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青色申告会には得する情報・サポート満載です

るので、
節税にもなります。

研修会・説明会

◦開業時はもちろん、
毎日の帳簿のつけ ◦複式簿記、改正税法の研修会や、会計
ソフトの説明会等を随時開催！
方や正しい決算の仕方までサポート！
◦源 泉徴収や年末調整、パソコン会計
専門家による無料個別相談会
もしっかりフォロー。
確定申告指導は、東京税理士会武蔵府 ◦税理士による税務相談
法人設立、相続や贈与、土地の譲渡な
中支部の協力を頂いて行っております。
ど税金に関わる相談ができます。
e-Tax送信サポート
◦弁護士による法律相談
契
 約に関するトラブル、
債権取立て、
遺
◦青色申告会はe-Tax
（国税電子申告・
言の作成方法、
相続についてなど法律
納税システム）
を推進しています。
に関わる相談ができます。
記帳代行
◦社労士による社会保険相談
社
 会保険・労働保険に関わる相談がで
◦やよい会計での記帳に興味があるけ
きます。
れども難しい・時間がないといった
方に、記帳代行サービスを行ってい ◦融資相談
運
 転資金など融資に関わることに日本
ます
（有料）
。
政策金融公庫融資担当者が応じます。

税の啓蒙、地域貢献活動

博

公益社団法人 武蔵府中青色申告会

※本年度はコロナウイルスの影響で変更・中止となる場合もございます。

記帳・決算指導

会長 相原

青色申告会事業内容

博

公益社団法人 武蔵府中青色申告会

明けましておめでとうございます。
皆さまにおかれましては、お健や
かに新年を迎えられましたこととお
慶び申し上げます。
地域の皆さまには、平素より、青
色申告会の事業活動に対しまして、格別なご支援とご協力を賜
り厚く御礼申し上げます。
さて、昨年は「コロナで幕が開け、コロナで幕が閉じた」一年
でした。世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
五十六年振りの東京オリンピックは開催が延期となり、青色申
告会の事業活動も大きな影響を受けました。
特に、毎年地域の児童を対象に実施しておりました「親子租
税学習ツアー」や「小学生の税の書道展」などの租税教育事業
は、
夏休みの短縮もあり、
止む無く中止にさせていただきました。
また、
府中・調布・狛江の三市では「商工まつり」や「市民まつり」
の開催が中止または縮小となり、「税制改正の周知」や「イータッ
クスの利用促進」など、税に関する広報活動を行うことができ
ませんでした。
こうした状況の中、本年当会は、公益社団法人に移行して十
年目の年を迎えます。節目の年を迎え、当会では地域社会への
貢献を目指して、今後も「税」を核とした公益事業活動を積
極的に推進して参る所存です。
そして、間もなく令和二年分の確定申告の時期を迎えます。
期間中、当会では出来る限り感染防止対策を行い、役職員一同
が新型コロナウイルスの脅威に負けないよう、皆さま方の指導
サポートに取り組んで参ります。
ワクチンの実用化も進み、七月には延期された東京オリンピッ
クも開催されます。明るい出口はすぐそこにありますので、皆
さまにおかれましては、くれぐれもご自愛いただきますことを
お願い申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
令和三年 元旦
会長 相原

給付金等の申請サポート

小規模企業共済

東京青色医療保険

◦病気での入院・手術・先進医療を補償。
◦小規模企業共済は事業主の為の退職 ◦団体割引20%適用でお得な掛金です。
金積み立て制度です。
◦掛 金は生命保険料控除
（介護医療保
◦廃 業等で退職金の受け取りが可能。
険料控除）
となります。
掛けた年数に応じて退職所得控除が
アフラックの保険
増えます。
◦掛金は毎月1,000円から70,000円まで ◦が ん保険・医療保険など充実のライ
自由に設定ができ、
掛金が全額所得控
ンナップで家族の生活を守ります。
除になるので節税対策もバッチリ！
割安な団体保険料の適用がうけられ
ます。

労働保険

◦従業員(同居の家族以外)を雇ったら
労働保険に加入しなくてはなりませ
ん。
◦面倒な加入の手続きから労働保険料
の納付、
申告を事務委託できます。

一人親方労災（建設業）

自転車保険
◦自転車での事故によるご自身のケガ
や、他人への損害賠償を補償します。
（１億円まで）
◦団体割引20%適用でお得です。

その他の保険・サービス

◦建設業で働く個人事業主や法人役員 火災共済・自動車共済
のための労災保険です。
◦専門家として新型コロナウイルス感染
経営セーフティ共済
拡大防止協力金のチェック機関となり
中小企業退職金共済
東京青色傷害保険
ました。
税制改正運動
◦その他、
各種給付金等の申請サポートも ◦仕 事中のケガ、地震・火事でのケガ PL保険
融資制度の紹介
や、
他人への損害賠償も補償！
行っております。
◦国税や地方税制について、
個人事業者
※
詳 しくはお問合せいただくか、当会
◦団 体割引30%適用でお得です。熱中
の立場から改善を要望しています。
青色共済
HPをご覧ください。
症危険特約付き。
青色旅行（国内）
◦青色共済は、
会員さんとその専従者・従
業員の方を対象とした共済制度です。
◦地 元出発でらくらく参加。毎回見ど
□
4 こんど開業するんだけど…
ころ満載でたいへん好評です。全行 ◦会費は月額1000円。病気・ケガでの入
院・死亡の際に給付を受
程添乗員、食事付きで
CHECK! □4 青色申告って？どんな特典があるの？ 青色申告会に
□
4 記帳？決算？一体何をしたらいいの？ お任せください
けられます。
安心してご参加いただ
◦共済会費は経理上、
申告
けます。
□
4 会計ソフトを覚えたい！
会費と同様の扱いとな
◦小 学生の税の書道展や租税教室、講
師を招いて行われる公開勉強会など
を開催しています。

青色申告会は暮らしと税を結ぶ信頼のパートナー

ご入会お待ちしております。詳しくは事務局へ。042−362−8466
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会員の皆さまへ

東京国税局からのお知らせ

令和2年度 税制改正について

チャットボットによる税務相談が
始まります。
年末調整のご相談は 令和２年 10月28日から
所得税の確定申告のご相談は 令和３年１月中旬から
税に関する疑問は、
AIチャットボットの

ふたば

に
ご相談ください。

税務職員ふたば

24時間いつでもご利用いただけます。
※メンテナンス時間を除きます。

AIチャットボットとは

青色申告会にお届けのご住所、お名前、お電話番号などの変更がある方は

「チャット（会話）」と「ロ
ボット」を組み合わせた言葉
で、質問したい内容をメニュ
ーから選択するか、自由に文
字で入力すると、AI（人工知
能）を活用して自動で回答す
るウェブサービスです。チャ
ットボットは、国税庁ホーム
ページでご利用いただけます。

国税庁 ふたば

スマホでのご利用は
こちらから

・チャットボットは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）でご利用いただけます。
・画面は所得税の確定申告に関する相談のイメージです。実際の画面と異なる場合があります。
・令和２年10月28日から同年12月28日まで年末調整に関するご相談に、令和３年１月中旬から
所得税の確定申告に関するご相談に対応する予定です。
・メンテナンス等によりご利用できない場合があります。
国税庁

■青色申告特別控除
65万円控除を受けるためには、電
子申告または電子帳簿保存が必要に
なりました。
電子申告または電子帳簿保存を行わ
ない場合、55万円控除となります。
■所得金額調整控除
１．給与等の収入金額が850万円を
超えていて、以下の条件に当ては
まる方は、給与収入に応じて最大
15万円までの金額が給与所得の
金額から控除されます。
イ．特別障害者に該当する方
ロ．23歳未満の扶養親族がいる方
ハ．特別障害者である同一生計配
偶者や扶養親族がいる方
２．給与所得と公的年金に係る雑所
得がある方の場合、その合計額に
応じて、給与所得の金額から最大
10万円までの控除が受けられる
場合があります。
■給与所得控除
一律10万円引き下げられます。
また、上限額が引き下げられ、給与
収入850万円で、給与所得控除が上
限額の195万円に達します。

令和2年分の申告から、各種控除の要件や金額が
変わるものがあります。主要なものをまとめまし
た。わかりやすいよう概略でお伝えしています。

■公的年金等控除
控除が受けられます
一律10万円引き下げられます。
２．夫と離婚した場合には、扶養親
公的年金等の収入金額が1,000万円
族がいる場合のみ27万円の控除
を超える場合、195万5千円の上限
が受けられます
額が設けられます。
※ひとり親控除の要件にも該当す
公的年金以外の所得が1,000万円を
る場合には、ひとり親控除のみ
超える場合、さらに控除額が引き下
適用。
げられます。
寡夫控除
■所得控除についての改正
廃止。
基礎控除
配偶者控除・配偶者特別控除
控除額が一律10万円引き上げられ、 対象となる配偶者の合計所得金額の
48万円になります。
要件が10万円引き上げられます（配
ただし、合計所得金額が2,400万円 偶者控除＝48万円以下、配偶者特
を超える方は、控除額が段階的に 別控除＝48万円超〜133万円以下
減っていきます。
になります）
。
ひとり親控除
扶養控除
現に婚姻をしていない方（未婚でも 扶養親族の合計所得金額の要件が
可）のうち、合計所得金額が500万 10万円引き上げられ、48万円以下
円以下で、総所得金額等が48万円 になります。
以下の生計を一にする子がいる方に
ついて、35万円の控除が受けられ 詳細は国税庁「令和２年度
ます。
所得税のあらまし」をご覧くだ
寡婦控除
さい。
合計所得金額が500万円以下の方で、 ※pdfのダウンロード
１．夫と死別した場合には、扶養親
が行われます。
族の有無にかかわらず27万円の

法人番号7000012050002

〜武蔵府中税務署からのお知らせ〜
申告書作成会場の開設期間

2月1日（月）〜３月15日（月）

案内図

会 場

受付時間

武蔵府中税務署 府中市本町４−２

午前８時30分から午後４時まで（提出は午後５時まで）

（注）土、日、祝を除きます。ただし、２月21日
（日）
及び２月28日
（日）
は開場します。

◦申告書作成会場への入場には『入場整理券』が必要です。
◦入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINEアプリで国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」していただくことで事前に日時指定の入場整
理券を入手できます。
◦入場整理券の配付状況に応じて、早めに受付を終了する場合があります。
◦上記開設期間の前でも相談を受け付けております。
◦ご来場の際は、マスクを着用の上、入口等でアルコール消毒液による手指の消毒にご協力いただくようお願いいたします。
◦ご来場の際は、できる限り少人数でお越しください。
◦入場の際に検温を実施しており、37.5度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。
なお、発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は、無理せず来場を控えていただくようお願いいたします。

申告書にはマイナンバーの記載が
必要です！
◎平成28年分から所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税・
贈与税の申告書には、マイナンバー（個人番号）の記載が必要です。
◎税務署では本人確認を行いますので、申告書を提出する際には、申告
されるご本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
《本人確認を行うときに使用する書類の例》
１.マイナンバーカード
（個人番号カード）
の交付を受けている方
①窓口：マイナンバーカード（個人番号カード）のみ
②郵送：①のカードの表面及び裏面のコピーを添付してください。
２.通知カード等で本人確認を行う方
③窓口：
【番号確認書類】と【身元確認書類】
④郵送：
【番号確認書類】と【身元確認書類】のコピー
を添付してください。
※
【番号確認書類】とは、通知カード、個人番号が記載された住民
票などです。
【身元確認書類】とは、運転免許証、公的医療保険の被保険者証

などです。
※ご自宅からe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の提示または
写しの提出は不要です。

税務署でお願いします。
もうすぐ確定申告の時期です！

以下の内容に関しては、
青色申告会では対応することが出来ません。
◦土地・建物の譲渡
◦ゴルフ会員権の譲渡
◦天災等で被害を受けた場合
◦株式等の譲渡のうち、特定口座内以外での場合
◦先物取引（FX 等）
◦初めて住宅借入金等控除を受ける場合
◦特 定居住用財産などの譲渡損失の繰越控除の適用
を受ける場合
◦海外との取引に関する場合（外国税額控除等）
◦平均課税の適用を受ける場合
◦贈与税
その他特殊な事例である場合

よくあるQ&Aはホームページに載せています。1ページのQRコードまたはURLからアクセスしてください。
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青色申告特別控除65万円控除適用者の皆さまへ大切なお知らせ
令和２年分の
所得税確定申告から

65万円の青色申告特別控除 の適用要件が変わります

平成30 年度の税制改正での主な変更点は次のとおりです。
個人の方の所得税について
①青色申告特別控除額が変わります。（現行 65万円⇒改正後 55万円）
②基礎控除額が変わります。
（現行 38万円⇒改正後 48万円）
③「現行の６５万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
e-Taxによる申告（電子申告）又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別
控除（以下、「65万円控除」といいます。）が受けられます。
※# 以上の改正は、令和２年分以後の所得税について適用されます。

65 万円控除を受けるためには・・・
!

e-Tax で申告していますか!

会計ソフトを用いて記帳していますか!

NO

YES

改正前（令和元年分申告まで）

改正後（令和２年分申告以後）
控除額#
青色 基礎
合計
控除 控除

要件
記載方法
申告方法

⑴正規の簿記の原則で記帳
（複式簿記）
65
38
103
⑵貸借対照表と損益計算書
万円# 万円# 万円#
を添付
⑶期限内申告
10
万円

38
万円

48
万円

簡易な記帳

【改正前】

NO

YES

48
万円

113
万円

55
万円
10
万円

48
万円
48
万円#

103
【改正前の
「65 万円控除」
の要件】
万円
58
【改正前の
「10 万円控除」
の要件】
万円

YES

e-Tax による
又は 電子帳簿保存
電子申告!

NO

電子帳簿保存法の承認申請書を!
税務署に提出していますか!

NO

６５万円控除を受けるためには、
下記の対応が必要です。

６５万円控除を受けられます。

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
① e-Tax を利用して申告書及び青色申告決算書を提出する。
② 電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書（注）を税務署に提出する。

【変更点③】

︵青色申告特別控除︶

合計 113 万円

会計ソフトは電子帳簿保存法に!
対応していますか（注）!
YES

【改正前の
「65 万円控除」
の要件】
＋

65
万円

【変更点①②】

e-Tax で決算書を!
提出していますか!

要件

記載方法
申告方法

（注）正式名称は、「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」です。
電子帳簿保存法の対応要件は、国税庁ホームページ「電子帳簿保存法関係」をご確認ください。

合計 103 万円
55万円

65万円

︵基礎控除︶

48万円

38万円

65万円

48万円

○ 10 万円の青色申告特別控除を受けるための要件に改正はありませんので、これまでと同様となります。

※

詳しくは、
「国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）
」でご確認ください。
ｅ－Ｔａｘ

検索

国税庁 電子帳簿保存関 係

検索

武蔵府中青色申告会では電子申告に
よる６５万控除の適用を推進します。

○ 令和２年分以降、65 万円控除を受けるための要件の詳細は、裏面をご覧ください。

会勢拡大運動への
ご協力に感謝 !!
●入会特別勧奨月間に
85 名が入会
（9 月〜 11 月末）
会員及び役員の皆さまの入会
キャンペーン期間により 85 名の
方々にご入会頂くことができました
ことに対し、心からお礼を申し上
げます。
なお、特別勧奨月間は終了致し
ましたが、会員紹介運動等の会勢
拡大運動は年度末（令和３年 3

「い
き

月末）
まで続きますので、引き続き、
ご協力をお願い申し上げます。

ーク府中」
きワ
い
おおむね55歳から

人材確保はお任せください！
東京都と府中市からの助成と支援、無料で安心！

無料職業紹介所

「いきいきワーク府中」
☎042-336-4871

府中市府中町２－25－１中央文化センター５階
利用日：毎週月〜金曜日（祝日、年末年始、
休館日を除く）
時間：午前９時〜午後５時
◆求人のご相談から募集までスピード対応◆
●求人条件の設定と紹介
●高年齢者の雇用及び助成金・奨励金等の相談

事 業 報 告
青 年 部 公 開 講 座

マイナンバーカード作り方セミナー
11月27日
（金）
に毎年恒例となりました青年部の公開講座が青色申告会館において開催されました。
本年の公開講座は「マイナンバーカード作り方セミナー」と題し、定員20名満席で開催されました。
今回は狛江市役所担当職員をお招きして、マイナンバーカードの制度、申請方法等
について講義をして頂きました。
講義では、マイナンバーカードがあると便利なこと、情報漏洩や悪用される危険
性も低く、安全性にとても優れていることなどを分かり易く伝えてくださり、普段
私たちが抱えているマイナンバーに対する印象が変わりました。
また、申請については「大変そう」
「めんどくさそう」などの意見が多い中、分
かり易く簡単に申請ができることを伝えて頂きました。
講義終了後には受講してくださった方を対象にオンライン申請のサポートを実施
し、お越しいただいた方もとても満足していただけているご様子でした。

東京都と都内区市町村からのお知らせです

事業主の皆さま

個人住民税の特別徴収を徹底しています！

事業主の皆さまは、特別徴収の実施に向けて、ご協力くださるようお願いいたします。
特別徴収とは…

従業員の方の個人住民税は、
事業主の方が従業員の方に代わり、
毎月給与から個人住民税
を差し引き、
納入していただく
「特別徴収」
が原則となっています。
※従業員が常時10人未満の場合は、従業員のお住まいの区市町村に申請
書を提出し承認を受けることで、
年12回の納期を年2回にすることがで
きる
「納期の特例」
の制度があります。

■詳しくはホームページをご覧ください。 東京都 特別徴収

個人住民税PRキャラクター
ぜいきりん

必ず事務局までご連絡下さい。

控除額
青色 基礎
合計
控除 控除

NO

YES

Aoiro

4

Sanpomichi

府中・調布・狛江

あおいろ散歩路

森のカフェ

美好町三丁目西

府中いちご狩り園

府中市立片町
文化センター
森のカフェ

ちょっと気になる話題や気になる小径

分倍河原駅周辺

Vol.34

新田義貞公の像
税務署

駅前ロータリーに立つ新田義貞公之像
かなりの大きさにびっくりします。

武蔵府中
青色申告会

歴史深い分倍河原
新田義貞像に想いを馳せる
分倍河原駅は 1925 年 ( 大正 14 年 )
に「屋敷分駅」という名前として開通し、
1928 年 ( 昭和 3 年 ) に「分倍河原駅」
に改称されました。 改名された分倍河原
は「分倍」と「河原」の複合地名で過
去の歴史に基づいているそう。ちなみに
最初の駅名である「屋敷分」とは当時
の屋敷分村という地名から名付けられて
いたそうです。
1333 年（元弘 3 年）5 月に鎌倉幕
府を倒すために挙兵した新田義貞と、幕
府側の北条泰家が戦った「分梅古戦場」
（分倍河原古戦場）という古戦場跡が
あり、駅前ロータリーには新田義貞が馬
にまたがる勇ましい像があります。なお、
1454 年（享徳 4 年）にもこの地で鎌
倉公方・足利成氏が関東管領・上杉氏
を破った合戦が行われています。分倍河
原駅周辺は戦いの場であり、古い歴史
を持つ土地なのですね。

地元で旅気分 ! 府中でいちご狩り
分倍河原駅から徒歩８分の「府中いち
ご狩り園」は昨年一月にオープンして今年
で二年目のいちご園です。入園すると目に
飛び込む可愛いキッチンカー、そこではい
ちごスムージを販売しています。イベント等
で府中駅前で販売していたそうですが、コ
ロナ禍で自粛を余儀なくされ販売出来ず、
ようやく今月のいちご狩りシーズン開始と同
時にようやく販売開始です。
広い温室に苺の苗がずらりと並び、甘
酸っぱい苺の香りにうっとり。もともとはトマ
ト農家さんだったオーナーの関さん、いち
ご生産の勉強、研究をして府中の名物を
作ってまちおこしをしてみたいと思うようにな

かわいいキッチンカーでスムージー

り、いちご農園を始めたそう。 今年は育
成状況がとても良く、ふくよかで甘〜いいち
ごが期待できそうです。
品種は「ゆめのか」、みんなの夢が叶う
おいしいイチゴがたくさん収穫できる季節が
はじまります。いちご狩りは大人２０００円
子ども１２００円３０分食べ放題！時にはお土
産用の販売もあるとか。 完全予約制なの
で詳しくは以下ホームページをご覧下さい。

https://fuchu-ichigogari.com/

分倍河原駅から商店街を抜け住宅地の中へ徒歩
３分、 木に囲まれた一軒家のカフェがあります。 店
内は半吹き抜けで階段の途中に音楽好きの店主の
レコード、 CD、 本、 雑誌棚があり、 落ち着くスペー
スです。 軽食からケーキセットなど、 隠れ家的なカ
フェ、 夜のバータイムは是非仕事帰りに行きたい。
東京都府中市美好町 3-2-3 TEL.042-368-6947
【営業時間】 [ 月 ・ 火 木～日 ]
カフェランチタイム 11:00 ～ 16:00 (L.O.15:30)
バータイム 18:30 ～ 22:00 (L.O.21:30)
[ 日 ] カフェタイムのみ 11:00 ～ 16:00 (L.O.15:30)
【定休日】 水曜日

ドライカレーランチはサラダ ドリン
ク ケーキ付きで 1100 円は嬉しい !

こども食堂

2020 年２月ごろの真っ赤ないちご

eat

分倍河原

広いカウンターテーブルに光
が差し込みが気持ち良い

100 人こども食堂ネットワーク

volunteer

府中市にはこども食堂が 9 カ所あり、 それぞれが
主に月に 1 回のこども食堂を開催しています。 現在
このコロナ禍の中こども食堂は開催できていません
がコロナ緊急アクションとして、 主にひとり親やコロ
ナで経済的に困窮された子育て世帯に向けてフード
パントリーという食材のおすそ分け会を毎月開催し
ています。 食材とともに子育て世帯への地域のつな
がりがあるんだよという応援の気持ちをお届けして
います。 連絡先 ibasho.fuchu@gmail.com （南澤）
詳細は https://ibasho-fuchu.jimdofree.com/

2020 年 12 月花盛りのいちご、ミツバチの受粉でいちご園は春
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納税表彰受彰者

国税関係
▪武蔵府中税務署長表彰（２名）

府中支部 理事・事業副委員長・府中副支部長
調布支部 理事・女性部長・調布副支部長

組織委員・府中支部役員
事業委員・女性部副部長
理事・副会長
理事・農業部会長

▪武蔵府中税務署長感謝状（４名）

府中支部
府中支部
府中支部
農業部会

▪東京都主税局長表彰

府中支部 理事・副会長・府中支部長 		

地方税関係
▪立川都税事務所長感謝状

調布支部 理事・元女性部長・総務副委員長

祝

編集後記

組織委員会
委員長

豪生

新年あけましておめでとうございます。
昨年は新型コロナウイルスの影響で明け暮れた
感があります。 感染症の拡大で、経済的な影
響を多くの方々が受けているものと存じます。
様々な要因による収入減が消費性向や支出面
の変化を生み出すなど、 社会に大きな変革を
伴 う 事 象となっています。 そのような 状 況 下
では、情報弱者が経済弱者になりかねません。
当会は公益社団であり、一般の方々にも門戸
を開いております。 関 連 支 援 策 等の情 報もご
案 内しております。 また来 所が難しい、 外 出
を控えたいといったご要 望にも応えるべく、 当
会ホームページも利便性を考慮して見直しを随
時行っております。この受難を乗り越えるべく、
当会の活用が経営の一助となれば幸いです。
皆様のご健康を強く祈念するとともに、来
年は穏やかな新年を迎えられることを願ってや

みません。
冨士

武蔵府中青色申告会への入会をお待ちしています。詳しくは事務局へおたずね下さい。…☎042−362−8466

