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センター代表 杉浦 康晴 

コロナ禍での東京五輪 

 今年の夏もコロナ禍で思いっきり遊ぶこと

はできなかったものの、東京五輪が開催され

たことにより昨年とは違ったものになりまし

た。歴史に残るコロナ禍での開催ということ

で開催にあたっては賛否両論ありました。 

 史上初の大会延期、無観客での開催は直前

までどうなるのかわからず、盛り上がりに欠

けたのも事実です。それでも出場された選手

たちには感動をいただき、感謝と称賛の念で

いっぱいです。メダルの獲得数は金２７、銀

１４、銅１７で合計５８個のメダルを勝ち取

り、金メダル獲得数としては世界３位、日本

としては過去最多のメダル総獲得数となりま

した。コロナ禍と合わせて酷暑ということで

本当にいろんな意味で選手たちにとって厳し

い条件の中での大会だったと思います。テレ

ビ等で観戦している我々も勇気をもらいまし

た。このセンターだよりが届く頃、東京パラ

リンピックが閉会する時期となるでしょう。

どうか安全にパラリンピックが開催され、無

事に閉会することを祈るばかりです。 

 さて、コロナワクチン接種が進んできまし

たが、現在、第５波の感染爆発が起きていま

す。夏休みでも帰省や旅行自粛が求められて

いるものの、コロナ慣れの影響か昨年よりも

飛行機や新幹線の利用率は増加しています。

政府としても「緊急事態宣言」等の出口が見

えず、デルタ株に手詰まり感が漂っていま

す。五輪後の菅政権の支持率は２８％と過去

最低を更新しており、支持率下落は止まりま

せん。 

 日本経済は、コロナの影響で一進一退。製

造業が堅調な一方で個人向けサービスの低迷

が続き、業種による二極化が鮮明です。政府

は２０２０年度は３度にわたり、コロナ対応

のために補正予算を編成しましたが、２０２

１年度に入ってからは追加対策は打ち出され

ていません。秋に迫った次期衆院選を睨ん

で、自民党内で新たな経済対策を求める声が

強まっています。これからの議論の中で検討

されていくでしょう。 

 人の流れを完全に止めることかできない

中、今後の状況をどのように見ていけばよい

のか、「withコロナ」の中で模索しながらも

我々自身がやれることをやっていくことが第

一です。 

 昨年から今年にかけては外出もままならな

いため、運動不足になりがちです。また、夏

といっても以前に比べると外で汗をかくこと

も少なくなりました。たまの外出でも酷暑で

すと疲れも出やすくなります。室内で軽く体

を動かすなど日頃から体調には気をつけて、

コロナに負けず頑張りましょう。 
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無意識のニーズに訴える 

歯科医院経営において定期検診は、収益の

面からも増患の面からも重要な施策です。医

科の診療所経営においては、コロナ禍による

患者の感染対策の強化や受診抑制により、急

性期の受診は今後も減少すると思われ、慢性

期患者の確保の重要性は増しています。よっ

て患者の継続受診の確保は、医科・歯科問わ

ず医院経営において重要な視点となります。 

東大阪市のヨリタ歯科クリニックは、1日

200人以上来院する歯科医院であり、治療終

了後もその患者の半数以上がメンテナンスに

通っており、その継続率を高める方策はとて

も参考となるものです。以下、紹介します。 

ヨリタ歯科クリニックの診療の流れは、最

初に歯科医と患者をつなぐ役割を担う健康プ

ロモーターが、来院動機や他院での治療中断

経験やその原因、理想的な口腔状態などを1

時間近くかけてじっくりと聞きます。そして

次に行う検査結果の報告の折も詳しく口腔内

の状態の説明を行います。そしてこれらに

よって患者の治療に対する不安を取り除いた

うえで、健康プロモーター、歯科衛生士、歯

科医師が患者の希望を踏まえながら治療方針

を決め治療を開始するというプロセスを取り

ます。このような患者との密なコミュニケー

ションにより、患者は自身の口腔内の状態

や、治療内容そして将来に対するリスクを理

解し、信頼関係が構築されることにより継続

受診率が高まっていると考えられます※。 

確かに信頼関係が構築できる方策だと思い

ます。ただ、そのポイントはどこにあるので 

しょうか？健康プロモーターをはじめ、複数

の専門職が患者への情報提供を行うことによ

り、患者が治療への理解を深められることは

理由のひとつでしょう。また以前このコー

ナーで紹介した患者の過去との連続性や周囲

とのつながりを踏まえて「自分(患者)は何を

欲しているのか」について患者が専門職と一

緒に考え、患者自身に意思決定を行わせると

いう欲望形成支援というアプローチをとって

いることも理由のひとつと考えます。しかし

これらの理由と同等以上に「私のためにここ

までしてくれている」という充足感を患者に

抱かせていることはとても重要なポイントで

はないでしょうか？ 

医療の素人である患者は医師に治療を任せ

ます。もちろん医師は詳しく説明し患者の理

解を求めます。しかし患者は素人であるがゆ

え、治療内容を完全に理解することができま

せん。プロフェッションである医師を信頼し

任せることとなります。この折に必然的に生

じるパターナリズムを患者自身は無意識のう

ちに不安と感じているのではないでしょう

か。この仕組みにおける患者に対する真摯な

姿勢がその無意識の不安を和らげることとな

り「今までなかった、期待を超えたサービ

ス」と高く評価され、継続受診率の高さに繋

がっているとは考えられないでしょうか。 

これは患者に対する深い洞察から生まれた

サービスと考えます。困難ですが、取り組む

べき観点なのかもしれません。 

※ＣＬＩＮＩＣ ＢＡＭＢＯＯ 2021年5月号 

株式会社 葵経営コンサルタンツ 中島 和人 
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 令和4年1月から印刷保存が不可能になるメール添付の請求書データ 
 令和3年度税制改正により電子帳簿保存制度が見直され、税務署長の事前承認が不要とな

り、保存用件が緩和されます。 

 一方で、電子データで授受した請求書等の紙保存が、所得税や法人税において認めてもらえ

なくなります。 

 

◎電子帳簿保存法とは 

 帳簿書類は原則、紙での保存が義務付けられています。ただし、一定の要件を満たした場合

には、紙での保存ではなく電子データのまま保存することができます。 

 電子帳簿保存法によって定められている電子保存は、大きく3つの区分に分かれています。 

税務のデジタル化に関する改正 

      ～電子帳簿等保存制度の見直し～ 

葵総合税理士法人 税務会計部 柳町 明子 

 

①電子帳簿等保存 

 

→ 

会計ソフトなどで電子的に作成した帳簿（仕訳帳、総勘定元帳、

売上帳、仕入帳など）や自己がコンピュータを使用して作成する

書類（損益計算書、貸借対照表など）をデータのまま保存 

②スキャナ保存 → 受領又は作成した紙の書類を画像データ化して保存 

（契約書、見積書、注文書、納品書、請求書、領収書など） 

③電子取引 → 授受した取引情報をデータで保存 
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 令和3年度税制改正により見直された電子帳簿保存に関する改正は、次の通りです。 

（1）電子帳簿等保存 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）スキャナ保存 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）電子取引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)施行日 

  いずれの改正も原則令和4年1月1日施行となっています。 

  今回の改正で、実務に最も影響が大きいと考えられるのは、上記(3)②です。例えば、電子 

  メールで請求書データを受け取り、それを紙で印刷し保存されている事業者にあっては、  

  来年1月から所得税や法人税において認められなくなりますのでご注意ください。 

参考：国税庁HP「電子帳簿保存法が改正されました（令和3年5月）」 

   https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf 

   財務省HP「令和3年度税制改正」 

   https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21.html 
   ㈱税経 令和3年度版改正税法の手引き 

項目 概要 

①承認制度の廃止 これまで必要であった事前承認が不要に 

②最低限の要件を満たせば  

 電子保存が可能 

複式簿記による記録であれば、最低限の要件を満たすこと

で、電子保存をすることが可能に 

 

③優良な電子帳簿であれば 

 ペナルティが軽減 

従来とほぼ同様の保存要件を満たしている「優良な電子帳

簿」に該当し、かつ一定の届出書を提出しているとき 

・過少申告加算税の5％軽減 

・65万円の青色申告特別控除の適用が可能 

項目 概要 

①承認制度の廃止 これまで必要であった事前承認が不要に 

 

 

②要件の緩和 

・タイムスタンプの付与期間が最長約2か月以内へ延長 

・受領者等の自署が不要に 

・検索要件の緩和 

・一定のクラウド等を利用する事でタイムスタンプが 

 不要に 

 

③要件の廃止 

相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規定整備

等の適正事務処理要件が廃止（スキャン後、即原本廃棄が

可能に） 

④不正による 

 ペナルティ加重措置 

電子保存に関して不正があったときは重加算税10%が加重

される 

項目 概要 

①要件の緩和 ・タイムスタンプの付与期間が最長約2か月以内へ延長 

・検索要件の緩和 

②書面印刷による代替保存の  

 廃止 

所得税や法人税において、電子取引の取引情報を紙に印刷

して保存する代替制度が廃止（消費税は引き続き可能） 

③不正による 

 ペナルティ加重措置 

電子保存に関して不正があったときは重加算税10%が加重

される 
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葵労務管理事務所 鍵谷 辰也     

社会保険の適用拡大 

短時間労働者の社会保険適用要件が、今後段階的に拡大されます 

 遡ること平成２８年１０月から、社会保険を取得すべき従業員数が常時５００人を超える事

業所（特定適用事業所）に勤務する短時間労働者に限り、一定の要件を満たすことで、健康保

険・厚生年金保険の被保険者となる適用要件の改正がありました。（※５００人に満たない事

業所でも、労使間合意に基づき適用対象の申出により加入が可能：任意特定適用事業所） 

一定の要件とは次の５点です。（現行法） 

 ①特定適用事業所または任意特定事業所に勤務する短時間労働者であること 

 ②週の所定労働時間が２０時間以上であること。③雇用期間が１年以上見込まれること 

 ④賃金の月額が８８，０００円以上であること。⑤学生ではないこと。 

令和４年１０月より、短時間労働者の社会保険加入対象となる要件が変更されます 

 来年１０月から、上記５点の要件のうち２点が変更になります。 

１点目は、①の特定適用事業所の規模が、‘常時１００人を超える事業所’に変更されます。 

２点目は、③の雇用期間が、‘２ヶ月以上見込まれること’に変更されます。 

さらに、令和６年１０月からは、‘常時５０人を超える事業所’も対象となります 

 今まで、５００人を超える大企業が対象となっていた短時間労働者の社会保険加入義務が、 

１００人、５０人といった中小企業も対象となりその範囲が拡大されていくことになります。 

 参考資料：厚生労働省・日本年金機構ＨＰ 

対 象 要 件 平成２８年１０月～ 

     (現行) 

 

令和４年１０月～ 

    （改正） 

令和６年１０月～ 

    （改正） 

事業所 事業所

の規模 

常時５００人超 常時１００人超 常時５０人超 

労 働 

時 間 

週の所定労働時間数 

が２０時間以上 

変更なし 変更なし 

 

 

短 

時 

間 

労 

働 

者 

賃 金 月額；８８,０００円 

以上 

変更なし 変更なし 

勤 務 

期 間 

雇用期間が１年以上 

見込まれること 

雇用期間が２ヶ月以上 

見込まれること 

同左 

 

適 用 

除 外 

学生ではないこと 変更なし 変更なし 
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弁護士 長谷川 留美子  

所有者不明土地と相続 

 本年４月、所有者不明土地の解消に向けた

法律改正が行われました。相続開始から３年

以内に相続登記を行わなかったり、住所変更

から２年以内に住所変更登記を行わなかった

りすると、過料の制裁を課されるようになっ

たことは、比較的よく知られていることと思

います。 

 今回の改正では、民法の相続についても改

正が行われました。気をつけなければならな

いのは、遺産分割をしないまま１０年を経過

すると、特別受益や寄与分の主張ができなく

なることです。 

 例えば、長男と次男の二人で遺産分割する

場合に、法定相続分は２分の１ずつですが、

次男だけが被相続人から住宅建設資金の生前

贈与を受けていれば、それが特別受益となっ

て、その分次男の具体的相続分が減ったり、

長男が被相続人の事業に従事してろくな給料

をもらわなかった結果被相続人の財産が形成

されたとすると、それが寄与分として認めら

れて、長男の具体的相続分が増えたりしま

す。このように、遺産分割では、相手方の特

別受益や自分の寄与分の主張をしてそれが認

められれば、具体的相続分を増やすことがで

きます。 

 しかし、改正法では、相続開始から１０年

を経過すると、特別受益や寄与分の主張がで

きなくなり、法定相続分の２分の１ずつどお

りに遺産を分割するしかなくなります。 

 この改正は、不動産が長期間放置された後

の遺産分割では、具体的相続分に関する証拠

等が散逸し、共有状態の解消が困難となるこ

とから、画一的な法定相続分で簡明に遺産分

割を行う仕組みを創設することによって、遺

産分割長期未了状態の解消を促進し、所有者

不明土地の利用の円滑化を図ろうとするもの

です。 

 遺産分割には期限がないため、昭和の事件

も見かけます。そのうえ、特別受益の主張や

寄与分の主張があると、その審理に多くの時

間を要し、解決までの期間が長期化する傾向

にあります。そのため、特別受益や寄与分の

主張を封じて、遺産分割がスムーズに行われ

るようにしようというのです。 

 ただし、以下の例外があります。 

１ 相続開始の時から１０年を経過する前

に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求

をしたとき。 

２ 相続開始の時から始まる１０年の期間の

満了前６箇月以内の間に、遺産の分割を請求

することができないやむを得ない事由が相続

人にあった場合において、その事由が消滅し

た時から６箇月を経過する前に、当該相続人

が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたと

き。 

 改正法の施行はまだですが、法定相続分よ

りたくさん遺産をもらいたいと思う場合に

は、遺産分割を放置しないことです。 



  葵総合経営センター TEL(052)331-1740 総務まで 

 ７月２３日より、東京オリンピックが開催さ

れ、沢山のスポーツを観戦しました。 

 その中でも、私が特に印象に残ったのは、 

新たに加わった４種類の競技の内、サーフィン

では男子が銀、女子が銅、スケートボードでは

男女共に金メダルを獲得した事です。 

 スケートボードは、なかなか練習する場所が

無いイメージが有りますが、男女ともに金です

から本当に驚いたと同時に感動いたしました。

とても励みになりました。私も、負けじと日々

精進していきます。       三宅 由里 

８ 

 編集   葵総合経営センター・康友会ニュース 

『広報委員会』 

 小林浩子 鈴木寛大  鍵谷辰也 

 近藤陽介 長谷川直明 三宅由里 

ご 案 内 

◎休日のお知らせ 

 ●康友会からのお知らせ 

 【会員様対象無料法律相談日(予約制)】 

令和3年  9月 15日（水) 

令和3年 10月 15日（金) 

令和3年 11月 16日（火) 

弁護士 長谷川 留美子 

 ●センターからのお知らせ 

  【無料よろず相談日(予約制)】 

 令和3年 9月 15日（水) 

 
９月の税務・労務 
 
 

  １０日◇源泉所得税の納付 

       ◇住民税特別徴収額の納付 

 

 

 ３０日◇令和３年７月決算法人の 

     確定申告、１月決算法人の  

     中間申告、１０月・１月・ 

     ４月決算法人の消費税中間   

     申告（４００万円超） 

        ◇令和３年５月決算法人の 

         事業所税申告及び納付 

       ◇令和３年７月決算法人の 

     事業所税申告及び納付 

      

 
 

 
１０月の税務・労務 
 
  

   １１日◇源泉所得税の納付 
          ◇住民税特別徴収額の納付 
 
 
 
１１月１日◇令和３年８月決算法人の 

           確定申告、２月決算法人 

           の中間申告、１１月・２月 

      ・５月決算法人の消費税 

           中間申告（４００万円超） 

        ◇令和３年８月決算法人の 

          事業所税申告及び納付 

        ◇個人住民税第３期分の納付       

        ◇労働保険料第２期分の納付    
        (労働保険料事務組合委託の 
        場合…１１月１５日）       

９ 月  １０ 月  

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

      1  2  3  4             1  2  

5  6  7  8  9  10  11   3  4  5  6  7  8  9  

12  13  14  15  16  17  18   10  11  12  13  14  15  16  

19  20  21  22  23  24  25   17  18  19  20  21  22  23  

26  27  28  29  30       24  25  26  27  28  29  30  

               31              


