境港青色申告会 青色ひろば

田梢さんいわく
「自分が
家で作るごはんと同じ 」
とのこと。
お客さんは若い家族か
ら年配者まで幅広いそう
で、普通のごはんのおい
しさ、飽きのこない味付
けが受けているのでしょ
う。
さて、飲食店の悩みの
一つは食材が余ること。
日替わりなので、食材は
その日に使い切りたい。
そこで考えたのがテイク
アウト。残ったらインス
タで案内してフードロス
を少なくするようにして
います。
ごはんづくりが好きな
ことから、お店を始める
ことになった角田さんで

すが、花屋さんで働いた ている人、近所の人に愛 油ではなく、ニラダレが
ことはあっても、自分が される店、になりたい」 付くのですが、これがお
いしい。冷や奴にも合い
事業主になって商売をし と、角田さん。
メニューの番外編で卵 ます。おうちごはんは、
たことがありません。
そこで、事業を始める かけご飯があります。醤 普通ではないのかも。
にあたり商工会議所で勧
•••••••••••••••••••
められて
「創業ゼミ」
に参
「適格請求書発行事業者」
加しました。商売のいろ
が交付する
「適格請求書
いろを勉強し、他の参加
イ(ンボイス 等)」の保存
者との交流ができたこと
が必要となります。この
が役立っているそうです。
適格請求書を発行できる
店の入口はスロープに
のは、登録を受けた適格
して車椅子でも入りやす
請求書発行事業者に限ら
くしてあります。「仕事し
れます。
消費税は、２０２３
インボイス制度導入後
令(和５ 年
) 月１日から
は、適格請求書発行事業
適格請求書等保存方式
者以外から行った仕入れ
イ
(ンボイス方式 が)導入
などは、原則として仕入
され、大きく制度が変わ
税額控除が認められない
ことになりますが、一定

インボイス制度①

ります。そこで２回に渡

の期間は経過措置が設け
られています。
① ２ ０ ２ ３ 令( 和 ５ 年)
月１日～２０２６ 令(
和８ 年)９月 日まで＝
免税事業者等からの仕入
れについて、仕入税額相
当額の ㌫が控除可能
② ２ ０ ２ ６ 令( 和 ８ 年)
月１日～２０２９ 令(
和 年)９月 日まで＝
免税事業者等からの仕入
れについて、仕入税額相
当額の ㌫が控除可能
その後 ２(０２９年
月１日以降 は)、適格請
求書発行事業者以外から
の仕入れについては税額
控除が認められないこと
になります。

ホームページ：www.youwa-hoken.jp/

〒684‑0043 鳥取県境港市竹内町1362番地
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り、同制度について簡単
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に説明していきます。
告会と境港青色申告会女
女性部だより
性部の総会を午前、午後
適格請求書は、売る側
に行いました。午前中の
が買う側に対し
「正確な
笑顔届ける活動を
青色申告会総会の前には
適用税率や消費税額など
を伝えるための手段」で
落ち着いていた新型コ 米子税務署署長による税
あり、一定の事項が記載 ロナウイルスが、第７波 務研修会もありました。
女性部の総会では、そ
された請求書や納品書、 として猛威を振るってい
そのほかこれらに類する ます。感染予防対策を再 れぞれの事案を承認して
書類のことを言います。 度 確 認 し、換 気、消 毒、 いただき、昨年度は控え
この方式の導入後、課 マスクの正しい着用を徹 ていたレクリエーション
税事業者が仕入税額控除 底していきたいものです。 と研修会事業を今年度は
の適用を受けるためには
６月 日、境港青色申 実施することに決定。
７月に境港市民交流セ
ンターがオープンしてい
ます。観劇やコンサート
など、イベントの開催が
増えることで、皆様の心
への栄養補給の機会が多
くなり、笑顔に沢山出会
えるといいですね。
私たち、境港青色申告
会女性部でも会員の皆様
に様々な情報を発信し、
また笑顔をお届けできる
活動を続けていきたいと
思います。

本 店 〒683-0802 鳥取県米子市東福原7-2-6 TEL（0859）34-4938 FAX34-5660
境港店 〒684-0071 鳥取県境港市外江町2361-2 TEL（0859）21-0117 FAX21-0118

サンアート山陰

友和・保険センター

株式会社

鳥取県公安委員会認定 第61号
㈳全国警備業協会加盟・鳥取県警備業協会会員

プレミアム ドラレコ型新発売 !
360°
撮影可能＆駐車監視機能付き

鳥取県西部・島根県東部など

GK 見守るクルマの保険

● 元気な方なら、
18歳〜65歳位までOK
● 勤務場所は、境港市内・米子市周辺
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は、メイン料理３種の中
から１品、小鉢３種から
２品 メ(インも小鉢も毎
日変更 を)選ぶので、好
き嫌いがあってもきっと
大丈夫。おいしいご飯と
味噌汁、またはスープが
付きます。値段は税込み
９００円です。
食材は季節の野菜を使
っていますが、基本的に
は家で使うようなもの。
食べた人の評価は
「やさ
。店 主 の 角
営業で外回りをしてい しい味付け」
る人、お昼のお弁当を持
ってきていない人、お昼
を作るのが面倒な人、そ
んなあなたに、ちょっと
美味しい普通のごはんは
いかがですか。
ことし４月にオープン
した
「お う ち ご は ん。ス
ミた」は、日替わりラン
チのみをメニューとして
いるお昼ごはんの店です。
日替わりランチの内容

困る前に考えておきたいこと ー 副業 ー

H
PEGAZOU shop ぺガ蔵
佐々木 隆成

自分の家と同じ料理を

北

おうちごはん。スミた

ガソリン価格が高騰し、物価が上がってい
る感じが強くなっています。以前、このコー
ナーでヤフオクやメルカリなどを使って、家
の不用品を処分する方法などを書きました。
この方法だと、売るものがなくなると継続
的に収入を得ることができません。仕入れて
売るという方法もあるのですが、そのために
は、利益があり売れるものを見つけてこなけ
ればいけません。
そこで、収入を増やすために副業について
考えたいと思います。コンビニやスーパーの
レジ・品出し、新聞配達、レストランやチェー
ン店での仕事など、思いつくだけでたくさん
出てきます。
私はテレビ番組の「行列のできる法律相談
所」で有名な北村弁護士が運営するYouTube
チャンネル(弁護士北村晴男ちゃんねる)をよ
く視聴しています。
先日、視聴者の質問に答える形として「副
業は基本解雇されない。自分に合った副収入
日替わりランチを提供する角田梢さん
のすすめ」というタイトルの動画が公開され
ていました。
【事業所のあらまし】
内容を簡単に説明すると、裁判所の見解は、
事業所名 おうちごはん。スミた
本業に多大な影響を与えないなら就業規則に
代 表 者 角田 梢
（すみた・こずえ）
副業禁止が書いてある場合でも副業(副職)を
住
所 境港市上道町3315
インスタグラム
行って問題ないということでした。
事業内容 食堂
定 休 日 土・日曜日、
祝日(土曜日は隔週)
おすすめの副業(収入を増やす方法)は、２
営業時間 11
：00～15：00（14：30ラストオーダー）
つあるとのこと。投資を行うことと、ネット
T E L 050-3692-1815
ワークビジネスだそうです。ネットワークビ
Instagram ouchi_gohan22.0427
ジネスは法的、コンプライアンス的に問題な
いのであれば、これほど良いビジネスはない
とのことです。
次はネットで稼ぐ方法ですが、リスクなく
簡単にというのは、あまりありません。外注
をネット上で受けるサイトというのもありま
すが、なかなか難しいと思います。
「coconala(ココナラ)」というサイトは「人よ
り少しだけ得意なこと(スキル)がある」皆さ
んに向いています。
英語が得意だとか、栄養士の人、デザイン、
占い、恋愛相談、話し相手、ビジネスのアド
バイスなどなど、多岐に渡っています。
16
このサイトで探せば、読者の皆さんにでき
る副業があるかもしれませんね。
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青色申告会の元気企業

インターネットの基礎知識 ㉑

〜 境港店店長 鷲澤からのお得情報 〜

一度、当代理店ホームページへ↓↓↓

