未来を語り
企業繁栄のアドバイザー

未来を創り

未来に残す。
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【 幸福度ランキング】⇒

❷

平成 30 年 3 月 14 日国連が「世界幸福度ラ
ンキング」を発表しました。このランキン
グは、
「所得」
「健康と寿命」
「社会支援」
「自由」
「信頼」
「寛容さ」などの要素を
基準にランク付けされたものです。日本

10 月 11 日 第２７回西親会ゴルフコンペ
多数のご参加ありがとうございました。

は 54 位で、昨年の 51 位から後退しました。
厚生労働省によると、医療や介護などの社会

当日はあいにくの雨模様となってしまいました。

保障給付費は、2018 年 121.3 兆円から、2040

そんな中でも 16 組 64 名のご参加を頂きました事に

年度には 190.0 兆円に増加する予想です。こ

感謝申しあげます。今年は参加人数も多く、皆様の

れはＧＤＰ（国内総生産）の 24％も占めます。

おかげで盛大にコンペを挙行することが出来ました。
誠にありがとうございました。また、協賛賞品をご提供下さいまし
たお客様にこの紙上をお借りしまして、厚くお礼申し上げます。

【西親会ゴルフコンペ 結果発表!!】
優勝

井嶋 康博様

準優勝

上田 友和様

３位

三小田 照幸様

ベストグロス賞

井嶋 康博様

ドラコン賞

佐野 綾一様 （ＯＵＴ 6）

日本では、厚生労働省労働基準局監督課で次のように、モデル就業規則の意義を掲げています。
「労働者が安心して働ける明るい職場を作ることは、事業規模や業種を問わず、すべての事業場にと
って重要なことです。そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規
律など、労働者の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにして
おくことが大切です。
」
皆様の職場はいかがでしょうか。
2017 年のデータ

「THE 世界大学ランキング」は、教
育力・研究力・研究の影響力・国
際性・産業界からの収入の 5 つの
指標から総合ランキングを算出し
ています。世界ランキングには、
100 以内に東京大学（46 位）
、京都
大学（74 位）が入っています。研
究力を重視する世界ランキングに
対し、
「日本版」の特徴は教育力に

❹

スポットを当てています。指標は、
教育リソース・教育満足度・教育
成果・国際性の 4 分野で、各大学
の特性が極力鮮明に表されるよう
工夫が凝らされている。1 位から順

齊藤 洋征様 （ＩＮ 15）
ニアピン賞

❸ 【日本の教育力】

に、京都大学、東京大学、東北大

データなし 参考：英国ガーディアン紙によると 2,000～2,200 時間

木村 至秀様 （ＯＵＴ２）

学です。中央大学は、なんと悲し

三小田 照幸様 （ＯＵＴ８）

いことに 51 位です。

北村 勝久様 （ＩＮ１１）
松岡 秀秋様 （ＩＮ１７）

❺
㈱トリカイ

協賛して下さった方
】
㈲龍田ゴルフ練習場
本田水産㈱

㈲吉水農園

㈲ファームヨシダ

㈱瀬川製茶

㈱夢叶

てらしま小児科医院

㈲こめぜんエネルギー

正垣システムエンジニアリング㈲
南九州エンジニアリングサービス㈱
(資)金山本店

2018 年の発表
全ての労働者を対象

（日）
（日）
日数 祝祭日+有給休暇消化数

㈲橋口塗装
ネットワーク大津㈱

単位：ドル
データなし

日本は約 452 万円

㈱ライントラストシステム (順不同) （敬称略）

コンペは毎年開催しております。来年もふるってご参加下さい。

年末調整について＊平成 30 年分から変わります＊
※詳細は別紙にて

担当者までお尋ね下さい。

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、
世界の中の日本は今後衰退するのでは。働かない日本人が増えている。
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）

（日）
（日）
消化率
付与数 消化数

未来を語り
❻
単位：10 億ＵＳドル

未来を創り

未来に残す。
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健康保険被扶養者認定事務の変更について
平成 30 年 10 月 1 日より日本年金機構で受け付ける「健康保険被
扶養者（異動）届」について添付書類の取扱いが変更されました。
以下の添付書類（一部）において、一定の要件を満たした場合に、
書類の添付を省略することが可能となります。
◎添付書類

輸入国
国名

第1位
第2位
第3位

中国
アメリカ
オーストラリア

輸出国

シェア（％）

国名

24.4 アメリカ
10.7
中国
5.7
韓国

シェア（％）

19.3
19
7.6

・戸籍謄本または戸籍妙本
・住民票（提出日から 90 日以内に発行されたものを提出）
【添付の省略ができる場合】
（次のいずれにも該当するとき）
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記
載されていること
・添付書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相
違ないことを確認した旨を事業主が届書に記載していること
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無 料 個 別 相 談 会 を し て い ま す ！
当事務所では相続・事業承継に関
する様々な疑問にお答えするため
に、
個別相談会を開催しています。
日時：平成 30 年 11 月 14 日(水)
11：00～16：00 の中での１時間
※上記の時間帯は先着順での受付
となるため希望の時間帯に沿えない場合がございます。
※上記日程以降も毎週水曜日に個別相談会を開催しております。
また、電話相談は正確なアドバイスができませんので、一切行っ
ておりません。是非ご参加下さいませ。

※詳細は別紙にて

ソリマチ会計王・給料王 なんでも無料相談会
当事務所お客様限定にて、ソリマチ製品をご検討中の方にご使用
無料相談会
※グラフ及び図は当社調べですので、ご了承願います。

事業承継・税制改正セミナーを開催します ！
日時：平成 30 年 11 月 15 日（木）
※詳しくは別紙にて
時間： 講演 13：30～15：30（受付 13：00 より）
個別相談 15：45～17：00
場所：未来税務会計事務所 3 階会議室
（熊本市東区小峯 1 丁目 1 番 106 号）
内容：①事業承継の進め方 ②事業承継税制の活用方法
費用：（資料及びお茶代）
お客様 1,000 円 お客様以外 5,000 円

中の疑問等、なんでも“無料”かつ“個別対応”でお答えします。
日時：平成 30 年 11 月 10 日(土)
場所：未来税務会計事務所 3 階会議室
時間：①10：00～11：00 ②14：00～15：00

※先着制

メールでの申込となりますのでご注意ください！！
申込先：mirai2030-ide@memoad.jp 担当：出(イデ)

チラシ配布希望者は
担当者まで♪

製作・発行：税 理 士 法 人
未来税務会計事務所
〒 862-0933 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 峯 1-1-106
Tel：096-368-2030 ／ Fax：096-368-4639

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、
世界の中の日本は今後衰退するのでは。働かない日本人が増えている。
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）

http://www.mirai-town.net/

