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りますが、皆様におかれましては、恙
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ました。年齢を重ねると暑さ寒さへの順応が悪くなるのでしょうか。
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もらっていました。とりわけ伝書鳩（現在ではレース鳩という）が大好きで、
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5 年程前まで、通算で、約 30 年間、鳩レースを楽しんでいました。簡単に鳩
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レースを紹介しますと、春に種鳩（ブリーダー用の鳩）を交配し、孵化した子

7 会計システム新機能導入の
ご案内

私事で恐縮ですが、私は、幼い頃から動物が好きで色々な動物を父に飼って

鳩をその年の秋からレースに参加させます。メインは翌年の春レースです。3
月から 5 月初めにかけて、100 キロレースから始まり、1 週間から 2 週間の間
隔を空けて 100 キロずつ距離を伸ばしていきます。最終レースは 1,000 キロ
レースです。九州一円から俊英のレース鳩が集まり、新潟県の村上市から一斉

8 事務所スタッフ近況
9 編集後記

に放鳩します。順位は、放鳩地点から自分の鳩舎までの距離を帰還に要した時
間で除し、平均分速で競います。優勝するには、100 キロから 500 キロの短距離レースでは平均分速 1,200～1,400
メートル、平均時速にして 70～80 キロで、700 キロから 1,000 キロの長距離レースでは平均分速 1,000 メートル、時
速にして 60 キロくらいで帰還することが必要です。1,000 キロ先から全ての鳩が自分の鳩舎に帰れるわけではありま
せん。1,000 キロレースで帰還できるレース鳩は、九州では作出された鳩の僅か 0.5％にも満たない鳩たちです。レー
スに参加する鳩は、すべて一般社団法人日本鳩レース協会に登録され、所有者が特定されています。帰還できなかっ
た多くの鳩は海の藻屑に消えたものと思われます。動物愛護団体の人が耳にしたら、鳩レースは何と残酷なレースな
のかと批判されるかもしれません。優秀な鳩だけが生き残り、子孫を残すことになります。レース鳩は、競走馬のよ
うに血統が明確で何代も血統をさかのぼることができます。長距離を帰還した鳩の血統書をみれば、必ず先代に長距
離を帰還した鳩がいます。血統が全てではありませんが、長距離を帰すには血統は重要な要素です。現代では血統に
加え、鳩が健康であることが必要です。一般社団法人日本鳩レース協会が年間の病気予防プログラムを示し、最低限、
飼育者はそれに従い、ワクチン接種、抗生物質の投与、駆虫剤による寄生虫の駆除を行っています。従って、鳩舎内
への野鳥（スズメなど）や、迷い込み鳩の侵入は、感染症等を持ち込む危険性が高いため極端に嫌います。ある意味、
レース鳩は薬漬けかも知れません。私は、孫の健康への影響を考えて大好きな鳩の飼育は中断しました。個人的には、
飼育されている鳩はきちんと管理されているので、鳩が健康に悪影響を及ぼすことはないと思うのですが。
レース鳩に代わるものとして、2 か月ほど前から蘭ちゅう（金魚の一種
で背びれがないもの）の飼育を始めました。蘭ちゅうとの出会いは、孫が
縁日で買ってきた金魚を私が誤って死なせてしまい、長洲に金魚を求めに
行ったのが始まりです。長洲の金魚店のご主人から、蘭ちゅうは、環境変
化（水質の変化）に弱いので、環境に慣れるまで、絶食と予防薬の投与、
一週間くらい水替えをしないようにと教わりました。教えの通りに飼育し
たつもりなのですがなかなかうまく行きません。レース鳩の経験から、
ひょっとしたら、今の蘭ちゅうの飼育方法は、昔と違うのでは（金魚の産
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地と呼ばれる熊本県の長洲、三重県の弥冨いずれも飼育舎の高齢化と後継
者難）と思い、インターネットで蘭ちゅうと検索してみると、専門店や専
門家が沢山いることがわかりました。専門店は、全国の蘭ちゅうの愛好家
から選りすぐりの蘭ちゅうを仕入れ、インターネットを通じ全国の愛好家
に販売しています。通信手段、配送の発達により生産形態、販売方法も大
きく変わったようです。産地ということだけでは、金魚業者も生き残って
いくのは難しいようです。そこで、東京の専門店から蘭ちゅうを求めてみ
ることにしました。注文の翌日には手もとに届きます。送られてきた段
ボールを開けてみると、大きなナイロン袋の中で、透明な水ではなく、薬
品の入った黄色い水の中で元気に泳いでいました。専門店に無事に届いた
旨の報告と、今後の飼育方法を尋ねると、
「蘭ちゅうは高級金魚で綺麗な水の中に住んでいます。夏場は、毎日、水を
飼えて綺麗な水で飼育することが必要です」といわれ、水質変化に慣れるまでの投薬プログラムと他の蘭ちゅうとは
同じ水槽で飼育しないようにと教わりました。蘭ちゅうもレース鳩と同じく薬漬けかなとつい思ってしまいました。
このような市場に出回る蘭ちゅうは、一腹から生まれる蘭ちゅうの 0.1％にも満たないエリートです。レース鳩はレー
スで、蘭ちゅうは人間の目で淘汰されます。いずれにせよ厳しい世界です。日本の社会では、社会人になるまで、温
室の中で、親や社会に大事に育てられますが、社会人になった途端、荒波の中に放り出されます。自分自身で考え、
自分の力で生きる道を切り開かなければなりません。現在は、私が社会人になった頃とは比較にならないほど世界を
身近に感じるようになりました。また、あらゆる分野で想像もできないようなスピードで変動、変革が起こっていま
す。その分、今まで以上に環境変化に柔軟に対応しなければ社会から取り残されていくような気がします。レース鳩
や蘭ちゅうの落伍者は、即、死を意味します。幸いなことに、人間社会は、様々な生き方、考え方があり多様です。
だからこそ、学業エリートばかりではなく、様々な環境とその変化に柔軟に対応できる、たくましい若者を育てる教
育が、今こそ求められているのではないでしょうか。
（文：立花 洋介）

昨年 9 月に可決成立し、一部は来月から施行される改正医療法では、地域
医療連携推進法人制度の創設や、医療法人の経営の透明性の確保とガバナン
スの強化などについて見直しが行われています。
今回の改正では、理事会の設置が明文化され、その中で理事長は自己の業務執行状況を原則
3 ヶ月に 1 回、理事会で報告する義務が法律で規定されました。その他にも、役員等の損害賠償責
任に関する規定や MS 法人との関係の報告、また医療法人の分割など、今回の医療法改正は、医
療法人の実務面においても決して無視できない大きな改正となっています。

医療法改正の概要を主旨とした研修会を、下記の内容で開催します。

「第 7 次医療法改正」
講師：代表社員税理士
立花 洋介
開催日時：平成 28 年 8 月 25 日（木）18 時 00 分～20 時 00 分（予定）
開催場所：柳川総合保健福祉センター「水の郷」（柳川市上宮永町 6 番地 3）
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税理士法人ＴＡＣＨＩＢＡＮＡ 鳥栖事務所になり、九か月が
過ぎました。
鳥栖事務所は、柳川から約 30ｋｍ程の距離に位置する、佐賀県
の鳥栖市にあります。
鳥栖駅の前など、サッカーのスタジアムが出来てからは、試合の日には、中々の大勢の人が賑
わうようになりました。
街並みはと言うと、昔ながらの風情を保っているというか、そんな感じです。
鳥栖事務所は、柳川とはずいぶんと違う点もあり、事務所の広さも、周りの雰囲気も、（事務
所の上と、裏は民家です） そしてみんなの平均年齢も
（それを内藤せんせいが、カバーしているという‥）。
福岡県に近い佐賀県で、ま、車で一時間もあれば着きま
す。
柳川の事務所の良い所を学んで、佐賀県に事務所を置い
てよかったなと思えるように、事務所全体が繁栄するよう
な、そんな未来に期待して、今頑張っていこうと思ってい
ます。（文：原岡 智子）

福岡事務所は平成 28 年 2 月に開所しました。福岡の中心街
である天神からほど近く、薬院駅から徒歩 3 分の好立地にあり
ます。周囲にはオフィスが立ち並び、活気あふれる環境です。
福岡事務所では、公認会計士・税理士の平井事務所長を中心
としてお客様のご対応にあたっております。市内からのアクセ
スがしやすい事務所ですので、ご相談がございましたらお気軽
にお立ち寄りください。職員一同お待ちしております。（文：公認会計士 上野 雅成）
所在地：〒810-0022 福岡市中央区薬院 1－5－11 薬院ヒルズビル 6F
電話番号：092－753－7689
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安倍晋三首相は、平成 29 年 4 月の消費税増税を 2 年半（平成 31
年 10 月）延期すると正式に表明しました。
一方、延期の話で忘れ去られてしまいましたが、消費税率引き上げと同時期に、導入が
決まっていた複数税率（軽減税率）制度と複数税率制度導入の前提であり平成 33 年 4 月か
らの導入が決まっていたインボイス制度（適格請求書等保存方式）の取扱いについては、
今後の成り行きが注目されるのではないでしょうか。
日本税理士会連合会が昨年 12 月に公表した複数税率制度に関する見解は、
“消費税の複数税率（軽減税率）制度については、平成 29 年 4 月から導入されるととも
に、その 4 年後にインボイス制度が導入されることとなりました。本会では、複数税率に
ついて、対象品目の公平な選定が困難であること、区分経理等により事業者の事務負担が
増加すること、低所得者対策として非効率であること、財政再建が損なわれ社会保障給付
の抑制が必要となることなどの観点から、単一税率制度の維持を強く主張してきました。
しかしながら、今回の大綱では、これとは異なる結論が示されたことに深く遺憾の意を表
するものであります。”
関西大学・橋本教授が「消費課税の理論と課題」（税務経理協会）第 6 章で実証されて
おられるのは、仮に、標準税率を現行の 8％とし、ここで、食料品に軽減税理 0％を導入し
たとして、この複数税率制度で得られる税収とほぼ同じ規模の税収を得られる単一税率は
6％となる。この両制度を比較した場合、消費者の所得階級を 10 階級にわけたところで、
負担率に一定の差が生じるのは、もっとも所得が低い階級と高い階級だけで、それ以外の
8 階級では、負担率に大きな差はないことがわかると指摘しておられます。
つまり、複数税率制度では、“負担の（一時的）逆進性”を緩和する効果をそれほど期待で
きないのです。それにもかかわらず、対象品目選定に関する政治的な交渉・駆け引きやイ
ンボイス導入に伴う実務対応、複数税率に対応したレジスター等の設備投資など社会的・
経済的に負担しなければならないコストが高すぎると考えられるわけです。
“本来、均一税率の消費税は、生涯所得（純相続を含む）
に対する比例税であるので、生涯所得を基準にすると逆進
的ではない（税研Ｎｏ．169 論壇より 早稲田大学・馬場
教授）”ものですから、逆進性対策は、消費税制の本質的
問題ではなく、政治の問題であります。高所得者も軽減税
率の恩恵を受け、また、恩恵の絶対額も多くなることを考
えれば、低所得者への再分配政策としては、商品課税によ
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らず所得そのものを再分配する給付付き税額控除の方が、理論的です。
給付付き税額控除制度で思い出しますのは、マイナンバーカード（個人番号カード）を
利用した「還付ポイント」制度です、みなさん、覚えておられますか？マイナンバー制度
導入に際しての混乱と反発の中で、一瞬で却下される憂き目を見ましたが、財務省の、お
そらく、起死回生の施策だったのではないでしょうか。何のメリットもないと批判されて
いるマイナンバー制度に恩典を付与するのと同時に、消費税の複数税率問題にもケリをつ
けることができる、まさに一石二鳥のアイデアでした。施策の内容に支障があったという
より、マイナンバー制度が未定着な状況下で、マイナンバー制度普及のための言い訳のよ
うな捉えられ方をされ、充分な検討がされないままに廃案になった感があります。しばら
くすると、マイナンバー制度も社会的に浸透してゆくことでしょうから、もしかしたら、
複数税率制度よりもこちらの案の方が良いのではという議論が起きるのではないでしょう
か。（文：税理士 小林 達哉）

『はじめまして。平成２８年１月に入社いたしました
坂田幸香と申します。火の国熊本から参りました。
地元で藤崎宮例大祭に参加していることもあり、各県のお祭りに
大変興味があります。福岡でも山笠やどんたくといった有名なお祭りを
はじめ、一味変わったお祭りも発見できればと思っております。おすすめのお祭りがありました
ら是非教えてください！これからどうぞよろしくお願いいたします。』

現在弊社が顧問先様へ提示しています申告書や試算表といった資料は、㈱日本デジタル研究所
（通称ＪＤＬ）という会計システムを使って作成しております（ＣＭも放送されていますので、聞
き覚えがある方もいらっしゃるかもしれません）。今回このＪＤＬの新しい
システムを７月より導入いたしました。これにより損益予算管理といった新
しい資料の作成や、ネットブリーフィング（テレビ電話を利用しての会話や
データの送受信等）、リモートオペレーション（外出先でのＪＤＬシステム
の使用）といったシステムの利用が可能となりました。
今まで以上に皆様へご満足いただけますよう、新システムを有効に活用
し、より質が高く、またスピーディーな対応を提供できるように努めてまい
ります。ネットブリーフィングシステム等に関心がございましたら、担当者
にご相談くださいますようお願いいたします。（文：大隈 俊春）
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☆橋本 仁（平成 17 年入社）『先日、中学校時代の友人や知人
など、アラフォー男子が 20 人ほど地元のグラウンドに集まっ
て、ナイター設備のもと、何十年ぶりかに野球をし、気持ち
の良い汗をかきました。歳月が流れ、参加した同級生も学生
時代のようなプレーは出来ませんでしたが、久しぶりの野球
が思ってた以上に楽く、今後も月一ペースで続けていこうと
いう事になりました。』
☆白鳥 真理子（平成 14 年入社）『事務所開業 30 周年記念の社史を製作しました。延べ 10 名のス
タッフで 1 年の歳月をかけ、長く曲がりくねった道のりの果てにようやく辿りついた“作品”に
は正直頬ずりをしたくなるような愛着を覚えました。奥様を初め事務所の皆様の惜しみないご協
力により収集できた多くの写真や資料からは事務所創業期の若く瑞々しいエネルギーが感じら
れ、それが 30 年の歴史を経て現在の姿になることを思いますと、事務所の歴史にも、私たちの社
史製作の過程に似た「The long and winding road」を感じずにはおれません。』
☆廣田 真智子（平成 23 年入社）『年に１回映画館に行くか行か
ないかという私が、今年は１日で立て続けに３本観てしまいまし
た。そのうちの一つが仙台藩の実話「殿、利息でござる！」で
す。この世にもともと他人事というものはなく、みんなで幸せに
なれる手段を模索する。江戸時代にこのような広い視点で物事を
考え、成し遂げたうえ、その成功をひけらかさないよう慎んで生
きた人たちがいたんだという驚きと感動に包まれる２時間でし
た。』

▶ 英国のＥＵ離脱と円高、バングラディシュでのテロと国際協力、中国
の尖閣諸島への威嚇行動の増加、参議院選挙での改憲派の増加、都知事
選挙、オリンピックの開幕、甲子園の開幕と、ここ 1～2 か月でいろんな
事が起きている、その中で私は無心に庭の雑草をとっている。気が付いたら日ハムが迫ってきている。がんばれ、ホーク
ス！（そ）
▶ 昨晩、帰宅して空を見上げたら久しぶりの星空！九重の山にも負けない星空を柳川でみることができます（ただ周りが
真っ暗なだけなのですが）。山の緑が眩しかったり、川のせせらぎや、滝の轟音に癒されたり。最近は脅威を感じることが
多い自然ですが、自然からもらうパワーのほうが計り知れない。たっぷり energycharge して今年の後半戦備えたいと思いま
す。（え）
▶ 何も考えずに日々を過ごしていることも時の経過を早く感じてしまう要因の 1 つだそうです。半年間の自分を振り返ると、
何かをしようという感覚はあるのですが、何かやったかと言われると…。自省して、後半は具体的に何をどうするのかしっ
かり決めて行動致します！（よ）
▶ もともと涙もろい方ではありましたが、最近更に涙もろくなったように思われます。この１
年で親になり、人に対して、自分に対しての考え方が大きく変化したことが一因にあるので
しょう。この１年色々な人に助けていただきました。感謝の気持ちを忘れずに、また自分もそ
う思われるよう日々を過ごしていきたいと思います。（Km）
▶ 旅情報誌でおなじみ「外戸本」の増刊号として『まるっと大牟田』が発売されました。色々
な食やスポットが載っていて、地元人同士で、あーだこーだとワイワイ話題にしてみたり。し
かしながら、幼なじみや同級生達がいきいきと活躍している姿を紙面に見て、あ～疲れた～…
なんてダラ～っと晩酌する自分は、まだまだだなぁ…と反省する今日この頃です。何にせよ、
自分の地元が取り上げられるというのは嬉しいですよね。『まるっと大牟田』是非！（コ）

