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税 

三方五湖湖畔にたたずむ舟小屋（三方町）
舟小屋は、向かいの島で栽培されている梅などの収穫に用いる
小舟を格納するものであり、トタン葺きであったものを往時の
茅葺きに復元し現在に至っています。伝統的な景観の維持に努
め、訪れる人々の目を楽しませる美しい景観として評価を受け
ています。



2■ 敦賀税務署提供

確確確確定定定定申申申申告告告告
税務署では、確定申告でご不明な点について

のワンポイントアドバイスを行っております。

平成16年分所得税の確定申告の受付は、

平成17年2月16日（水）から3月15日（火）まで
（還付申告は2月16日（水）以前でも提出できます。）

確確確確定定定定申申申申告告告告　　　　自自自自分分分分でででで書書書書いいいいてててて　　　　おおおお早早早早めめめめにににに！！！！
申告書の作成は自宅で
24時間！僕におまかせ！！

「確定申告書作成コーナー」

インターネットで

いつでも！　簡単に！
基本的な計算誤りなく！

所得税の確定申告書が作成できます。

所得税の青色申告決算書・収支内訳書、

消費税の確定申告書も作成できます！

「金沢国税局ホームページ」（http://www.kanazawa.nta.go.jp）

「確定申告等情報」 「確定申告書等作成コーナー」で利用できます。
パソコンの画面に従って金額などを入力することで自動計算し、ご自宅のカラープリ
ンタで確定申告書等が印刷できます。
印刷した確定申告書等は、押印の上、添付書類とともに税務署に提出してください。

（電子申告・納税システムではありませんのでご注意ください。）

「自宅にいながら税金相談！タックスアンサーをご利用ください！」
あなたの質問にコンピュータが年中無休24時間お答えします。
○　タックスアンサーホームページ（http://www.taxansｗer.nta.go.jp）による

利用（携帯電話からも接続可能です。）
○　電話・ファクシミリによる利用

お知りになりたい項目のコード番号（コード表は税務署又は市町村役場にありま
す。）をお調べの上、（0776）24－7766にお電話ください。

お
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せ

消

費

税

の

平成16年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、

平成18年分の消費税の確定申告が必要となります。

◎新たに課税売上高が1,000万円を超える方は「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です。
また、平成18年１月から帳簿の記載や請求書等の保存が必要となります。
◎課税売上高が5,000万円以下の方は「簡易課税制度」を選択することができます。同制度を選
択される場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。



敦賀税務署提供　■3

◎各種説明会のお知らせ
「自書申告」を推進するため各種説明会が次のとおり開催されますので、ご利用ください。
なお、説明会当日は、「源泉徴収票」など所得の計算ができる書類、「社会保険料」や「生命保険料」などの所得

控除の計算ができる書類及び計算機、ペンなどをご用意ください。

◆税理士の無料申告相談

◆公的年金受給者の申告説明会

◆「住宅借入金等特別控除」申告説明会

◆決算説明会

場　　所 開　催　日 時　　間 主　　催 

敦賀市西公民館 
平成１７年２月２３日 

平成１７年２月２４日 
９:００～１６:００ 税理士会敦賀支部 

場　　所 開　催　日 時　　間 主　　催 

あいあいプラザ 
平成１７年１月３１日 

平成１７年２月 １日 

９:３０～１１:３０ 

１３:３０～１５:３０ 
敦 賀 税 務 署  

場　　所 開　催　日 時　　間 主　　催 

あいあいプラザ 

平成１７年２月 ２日 

平成１７年２月 ３日 

平成１７年２月 ４日 

９:３０～１１:３０ 

１３:３０～１５:３０ 

９:３０～１１:３０ 

１３:３０～１５:３０ 

９:３０～１１:３０ 

敦 賀 信 用 金 庫  

北 陸 銀 行  

福 井 銀 行  

北 陸 労 働 金 庫  

場　　所 開　催　日 時　　間 主　　催 

敦賀商工会館 

美浜町商工会館 

三方町商工会館 

平成１７年１月２４日 

平成１７年１月２６日 

平成１７年２月 ２日 

平成１７年２月 ３日 

１３:３０～１５:００ 

１３:３０～１５:３０ 

敦賀商工会議所 
敦賀青色申告会 

三 方 町 商 工 会  

美 浜 町 商 工 会  

便利で確実な振替納税を
ご利用になりませんか！

◎振替納税とは･･････
電気・ガス料金等の自動振替と同じように、預貯
金口座から税金が自動的に納付されるしくみです。

◎お忙しいあなたのために･･････
○便利です‥‥納期のたびに金融機関に

お出かけになる煩わしさが
ありません。

○安全です‥‥現金を持ち歩く必要があり
ませんので紛失などの心配
がありません。

○確実です‥‥納期をうっかり忘れても
口座から自動的に振替納付
されます。



4■ 嶺南振興局二州税務部／敦賀市・美浜町・三方町提供

今年もいよいよ申告の時期となりました。
農業所得の申告をされる方は、今回の申告より、ご商売をされている方々と同様の「収支計算」の方法で

申告をしていただくことになりましたが、申告の準備は進んでいますでしょうか？
申告会場で慌てないように、下記のチェックポイントで確認をしてから、申告を行いましょう。

農業所得の申告をされるみなさんへ
収支計算申告の準備はお済みですか？

★申告に必要な書類等

「申告に行く前のチェックポイント」
チェック

「申告書」「収支内訳書」に、住所・氏名・電話番号が記入してありますか □
「申告書」「収支内訳書」に、印鑑が押してありますか □
「申告書」「収支内訳書」に、記入もれはないですか □
「申告に必要な書類」はすべてそろっていますか □

印鑑
「確定申告書（Ｂ）」または「市民税・県民税申告書」
「収支内訳書（農業所得用）」
「収支計算準備表」
「農業関係の明細書、領収書」
「源泉徴収票」←農業所得以外に給料、年金がある方
「国民健康保険税納税通知書、領収書」←国民健康保険に加入している方
「生命保険料、損害保険料支払証明書」←生命保険、損害保険料を支払っている方
※その他、所得控除を受ける項目により、必要な書類があります。

振 替 納 税 の お 勧 め
～多忙なあなたの代役です～

福井県では自動車税と個人事業税について振替納税を推進しています。

☆振替納税とは
預金口座から自動的に振替えて納税する方法です。

☆こんなに便利です
納期が来るたびに銀行や郵便局までわざわざお出かけにならなく

ても自動的に納税ができます。お仕事のお忙しい方、不在がちの方
は特に便利です。

☆確実です
納期に振替されますから納付を忘れることがありません。（残高

不足の場合は振替されませんので残高にはご注意ください。）

☆手続きは簡単です
あなたが預金している金融機関か、嶺南振興局二州税務部のどちらか一方に、口座振替依頼書を提出し

ていただくだけです。（預金口座に使用の印鑑を押印してください。）

振替納税に関するお問い合わせは
最寄りの金融機関または
福井県嶺南振興局二州税務部　Tel 0770－22－0050へ



敦賀間税会／敦賀納税貯蓄組合連合会／敦賀小売酒販組合／敦賀商工会議所／敦賀青色申告会提供　■5

敦賀納税貯蓄組合連合会

納納納納税税税税資資資資金金金金のののの積積積積立立立立ててててにににによよよよるるるる
期期期期限限限限内内内内納納納納税税税税をををを!!!!!!!!

消費税は、消費者からの預り金的性格を有する税です。
日ごろから「納税のための貯蓄」をしておきましょう。

◎毎月の貯蓄額の目安
次の表は、簡易課税制度適用事業者の方用に、業種別に積立目安

月額を表示したものです。
※例えば、小売業で課税売上高が2,000万円の場合、月々の積立額は約17,000円となります。

区分 
卸売業 

（第1種事業） 
小売業 

（第2種事業） 

農業、林業、漁業、 
建設業、製造業 
など 
（第3種事業） 

飲食店業、 
金融・保険業 
など 
（第4種事業） 

不動産業、 
運輸通信業、 
サービス業など 
（第5種事業） 

みなし仕入率 

年間課税 

売上高 

万円 

1,000

　万円 

84

　万円 

5

　千円 

5

　万円 

10

　千円 

9

　万円 

15

　千円 

13

　万円 

20

　千円 

17

　万円 

25

　千円 

21

各月 

売上高 

年間 

税額 

積立目 

安月額 

年間 

税額 

積立目 

安月額 

年間 

税額 

積立目 

安月額 

年間 

税額 

積立目 

安月額 

年間 

税額 

積立目 

安月額 

90% 80% 70% 60% 50%

1,500

2,000

2,500

3,000

125

167

209

250

8

10

13

15

7

9

11

13

15

20

25

30

13

17

21

25

23

30

38

45

20

25

32

38

30

40

50

60

25

34

42

50

38

50

63

75

32

42

53

63

敦賀間税会
女性部会の第１回研修旅行開催
敦賀間税会の女性部会では、平成16年9月17日に第1
回の研修旅行として、金沢国税局を訪れました。
日頃はあまり縁のない国税局だけに、全員が期待と緊
張と興味でいっぱいでした。
国税局に到着すると、敦賀税務署の法人統括官の出迎え
を受け、ほっと致しました。会議室で金沢国税局課税部長
から、納税の意義、税金の使途、将来の税金体制について
の講話を聴講し、改めて税金の重要性と、消費税がこれか
らの税の基幹税になっていくことを実感いたしました。
消費税は女性にとってより身近な税金です。研修会な
どを通して、税の知識を深め、公正かつ適正な税に対す
る認識をもち、企業経営にも反映させて頂きたいと思っ
ております。

敦賀商工会議所
■青色申告決算講習会
日時 1月24日（月）午後1時30分～午後3時

26日（水） 〃
会　場 敦賀商工会館　2階会議室
講　師 北陸税理士会敦賀支部所属税理士
内　容 ①平成16年度の税制改正点について

②決算・確定申告の手順について
③消費税について

受講料 有料

■平成16年度確定申告個別相談会
相談日 2月24日（木）～3月2日（水）※土日を除く
時　間 午前9時～午後4時
会　場 敦賀商工会館　2階会議室
相談員 北陸税理士会敦賀支部所属税理士他
相談料 有料

お問い合わせ先：敦賀商工会議所　中小企業相談所
（神楽町2－1－4 TEL22－2611）

敦賀青色申告会
■平成16年度確定申告個別相談会
相談日 2月21日（月）午前9時～午後4時

3月 3日（木） 〃
会　場 敦賀商工会館　2階会議室
相談員 北陸税理士会敦賀支部所属税理士他
相談料 有料

◎消費税の申告の準備は今から必要です！！
消費税対応もＯＫ！パソコン用会計ソフト

「ブルーリターンA」好評販売中
会員斡旋価格28,350円
（保守料3年分・消費税込）

お問い合わせ先：敦賀青色申告会事務局
（神楽町2－1－4 敦賀商工会議所内　TEL23－6794）

敦賀小売酒販組合
酒類販売管理者制度について

平成15年9月に酒税の保全及び酒類業組合等に関する
法律の施行により酒類販売小売業者は酒類販売管理者を
選任し、その責務を全うする為に当組合の事業として開
講した管理者研修会を殆どの方が受講されました。
管理者は酒類の小売販売場においてその業務に従事す
る者に対して法令の規定を導守し、必要な助言又は、指導
する責務があります。特に、未成年の飲酒防止については、
その対策に万全を期して頂くよう要請しております。
皆様のご理解とご協力を切にお願い致します。

未成年者飲酒の弊害
○急性アルコール中毒を起こしやすい。
○身体の成長を妨げる
○脳細胞の発育を妨げる（知能の低下を招く）
○自己抑制がきかなくなり、判断を誤らせる原因となる
○違法薬物を使うきっかけになりやすい

金沢国税局の庁舎玄関前にて記念撮影



6■ 敦賀法人会／北陸税理士会敦賀支部提供

税税税税金金金金教教教教室室室室（法人会担当）

今年の税金教室

平成17年1月18日（火） 敦賀松原小学校（昨年に引き続き好評開催）

6年生1クラスごとに３回開催

法人会担当講師：北村　裕 氏

敦賀法人会は、敦賀税務署、敦賀租税教育推進協議会と共に、21世紀を担う子供たちのための税金教室を開催し、当会の
役員自らも経営者の立場として講師を務め、租税教育の推進に努めております。

税金教室
平成16年1月14日　（昨年の状況）
敦賀松原小学校（6年1・2・3組）

講師：社団法人敦賀法人会

副会長　北村　裕氏

氏　名 事務所住所 電話番号 氏　名 事務所住所 電話番号 

中村　藤夫 敦賀市平和町 24－2437

宗澤　一郎 敦賀市本町 23－2666

河野　　精 敦賀市元町 25－2720

森　　輝夫 敦賀市神楽町 25－7770

田中　信幸 敦賀市新松島 25－8585

渡辺　征二 敦賀市結城町 22－0019

竹長　　徹 敦賀市中央町 24－0855

安久　　彰 敦賀市開町 23－0525

西山　了信 敦賀市谷口 22－4226

橋本　　勉 敦賀市木崎 23－0215

山本　美一 敦賀市本町 22－5135

山形　　晃 敦賀市三島 22－2511

松　　利夫 敦賀市本町 22－0157

濱本　幸雄 敦賀市鞠山 22－2848

伊藤　信義 敦賀市松島 21－1333

辻　　達博 敦賀市中央町 21－1355

中村　　淳 敦賀市津内町 22－1343

福地　末七 敦賀市松島町 22－2850

本川　芳宏 敦賀市相生町 21－3307

加藤　智二 敦賀市本町 22－0157

稲塚　敏恵 敦賀市中央町 24－0855

宗澤　一俊 敦賀市本町 23－2666

中山　順郎 敦賀市山泉 21－1514

森口　春幸 敦賀市原（木崎） 20－0116

橋本　佳和 敦賀市木崎 23－0215

税務代理・税務書類の

作成・税務相談は

正規の税理士に
▲

税理士資格のない者は、有償・無償を問わず納税者の確定申告や納税について相談を受けたり書類を作成す
ることは法律で禁じられています！




