平成３０年１１月１０日
リーダー 八田 崇史
１０月度活動報告
平成３０年１０月２７日（土）
（第２４６回目）
１３：３０～１６：４５
参加者１４名
◆１時間目 確定申告の医療費控除をエクセルで作成する

１３：３０～１５：２０ １１０分

配布資料 確定申告に必要な事前チエック表 １ページ
今月は Windows10 の「Online Excel」を使っての表作成をする。
 On Line Excel とは
マイクロソフトが公式に提供するクラウド版の Excel で、従来のインストール型のエクセル
と比べると、機能に制限はあるが、クラウド上に無料で作成・保存・編集・共有が出来る。
・初めて On Line Excel を利用する人は、登録をする事で利用できる。
Excel の画面を出して、右上の「サインイン」をクリックして、
表示された画面の

内にメールアドレスを入力して、

次へ をクリックする。そして、表示されている画面の
スワードを入力して、 サインイン

内にパ

をクリックする。

これでサインインが完了するので、Excel の右上の表示がユーザ名になっている。以上でオン
ライン上の各種のソフトが利用可能になる。
・登録済の人の On line Excel の利用方法
① ヤフー画面の右上の「…」左横の四角アイコン「Office Online」をクリック。
② ドロップ表示された Microsoft アカウントでサインイン をクリックする。
③ アクセスを許可しますか？ で

はい をクリックする。

④ 再度右上の四角アイコン「Office Online」をクリックする。
⑤ 表示されている中の Excel をクリック。
⑥ Excel Online が表示されるので、
「空白のブロックを新規作成」をクリックすると、one
drive のエクセルが開き作業が出来る。
医療費控除集計表の作成にはオートフイルを使うので、
「オートフイル」の基本を理解する。
オートフイル ＝ セルを自動的にいっぱいに満たすという意味
すでにセルに入力されている式や値を参考に、自動的に連続したセルの式や
値を参考に、自動的に連続したセルの式や値を埋める機能。
日付や曜日、規則性のある値を連続入力する時に便利。
オートフイルの使い方
１．曜日の場合
セルに「月」と入力後そのセルを選択してポインターをセルの右下に合わすと、＋のオート
フイルハンドルが現れるので、これを右方向や下方にドラグすると火水木……と連続した曜
日が自動的に入力される。
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２．数字の場合
セルに１と入力して確定させて、再度１のセルを選択し目的のセルまでドラグして離す。す
べてセルに１がコピーされているが、最後のセルの右下に▼付の「オートフイルオプション」
が表示されている。
この上を押して表示された ○連続データ にチエックを入れると、選択したセルが連続番
号になる。
３．５飛の数字を設定する場合
セルに１を入力し目的のセルまでドラグして、メニューの右上Σの下の ▼ フイル
のアイコンを押して連続データ（ｓ）をクリックする。
を ５ に変更して OK を押すと、選択し

表示画面された画面の 増分（ｓ）１
たセルが５飛になっている。

４．L 列のリスト東西南北を、
「入力規則」を使って H 列に入れる。
イ．L 列の各行にリスト・東・西・南・北と入力する。
ロ．H 列にリスト・東・西・南・北の行を選択しておく。
ハ．メニューの「データ入力規則▼」を押して、データ入力規則 を選択する。
ニ．データ入力規則の画面表示が出る
入力規則（A）
▼ の ▼を押して

リストを選択する。

元の値（S）
の窓にカーソルを点滅させておき、表のリストを選択し
て北を選択すると ＄L$1:$L$5

と表示されている。

OK を押す。

すると H 列の１行のセルに▼が出る。セルを選択して▼を押すとリスト東西南北が表示
されるので、選択するとセルに入る。同様に次のセルを選択して▼を押し選んで押すとセ
ルに入る。
５．単なる数字だけでなく A－や東西の組合せもできる。
１～５までの学習入力実習した表

番号

リスト

1

A-1

1

東ー１

東西ー１

東

東

2

A-2

6

東ー２

東西ー２

西

西

3

A-3

11

東ー３

東西ー３

南

南

4

A-4

16

東ー４

東西ー４

北

北

5

A-5

21

東ー５

東西ー５

東

6

A-6

26

東ー６

東西ー６

北

7

A-7

31

東ー７

東西ー７

南

8

A-8

36

東ー８

東西ー８

9

A-9

41

東ー９

東西ー９
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６．資料送付されたエクセル医療費の集計表を開いて表の入力をする。
１・Shet1 を W クリックして名前を「基本書式」に変更する。
（税務署の書式そのもの）
２．Shet2 を W クリックして名前を「夫医療費」に変更する。
３．Shet3 を W クリックして名前を「妻医療費」に変更する。
４．Shet4 を W クリックして名前を「集計表」に変更する。
５．B2 に 夫婦 と入れる。
６．B3～B70 までセルを選択する。
７．F 列のリスト・医療機関の列幅を１８へ広げる。
８．D 列の金額の列幅を１０へ広げる。
９．B2 から D2 ノ７０までをドラグして格子罫線を入れる。
１１月は各個人が医療費集計表に実際に入力作業をします。
７分間休憩
◆２時間目 パソコン全般

１５：２７～４：４５

７８分

１．記事紹介 ２０１９年度から e-tax 確定申告でカードリードライターが不要になる。
日経 PC21 １１月号特別付録 ２９ｐの１枚
この記事によると、２０１９年度より国税庁の e-tax での確定申告が、現行方式から２通り
の方法になり、一つは IC カードリードライターが不要になる。
現行方式

開始時に準備するもの

マイナン

e-Tax の

e-Tax の

報告書

・e-Tax の ID・パスワード

バーカード →

開始届書 → ID-パス

データ

・マイナンバーカード

の取得

の提出

ワード

の作成

・IC カードリードライター

受領

と送信

→

新マイナンバーカード方式

開始時に準備するもの

マイナン
バーカード →

×不要

→ × 不要

→

の取得

申告等

・マイナンバーカード

データ

・IC カードリードライター

の作成
と送信

ID パスワード方式

開始時に準備するもの

マイナン

税務署で

ID・パス

申告書

・ID パスワード方式専用の

バーカード →

の対面に →

ワード方式 →

データ

e-Tax の ID パスワード

の取得

よる e-Tax

専用の e-Ta

の作成

開始届書

x の ID・パ

送信

の提出

スワードの
受領

２．事例報告 「パソコンのシステム警告表示によりうっかり電話通信した。
」
パソコンのWebページを操作中に下記のWindowsシステムが破損していますやウイルスの感
染しています の表示が出た。
びっくりしあわててフリーダイヤルと書いてあるので、そこに電話をした。
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電話でのやり取り中に何かオカシイ不審を感じたので、話の途中だが電話を切った。
その後、電話先からの通信は無いが若干パソコン上でのフアイルに問題が出ていることに気
が付いた。
パソコンのセキュリティは、個人では購入設定はしていないが、勤務先団体での共有でのセ
キュリティシステムに入っている。ここにも報告して何らかの対策を聞いてみる。
今から思うとフリーコールと書いてあるのに、表示されているダイヤルは０３で始まってい
る。フリーコールは０１２０なのに何とうかつな事と反省している。
皆さんの意見
この手のシステム警告は偽警告でソフトウエアをダウンロードさせて売りつける詐欺商法
なので、絶対に「更新」や「続行」や「こちらをクリック」等のボタンを押さない事。
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３．Windows10 のアクティブ時間の設定をしているのに、update の自動更新が出来て無く、い
つも手動更新している。時間がかかって困る。東芝サポートに設定が正しいか聞いてみた。
サポートに聞いた結果を次のようにまとめたので報告をした。
窓口担当者への問いかけ
アクティブ時間の設定をしているが、Update が自動更新できていない。毎回手動で時間がか
かる。自動更新の設定は間違いないと思うが？
◆東芝サポート担当者と遠隔支援サービスの同時画面接続で作業確認した。
遠隔支援の画面接続の手順
１． スタートボタンを右クリック→システム（Ｙ）
２． デバイス仕様をスライドバーで下げるとサポートが見える
３． Web サイトの オンラインサポート をクリック
４． 鯨マークの遠隔支援サービスをクリック
５． 青色表示の 遠隔支援サービス入口 をクリック
６． コード入力画面が出る
７． 指示されたコード６桁を入力すると、遠隔支援画面になった。
確認作業
アクティブ時間の設定
開始時間 ８：００

終了時間 ０：００

設定は問題ないと言われた。 （アクティブ＝パソコンが動作中でネット接続可能状態。
）
スリーブ状態の確認と変更 ←この項目は知らなかった。
（初期設定のままだった）
１． コントロールタイルをクリック
２． システムとセキュリティをクリック
３． 電源オプションをクリック
４． コンピュータがスリーブ状態になる時間の変更をクリック
５． プラン設定の画面になる
バッテリー駆動

電源に接続

ディスプレィの電源を切る

２５分

５０分

コンピュータをスリーブ状態にする

１時間

２時間

※１．電源を切る

＝離席したりパソコン操作をしなかった時の設定。

２．スリーブ状態 ＝パソコン操作は出来ない動作休眠中で、画面復帰が速い。
上記を下記の様に変更した。
ディスプレィの電源を切る

３０分

コンピュータをスリーブ状態にする

適用しない

変更の保存

１時間
適用しない

をクリック

以上の設定変更で、３月９月の大型クリエータ Update も小規模の Update も就寝中にダウンロ
ード・インストール・再起動が出来て、使う時は最新の状態になっている。
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注意 １．Windows10 ノートパソコンは、ノートのフタを閉じない限り自動更新される。
２．Update の自動更新はコンセントを接続して、ノートのフタを開けておく事。
フタを閉じると選択した通りの状態（スリーブ）になるので、自動更新は出来ない。
３．パソコンを終了する時、スリーブにすると自動更新は入らない。
Windows7 はスリーブ状態でノートパソコンのフタを閉じても、朝パソコンには Update が自動
更新されている。何故か？
Win7

スリーブ状態でも自動更新される機能になっている。

Win10

スリーブ状態での自動更新機能がない。

Win7 自動更新機能を調べる
１． コントロールパネル
２． システムとセキュリティをクリック
３． アクションセンターをクリック
４． メンテナンス（Ｍ）の ∨印をクリック
５． 下方に字幕が追加されるので、スライドバーで少し下げると下記の表示がある。
更新プログラムの確認

操作は不要です

Windows Update - 操作は必要ありません
（操作は不要です。操作は必要ありません。

となっているのでスリーブ状態で自動更

新される。
）
Windows10 には、３項のアクションセンターの機能がありません。
（尚、自動更新の設定は、全てのプログラム→Windows Update→設定の変更等で行なう。
）
感想 自動更新が出来なかった２つ原因が判りました。
１つ目は５項のコンピュータをスリーブ状態にする

適用しない

適用しない

に変更。
２つ目は注意事項の ２．Update の自動更新はコンセントを接続して、ノートのフタを開けて
おく事。フタを閉じると選択した通りの状態（スリーブ）になるので、自動更新は出来ない。
この東芝サポートの指示通りした結果、その後は自動更新が出来ておりいつも最新の状態の表示
があります。
（再起動しなくても自動的にされているのにびっくりしました。
）
―以上―
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