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未来を語り 未来を創り 未来に残す。 

                                     

企業繁栄のアドバイザー 

日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、 
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）  

ＴＰＰとは、人の命より多国籍企業の利益を優先させること。 
（アメリカでもＴＰＰ反対しているのに日本どうなってるの） 

 

 

 

 

 

謹んで台風災害の 

お見舞いを申し上げます 
 
台風１５号の被害はテレビ等で報道されているように被害を受

けられました皆様に心からお見舞い申し上げます。一日も早く復

旧されることを心よりお祈り申し上げます。 

８月２６日朝、運動公園に行きまして自分の目で見てビックリし

ました。散歩道のあちらこちらに大木が倒れ、通行止めです。そ

れも５か所位あったかと思います。 

それ以外に木が折れ、手入れをしな 

いとまた倒れてくるんではないかと 

思うようなところもありました。 

散乱している小枝や根こそぎ倒れて 

いる木などを正常に戻すには１週間 

位はかかるのではないでしょうか。 

自然の力は恐ろしいですね。 

８月は暑い日が続いたと思ったら、 

突然雨になったり、台風が来たりと気候の変わりが厳しい夏でし

たが、９月になりますと少しは朝夕涼しくなりますので運動しま

しょう。一日が快適に過ごせますよ。まだまだ残暑の折、くれぐ

れも御身体をご自愛くださいませ。 

 

 

 

 

 

 

テレビでおなじみの東京大学大学院教授 鈴木宣弘先生の絶妙な

話し方であっという間の１時間半の御講演でした。 

孫崎享先生も言っておられましたように＜ＴＰＰとは多国籍企業の

利益が優先して国家主権を超えて国民主権をないがしろにする一

部の企業の利益を優先するのがＴＰＰである＞と。そんなものに、

何故日本の政治家は賛成するのか。ＴＰＰの本音を日本国民が知

ったら反対するでしょう。だから＜秘密に始まり、秘密で終わるのが

ＴＰＰです＞選挙前に自民党が決議したＴＰＰ交渉で守るべき国益

は関税の聖域の他５項目あった。 

それは、 

① 農林水産品における関税 

米、麦、牛肉、乳製品、砂糖等の農林水産物の重要品目が、除外

又は再協議の対象となること。 

② 自動車等の安全基準、環境基準、数値目標等 

自動車における排ガス規制、安全基準認証、税制、軽自動車優遇

等の我が国固有の安全基準、環境基準等を損なわないこと及び

自由貿易の理念に反する工業製品の数値目標は受け入れないこ

と。 

③ 国民皆保険、公的薬価制度 

公的な医療給付範囲を維持すること。医療機関経営への営利企業

参入、混合診療の全面解禁を許さないこと。公的薬価算定の仕組

みを改悪しないこと。 

④ 食の安全安心の基準 

残留農薬・食品添加物の基準、遺伝子組換え食品の表示義務、輸

入原材料の原産地表示、BSE基準等において、食の安全安心が

損なわれないこと。 

⑤ ISD条項 

国の主権を損なうような ISD条項は合意しないこと。 

⑥ 政府調達・金融サービス等 

政府調達及び、かんぽ、郵貯、共済等の金融サービス等のあり方

については我が国の特性を踏まえること。 

 

今は合意寸前で聖域とはどこ吹く風！何でそうなるの？ 

食糧問題は、国防問題であるということを日本国民はもっと目覚

めるべきです。ブッシュ前大統領は＜食糧は武器ですから、軍

事・エネルギーと並ぶ国家の三本柱です。だから、食糧・農業関

係の皆様には必ず御礼を言っていた。 

食料自給はナショナルセキュリティの 

問題です。それが常に保全されている 

ことは有難いことです＞と。安部首相、 

見習うべきではないでしょうか。水戸 

黄門のテレビを見よ。百姓をいじめた 

者はだめだよ。食糧を守るということは、命を守るということなので

す。もっと詳しく知りたい方は、講演資料＜続ＴＰＰ情勢と食・農・暮

らしの展望＞を差し上げますので、当事務所（ＴＥＬ096-368-2030）

へご連絡くださいませ。  
◆岩盤規制の大義 農文協 鈴木宣弘著 定価 0,800円（税別） 

◆農業経済学【第４版】 岩波書店 荏開津典生 鈴木宣弘共著 

                                定価 2,300円（税別） 

◆安倍首相の「歴史観」を問う 講談社 保阪 正康著 

                                                 定価 1,600円（税別） 

ご興味がある方は、お近くの書店にてお買い求めくださいませ。 

＜ＴＰＰひとこと＞ 
※今だけ、金だけ、自分だけ  ３だけ主義 

※１％の１％による１％のための協定 

※人の命より、企業の利益が優先 

※国民主権、国家主義より多国籍企業が上位 

※ＩＳＤ条項は悪魔の手先か 

 

 

 

 

厚生年金保険料の計算式 

標準報酬（給与の平均額）×厚生年金保険料率＝厚生年金保険料 

厚生年金保険料率は、2004年の「年金制度改正」によって、2004

年１０月以降、毎年９月に 0.354％ずつ引き上げられることにな

りました。 

よって、平成２７年９月１日からは一般労働者の厚生年金保険料

率が 17.828％となります。 

実際には会社と個人とで半分ずつの負担となるので、労働者が負

担する分の厚生年金保険料率は 8.914％となります。 

（※坑内員・船員の厚生年金保険料率は異なります。） 
 
一般の厚生年金保険料率  

17.474％ → 17.828％ (折半時、8.914％) 

坑内・船員年金保険料率 

17.688％ → 17.936％ (折半時、8.968％) 

 

 

 

◆税務調査のシーズンへ突入～！！ 

これから秋にかけては税務調査の増える時期となります。これは、

税務署が 7月から新しい税務年度となり、人事異動のゴタゴタや

お盆休みの時期が落ち着き、税務調査を本格化できるようになる

ためです。 

◆事前通知の改正ポイント！ 

2014 年 7 月から納税申告書に「税務権限証書」の添付されてい

る場合、税務署は税理士のみに事前通知すればよいことになりま

８月２１日 鈴木宣弘氏講演会 

“続ＴＰＰ”への御参加有難うございました 

厚生年金料率の変更 

税務調査のシーズンとなりました! 
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チラシ配布希望者は

担当者まで♪ 

した。この場合、会社の代表者ではなく顧問税理士に一番に税務

調査の連絡がくることになります。また、事前通知は文書ではな

く、電話が通常です。 

もし、税務調査を電話で打診された場合は、「当社の顧問税理士

に連絡してください」とお伝えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典：企業実務 8月号参照） 

 

 

 

先月のセミナーは台風の為、中止とさせて頂きました。 

台風とはいえ御連絡が直前となりましたことを心よりお

詫び申し上げます。どうか今後とも変わらぬ ご指導よろ

しくお願い申し上げます。 

            税理士法人 未来税務会計事務所  

            代表社員 西田 尚史   

            外 職員一同 

今月も開催します！マイナンバーセミナー！ 

今、話題の「マイナンバー制度」。聞いたことはあるけど、一

体どういうことなのか。この「マイナンバー制度」、事業者の

どの業務に影響があるのでしょうか。一番影響を与える業務は

「給与業務」です。給与計算システムを導入している企業は、

現行のシステムでは対応できませんので、早めの改修を検討す

る必要があります。税制改正で変更点もございますので、合わ

せてこの機会に仕組みから理解しましょう。是非、御参加くだ

さいませ。 

＜熊 本＞ 
日 時：平成２７年９月１６日（水） 

     １３：３０～１６：３０（受付１３：００） 

      ①13：30～15：20 マイナンバーについて 

                講師 片平 希望 

      ②15：30～16：30 税制改正について 

                講師 久保寺恵子 

場 所：未来税務会計事務所 

熊本事務所 ３Ｆ 大会議室 

受講料：１，０００円(資料代)         （別紙参照） 

＜鹿児島＞ 
日 時：平成２７年９月２８日（月） 

     １３：３０～１５：２０（受付１３：００） 

                講師 片平 希望 

場 所：川内文化ホール第 会議室 

      薩摩川内市若松町３番１０号 

受講料：１，０００円(資料代)         （別紙参照） 

※次回マイナンバーセミナー予定日 

１０月１６日、１１月１９日、１２月１６日 

 

１０月にマイナンバー発行となります。早めの事前対策をお勧

めします。是非御参加頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 
 

 日 時  平成 27年 10月 28日 水曜日 

  場 所 「チサンカントリー御船」  

※詳細は次月号にて♪ 

＜企業シリーズ Ｎｏ．２２７＞ 

 

宇土市役所前にあるチーズケーキでおなじみの可愛いケーキ屋さ

んです。 

最近、リトルチーズ・リトルチョコが「宇土おみや」に認定されま

した。 

また、今宇土で大流行中！の菊芋パウダーを使ったお菓子（「いもお

くん」「くりおくん」）も投入、これが話題を呼んでいます。 

この菊芋、血糖値や体重の低減にも効果大なのだそうです（宇土商

工会パンフレットより）。 

チーズバー、いもおくん、くりおくんはセットもあり、冷蔵にて全

国各地に発送されています。                          

その他お誕生日やブライダル用のご予約も受け付けています。お気

軽にお問い合わせ下さい。 

 

□リトルチーズ・リトルチョコ 130円 

・いもおくん 215円     ・くりおくん 215円 

リトル兄弟（いもおくん、くりおくんの5本セット）1,075円 

季節限定チーズ180円 など         

□住所 宇土市北段原町島ノ内1-3 

TEL・FAX ：0964-23-4455 

営業時間：10：30-19：00（木曜日のみ18：00まで） 

店休日：日曜日         駐車場： 3台 

  
 

 

＜予告＞ゴルフコンペの御案内 

Ｈ27年度 
   税制改正及びマイナンバーセミナー 

 

 

宇土市役所前にあるチーズケーキでおなじみの可愛いケーキ屋

さんです。 

最近、リトルチーズ・リトルチョコが「うとおみや」に認定さ

れました。 

また、今宇土で大流行中！の菊芋パウダーを使ったお菓子（「い

もおくん」「くりおくん」）も投入、これが話題を呼んでいます。 

この菊芋、血糖値や体重の低減にも効果大なのだそうです（宇

土商工会パンフレットより）。 

チーズバー、いもおくん、くりおくんはセットもあり、冷蔵に

て全国各地に発送されています。                          

その他お誕生日やブライダル用のご予約も受け付けています。

お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

□リトルチーズ・リトルチョコ 130円 

・いもおくん 215円      

・くりおくん 215円 

リトル兄弟（いもおくん、くりおくんの5本セット）1,075円 

季節限定チーズ180円 など         

□住所 宇土市北段原町島ノ内1-3 

TEL・FAX ：0964-23-4455 

営業時間：10：30-19：00（木曜日のみ18：00まで） 

店休日：日曜日         駐車場： 3台 

   

 

 

宇土市役所前にあるチーズケーキでおなじみの可愛いケーキ屋

さんです。 

最近、リトルチーズ・リトルチョコが「うとおみや」に認定さ

れました。 

また、今宇土で大流行中！の菊芋パウダーを使ったお菓子（「い

もおくん」「くりおくん」）も投入、これが話題を呼んでいます。 

この菊芋、血糖値や体重の低減にも効果大なのだそうです（宇

土商工会パンフレットより）。 

チーズバー、いもおくん、くりおくんはセットもあり、冷蔵に

＜企業シリーズ Ｎｏ．２１３＞ 

 

宇土市役所前にあるチーズケーキでおなじみの可愛いケーキ屋

さんです。 

最近、リトルチーズ・リトルチョコが「うとおみや」に認定さ

れました。 

また、今宇土で大流行中！の菊芋パウダーを使ったお菓子（「い

もおくん」「くりおくん」）も投入、これが話題を呼んでいます。 

この菊芋、血糖値や体重の低減にも効果大なのだそうです（宇

土商工会パンフレットより）。 

チーズバー、いもおくん、くりおくんはセットもあり、冷蔵に

＜企業シリーズ Ｎｏ．２２７＞ 

 

宇土市役所前にあるチーズケーキでおなじみの可愛いケーキ屋さ

んです。 

最近、リトルチーズ・リトルチョコが「うとおみや」に認定されま

した。 

また、今宇土で大流行中！の菊芋パウダーを使ったお菓子（「いも

おくん」「くりおくん」）も投入、これが話題を呼んでいます。 

この菊芋、血糖値や体重の低減にも効果大なのだそうです（宇土商

工会パンフレットより）。 

チーズバー、いもおくん、くりおくんはセットもあり、冷蔵にて全

国各地に発送されています。                          

その他お誕生日やブライダル用のご予約も受け付けています。お気

軽にお問い合わせ下さい。 

 

□リトルチーズ・リトルチョコ 130円 

・いもおくん 215円     ・くりおくん 215円 

リトル兄弟（いもおくん、くりおくんの5本セット）1,075円 

季節限定チーズ180円 など         

□住所 宇土市北段原町島ノ内1-3 

TEL・FAX ：0964-23-4455 

営業時間：10：30-19：00（木曜日のみ18：00まで） 

店休日：日曜日         駐車場： 3台 

   

＜企業シリーズ Ｎｏ．２１３＞ 

 

宇土市役所前にあるチーズケーキでおなじみの可愛いケーキ屋

さんです。 

最近、リトルチーズ・リトルチョコが「うとおみや」に認定さ

れました。 

また、今宇土で大流行中！の菊芋パウダーを使ったお菓子（「い

もおくん」「くりおくん」）も投入、これが話題を呼んでいます。 

この菊芋、血糖値や体重の低減にも効果大なのだそうです（宇

土商工会パンフレットより）。 

チーズバー、いもおくん、くりおくんはセットもあり、冷蔵に

て全国各地に発送されています。                          

その他お誕生日やブライダル用のご予約も受け付けています。

お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

□リトルチーズ・リトルチョコ 130円 

・いもおくん 215円     ・くりおくん 215円 

リトル兄弟（いもおくん、くりおくんの5本セット）1,075円 

季節限定チーズ180円 など         

□住所 宇土市北段原町島ノ内1-3 

TEL・FAX ：0964-23-4455 

営業時間：10：30-19：00（木曜日のみ18：00まで） 

店休日：日曜日         駐車場： 3台 

   

詳しくは、ひごなび「リトルハウス」を検索下さい！ 
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