および復興特別所得税・贈与税 ⇒ 平成 29 年 2 月 16 日(木)～3 月 15 日(水) 

・個人事業者の消費税及び地方消費税  ⇒ ～平成 29 年 3 月 31 日(金) 

どちらも、期限日までに申告と納税が必要となります。なお、申告等を弊事務所へご依頼頂ける際には、早め

にご連絡を頂けますと幸いです。 

② 確定申告を行う必要がある方 

税目毎に、申告が必要となる場合の条件をまとめました。 

■所得税及び復興特別所得税 

A．給与所得がある方 

・給与の年間収入金額が 2,000 万円を超える方 

・給与を 1 か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額

(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が 20 万円を超える方 

・給与を 2 か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整を

されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が 20 万円を超える

方など 

 

B．公的年金等に係る雑所得のみの方 

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は､確定申告が必要です。ただ

し、公的年金等の収入金額が 400 万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に

おいて、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の

確定申告は必要ありません。 

（注 1）所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特

別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。 

（注 2）所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必

要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。 

 

C．退職所得がある方 

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。 

また、退職所得以外の所得がある方は、A 又は D を参照してください。 

 

D．A~C 以外の方 

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)

に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提

出が必要です。 
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■消費税及び地方消費税 

E. 平成 26 年分の課税売上高が 1,000 万円を超えている事業者の方 

F. 平成 26 年分の課税売上高が 1,000 万円以下の事業者で、平成 27 年 12 月末までに「消費税課税事業者選択

届出書」を提出している方 

G. 上記に該当しない場合で、平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 6 月 30 日までの期間（特定期間）の課税売上

高が 1,000 万円を超えている事業者の方 

※特定期間における 1,000 万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。 

 

■贈与税 

H. 平成 28 年中に 110 万円を超える財産の贈与を受けた方 

I. 財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方 

J. 財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方 

K. 財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方 

 

③ ふるさと納税 

 年々注目度の増している「ふるさと納税」についても、制度の変更点や注意点の一部をご紹介します。 

■H28 年度のふるさと納税の制度改正について 

・改正点 1「ふるさと納税枠が約 2 倍に拡充されました」 

  →自己負担分 2,000 円を除いた寄付額のうち、全額が控除される限度額が引き上げられました。 

・改正点 2「手続きの簡素化（ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設）」 

  →確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられる仕組みが創設されました。 

  ※詳細は総務省 Web ページなどをご確認ください。 

 

■ワンストップ特例を申し込まれた方へのご注意点 

「ふるさと納税ワンストップ特例」を申し込んだ場合でも、5 団体を超える寄付先がある場合には、確定申告

を行わないと寄付金控除が受けられません。ご注意くださいませ。 

ちなみに、このワンストップ特例を規定通り利用した場合には、所得税が直接減税となる代わりに、相当額が

住民税から減税となる仕組みになっています。 

なお、従来通りの方法でふるさと納税を行った方も、これまで通り確定申告が必要となります。

 

      調和
ちょうわ

を主
し ゅ

とするも妥協
だきょう

を辞
じ

せず 

この格言は、物事を平和的、建設的に進めるための心得を述べています。ここにいう「調和」とは、自分と

相手の間に相互に十分な意思の疎通があり、慈悲の心に基づいて精神的にしっかりと和合していることで

す。「妥協」とは、多少の不都合や不利益があっても、互いに折れ合って、物事を平和的にまとめていくこと

です。さわやか土曜塾では皆様のご参加をお待ちしております。 

**2月の予定** 

日時 :  2月 1１日(土) 10:00～11:30           

場所 : 辻堂図書館 会議室         

会費 : 500円                        詳細は雨谷・志村（智江）まで                                          
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 今月ご紹介する本は、「図解 働き方」 稲盛和夫著 三笠書房です。私は 20歳か

ら働き始めて、なんと 47年間、働き詰めで今まで生きてきました。 

自分の息子からよく言われるのですが、親父みたいに働いて

いてばかりいる人生は送りたくない。もっと自由に、気ままに

自分の人生を送りたい。何とか楽をして稼ぎたいと。私は心の中では人生はそんなモノで

はないよと思いながらも反論出来ない自分がいました。 

しかし自分が漠然と思っていたことが、この本にはっきりと書いてある。「働く」とい

うことは 試練を克服し、運命を好転させてくれる、「万病に効く良薬である」と。    

今、労働環境ばかり問題視され、労働とは嫌なものと理解されがちな現代に於いて、著

者 稲盛和夫が自らの体験を通じて「働く」ということが人生にもたらす、素晴らしい可能性を伝えてくれるも

のだと。   

 やっぱり働けるだけ働いて、死んでいこうかな。                （碇） 

***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ** 

 世の中混乱の因 トランプリスク 

何やら私たち アメリカ大統領トランプ氏をおもしろおかしく見ている節がありや

しないか？それはまるでプロレスを楽しんでいるように。 

 劇場型とはまさにこのことだ。もしかして実は計算しつくされた緻密なシナリオ通

りなのかもしれないが。そして就任後はまことに穏やかな大統領を演出するかも知れ

ない。 

 

 トランプ現象に始まり､トランプ景気､そして今はトランプリスクがささやかれている。それもそのはず、いか

にも言動に品性が感じられない。 

 危なっかしいのだ。そのうち多くの非難の渦中にいるトランプにならねば良いが・・・・。しかしひとりトラ

ンプ氏にとどまらない「世界の中心アメリカ」だからだ。リスクの影響は国際情勢を震撼とさせ、微妙に核保有

国の野望を懸念せざるを得ない。 

 

 楽観か悲観か、どちらかという問題ではなく楽観悲観が時に応じ、入り混じるので

はないか。少なくも「私は関係ない」はこれからは通らない。 

 すぐ直結している「他人事ではない」時代のはじまりだ。 

発行・編集 宇久田進治税理士事務所/㈱経営センターグロウ           

〒251-0042 藤沢市辻堂新町 1-1-2  クロスポイント湘南６Ｆ     

TEL ０４６６（３６）０６２７    FAX ０４６６（３３）４８９２         

URL：http://www.ukuta.net/ 

**編集部では皆様に喜んでいただける紙面にしたいと思っております。お読みになったご感

想、お読みになりたい記事等のご意見をお聞かせくだされば幸いです。 

(e-mail :  matsushita@ukuta.net 又は上記 FAXでお願いいたします。) 

 

 

図解 働き方: 「なぜ働くのか」「いかに働くのか」   
稲盛和夫著 三笠書房 

 

http://www.ukuta.net/
mailto:matsushita@ukuta.net

