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税

三方湖畔の梅林（若狭町）

「三方五湖」の中の三方湖から水月湖畔までの３５０ｈａに約８万本

あまりの梅の木が並んでいます。３月になれば、いっせいに白い梅

の花が咲き、山々の緑、湖の青、そして湖畔に咲き誇る白梅の風景

が見事なまでのコントラストを醸し出します。この梅林で収穫した

梅は、若狭の名産品として全国に出荷され、人気を博しています。

発行　敦賀税務連絡協議会
ホームページアドレス
http://www.taxtsuruga.com

敦賀納税貯蓄組合連合会
敦 賀 青 色 申 告 会
^ 敦 賀 法 人 会
敦 賀 間 税 会

北陸税理士会敦賀支部
敦 賀 小 売 酒 販 組 合
敦 賀 商 工 会 議 所

敦 賀 税 務 署
福 井 県 嶺 南 振 興 局
敦賀市/美浜町/若狭町
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6 ■　敦賀市・美浜町・若狭町／福井県嶺南振興局提供

　次の条件に該当する方は、所得税額から控除しきれなかった分を翌年度の市・県民税から控除できる

ようになりました。

　ただし、この調整措置を受けるには毎年申告が必要です。

　
対 象 者

　平成１１年から平成１８年末までに住宅に入居された方で、次の①または②に当てはまる方。

①　税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除

しきれなくなった方

②　住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲に

より控除しきれない額が大きくなった方

※平成１９年以降に入居した方は、所得税において新たな住宅借入金等特別控除制度の特例が設けられ

ました。

所得税の確定申告を行わず、年末調整だけを行う方は、市町村役場へ申告書を提出してください。

【申告期限】その年の３月１５日まで（平成２０年度は平成２０年３月１７日まで）

【提 出 先】平成２０年度 市県民税を課税する市町村（平成２０年１月１日現在の住所地の市町村）

【提出書類】「平成２０年度分 市県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」及び「平成１９年分 給与所得

　　　　　  の源泉徴収票」

☆住宅借入金等の年末残高合計額を記入していただきますので、金融機関等から送付され

る年末残高証明書のコピーをとっておくなど、金額がわかるようにしておいてください。

所得税の確定申告を行う場合は、所得税の確定申告書とともに税務署へ提出してください。

☆住宅借入金等特別税額控除申告書用紙は、各市町 税務課の窓口 及び 敦賀税務署に置いてあります。

福井県からのお知らせ
◎平成20年5月からコンビニ納税が始まります！！
平成 20年 5月から、県の税金の一部（自動車税、個人事業税、不動産取得税）がコンビニエンスストアでも

納めることができるようになります。

◎自動車税の納税通知書が変更になります！！
これまでは『はがき』タイプのものでしたが、『封書』によりお手元に届くようになりますので、他の郵便物

等とお間違えのないようにご注意ください

※また、納税通知書によりコンビニエンスストアで納めた場合にも、納税証明書は発行されますので大切に保管

してください。

ご不明な点は、福井県　税務課（TEL0776 － 20 － 0256）までお問い合わせください



2 ■　敦賀税務署提供

○平成 19年分所得税の確定申告と納税は、

平成20年2月18日（月）から３月17日（月）まで
（還付申告は２月 18日（月）以前でも提出できます。）

○個人事業者の平成 19年分消費税及び地方消費税の確定申告と納税は、

平成20年3月31日（月）まで
平成 17年分の課税売上高が１千万円を超えると平成 19年分消費税課税事業者となり、

平成 19年分の課税売上高が１千万円以下であっても消費税等の申告と納税が必要になります。

「確定申告書等作成コーナー」から直接 e－Tax へ！！
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の指示に従って金額等を入力すれば、自動計算に

より申告書が簡単に作成されます。また、このコーナーで作成したデータを引き継いで直接 e－Tax で申告することが

できます。

e－Tax を利用すると、こんなメリットが！

①最高 5,000 円の税額控除

　本人の電子署名及び電子証明書を添付して所得税の確定申告を行

うと最高 5,000 円の所得税の税額控除が受けられます。

（平成 19年分又は 20年分のいずれか１回）

②添付書類が提出不要

　医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力すれば提

出不要となります。（確定申告期限から３年間、添付書類の提出又

は提示を求められることがあります。）

③素早い税金の還付

　還付金処理を、通常６週間程度かかるものを３週間程度に短縮します。

電子証明書の取得はお早めに！
　e－Tax のご利用に当たっては電子証明書が必要になります。この電子証明書として、市・町が発行する電子

証明書付きの住民基本台帳カードがご利用になれます。

　敦賀市・若狭町においては、30～ 40 分程度で電子証明書を発行可能ですが、窓口が混み合っている場合は

この限りではありません。美浜町では電子証明書の発行に２週間程度かかります。

　e－Tax を利用して所得税の税額控除（最高 5,000 円）を受けようとする方の交付申請が増えると見込まれま

すので、早めの手続きをお勧めします。

　なお、電子証明書の交付申請手続きについては、敦賀市市民課・美浜町住民安全課・若狭町住民課までお問

い合わせください。また、敦賀市では３月14日までの毎週金曜日は、交付申請を午後７時まで受け付けています。

　　　e－Taxで　らくらく申告　らくらく納税
　　　　　　　確定申告　自分で作成して　お早めに！

北陸税理士会敦賀支部／敦賀商工会議所／敦賀青色申告会／敦賀間税会提供　■ 5

平成19年度 確定申告個別相談会
相談日 2月 25日（月）～ 2月 29日（金）
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

e -Taxを利用しましょう！！
会議所では、個人事業者の方が e－Taxを利用しやすいよ
うに e－Taxのできる環境を備えたパソコンを設置いたし
ます。
確定申告データと住基カードをご持参いただければ、e－
Taxが利用できます。ご利用希望の方は、事前にお申込
ください。

期　間 2月 18日（月）～ 3月 17日（月）土日を除く
時　間 午前 9時～午後 4時
会　場 敦賀商工会館　2階サロン室
設置台数 パソコン 5台
利用料 1回 500円
 （但し、指導を要する場合は 1時間 1,000円）

敦賀商工会議所

■お問い合わせ・申込先 敦賀商工会議所　中小企業相談所

 （神楽町 2－ 1－ 4　TEL22－ 2611）

 氏名 事務所所在地 電話番号

 中村　藤夫 敦賀市津内町 25-2222

 森　　輝夫 敦賀市神楽町 25-7770

 渡辺　征二 敦賀市結城町 22-0019

 安久　　彰 敦賀市開町 23-0525

 橋本　　勉 敦賀市木崎 23-0215

 松 　利夫 敦賀市本町 22-0157

 辻　　達博 敦賀市中央町 21-1355

 本川　芳宏 敦賀市相生町 21-3307

 宗澤　一俊 敦賀市本町 23-2666

 橋本　佳和 敦賀市木崎 23-0215

 大道　永行 敦賀市若葉町 22-5255

 税理士法人竹長会計 敦賀市中央町 24-0855

 氏名 事務所所在地 電話番号

 宗澤　一郎 敦賀市本町 23-2666

 田中　信幸 敦賀市新松島 25-8585

 竹長　　徹 敦賀市中央町 24-0855

 西山　了信 敦賀市谷口 22-4226

 山形　　晃 敦賀市三島 22-2511

 濱本　幸雄 敦賀市鞠山 22-2848

 中村　　淳 敦賀市津内町 22-1343

 加藤　智二 敦賀市本町 22-0157

 森口　春幸 敦賀市木崎 20-0116

 古坂　貴司 若狭町仮屋 62-2218

 竹長　　妙 敦賀市中央町 24-0855

教えて、税のこと

そうだ、税理士に聞こう！（北陸税理士会　敦賀支部）

平成19年度 確定申告個別相談会
相談日 2月 21日（木）午前 9時～午後 4時

 3月 3 日（月）　　　　〃

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

e -Taxも簡単送信！パソコン用会計ソフト

「ブルーリターンA」をご活用ください

ブルーリターン Aで作成した青色申告決算書・所得税確

定申告書・消費税確定申告書・付表を、１件あたり 10分

程度で送信できます。

会員斡旋価格　28,350円（保守料３年分・消費税込）

敦賀青色申告会

■お問い合わせ　 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）

　敦賀間税会では、子供たちに税金の大切さ、社会と税金の関わりを理解しても

らう目的で、毎年「税金教室」を行っております。

　昨年 12 月４日にも、市内の赤碕小学校５年生の児童を敦賀税務署へ迎え、

税金のしくみや役割をアニメのビデオを鑑賞しながら勉強しました。

　税金クイズや札束（レプリカ）を触ったりと楽しい雰囲気で、子供たちには肩

苦しくなく税金に接してもらいました。

　敦賀間税会では今年も様々な行事や社会貢献活動を幅広く行い、一般の市民の

皆様に税金の役割、重要さをやさしく、そして深くアピールしていきたいと考え

ております。

敦賀間税会



4 ■　敦賀税務署／敦賀法人会／敦賀納税貯蓄組合連合会／敦賀小売酒販組合提供

税金教室（法人会担当）

＜今年の税金教室＞

平成20年 1月25日（金）
敦賀南小学校

6年生1クラスごとに2回開催

法人会担当講師：谷口清治  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、当会の青年部会の

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
H.19 1 月 31日（昨年の状況）

敦賀松原小学校
６年生１クラスごとに2回開催
講師：社団法人  敦賀法人会

木曽千浩   氏

６年１組 ６年２組

授業風景

ビール共通券・清酒券について

　日頃は、全酒協のギフト券ご購入につきまして

は、傘下の組合加入店にてお買い上げ、ご愛顧を

賜っております事、有難く厚くお礼申し上げます。

『贈って安心！もらって嬉しい！ご贈答に最適』と

して、ビールメーカーはじめ、どの商品とも交換

できる「利便性」が消費者の皆様に支持されて 35

年以上の歴史がある「定番」のギフト券となって

おります。

　ところで新聞等で報道されておりますビール、

焼酎等の値上げが 2月より遂次発表されますので、

お手持ちのギフト券を有効に商品と交換される事

をお奨め致します。

　なお、平成 17 年 10 月以降に発行されたギフト

券につきましては、有効期限が設定されておりま

すのでご留意下さる様お知らせ致します。

敦賀小売酒販組合

敦賀酒販協同組合

敦賀納税貯蓄組合連合会

消費税の納税は期限内に

○　消費税は、広く一般の消

費者が負担した税です。

　自らの資金と区別し、納

税のために備蓄をして、納

期限までに確実に納税をし

ましょう。

○　個人事業者の消費税は、

所得税やその他の公共料金

と同じように振替納税が利

用できます。納税準備預金

や納税資金を積立てている

口座など、ご指定の預貯金

口座から自動的に納付する

ことができますので、とて

も便利です。

　詳しくは、税務署又は金

融機関の窓口でお尋ねくだ

さい。

★納税貯蓄組合は、納税資金の貯

蓄活動を通じて、租税の完納を

図ることを目的とする団体です。

納税資金の備蓄

振替納税の利用

消費税期限内納付運動実施中！

振替納税の申込みはお済みですか！
消費税及び地方消費税の場合

3月31日（月）が納付の期限ですが
　　　 振替納税を利用すると

4月24日（木）
にご指定の口座から振替納付されます。

平成19年分確定申告は

所得税の場合

3月17日（月）が納付の期限ですが
　　　 振替納税を利用すると

4月22日（火）
にご指定の口座から振替納付されます。

 （注）預貯金の不足等で振替できなかった場合、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。

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。

敦賀税務署提供　■ 3

利用者識別番号を即時取得！
　e－Taxを初めて利用される方が、開始届出書をオンラインで提出する場合は、開始届出書を作成・送信した

後、表示される即時通知から利用者識別番号照会へログインし、利用者識別番号をオンラインで即時取得するこ

とができます。

【ご利用の流れ】

納税証明書の電子申請・書面発行サービスを開始！
e－Taxで納税証明書を請求し、郵送又は税務署窓口で受け取れます。

このサービスには、次の3点のメリットがあります。

①手数料が安価です。１枚370円（通常は400円）

②税務署へ出向かなくても、郵送で受け取れます。

③大量の枚数でも税務署の窓口で直ぐに受け取れます。

e－Tax がさらに便利に！

場　　所 開 催 日 開催時間 主　　催

三方公民館（若狭町） 平成 20年１月 30日（水）  ９：30～ 11：30

敦賀税務署

はあとぴあ（美浜町） 平成 20年１月 31日（木）  ９：30～ 11：30

若狭町歴史文化館（若狭町） 平成 20年２月 １ 日（金）  ９：30～ 11：30

あいあいプラザ（敦賀市）
平成 20年２月 ４ 日（月）  ９：30～ 11：30

平成 20年２月 ５ 日（火） 13：30 ～ 15：30

場　　所 開 催 日 開催時間 主　　催

あいあいプラザ

平成 20年２月６日（水） ９：30～ 12：00 北陸労働金庫

平成 20年２月６日（水） 13：30 ～ 16：00 敦賀信用金庫

平成 20年２月７日（木）
９：30～ 12：00

福井銀行
13：30 ～ 16：00

平成 20年２月８日（金） ９：30～ 12：00 北陸銀行

場　　所 開 催 日 開催時間 主　　催

あいあいプラザ 平成 20年２月 22日（金） ９：00～ 16：00 北陸税理士会敦賀支部

■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

■税理士の無料申告相談会

○確定申告のための各種説明会のお知らせ
　「自書申告」を推進するため、各種の説明会が次のとおり開催されますので、ご利用ください。

【当日ご用意いただくもの】

○「源泉徴収票」など、所得金額の計算ができる書類

○社会保険料・生命保険料控除などの所得控除の計算ができる書類

○認印、計算機、筆記用具

STEP1
開始届出書を作

成する

STEP2
作成した開始届

出書を送信する

STEP3
即時通知を確認す

る（保存又は印刷

してください）

STEP4
即時通知から利用

者識別番号照会へ

ログイン

STEP5
利用者識別番号を

取得する

場　　所 開 催 日 開催時間 主　　催

敦賀商工会館
平成 20年１月 28日（月） 13：30 ～ 15：30 敦賀商工会議所

平成 20年１月 29日（火） 13：30 ～ 15：30 敦賀青色申告会

わかさ東商工会館 平成 20年１月 29日（火） 13：30 ～ 15：30

わかさ東商工会わかさ東商工会　美浜支所 平成 20年１月 29日（火） 13：30 ～ 15：30

わかさ東商工会　上中支所 平成 20年２月 １ 日（金） 15：00 ～ 17：00

■決算説明会


