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熊川宿（若狭町）

熊川宿は天正17年（1589年）、熊川が交通と軍事において重要な

場所であることから、秀吉に重用され、若狭の領主となった浅

野長政によりつくられた宿場町です。現在は国の重要伝統的建

造物群保存地区にも選定されており、古い建物を生かした資料

館や喫茶店を散策することができます。



2■ 敦賀税務署提供

〈テーマ〉少子・高齢社会と税
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国税庁では毎年11月11日から17
日を「税を考える週間」と定めて
全国統一キャンペーンを実施して
います。
敦賀税務署、管内地方公共団体

及び税務連絡協議会においても、
税の意義や役割についての理解を
深め、考えていただけるよう各種
の広報広聴活動を行います。
今後、本格的に進展する少子・

高齢社会に対応するために、その
財源となる「税」の役割はますま
す重要になります。経済社会の構
造変化に対応するため、「税」の果
たす役割を理解し、税のあり方に
ついて真剣に「考え」ていく必要
があります。
国や地方公共団体は、私達国民

が豊かで安定した暮らしができる
よう、社会福祉の充実、住宅道路
の整備、教育の振興など幅広い分
野にわたって活動していますが、
これらの経費は税によって賄われ
ています。
このように、税は国や地方公共

団体が活動するための大切な財源
であり、私達が共同生活を維持す
るためのいわば「会費」であると
いえましょう。

《この社会あなたの税がいきている》

◎税の作品展
11月５日（土）～６日（日）三方勤労者体育館
11月12日（土）～13日（日）美浜町役場
税に関する作品（書道、ポスター、作文など）
を展示

～ご来場をお待ちしています～

◎無料税務相談
11月１日（火） 13:00～16:00
あいあいプラザ（金沢国税局税務相談官）
11月11日（金） 13:00～16:00
あいあいプラザ（北陸税理士会敦賀支部）

～お気軽にご相談ください～

◎記念講演会
11月16日（水） 13:30～
サンピア敦賀「若狭の間」
講師　金沢国税局課税部長

岸野　悦朗　氏
テーマ　少子・高齢社会の現状

と税制上の問題点

◎記念コンサート（入場無料）
11月８日（火） 15:00～
（学）早翠学園「オーバル・ホール」
（市野々6-2-2第二早翠幼稚園）
広瀬美和・牧田加奈子
「ソプラノ＆ピアノ・

パイプオルガン」

◎税金教室
敦賀税務署管内の小・中・高校の児童・生徒を

対象に、税務署や地方公共団体の職員のほか税務
連絡協議会の会員が講師となって税金教室を開催
します。 （開催予定校 29校、開催回数35回）
また、敦賀税務署管内の公民館・老人クラブを

通じて、社会人・高齢者を対象に税金教室を開催
します。 （開催回数６回）

── 主 な 行 事 ──



敦賀税務署提供　■3

ご存知ですか？　～税務署からのお知らせ～
消費税法の改正
消費税の届出はお済みですか？ ～新たに課税事業者となる個人事業者の方へ～

個人事業者のみなさん、
売上1,000万円を超えていませんか？

前々年の課税売上高が1,000万円を超える
と消費税の課税事業者になります。

新たに消費税の課税事業者となる方

◇速やかに「課税事業者届出書」を提出してくださ
い。
◇日々の記帳や書類の保存が必要です。
一般課税により申告される方は、帳簿と請求書等
の保存がないと、仕入れや経費の支払の際の消費
税分を控除することができません。

消費税の簡易課税制度を選択する方

◇「簡易課税制度選択届出書」を提出してください。
平成17年に新たに課税事業者となった方、平成
18年に課税事業者である方は、平成17年12月
31日までに提出する必要があります。

消費税の納付をお忘れなく！

消費者のみなさん一人ひとりが負担してい
る消費税、事業者のみなさんが期限内に納
めるためには…

その１ 納税資金の積立て

いざ納付というときに資金不足とならないよう納税
資金の積立てをしておきましょう。

その２ 振替納税

個人事業者の方は、税務署や金融機関に行かなくても
納税できる安全・便利な振替納税をご利用ください。
※ご利用に当たっては、「預貯金口座振替依頼書」
の提出が必要です。

個人事業者の方の平成17年分消費税の納付期限は平成
18年3月31日（金）です。

期限に遅れると、延滞税の負担だけでなく、財産
の差押え等の滞納処分を受けることもあります。！

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp

年末調整説明会の開催案内
開　催　者

敦賀税務署

開　催　日
11月25日（金）

11月30日（水）

時　　　間
午前10:00～12:00
午前10:00～12:00
午後 2:00～ 4:00

対　象　者
若狭町
敦賀市の法人、官公庁
敦賀市の個人、美浜町

場所
三方公民館
プラザ萬象小ホール
（敦賀市東洋町）
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e-Tax（国税電子申告・納
税システム）を利用すると

◇自宅やオフィスから申告や納税ができます。
q申告（所得税、法人税、消費税、酒税、印紙税）
w法定資料の提出 e納税（全税目） r申請・届出など
◇源泉所得税の毎月納付、消費税の中間申告・納付
など、ご利用回数の多い手続に大変便利です。

※e-Taxのご利用に当たっては、事前に利用開始のための
手続等が必要です。

※国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で
作成したデータをe-Taxに引き継いで電子申告すること
ができます。

インターネットで申告・納税！

e-Taxホームページ　http://www.e-tax.nta.go.jp

ヘルプデスク　　　 ＴＥＬ．０５７０－０１
e

５
コ

９
ク

０
ゼ

１
イ

〔ヘルプデスク利用時間〕月～金（祝日等を除く）の午前９時～午後５時

《公的年金等から所得税が源泉徴収されている方へ》

《確定申告で精算することになります》

◎一定の金額を公的年金等を受け取るときは、所得税が源泉徴収さ
れていますので、確定申告で精算することになります。
この場合、源泉徴収票（原本）を添付しなければなりません。

◎平成17年分の所得税から、年齢65歳以上の方の最低控除額は
120万円（平成16年分は140万円）となりました。

◎老齢者控除は、平成17年分の所得税から廃止されました。

◎公的年金等に係わる雑所得の算出方法は、受給者の年齢が65歳以
上か否かで異なります。

70万円超

130万円以上

410万円以上

770万円以上

70万円まで

130万円未満

410万円未満

770万円未満

収入金額ー

収入金額×0.75ー

収入金額×0.85ー

収入金額×0.95ー

0円

70万円

37.5万円

78.5万円

155.5万円

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額

●65歳未満の方

※平成17年分の所得税については、昭和16
年1月2日以後に生まれた方

120万円超

330万円以上

410万円以上

770万円以上

120万円まで

330万円未満

410万円未満

770万円未満

収入金額ー

収入金額×0.75ー

収入金額×0.85ー

収入金額×0.95ー

0円

120万円

37.5万円

78.5万円

155.5万円

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額

●65歳以上の方

※平成17年分の所得税については、昭和16
年1月1日以前に生まれた方



4■ 敦賀納税貯蓄組合連合会/敦賀税務連絡協議会提供

敦賀納税貯蓄組合連合会では、税についての理解と関心を深めていただくため、敦賀税務署管内の中学生
を対象に「税についての作品」を募集しました。本年は、作文、書道、ポスター合わせて389点の作品応
募があり、審査の結果、多くの作品が入選となりました、応募いただいた各中学校の皆様に対し、厚くお礼
申し上げます。

川田　　凪 （気比１年） 桐畑　伽菜 （気比２年） 竹中恵理子 （気比２年）

g原ちなみ （気比３年） 塚本　美保 （粟野２年） 松田　彩花 （粟野２年）

川端　紗知 （西浦１年） 田代　彩乃 （東浦２年） 中川　美咲 （三方２年）

【優秀作品】

○書道の部（応募作品104点）

平成17年度
中学生の『税についての作品』入選者

消消消消費費費費税税税税「「「「貯貯貯貯めめめめてててて安安安安心心心心缶缶缶缶」」」」
～敦賀税務連絡協議会が特製貯蓄缶を寄贈～
敦賀税務連絡協議会（小森博臣会長）は、消費税の改正により消
費税の新規課税事業者が大幅に増加することから、事業者が預かっ
た消費税を日々、備蓄しておくことができるよう「納税貯蓄缶」を
1500個製作し、10月7日に開催された「税を考える週間」行事
打ち合わせ会の冒頭、小森会長から敦賀
税務署（竹内収平署長）に寄贈しました。
貯蓄缶は直径7.5センチ、高さ11.7
センチで、「消費税　めざそう完納！
期限内　貯めて安心缶」と表示されてお
り、消費税納付意識の啓蒙を図っていま
す。
寄贈を受けた敦賀税務署では、対象の
事業者等に貯蓄缶を配布し、消費税の期
限内納付を呼びかけることにしていま
す。



敦賀納税貯蓄組合連合会提供　■5

今年も多数のご応募
ありがとうございました。
○ポスターの部（応募作品7点）

【優秀作品】

【優秀作品】
「税について」

敦賀市立気比中学校　３年　市橋　亜津

「税」と聞いて最初に思い浮かんだのは、消費税です。
唯一私が納めている税金だからです。他にはどんなもの
があるんだろうと思ってインターネットで調べてみると、
所得税をはじめ、市民税、たばこ税…とさまざまな種類
があるということがわかりました。
税は、私たちの身近なところに使われています。例え

ば、病院、公園、道路、警察署など私たちの生活に必要
なものばかりです。また、学校や教科書、体育館にある
ものも全て税金で成り立っています。もし、税というも
のがなかったら、私たちの生活は一体どうなってしまう
のでしょうか。警察や消防署などもお金を払わないと仕
事をしてくれなくなるし、図書館も利用できないし、学
校へ行って勉強することもできません。きっと生活が不
便になると思います。そう思うと、税というものがあっ
て本当に良かったなあと思いました。税に感謝しながら、
学校のものや公共施設のものを大切に使いたいです。
税についての作文を書いているとき、ふと気付いたこ

とがありました。それは、これから先消費税は高くなっ

ていくのか、ということです。社会の公民の授業で日本
は今、高齢化が進んでいると知って、このままでは年金
が足りなくなってくるのではないか、そして今よりさら
にたくさん税を納めなくてはならないのかと少し不安に
なってきました。税金があるのはありがたいけど、消費
税が上がったら負担も大きいし大変です。でも、よく考
えてみれば、世界には消費税が十パーセント納めている
国だってあるし、自分や家族、お年寄りの人達がよりよ
い暮らしをしていくためには、ちょっとぐらい消費税が
高くなってもいいんじゃないかという気になりました。
私たちは税というものに支えられて生きているのだから、
税に感謝し、しっかり納めていくべきだと思います。
ニュースで脱税していたなどと聞いたことがあるけど、

未来の自分のためにも、たくさん働いて、ちゃんと納め
たいと思います。また、みんながきちんと納めている税
金だから有効に使ってほしいです。
税について詳しく知らない人や税が何に使われている

のか知らない人はまだたくさんいると思います。私もそ
の中の一人でした。だから、一人一人が税について関心
を持ち、税はいろいろなところで役立っているというこ
とを多くの人に知ってもらいたいと思いました。

○作文の部（応募作品278点）

加藤　千恵

（美浜３年）

田辺カンナ

（美浜３年）

出村　美里

（美浜３年）

藤原　知美

（美浜３年）

市川えりこ （気比１年） 金山　由佳 （気比２年） 田辺　葵葉 （気比２年）市橋　亜津 （気比３年）

山崎　達也 （気比３年） 福地真渚美 （松陵１年） 山岸　　愛 （松陵１年）熊谷　拡哉 （松陵２年）

四本木優孝 （松陵３年） 澤田　未歩 （上中２年） 居関　彩子 （上中２年）

藤
原
　
知
美

出村　美里 田辺カンナ 加藤　千恵

○中学生から389点「税についての作品」が寄せられました。



6■ 敦賀市・美浜町・若狭町/福井県嶺南振興局提供

個人の住民税申告 Ｑ＆Ａ
収入がなくても申告は必要？
必要です。
住民税の申告書は、国民健康保険税の申告書も兼ねており、収入のなかった人にも記入していただく欄が

ありますので、その旨を申告していただくようにお願いしています。
もし、申告をしていないと、収入がないということが把握できず、国民健康保険税の軽減を受けられな

かったり、所得（課税）証明が発行できないなど、各種の行政サービスを受けられるときに支障をきたすこ
とがあります。

公的年金に係る所得の計算方法が変更となるそうですが？
65歳以上の方（昭和16年１月１日以前生まれの方）について、平成17年分の申告より、下表により所得を
計算していただくことになりました。

公的年金収入金額（Ａ）
330万円未満

330万円以上410万円未満
410万円以上770万円未満
770万円以上

所得金額
（Ａ）－120万円

（Ａ）×75％－ 37万5千円
（Ａ）×85％－ 78万5千円
（Ａ）×95％－155万5千円

平成17年の年金から所得税が源泉徴収されているのは、なぜ？
（昨年より多く源泉徴収されているのは、なぜ？）
平成16年分所得まで、65歳以上の方には、「老年者控除（所得税50万円、住民税48万円）」が所得控除と

して適用されていましたが、平成17年分所得より廃止されることになりました。
これにより、65歳以上の方の税負担が増加することとなり、あらかじめ年金より所得税が源泉徴収されて

います。公的年金以外の所得がある方、社会保険料控除、扶養控除などの各種控除を受ける方は、税務署な
どで「確定申告」をして、所得税を精算していただく必要があります。
なお、「確定申告」をされた方は、住民税の申告の必要はありません。

申告に行くときに、必要なものはありますか？
q申告書（ご自宅に送付した方） w印鑑　e源泉徴収票（給与収入、年金収入のある方）
r収支計算書、帳簿、必要経費の領収書（事業、農業、不動産所得のある方） t国保、国民年金の領収書
y生命保険料、損害保険料の支払証明書　u障害者手帳、療育手帳　　　などです。

自動車税の取扱いが一部変わります。
◎身体障害者等の方に対する減免について
平成17年度から減免の対象となる身体障害者等の要件が緩和されるとともに、年度途中に一定の要件に該当

する身体障害者等となられた方については、申請月の翌月から自動車税の減免が受けられることになりました。
なお、前年度までに一定の要件に該当する身体障害者等となられた方については、従来どおり５月31日の納

期限までに申請が必要です。申請期限を過ぎますと減免できませんのでご注意ください。
また、車を新規に取得される場合は、自動車会議所内税務課分室にて登録時に手続きをしていただくことと

なります。
手続きのお問い合わせ先
〈車を新規に取得される場合〉 自動車会議所内税務課分室（TEL 0776-35-6940）

〈すでに車を所有されている場合〉嶺南振興局二州税務部（TEL 0770-22-0053）
嶺南振興局若狭税務部（TEL 0770-56-2223）

◎年度途中で他の都道府県ナンバーになった場合の取扱いについて
平成18年度から他の都道府県に転出した場合に、翌月からの自動車税の月割り還付を行わないことになりま
す。４月１日現在で登録されている都道府県で１年分課税されるので、年度途中で転出した先の都道府県では
当該年度は課税されません。
※年度途中で抹消登録した場合は、これまでどおり月割りで還付されます。

個人事業税の第２期分の納期限は11月30日です。納期内に納付しましょう。

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ
Ａ
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私たち税理士は

“あなたの暮らしのパートナー”です！

私 た ち 税理士は

“あなたの暮らしのパートナー”です！

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

古坂　貴司� 若狭町仮屋� 62－2218

大道　永行� 敦賀市若葉町� 22－5255

山路　　勝� 敦賀市神楽町� 22－1261

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！

高校生の作文【優秀作品】 407点の税に関する高校生の作文が寄せられました。

入選者 重神　直幸 （敦賀気比２年） 丸山　哲士　（敦賀気比２年） 中島　沙織　（敦賀気比１年）
中嶋　　彩　（美方１年） 戸嶋　佑美　（美方１年）

「税が果たす役割とその効果について」
敦賀気比高等学校　２年　重神　直幸

国民の多くが毎年納めている税金は、日本の社会のライフワーク
を支える資金として利用されています。道路の建設、公共施設の事
業費などの身近なところに使われたり、高校の建設にも使われます。
国民の生活を支える基礎となる財源です。財政を健全に運営して

無駄を無くし、計画的な予算の活用を常に実践することが何よりも
大切だと考えています。それが納税した国民に対する国の責任だと
広く理解されてる。
大きな税金の無駄遣いは、財政破綻の危険を将来に残すものにな

ります。この税金が日本の未来を築く活力となることを深く考慮し
ていく必要に迫られています。
日本経済は、消費の冷え込みによって家計にも厳しい影響を受け、

先行きの見えない暗く長いトンネルの中を走り続けています。
商店街はさびれかけて、多くの商店主の悲鳴が聞こえてきます。

買い物客の姿も少なく街には活気が無くなっている。若者は通り過
ぎて行き、古くからの馴染みの人の姿しか見えない。かつては繁栄
した駅前通りや、歴史のある商店街も人々の足が遠のいていった。
中小企業の倒産や、リストラによる失業者の増大などの話題が悲

しく聞こえてくる。台風が来る前の不安な静けさにどことなく似て
いる。妙に静かで、街には人の姿もない。
しかし、その反面では大型店舗などは多くの消費者で賑わってい

るこの現実。景気の面での様々な現象をどのように理解したら良い
のかを考えてみた。ただ言えることは、企業の規模が大型化するに
つれて、商品が低価格で供給できるということ。
同じ商品でも価格に差がつき、購買者にとっての購入基準が安さ

の方向に必然的に向かってしまうという、経済の仕組みによって決
定する。商品の価格は、需要と供給のバランスによって微妙に変化
しながら決まる。
では税が、経済活動に対してどのような役割を果たしているのか

を考えた。具体的に消費税については、商品購入に対して消費税
五％がかかってくる。
毎日の生活の売り買いの中から納める消費税は、税の中でも大き

な比重を占めており、この税は国民の誰もが納税していることにな
ります。子供から大人まで全ての国民が納めていることから、それ

だけに最も関心の深い税のひとつです。
この税は、社会福祉や社会保障などに使われていることを考えて

見るとき、すべての人の負担によって社会の役に立っていることを
思うと「社会の一員のひとりであるんだ」と実感する。国は国民の
為に、国民は国の為にと車の両輪みたいに安定しながら動き出す。
日本は近い将来において、必ず高齢化社会の中で生活をする。そ

の中で、老人ホームの絶対的数が不足することが想像される。
この施設を建設するのにも莫大な資金が必要となり、納税したお

金を社会福祉施設などに予算を振り分けられたら、素晴らしい社会
が実現することと考えられます。住みやすい生活環境が今後の課題
として求められている。
先日テレビのニュースの中で、沖縄の老人が語った言葉が印象に

残った。
「今の時代は日本がかつて戦争に向かっていったような暗いムー

ドを感じる」と遠い過去を思い出すような様子で静かに話した。
人間の体験に基づく、直感的な話は時として心にいつまでも残る

ものがある。科学的ではないけれど、そういう感覚は大事にしたい。
戦争を体験した人達は、荒れ果てた日本の土地を耕し農業を発展

させ、経済を成長させた功労者です。言葉では言い表せないくらい
の生活の中で、一生懸命に働いて築き上げた日本を、僕達は誇りに
思い感謝しています。
苦労が報われる為にも、命の大切さを教えてくれている年老いて

しまった人に、安心して暮らせる施設の充実が緊急の課題だと思っ
ています。
税金は人間の幸せに直接的に関与している。国や地方自治体が真

剣になって、税に関する取り組みを行っている。人間が長い歴史の
試練を受け、何よりもかけがえのない教訓として得たことを、社会
の為の本格的な事業とし実現できたらきっとこれからも国は、国民
の信頼を勝ち取ることになります。それが今を生きている人間が歴
史の証人として永遠に語り継ぐことになります。
僕達の若い世代も税に関しての正しい知識を学び、やがて社会人

となった時には、納税を通じて少しでも社会の発展に貢献したい。
高校での税に関する学習をしっかり学んでいきたい。税は難しい

という固定観念が以前はあったけれど、高校生になってだんだんと
経済や社会の仕組みについて理解できるようになってきた。勉強や
部活を両立させながら、高校生として有意義な日々を過ごしたい。
しっかりと大地に足をつけ一歩ずつ前進したい。
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法人会税金クイズ 2005
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