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平成27年分 確定申告指導のご案内
昨年と大幅に変更になっている点です。ご注意ください！
期 間

変

平成28年1月4日
〜3月31日

事業を始めたら特典のある青色申告がお得！

青色申告特別控除

純損失の繰越控除

65

万円

10

万円

繰越
控除

所得が赤字（純損失）になった場合、
赤字金額を次の年から最長3年間、
各年分の所得金額から控除できま
す。

簡易簿記で記帳したときや、小規模な不動産
所得者など（最高）
。

繰戻
還付

赤字金額を繰り戻して前年分の所
得税額の還付を受けられます。

青色申告会事業内容
青色申告会には得する情報・サポート満載です

記帳・決算指導
◦開業時はもちろん、毎日の帳簿のつけ
方や正しい決算の仕方まで、全力でサ
ポートいたします。
◦源泉徴収や年末調整、パソコン会計も
しっかりフォロー。ぜひ青色申告会に
おまかせください。
＊ご注意ください
当会ご利用の際、料金がかかります

※確 定申告指導は、東京税理士会武蔵府
中支部の協力を頂いて行っております

研修会・説明会
◦あなたのビジネスに役立つ複式簿記、
改正税法の研修会や、会計ソフトの説
明会等を随時開催しています。
e-Tax送信サポート
◦青 色申告会はe-Tax（国税電子申告・
納税システム）を推進しています！
会員福利厚生・コミュニケーション
◦小規模企業共済制度など、事業主や従
業員のための、国の退職金制度を取り
扱っています。

純損失の繰越控除・繰戻還付

事業所得者や、一定規模以上の不動産所得者が、
取引を正規の簿記の原則により記帳し、期限内
に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付
して提出したとき（最高）
。

◦個人で加入するより割安な共済制度や
各種保険のご案内をしています。
◦旅行やレクリエーションを開催してい
ます。
◦会員さんはいろいろな業種の集まりで
すから、交流が広がります。

労働保険

税制改正運動

◦従業員(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。
◦めんどう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。

◦国税や地方税制について、個人事業者
の立場から改善を要望しています。

一人親方労災（建設業）
◦建設業で働く個人事業主や法人役員の
ための労災保険です。いつでも加入で
きます。

専門家による無料個別相談会

アフラックの保険

◦税務相談
法人設立、相続や贈与、土地の譲渡な
ど税金に関わることに税理士が応じま
す。
◦法律相談
契約に関するトラブル、債権取立て、
遺言の作成方法、相続についてなど法
律に関わることに弁護士が応じます。
◦融資相談
運転資金など融資に関わることに日本
政策金融公庫融資担当者が応じます。
※4月より毎月1回予約制です。詳し
くは中面をご覧下さい。

◦がん保険・医療保険など充実のライン
ナップで家族の生活を守ります。割安
な団体保険料の適用がうけられます。
個人での加入の方も団体扱いに切り替
えができます。

融資制度の紹介
◦日本政策金融公庫や地
元の金融機関の、低金
利でお得な融資制度を
紹介いたします。

入会キャン
お得な
ペー
入会するなら

火災共済・自動車共済
◦安心でお得な火災共済。自動車共済は、
団体割引きにより20％掛金がお得。
さらに火災共済は無事故の場合に継続
すると余剰金の還元もあります。
青色旅行（国内）
◦地元出発でらくらく参加。毎回見どこ
ろ満載でたいへん好評です。参加され
た方は次回から「ご常連」
に。全行程添乗員、食事
付きで安心してご参加い
ただけます。

会員になるチャンスです。

3000円分

☎ 042-362-8466

ン

青色申告会は全国組織で会員の声を国政に届けるこ
とにより、青色申告特別控除の創設をはじめ、青色事
業専従者給与、共同経営者の小規模企業共済加入拡大
等、多くの運動成果を実現してきました。会員の声を
さらに大きなものにするため、今年も９～11月に会員
いまならもれなく
増強月間を実施します。会員の皆様にはぜひお知り合
いの方をご紹介下さいますようお願い致します。また
3000円の商品券プレゼント♪
青色申告の特典を知らずにいる白色申告者の方、新規
平成２７年９月～１１月末まで
開業を検討されている方はどうぞお気軽に青色申告会
進呈
●全国百貨店商品券
へお越しください。
入会随時受付中！
●入会金、無料！
※当会は平成22年に「公益社団法人」となり、会員
入会金 1,000円 年会費18,000円
公益社団法人武蔵府中青色申告会
の資格要件が拡大されました。青色申告者に限ら
※はじめて入会の方限定
府中市本町４－１５－２２
ず、会の目的にご賛同いただければ、どなたでも
（以前会員の方は対象になりません）
ご入会いただけます。
※入会用紙は、HPからも入手できます。

お得な今！！

青色申告会 が
アドバイス
いたします。

事業主と生計を一にする親族が事業に専従している場合、支払う給料が
全額必要経費になります（事前届出が必要）
。

パソコン会計

青色事業専従者給与

青色事業専従者給与

容

振 替 伝 票、 総 勘 定 元 帳 に 試 算 表、
損益計算書、貸借対照表…
めんどうな記帳や転記も会計ソフ
トを使え ばラクラク。青 色申 告会
がサポートいたします。

青色申告特別控除

最高65万円（または最高10万円）

内

①諸事情により出張指導会（調布・狛江会場）廃止
②すべての指導が完全予約制
（3月9日〜3月15日のみ当日来局順受付）
③申告期は決算指導のみ対応
（記帳指導・弥生会計入力指導は年内まで）

青色申告のあらまし

青色申告 の 3 大特典

更

税の啓蒙、地域貢献活動
◦小学生のための租税教室や、講師を招
いて行われる公開勉強会などを開催し
て税の啓蒙、地域貢献活動を行ってい
ます。

この機会にぜひ青色申告会に
ご入会ください
□
4 こんど開業するんだけど…
□
4 青色申告をするには？
□
4 記帳？決算？一体何をしたらいいの？
□
4 会計ソフトを覚えたい！
□
4 白色申告の記帳って？
□
4 消費税はどう変わるの？

CHECK!

青色申告会には
お悩みを解決する
具体策があります！

公益社団法人 武蔵府中青色申告会
〒183-0027 府中市本町4-15-22
T E L 042-362-8466
FAX 042-333-0687
UR L http://www.aokai.or.jp
Eメール info@aokai.or.jp

入って安心！ 労働保険・一人親方労災
労働保険 青色申告会では事業所の「労働保険」や建設業の方の「一人親方労災」
の取り扱いを行っております。

労働保険 = 労災保険 + 雇用保険
他人を雇ったら強制加入、未加入の方は今すぐご相談を！

労働者（パート・アルバイトを含む）を一人でも雇う事業主は、法律上必ず
加入しなければなりません。

〜 建設業の皆様へ 〜

一人親方労災

補償は、
■治療費全額 ■休業補償（4 日以上）
■他、障害・死亡補償など充実補償 国の保険だから安心
現場の労災は事業主や家族従業員には適用されません。

今すぐ労災保険に加入しましょう

青色申告会へ

お問い合わせ、ご加入は

青色申告会は暮らしと税を結ぶ信頼のパートナーです。会員：無料/一般：有料となります（40分）

☎042−362−8466

2

武蔵府中税務署から

確定申告

員
定

開催日

開催時間

【場所】武蔵府中青色申告会館
  府中市本町4-15-22
【講師】武蔵府中税務署 指導担当上席
【定員】①〜⑥ともに40名
【持ち物】筆記用具
【募集開始日】10月16日
（金）午前9時
【お申込み】

対象者

11月6日 ①09：30〜11：30 事業所得を有する方
（金） ②14：00〜16：00 不動産所得を有する方

記帳説明会 のお知らせ

個人で事業や不動産貸付等を行うすべての方は、平成26年１
月から記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
所得税の申告の必要のない方も記帳・帳簿の保存制度の対象と
なります。
税務署では、記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」
（無料）
を次の日程で開催します。

11月9日 ③09：30〜11：30 不動産所得を有する方
（月） ④14：00〜16：00 事業所得を有する方
11月10日 ⑤09：30〜11：30 事業所得を有する方
（火） ⑥14：00〜16：00 不動産所得を有する方
※①、④、⑤は同じ内容です。②、③、⑥は同じ内容です
※この説明会は、
（公社）武蔵府中青色申告会と共催で行っております。

（公社）
武蔵府中青色申告会
☎042−362−8608

公 益 社 団 法 人 武 蔵 府 中 青 色 申 告 会 の 公 開 勉 強 会

◆日時 10月29日
（木）
①午前9時30分〜11時30分
②午後２時〜４時（午前・午後ともに同じ内容です）
◆講師 立川税務署 特別記帳指導官
◆定員 ①・②とともに40名
◆持ち物 電卓・筆記用具
◆会場 （公社）武蔵府中青色申告会館
◆募集開始日 10月14日
（水）
午前９時

勉強会のお申込み

初歩からの

無料

今年一番話題の「マイナンバー」
届いてきた書類はどうすればよいの？
どんな手続が必要なの？
そんな疑問にお答えします！
必見の講座です

相続・贈与勉強会

いままで一部の人にしか関係なかった相続税ですが
改正により対象者が大きく拡大しました。
他人ごとではない相続税。今回はなじみの少ない相続
税の仕組みや計算方法を初歩からやさしく解説します。
また「知って得する節税」のポイントも解説します。

◆日時 11月20日
（金）
①午前9時30分〜11時30分
②午後2時〜４時（午前・午後ともに同じ内容です）
◆講師 東京税理士会武蔵府中支部
税理士 福永大治郎先生
◆定員 ①・②とともに40名
◆持ち物 電卓・筆記用具
◆会場 （公社）武蔵府中青色申告会館
◆募集開始日 11月５日
（木）
午前９時

はじめての方必見！

年末調整と確定申告のいろは

年末調整の方法と計算の仕方を丁寧にご説明します。
さらにはじめて確定申告する方に向けて「確定申告の手
続き」について、具体例を一緒に作りながらゆっくり丁
寧に案内いたします。

◆日時 12月3日
（木）
①午前9時30分〜11時30分
②午後２時〜４時（午前・午後ともに同じ内容です）
◆講師 （公社）武蔵府中青色申告会
事務局長 髙橋敏三
◆定員 ①・②とともに40名
◆持ち物 電卓・筆記用具
◆会場 （公社）武蔵府中青色申告会館
◆募集開始日 11月10日
（火）
午前9時

（公社）
武蔵府中青色申告会 TEL042-362-8608

（公社）武蔵府中青色申告会

やよい会計をご利用の方はご確認ください
11月4日
（水）
〜12月25日
（金）

夏休み親子租税学習ツアー
7月22日（水）
、
毎年恒例の「夏休み親子租税学習ツアー」を実施いたしました。
このツアーは、租税教育推進事業の一環として地域の小学生を対象にしたも
ので、本年で8回目の開催です。
保護者・児童合わせて計78名の参加がありました。
当日は東京上野税務署にあるタックススペースにて「租税教室」やパソコン
を利用した「街づくりゲーム」
、
「税金クイズ」など通じ、税金について楽しみ
ながら学習しました。
また、科学技術館や宇宙ミュージアムTeNQの見学も行い、参加した皆さん
の夏休みの楽しい思い出になったと思います。
参加した保護者からは「子供にも分かり易く税金について教えて頂き、世の
中の仕組みについて関心を持つ良い機会となりました」などの感想をいただき、
このツアーの目的である、親子で税金に対する理解や関心を深める機会になっ
たと思います。

土屋由羽

東京学芸大学附属小金井小学校 六年

今回私は初めて親子租税学習ツアー

に行きました。

税は何のためにあるのか、税にお金

をかけたくないと私はずっと思ってい

ました。しかし、税というのは私たち

の生活、健康を支えているのです。私

はこの事を聞いて消費税八パーセント

にあげるという事になっ得し、良い事

を私たち人間はしているんだという事

が分かりました。しかし、八パーセン

トにし喜ばない人もいます。これから

も私たちの生活を支えてほしいという

気持ちの反面に税にお金をかけすぎた

くはないという気持ちがあるのはきっ

一人一人が何のために税があるの

と当たり前なのかもしれません。

か、なぜ税にお金をかけなければいけ

ないのかを理解しこの世の中で生きて

今回のツアーで一つ世の中の事を知

いく事が大切だと思いました。

り成長できたんではないかと思いま

す。本当にありがとうございました。

３

マイナンバー勉強会

無料

無料
当会では、皆様の利便性を図り、待ち時間を短縮するため、確定申告期（１月 日〜 月 日）は、
「予約制による指導」 とな

４

今話題の

31

不要
予約

やよい会計年末指導
強化キャンペーンを実施します

やよいの入力指導は年内までとなります。
確定申告期は入力指導ができませんので、強化キャンペーン
期間に必ず入力したデータをご持参ください。

青色申告会 会員特典のご案内
青色申告会では、会員の皆さまに各種サービスを行っております。

会員証提示により下記特典をうけることが出来ます！
施設名
w
近畿日本
Ne
ツーリスト
（株）
（株）日本旅行
東京ドームホテル
東天紅
目黒雅叙園

青色申告会 第3回「小学生の税の書道展」
府中市・調布市の小学生のみなさん（4年生〜6年生）
たくさんのご応募ありがとうございました。

青色申告会では書道を通じて税を学び、
税金の大切さを知ってもらうことを目的に
税務署・都税事務所・府中市・調布市など
の後援を受け、
「小学生の税の書道展」を開
催します。秋には入賞作品の展示と表彰式
がおこなわれます。
応募は夏休み前に各小学校でお配りした台
紙に作品を貼って9月1日
（火）
に学校へ提出し
ていただきました。
《課題》
「青色申告」
「自動車税」
「市民税」
「消
費税」
「納税」
「税金」の中からひとつ
を選んで応募をしていただきました。
皆様のお越しをお待ちしております。

【府中市】会場 府中グリーンプラザ
展 示 会…12月12日
（土）
〜13日
（日）
表 彰 式…12月13日
（日）
【調布市】会場
表彰式 調布市教育会館3階研修室
展示会 調布市文化会館たづくり10階学習室
展 示 会…11月14日
（土）
〜15日
（日）
表 彰 式…11月15日
（日）
入
賞 特
 別賞
（会長賞・税務署長賞・都税事
務所長賞・市長賞・教育長賞）
金賞・
銀賞・銅賞・佳作・努力賞
課
題 （4年生〜6年生共通の課題です。

）

皆さま有効にご活用ください !!
特
典

申込・問合せ

海外・国内企画商品 3％割引

03−6891−9301

海外・国内企画商品 7％割引
宿泊料30％割引
飲食料10％割引（首都圏11店舗）
飲食料10％割引・婚礼5％割引

03−5369−3960
03−5805−2222
03−3828−5111
03−3491−4111

（首都圏4施設）

日光江戸村

法人会員制ホテル
ラフォーレ倶楽部

当間高原リゾート
ホテルベルナティオ
ホリプロ舞台
優待販売

！
参加賞
全員に
応募者

今が入力の
ラスト
チャンス！

会員証提示にて団体割引料金適用 0288−77−1777
03−6409−2800
会員価格にてご利用可能です。 会員名：東京青色申告会連合会共済会

会員No.20344（法人パスワード：20344cc）

会員価格にてご利用可能です。 042−362−8466
青色申告会までご連絡ください。
15％〜20％割引

演目はHPで確認ください
（http://www.horipro.co.jp/usr/ticket/kouen.cgi）

03−3490−4949

オペレータへ『青色申告会ID:aoiro』
とお伝えください。

☆上記特典を受けるためには会員証の提示が必要となります。
申込・問合せの際には会員証を忘れずにお願いします。
公益社団法人

武蔵府中青色申告会

電話042−362−8466

『一人でも雇ったら、入ろう‼

労働保険』

事業主の皆さん
“11月は
「労働保険適用促進強化期間」
です”

従業員を１人でも雇用している事業主は、労働保険（労災・雇用）の加入が
義務付けられています。
従業員が安心して働けるように、労働保険の加入手続きがお済みでない事業
主のみなさん、今すぐ加入の手続きをされますようお願いします。

ハローワーク府中・雇用保険適用課…………………
八王子労働基準監督署・労災課………………………
立川労働基準監督署・労災課…………………………
三鷹労働基準監督署・労災課…………………………

☎042-336-8617
☎042-642-5296
☎042-523-4474
☎0422-48-1161

労働保険の加入は青色申告会へ

事務局からお願い：会費は銀行口座引落しによる納入をお願いしています。手続きがお済みでない方はお早めにご連絡下さい。
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10月〜12月の個別記帳指導会のお知らせ

会員限定‼ 土曜の予約制個別記帳指導会のお知らせ

〜隔月の第2土曜日は予約制にて指導を行います〜

会員の皆様より希望の多かった土曜の記帳指導等の業務を行います。
平日の記帳指導会をご利用になれない方は、是非ご利用ください。
開催日

12月12日（土）
内

※完全予約制となります。
希望される方は、
お電話にてお申し込みください。

税理士による

税務の相談会
10月23日
（金）

無料相談会

☎042
（362）
8608

要予約

弁護士による

公庫担当による

法律の相談会
開催日

11月27日
（金）
時 間

融資の相談会

〜

書留郵便で受け取ろう

個人番号カードを
申請しよう

平成28年1月

〜

マイナンバー利用開始

個人番号カードを
受け取ろう

◦マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の番号で市区町村から「通知カード」が住民票の住所
に送られてきます。
◦平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が始まります。
◦マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、大切にしてください。

行政手続が、早く、簡単かつ正確に行えるようになります。
◦社会保険の手続や源泉徴収票などにマイナンバーを記載し、行政手続で利用することで、確認作
業の無駄が削減され、また添付書類の省略による簡素化が図られます。
◦正確な情報に基づく確認により、給付金等の不正受給を防止できるなど、公平・公正な社会を実
現します。
【税務関係書類への番号記載時期】
○申告書などを提出する方は、これらの書類に個人番号などを記載することが求められます。
①所得税：平成28年1月1日の属する年以降の申告書から
②法定調書：平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
③申請書・届出書：平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から

事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
◦事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提
出を受け、書類などに記載します。
◦個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、
またその管理に当たっては、安全管理が義務付けられます。
【事業者が注意すべきポイント】
①取得 マイナンバーの取得は、法令で定められた場合だけです。マイナンバーの取得する際は、なりすまし等を防止す
るため、厳格な本人確認を行う必要があります。
②利用・提供 事業者は、社会保障・税に関する手続書類に従業員等のマイナンバーなどを記載します。利用目的以外の
利用・提供はできません。
③保管・廃棄 必要がある場合だけ保管が可能です。必要がなくなったら、廃棄が必要です。
④安全管理措置 マイナンバーを漏らしたり、失くしたりしないように細心の注意が必要です。担当者を明確にして、担
当者以外がマイナンバーを取り扱うことがないようにします。

もっと詳しく知りたい方は

マイナンバー

マイナンバー

で検索。または0570−20−0178へお問い合わせください。
（受付時間）土・日・祝日、年末年始を除く午前9時30分〜午後5時30分

◆マイナンバー
（社会保障・税番号）
制度のコールセンター
【開 設 日】 10月１日㈬
【電話番号】 日本語窓口:0570–20–0178〈全国共通ナビダイヤル〉
外国語窓口:0570–20–0291〈全国共通ナビダイヤル〉
※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で対応
【対応時間】 平日９時30分〜17時30分
（土日祝日・年末年始を除く）

詳しくは内閣官房ホームページをご覧ください。
都税について
のお知らせ

内容
税金に関する
なんでも相談です。

内容
法律に関する
なんでも相談です。

内容
事業資金等の融資相談です。過去２年分の
確定申告書・決算書をご持参ください。

相談員
東京税理士会武蔵府中支部

相談員
調布くすのき法律事務所
狩集英昭氏（当会会員）

相談員
日本政策金融公庫

※新規開業の方は必要ありません。

担当職員

各相談は予約制による40分の相談となります。まずはお電話ください。
会場

平成27年10月〜

12月25日（金）

10時〜16時

派遣税理士

平成27年10月から、マイナンバーを一人ひとりにお届けします。

マイナンバーに関するホームページやコールセンターがあります。

容

場所：武蔵府中青色申告会館（所在地：府中市本町4-15-22）
時間：下記の①〜⑦で都合の良い時間帯にご予約ください。 指導時間：原則40分です。
① 9：00〜 ②10：00〜 ③11：00〜 ④13：00〜 ⑤14：00〜 ⑥15：00〜 ⑦16：00〜
※土曜日の指導は、ご予約の方以外はご利用になれませんのでご注意ください。

青色申告会

〈3〉

武蔵府中青色申告会館２階「会議室」

☎042–362–8608 〒183–0027 府中市本町4–15–22

今後の行事予定
▪10月─ ───────────────────────────────────
14：30〜 創立50周年記念式典
07日
（水）
（府中の森芸術劇場）
10日
（土）
（青色会館）
		
予約制個別指導
10日〜12日
（土〜祝）
調布市商工まつり
		
府中支部書道展選考委員会
（水）
14日
19日
（月）
（青色会館）
10：30〜 会長会計会議
（群馬）
21日
（水）
		
会員レクリエーション
		
何でも相談会
23日
（金）
（青色会館）
		
会員リクリエーション
26日
（月）
（群馬）
28〜29日
（水〜木）
（広島）
青年部合宿研修旅行
9：30〜
マイナンバー勉強会
29日
（木）
（青色会館）
▪11月─ ───────────────────────────────────
05日
（木）
（青色会館）
10：00〜 女性部定例役員会
14：00〜 女性部小物作り教室
05日
（木）
18：00〜 府中支部役員会議
11日
（水）
（青色会館）
12日
（木）
		
納税表彰式
（土〜日）
（調布たづくり・教育会館）
調布支部書道展
14〜15日
		
狛江市民まつり
15日
（日）
（狛江第一小）
18日
（水）
（府中第二小）
15：00〜 経済ゲーム
20日
（金）
（青色会館）
9：30〜
相続・贈与勉強会
10：30〜 会長会計会議
25日
（水）
（青色会館）
18：00〜 正副会長会議
25日
（水）
27日
（金）
（青色会館）
		
何でも相談会
▪12月─ ───────────────────────────────────
		
役員合同研修会
02日
（水）
（大國魂神社）
03日
（木）
（青色会館）
9：30〜
年末調整と確定申告のいろは
18：00〜 組織委員会
07日
（月）
（マロウドイン東京）
18：00〜 府中支部年末報告会
09日
（水）
（マロウドイン東京）
12日
（土）
（青色会館）
		
予約制個別指導
12日〜13日
（土〜日）
（府中グリーンプラザ）
府中支部書道展
18：00〜 事業委員会
16日
（水）
（ホテルコンチネンタル）
16日
（水）
（ホテルコンチネンタル）
18：00〜 指導委員会
22日
（火）
（青色会館）
10：30〜 会長会計会議
		
何でも相談会
25日
（金）
（青色会館）

11月は個人事業税第２期分の納期です

11月は個人事業税第2期分の納期です。個人事業税は、都内に事務所や事業所を
設けて、法令で定められた事業を行っている個人の方に対してかかる税金です。都
税事務所からお送りする納税通知書により、11月30日
（月）までにお近くの金融機
関・郵便局または都税事務所・都税支所・支庁の窓口等でお納めください。

◆納期限 11月30日（月）
◆ご利用になれる納付方法
①金融機関※1・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口
②口座振替※2
③コンビニエンスストア※3

＜利用可能なコンビニエンスストア＞
くらしハウス ココストア コミュニティ・ストア サークルK サンクス スリーエイト スリーエフ
生活彩家 セブン-イレブン デイリーヤマザキ ニューヤマザキデイリーストア ファミリーマート
ポプラ ミニストップ ヤマザキスペシャルパートナーシップ ヤマザキデイリーストアー ローソ
ン MMK設置店（コンビニ以外の店舗を含む。ただし、無人端末及び金融機関内端末は除く。
）

④金融機関※1・郵便局の （ペイジー）対応のATM、インターネットバンキング、モ
バイルバンキング※4
⑤パソコンや携帯電話・スマートフォンからのクレジットカード納付

平成27年度より、クレジットカードでも納付ができるようになりました。
パソコンや携帯電話等から都税クレジットカードお支払サイト（https://zei.tokyo）へアクセスし、お
手続きください。
ご注意
・税額に応じた決済手数料がかかります。 ・都税事務所や金融機関等の窓口では利用できません。
・支払手続完了後の取消はできません。 ・税額100万円未満の納付書に限り納付できます。
・口座振替をご利用中の方は、クレジットカードでの納付はできません。
その他、都税クレジットカードお支払サイトの注意事項をご確認の上、ご利用ください。
※1 一部、都税の取扱いをしていない 金融機関があります。
※2 申込方法等の詳細は、
主税局徴収部納税推進課口座振替係（03−3963−2177）へお問い合わせください。
※3 納付書１枚あたりの合計金額が 30万円までのものが納付できます。
（ペイジーマーク）の入っている都税の納付書に限ります。
※4 ○
	 ○領収証書は発行されません（領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストア
でご納付ください。
）
。
	 ○新規にインターネットバンキングやモバイルバンキングをご利用する方は、事前に金融機関へのお申
込みが必要です。
	 ○システムの保守点検作業時には、一時的にご利用できない場合があります。

【お問い合わせ先】
●課税について 立川都税事務所 個人事業税係 ☎042（523）3173
●納税について 立川都税事務所 徴収管理係 ☎042（523）3181

事務局からのお願い 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必ず事務局までご連絡下さい。

会員
限定

ります
（３月９日〜 日のみ当日来局順受付）
。年内に記帳確認を必ず受けてご予約下さい。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

業務時間 午前10時〜午後4時
※各施設の開館時間より早くお越しいただいても入館できません。
※各会場とも車でのご来場はご遠慮ください。
※各会場とも混雑の状況により受付時間を早めに終了させていただく場合もございます。
青色申告会からのお知らせ！
❖各会場とも駐車場が手狭なため、車でのご来場はご遠慮ください。
❖各会場とも午前10時〜午後4時（12時〜1時 昼休み）です。受付は午後3時30分頃
までにお願いします。
青色会館（事務局）では平日いつでもお気軽に。
❖上記の日程の他、事務局では、随時記帳指導等をいたしますので、ご利用ください。
❖事務局業務時間 午前9時〜午後5時（12時〜1時 昼休み）
土曜、日曜、祭日休業（下記予約制指導日を除く）
❖事務局の受付は、午後4時30分までです。混雑の状況により受付を早めに終了する
場合もございますのでご了承ください。
青色申告会会員カード提示のご協力のお願い！
◎当会及び指導会場にお越しの際は、会員証をご持参ください。ご協力をお願いします。

マイナンバー制度について

予約制指導のお知らせ！

月 日
会
場
10月15日
（木） 狛江市商工会館「会議室」
10月16日
（金） 調布市文化会館たづくり6階「602会議室」
10月22日
（木） 調布市文化会館たづくり3階「301／302会議室」
10月27日
（火） 狛江市商工会館「会議室」
11月11日
（水） 狛江市商工会館「会議室」
11月13日
（金） 調布市文化会館たづくり11階「1102学習室」
11月17日
（火） JAマインズ 神代支店経済センター倉庫2階「会議室」
11月19日
（木） 狛江市商工会館「会議室」
11月26日
（木） 調布市文化会館たづくり10階「1002学習室」
12月 8日
（火） 狛江市商工会館「会議室」
12月11日
（金） 調布市文化会館たづくり11階「1102学習室」
12月17日
（木） 調布市文化会館たづくり3階「303／304会議室」
12月18日
（金） 狛江市商工会館「会議室」
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4
Sanpomichi

府中・調布・狛江

武蔵府中熊野神社古墳

あおいろ散歩路
ちょっと気になる話題や気になる小径
Vol.17 JR 南武線 西府駅周辺
熊野神社古墳

駅前の再開発も楽しみな JR 西府駅

国内最大・最古の上円下方墳
国史跡 武蔵府中熊野神社古墳

発掘した後、埋め戻しをしてきれいに石
を葺きで保存された古墳

だそうです。
資料館では当時の様子がうかがい知る
ことができます。 横穴式石室は、保存
のため埋め戻しをして内部の公開はし
ていませんが、復元した原寸の横穴に
入り体験ができます。出土された遺物は
「七曜文」が刻まれた刀の一部やガラ
ス玉、遺体を収めた棺の飾り金具なども
出土しています。被葬者は不明ですが、
武蔵国府設置直前に大きな力を持って
いた人物の墓だったのでは！と考えられて
います。飛鳥時代のロマンを感じます。

甲州街道
を東 に 進む
と二 又 の 分
岐「本宿町」
は調 布は国
領から始まる旧甲州街道の終点、旧
家がたち並ぶ旧甲州街道を東へ進む
と緑の多い街道沿いには古くからの
農家さんがあちこちにあります。
道路沿いには、直売所も多く季節の
野菜と果物を販売しております。イ
チオシの梨は、幸水、豊水、稲城、
新高と種類も豊富。 土壌と水の良さ
で、とても甘くてみずみずしい味となっ
ています。各販売店では地方発送も
可能だそうです。１１月頃からは冬野
菜や柿なども販売します。これまた市
場には出ない美味しい珍しいとれたて
野菜が並びます。
美味しい府中の特産を
見つけに直売所
めぐりも楽しめ
ますね。

徒歩 約７分

本宿町
西府駅入口

至 立川

徒歩 約20分

西

リンドバーグカフェ
西府駅北口にある
リンドバーグカフェ。チャールズリ
ンドバーグから名付けたこのお店、飛行機が
大好きなオーナーご夫婦は飛行機乗り ! なんと
店内に小さな飛行場があります！天井も高く
ゆったりしたステキな空間、アメリカンタイ
プの美味しいお食事と自家製スイーツを是非。
ランチは 11:00~14:00 人気はハンバーガー。
こだわりのコーヒーは一杯ずつドリップして
います。営業時間 11:00~21:00 (L.O 20:30)
府中市本宿町 1-46-8 1F ☎︎ 042-366-8186
←店内にディスプレイさ
れている飛行場
↓エントランスに
かわいい飛行機

大好評♪

1

に参加します

12

調布市商工まつり
狛江市民まつり

10

地域で実施されるイ
ベ ン ト に 参 加 し、 税 金
クイズや 億円の重さ
体験等で租税教育の推
のＰＲを
進 及 び e-tax
行 っ て い ま す。 是 非 お
立ち寄りください。

月 〜 日

10

◉調布市商工まつり

月 日

15

←復元した横穴へ
ヘルメットをかぶ
り GO! 中はひんや
り涼しいです。

編集後記

今 年 の 夏 は、 我 が 国 が
百四十年前に気象観測を始
めて以来、連日 度を突破
する猛暑となりました。
私が次男の事業に携わ
り、四年目になります。二
年前に他界した主人も、埼
玉県在住の長男も勤め人で
したので税金に関しては会
社任せで、何の知識もござ
いませんでした。
そこで、青色申告会で指導
を受け、「節税につながる。
」
という教えで頑張って複式
簿記を覚えました。お陰様
で、今は確定申告も不安無
く終えることができ、とて
も感謝しています。これか
らも一人でも多くの方が青
色申告会に入会されること
を願っております。
マイナンバー制度が順次
開始されますが、私自身ま
だ十分に理解をしていませ
んので、これからの課題だ
と思っております。

女性部 樋口三枝
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府

リンドバーグカフェ
至 川崎

11
↑資料館では古墳
に関する資料展示
により詳しく説明
されています。

新鮮果物
と野菜の
直売所

本宿交番前

◉狛江市民まつり

平成 21 年 3 月開業の JR 南武線・
西府駅は整備され開発が期待されるき
れいな駅。 府中市になる前にこの辺り
を西府村とよんでいたことで駅名がつき
ました。北口を甲州街道へ進み武蔵府
中熊野神社古墳へ向かいます。 飛鳥
時代（約１３５０年前）に築造されたこ
の古墳は
上 円 下
方墳の中
では国内
で最も大
国史跡武蔵府中熊野神社古墳展示館
きくそして
開館時間：午前 9 時～午後 5 時
休館日：月曜日（祝日・振替休日に
当たる場合は直後の平日）年末年始 古いもの

熊野神社

旧甲州街道の終点、本宿町

「い
き

Aoiro

おおむね 55 歳から
ーク府中」 人材確保はお任せください！
ワ
き
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

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

