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八木　正宣

思春期真っただ中の長女と接点は肩たた
きと耳かき。肩たたきといっても僕がする
方で、娘がされる方だ。
「とうさん、お肩をたたきましょう♪」の時代
は終わりを告げた。子どもの社会もストレ
スがあって肩がこり、親が子どもの肩たた
きをする時代だ。綿棒をクルクル回す耳か
きの技発動中に爆睡する娘を見て、やっ
たった！と満足する自分がいる。

年始早々、目覚まし時計が壊れました。最
初にネット通販で買い替えたところ、不良
品。返品後、別のネット通販では注文でき
たのに結局在庫無しで購入できず。次に
実店舗で購入した物もアラームが鳴らな
い不良品。『３度目の正直』ならず、『２度あ
ることは３度ある』で、不便な毎日を過ごし
ていました。４度目の購入でやっとちゃん
とした時計に出会えました。快適に起きれ
るようになってホッとしています。

自宅マンションのリフォームをすることに
なり、この機会に大量のゴミを処分しまし
た。日々、処分していかないといけないな
と実感しつつ、子供の作品などを捨てる時
のさみしさ・・・。
基本捨てられないタイプだなと改めて思
いました。（今回結構捨てましたが）
とりあえず、物を買うときには一つ捨てな
いと！

最近、イラストのお問い合わせをよくお伺
いします。
←このイラストはアプリなどではなく、写
真をいただいて、一人一人手作業で時間
をかけてイラストを作成しています。
「似ているね」と言われると、とても嬉しい
ですが、写真によって印象が変わる人もい
らっしゃるのでなかなか奥が深いです。
一人3000円で承っておりますので、名刺
などにいかがでしょうか？

子供のおむつ処理に困っていたのです
が、最近良い物を見つけました。その名
も、おむつが臭わない袋。
全然匂いが漏れずにビックリ。医療向け
の袋を応用したものだそうです。
大きいサイズもあり猫のトイレ処理にも
使っています。やっと長年の悩みが解消で
きました。

10年ぶりにテレビを買い替えました。
今までのテレビは、端に黒い線が入って
いて、真ん中にもうっすら黄色い線が出て
いたので、そろそろ買い替えよう・・・と思
いながら、数カ月過ごしていました。
ですが、消費税の増税もあるし、と思い直
し、ついに購入。新しいテレビは美しいだ
けでなく、機能も進化していて感動しまし
た。さて、私は進化できてるかなぁ・・・？

家族でスキーに行ってきました。ここ数年
で子供たちはぐんと上達して、コブでもアイ
スバーンでもスイスイ。
私はついていくのがやっとでした。
今回は、長野オリンピックで使われたコー
スをみんなで滑ることもでき、よい思い出
になりました。

今年も節分に豆まきをしました。
我が家の決まりは、一人一粒ずつ投げる
こと。投げたら必ず即回収！
もし見失ったら、豆まきを中断して見つか
るまで探します。
よく煎られた豆はすぐに割れてしまうの
で、力加減も重要です。
もはや豆まきではなくなっている気はしま
すが、散らかることで私が鬼になるよりは
いいかなと思っています。

長男のお食い初めを行いました。お膳は
私が使ったものと同じものを使用し、部屋
は今風に飾り付けして行いました。
まだ本人は何をしているか分からないと
思いますが、大きくなった時に動画等で見
てくれたらと、写真、動画を沢山残しまし
た。クラウドの用量がすぐに一杯になって
しまうため、何かしらの対策の必要性を感
じています。

プラスチック製の洗濯物干しが壊れまし
た。外で使うものなので直射日光による経
年劣化は仕方ないとはいえ、こちらとして
は落としたわけでも壊したわけでもない
のに買い直さなくてはならず、毎回不本意
です。
悔しいので今回はステンレス製に切り替
えました。夫は「ステンレスも劣化するぞ」
と不満そうでしたが、プラスチックよりはま
し。長持ちするといいなあ。
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確定申告の受付開始しています
平成30（2018）年分の所得税・住民税の確定申
告の受付期間は、3月15日までです。所得税を現
金で納付する場合は同日が期限となるため、納
付手続きを忘れないようにしましょう。
ただし、振替納付の場合の振替日は4月22日で
す。こちらは、引き落とし口座の残高を確認して
おきましょう。また、個人事業者の消費税の確定
申告は4月1日までです。消費税を現金で納付す
る場合は4月1日が期限ですが、振替納付の場
合の振替日は4月24日です。

Information -お知らせ-
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マイクロソフトによるサポートの終了
安定性や完成度が高く、一時期は会社や
個人のパソコンのほとんどで利用され、
Windows8 がリリースされても、その地位は
揺るがないほどであった Windows7 です
が、ついにマイクロソフトによるサポートが
終了します。
現在のシェアは、Windows10 が約 60％、
Windows7 が約 30％で、まだまだ現役で活
用されています。サポート終了まで残り 1 年
をきっていますので、まだ Windows7 を利
用している企業は、ぜひ変更を検討しましょ
う。
サポートが終了すると困ること
マイクロソフトのサポートが終了すると、
Windows7 にセキュリティの問題が発見さ
れても、修正プログラムを提供してもらえなく
なります。セキュリティの問題がある状態で
放置すれば、悪意を持った攻撃者がその問
題点を突き、パスワードやクレジットカード
情報などののぞき見だけでなく、パソコンに
攻撃用のウィルスを仕込まれ、間接的に犯
罪に巻き込まれる可能性もあります。
また、マイクロソフ

ト製ではないソフト
ウェアも、Windows7
への対応を終了する

ため利用できなくなり、業務に支障が出るで
しょう。
Windows10 への切替
業務での利用であれば、Windows7 から

の切替候補は一択で、Windows10 です。ま
た、パソコンの買い替えがもっともスムーズ
です。

Windows10 へ 無 償
アップグレードする方法
もまだ残っているようで
すが、Windows10 で
は、パソコン自体に高

い性能が求められるため、安定した状態で
利用するためには、買い替えをお勧めしま
す。
Windows10 は、毎年春と秋に大型のアッ

プデートが行われていますので、これによ
り、高いセキュリティが保たれ、安定性と高速
な動きが維持されます。また、ほとんどのソフ
トウェアは Windows10 に対応しています。
Windows7 パソコンを業務で使っているな
ら、必ず対応が必要になります。
マイクロソフトでは Windows7 利用者向
けに末尾のページを公開し、Windows10 へ
の移行を呼びかけています。Windows7 を
ご利用の企業は、こちらの情報も確認いた
だくとよいでしょう。

サポートが2020年1月に終了
マイクロソフトによるWindows7 のサポートが、2020 年 1月14日に終了します。
Windows7を利用している企業では、今年中に対応が必要になります。

奈良から世界へ
走り出す一歩が未来につながる

奈良で陸上競技選手を育成。NARA-X始動 !!
奈良から世界へ
１年後の夏に東京オリンピックを控え、全国
的にスポーツへの機運が高まっています。
その中でも、毎週のように各地で「市民マ

ラソン大会」が開催され、日本は空前のマラ
ソンブームのさなかにあるといわれます。
奈良県でも、毎年１２月に「奈良マラソン」

が開催され多くの人が参加し、マラソンをは
じめ陸上競技は身近な存在となっています。
ですが、現在は奈良県内において陸上競
技の有力な実業団チームがなく、たとえ学
生の時に素晴らしい成績を残したとしても、
社会人となった時に競技スポーツを続けら
れる環境が整っているとは言いにくい状況
です。
継続するには奈良を出て他府県のチーム

に参加するか、個人で続けるしかありませ
ん。その状況に危機感を抱いている奈良県
内の陸上関係者により地域密着型アスリー
トチーム「NARA-Xアスリーツ」が立ち上げ
られました。
スポンサー募集！
NARA-X アスリーツでは現在、世界を目
指す将来有望なアスリートを支援していた
だけるスポンサーを募集しています。
ここから始まるサポートが、奈良から陸上
競技のオリンピック選手を送り出す一歩と
なり、その一歩が未来へとつながります。

NARA-Xアスリーツ
https://nara-x.com

まだ使っ
てる？ Windows7

（出典：MyKomon）



taxtopicstaxtopics
ふるさと納税は見直しへ

早めの着手が求められる
同一労働同一賃金への対応

過度な返礼品の自治体への寄附は対象外に！

働き方改革関連法は2019年4月より、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取
得義務化といった労働時間規制が先行して施行されますが、その後、大企業は
2020年4月から、中小企業は2021年4月から施行される同一労働同一賃金への対
応も重要となります。その同一労働同一賃金の内容についてみていきましょう。

昨年閣議決定された「平成 31 年度税制
改正の大綱」では、指定を受けた自治体以
外への寄附は、ふるさと納税制度の対象外
となる見直しが盛り込まれています。この指
定を受けるには一定の基準を満たす必要が
あり、特に返戻品を送付する自治体は、

の要件が求められることとなります。

ふるさと納税制度と
　　　　　　利用の推移
ふるさと納税は、自分の育った地域や応
援したい地域に税制を通じて貢献すること
により、地方と都市との税収格差を解消しよ
うと平成 20 年度に導入された寄附金制度
です。自治体への寄附金のうち、2,000 円を
超える金額のうち一定額まで、所得税や住
民税から控除を受けることができます。
これまで自治体がふるさと納税として受け
入れた額と件数をまとめたものが右のグラ

フです。ここでは、東日本大震災に係る義援
金等は除かれていますので、ご注意くださ
い。

過熱する返礼品競争
平成 27 年度から受入額と受入件数が大
幅に増えています。これは、自治体が返礼品
の充実に力を入れ始めたことが大きな要因
です。
また、返戻品の選択を目的としたふるさと
納税専用サイトの充実や決済方法の整備な
ど、利用しやすい環境が整えられたのも一
因と考えられています。これに報道や確定申
告が不要となる税制面での後押し等も手伝
い、認知や定着が図られ、年々増加していま
す。
特に返戻品の充実は過熱の一途をたど

り、いつしかふるさと納税は本来の趣旨を離
れ、返礼品や返戻割合で選ばれる傾向とな
りました。こうした歪んだ状況を是正するた
め、総務省は何度も「返礼割合は 3割以下
」、「返礼品は地場産品」とするよう通知を出
しましたが、次ページのとおり、平成 30 年
12 月 27 日公表の総務省による調査結果で
は、52 団体が実質返礼割合が 3割を超え、
100 団体が地場産品以外の返礼品送付を
行っています。

ふるさと納税の適正化
改正後は指定の他、指定の取り消しもで

きるため、自治体は指定を受けた後も、一定
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（出典：MyKomon）

の基準を遵守し続ける必要があります。特に
上記の自治体が指定を受けるには、冒頭の
要件を満たすための見直しが求められま
す。返戻品や返戻割合がどう変化するのか、
ご注目ください。
なお、この取扱いは、平成 31 年 6月1日
以後に支出された寄附金から適用される予
定です。

ふるさと納税制度のイメージ

自己負担額
2,000円

総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の概要」より作成

ふるさと
納税

（寄付金）

控除額

所得税から
の控除

住民税から
の控除

① 返礼割合は 3割以下
② 返礼品は地場産品

388.5

1,652.9

2,844.1

3,653.2

191.3

726.0

1,271.1
1,730.2

0

1,000

2,000

3,000
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0
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26年度 27年度 28年度 29年度

ふるさと納税の受入額及び受入件数（全国計）
ふるさと納税受入額（億円）
ふるさと納税受入件数（万件）（万件） （億円）

総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果（平成29年実績）」より

同一労働同一賃金の背景
これまでは、正社員が事業の中心となる
業務を担当し、一時的な繁忙時の対応や補
助的な業務をパートタイマー等の非正規社
員が行うといった役割分担により、日本の
雇用制度は成り立っていました。一方で、優
秀な非正規社員が業務の幅を広げ、正社員
の職務の一部を担うようになり、人件費が
相対的に低いまま非正規社員に業務を任
せる企業が増加したことにより、正社員と非
正規社員の賃金を始めとする待遇の差が
生まれてきました。
そこで、同一企業内における正社員と非
正規社員との間の不合理な待遇の差をなく
し、どのような雇用形態を選択しても待遇に
納得して働き続けられるようにし、多様で柔
軟な働き方を選択できるようにすることを目

的に、働き方改革関連法で同一労働同一賃
金が規定されました。

同一労働同一賃金への
　　　　　　　取組手順
正社員や非正規社員の職務内容等は、
企業ごとに定められており、その待遇の差も
様々です。そのため、同一労働同一賃金へ
向けた対応は企業ごとに異なります。まずは
自社の状況を分析することから、始めてい
きましょう。
以前から示されていた「同一労働同一賃
金ガイドライン（案）」が、厚生労働省で審議
を経て、2018 年 12月 28日に「同一労働同
一賃金ガイドライン」として公開されました。
自社を分析し、取組が必要と判断したとき
は、このガイドラインに従って企業ごとに対
応を進めていく必要があります。



七転び

　八お
記

丸暗記の必然性
税理士試験は、簿記論以外は計算問題と理
論問題が半々で出題される。合格率は上位
約 12％の競争試験。
通常 120 分では解答できないほどの分
量や難解な問題が出題される。解答する筆
記具もボールペンなので、いったん書き始め
たら訂正することは難しい。
そうなると、理論問題は、より速く、正しく
答えるためには解答を丸暗記して臨むとい
う結論に行きついてしまう。
受験学校の理論問題の暗記用のテキスト

では、財務諸表論と相続税法で約40問ずつ、
消費税法で 30 問、法人税法で 80 問あり、1
問につき２ページ分の量がある。
受験学校の理論問題対策
最初は、これだけの量の文章を丸暗記す

るなんて、気が遠くなるような話だと思った。
しかし、受験学校の良いところは、学習の
ペースをコントロールしてくれることだ。4ヶ
月前から答案練習が始まるが、当初は 5 問
の範囲から2題、次に10 題のうち２題、20
題のうち２題、30 題のうち1題というように、
本試験に向けて出題される範囲が少しずつ
増えていく。
受験生はその出題範囲の解答条文を必
死で丸暗記する。そして、その模試が終わる
とすぐに忘れてしまう。けれど、継続反復して

取り組むことによって、丸暗記している問題
の数を少しずつ増やしていくのだ。
丸暗記の効果
僕は、理論問題の利点に気が付いた。
計算問題はミスがあると点数は取れない

し、解答に要した時間も無駄になる。他方、理
論問題は、覚えていたら確実に点数が取れ
るのでロスがない。
ただ、そういった効果にも関わらず、理論
問題をすべて暗記して臨む受験生は少ない
のが現状だ。
試験直前になると、受験学校では出題予
想を行い、長年出題されてなかったり、話題
性のある問題は『A』、重要性の低い問題は
『C』といった具合にランク付けをする。多く
の受験生は、重要ランクの問題から順に覚え
ていく。
すべて覚える覚悟で
受験学校の予想やランク付けは確実なも

のではない。そういう時に限って、本試験で
はCランクの問題が出たりするものだ。
僕は人生をかけて、仕事を辞めてまで試
験に臨んでいるので、選択の余地はない。確
率や予想をあてにせず、全部覚えるのみだ。
理屈で覚え、語呂で覚え、文章にカギカッ

コやマーカー、コメントを書き込んで、視覚的
に覚えていく。
試験直前になると、全ての問題を完全に
暗記し、その状態を維持しようと努力した。
ベッドに横になって、暗記した文章を口に
出してみて暗記出来て
いるか確認する。これを
1 日 3 回転させる。そし
て、手が字を忘れてしま
うので、たまに書き出してみる。
こうして、僕は暗記の問題
を克服した。本試験での理論問題は満点を
取ることができ、税理士合格のための強みと
なった。（八木） 

税理士受験⑧
～一言一句の

　　　　丸暗記に挑む！！～

奈良にはワイナリーがない
先日、奈良県主催でビジネスプランコン

テスト（ビジコンNARA2019）が開催され、
奈良県初のワイナリーの建設を目指してい
る知人が優勝されました。
ビジネスプランコンテストとは、参加者が、
自身（大会によってはチーム）が発案した
ビジネスモデルを発表し、その卓越性を競
うものです。私も大学生の頃、別の大会に
出場し、プレゼンの際は非常に緊張したの
を覚えています。　
国税庁のホームページ（果実酒製造業者
実態調査）によると、国内のワイナリー数
は 283 場（2018 年 3 月現在）で、上から
山梨県（81 場）、北海道（34 場）、長野
県（34 場）、山形県（14 場）と続きます。
一方、奈良県、徳島県、佐賀県には一
件もワイナリーは存在しません。そこで考案
されたのが純奈良県産ぶどうを使用し、奈
良県で建設予定（2021 年建設予定）のワ
イナリーで醸造したワイン（ブランド名：奈
良ワイン）の製造販売を行うというものでし
た。
国産ワインのマーケットは 2012 年から増
加し、成長は鈍化したものの、大手酒造メー
カーが自社農園を構えるなどの動きもあり、
2018 年は苗木が足りないといった新聞記
事を見かけたことからも、現時点でも一定
の市場性、成長性はあると思われます。
また、奈良県産ワインが成功する可能性
については、奈良県はぶどう産地として平
群町や天理市では昔から栽培されており、

ワイン用ぶどう（メルロー、シャルドネ、ピノ・
ノワール等）では未知数ですが、デラウエ
アや巨峰は気候条件的には適合しているた
め、期待がもてます。
発売当初は新規性から売り上げが見込

めるでしょう。しかし、企業として継続して
いくためには、毎期一定の販売を確保しな
ければいけません。『奈良ワイン』としての
ブランドを一から築いていくためには、や
はり味（香り）が重要となると考えられます。

耕作放棄地解消に期待
最後に、地域・社会貢献性ですが、日
本には 40 万 ha（奈良県は 3,600ha）の
耕作放棄地が存在し、毎年増加しており

ます。奈良県の耕地面積（田や畑として利
用されている面積）は全国 44 番目でワー
スト4 位となっていることからも、耕作放棄
地の解消は行政としてもいち早く進めてい
かなければならない課題であり、奈良県産
ぶどうの生産拡大により、耕作放棄地解消
が期待されています。
奈良県内のワイナリーで生産されたワイ

ンの販売は早くても 2021 年となるため、
ぶどうの生産者としても応援していきたいと
考えております。（福田）

福田のファーマーズ愛 あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
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