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水中綱引き（美浜町）

美浜町で毎年 1月に行われる約 370 年前から伝わる伝統行事。三方五湖
の一つ日向湖と日本海を結ぶ運河に大綱を渡し勇壮に引きちぎる、正に
“おとこ”の神事。わらで作った長さ約 50 メートル、太さ約 20 センチ
の大綱一本を運河の両岸に縛り付け、東西二手に分かれた男衆がそれぞ
れ岸の方を向いて綱を引き、ちぎれる早さを競う。大綱を編んで大蛇を
追い払った故事にちなみ、身を切る水の中、若者達が東西に分かれて、
大綱を引きあい（切りあい）ます。水中綱切りともいわれます。

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
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わ か さ 東 商 工 会
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8 ■　敦賀市・美浜町・若狭町提供

住民税からの住宅ローン控除について
（住宅借入金等特別税額控除）

申告の受付が始まります。
　次の条件に該当する方は、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額分を翌年度の住民税
から控除できます。ただし、この控除を受けるには申告が必要です。

【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した結果、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

所得税の確定申告を行わず、年末調整だけを行う方

【提 出 先】
平成 21 年度の住民税を課税する市役所または町村役場
（平成 21 年１月１日現在の住所地の市町村）

【申告期間】
平成21年3月16日（月）まで

【提出書類】
平成 21 年度分 市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書
☆ 「平成 20 年分 給与所得の源泉徴収票（原本）」を添えて提出してください。

所得税の確定申告を行う方

　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。申告期間は、上記と同様です。
☆申告用紙は敦賀市、美浜町、若狭町税務課の窓口及び敦賀税務署に置いてあります。また、総務省、
各市町のホームページから様式をダウンロードできます。

住民税について
公的年金からの特別徴収制度が始まります

　現在、納付書や口座振替で納付いただいている公的年金にかかる住民税が、平成２１年１０月以
降の年金支給分から天引きされるようになります。（このしくみを特別徴収といいます。）
【対 象 者】
65 歳以上の公的年金等の受給者（当該年度の初日に老齢基礎年金等を受けている方）
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
・老齢基礎年金等の給付額の年額が 18 万円未満である場合 
・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

【徴収する税額】
公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額
※給与所得などに係る所得割額は別途徴収されます。

【対象となる年金】
老齢基礎年金等
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○平成 20年分所得税の確定申告と納税は、

平成21年2月16日（月）から3月16日（月）まで
（還付申告は２月 16日（月）以前でも提出できます。）

○個人事業者の平成 20年分消費税及び地方消費税の確定申告と納税は、

平成21年3月31日（火）まで
平成 18年分の課税売上高が１千万円を超えると平成 20年分消費税課税事業者となり、

平成 20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電子申告
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。このコーナーを利用して、

所得税や消費税の申告などを自宅からｅ－Ｔａｘに送信することができます。

ｅ－Ｔａｘを利用して所得税の申告をすると

最高 5,000 円の税額控除

　平成 20年分の所得税の確定申告を、本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内に行うと、
所得税額から最高 5,000 円の控除を受けることができます。（平成 19年分の確定申告で本控除の適用
を受けた方は受けられませんのでご注意ください。）

添付書類を提出省略

　医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を
省略することができます。（確定申告期限から 3年間書類の提出又は提示を求められることがあります
ので大切に保管してください。）

還付金がスピーディー

　還付申告は早期処理しています。（3週間程度に短縮）

このほかにも…

納税証明書の電子申請・書面発行

　ｅ－Ｔａｘで交付請求し、郵送又は税務署窓口で納税証明書が受け取れます。

ｅ－Ｔａｘのご利用時間

　平成 21年 1月 19 日（月）午前 8時 30分から、所得税の確定申告期限の 3月 16日（月）までは、
24時間ご利用いただけます。また、この期間以外では、月曜日～金曜日（祝日等除く）午前 8時 30
分～午後 9時までとなっております。

（注）ご利用時間については、メンテナンス作業等により変更する場合もありますので、事前にｅ－Ｔａｘホームページ
(www.e-tax.nta.go.jp)で確認してください。

ネットで　どこでも　ｅ－Ｔａｘ
確定申告　自分で作成し　お早めに！

消費税の納税は期限内に

★ 納税貯蓄組合は、納税資金の備蓄と国税、地方税の期限内納付を促進することを

目的とする団体です。
消費税期限内納付運動実施中！

納税資金の備蓄

振替納税の利用

福井県からのお知らせ
○自動車税・自動車取得税の減免について
　県では、一定の要件に該当する身体障害者、知的障害者および精神障害者の方など（以下「身体障害者等」
とします。）が日常生活を営む上で不可欠な自動車について、自動車税・自動車取得税の減免をしています。

◇減免になるのは…
● 減免の対象となるのは、身体障害者等の方ご本人の名義で登録した車の自動車税・自動車取得税です。
なお、身体障害者で 18歳未満の方、知的障害者または精神障害者の方の場合には、生計同一の方名義
の車でも減免の対象となる場合があります。

● 減免の対象となる障害については、障害の級別等により定められていますので、嶺南振興局税務部まで
お問い合わせください。

● 生計同一者や常時介護者の方が運転する場合には、通院・通学などを目的として、一定の回数以上継続
して使用するとの医師等の証明書が必要です。

◇減免の申請時期
● 自動車税の納付通知書（毎年 5月に送付されます。）が届きましたら、納期限までに減免申請をしてく
ださい。

● 既に自動車税の減免を受けている方は、納税通知書に同封される減免継続申請書（はがき）に記入押印し、
自動車税の納期限までに税務部あて返送してください。

● 新たに身体障害者等となられた方は、随時申請を受け付けていますので、要件等については税務部まで
お問い合わせください。

■お問い合わせ先　嶺南振興局税務部課税課　電話 0770（56）2223

○消費税は、消費者からの預かり金的性格を有する税です。

事業資金とは区別し、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。

敦賀納税貯蓄組合連合会

「税教育に活用を」各教育委員会へ
クリアファイルを贈呈
　敦賀間税会では「税を考える週間」に合わせて本年度も敦賀市・美浜町・
若狭町の各教育委員会へ世界 126 カ国の消費税率が印刷された「世界の
消費税」クリアファイルを進呈いたしました。二州地区の子供たちに租税
教育の教材として活用してもらい、より深く「税」に関心をもっていただ
き、“消費税”の重要性をアピールできることを期待いたしております。

敦賀間税会
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ｅ－Ｔａｘをご利用いただく前に

 電子証明書を取得してください

電子証明書の取得
　ｅ－Ｔａｘで申告等データを送信する際には、電子署名を行っていただく必要がありますので、事前に
電子証明書を取得してください。

　電子証明書は、市・町が発行する電子証明書付きの住民基本台帳カード（住基カード）がご利用になれます。

　なお、ｅ－Ｔａｘを利用して所得税の税額控除を受けようとする方で交付申請が増えることが見込まれ
ます。早めの手続きをお願いします。

　電子証明書の交付手続き（必要書類等）については、敦賀市役所市民課、美浜町役場住民安全課、若狭
町役場住民課までお問い合わせください。

IC カードリーダライタの用意
　ICカードリーダライタとは、ICカードに格納された電子証明書を読むための機器です。

　IC カードリーダライタは、利用される電子証明書の仕様にあったものを家電量販店やインターネット
通信販売等でお求めください。

 開始届出書を提出して利用者識別番号を取得してください

　ｅ－Ｔａｘをはじめてご利用になる場合は、開始届出書の提出が必要です。開始届出書はｅ－Ｔａｘホー
ムページからオンラインで送信でき、利用者識別番号等がオンラインで発行（通知）されます。

 電子証明書等の登録（初期登録）を行ってください

　初期登録はｅ－Ｔａｘホームページ、ｅ－Ｔａｘソフトから行うことができます。
＊国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から申告を行う場合、当コーナーから初期登録を
行うことができます。
＊ｅ－Ｔａｘソフトはｅ－Ｔａｘホームページから無償でダウンロードできます。

　敦賀税務署では、確定申告期間中、4階申告会場にパソコンを配備しｅ－Ｔａｘ（電子申告）の指導を行っ
ております。ぜひｅ－Ｔａｘの体験を！！

「確定申告書等作成コーナー」がさらに便利に

①準備
電子証明書と IC

カードリーダライ

タを準備

⑤確認
受付結果の確認

④作成・送信
申告データを作成

し、電子署名して

送信

③初期登録
電子証明書等を

登録

②利用者
識別番号取得

開始届出書を送

信し利用者識別

番号を取得

STEP 1

STEP 2

STEP 3

市町の窓口及び
家電量販店等で

これまではｅ－Ｔａｘホームページで行っていた作業が、
「確定申告書等作成コーナー」でできるようになりました。

e-Tax 対応（かんたんに送信できます）

会員斡旋価格　28,350 円
（消費税等込み、3年間の保守契約料 9,450円を含む）

敦賀青色申告会

■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）

平成20年度確定申告個別相談会
相談日 2 月 23日（月）午前 9時～午後 4時
 3 月  4 日（水）　　　　 〃
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

敦賀小売酒販組合

「酒類小売業者に対する社会的な要請」
　社会の変化と共に「酒類の特性」から社会的な要請が
強く求められております。酒類小売業者として次の様な
取り組みを行っております。

１ 未成年者の飲酒防止の取り組み
● 未成年者と思われる者への年齢確認

２ 酒類の公正な取引環境の整備の取り組み
● 国税庁の「酒類の公正な取引のための指針」を
守った販売を行うなど公正な取引環境の整備の
取り組み

３ 容器包装のリサイクルの取り組み
● 酒びん、ビールびん等の回収を通じて、地球に
やさしい資源の有効利用の取り組み

４ 適正飲酒の啓発の取り組み
● 過度の飲酒や致酔性に配慮しない販売は、事件
や事故（飲酒運転、未成年者飲酒）の原因とな
ります。節度ある販売を心がけ適正な飲酒を啓
発しています。

無料体験版はこちら
http://www.bluereturna.jp/

是非お試し
ください！！

（社）敦賀法人会

６年１組 ６年２組

授業風景

社団法人敦賀法人会は、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。
当会の青年部会役員が自ら経営者
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
（法人会担当）

今年の税金教室は
平成21年１月14日（水）

敦賀南小学校
6年生1クラスごとに3回開催
法人会担当講師：谷口清治氏

税金教室
Ｈ20年１月25日（昨年の状況）

敦賀南小学校
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
谷口 清治氏
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氏名 事務所所在地 電話番号 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

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 辻　　達博 敦賀市中央町 21-1355

中村　　淳 敦賀市津内町 22-1343 本川　芳宏 敦賀市相生町 21-3307

加藤　智二 敦賀市本町 22-0157 宗澤　一俊 敦賀市本町 23-2666

森口　春幸 敦賀市木崎 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

竹長　　妙 敦賀市中央町 24-0855 中山　忠芳 敦賀市開町 23-3426

山形晃士郎 敦賀市三島 22-2511 税理士法人竹長会計 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）

■公的年金受給者の申告説明会

場　　所 開 催 日 開催時間 主　　催

は あ と ぴ あ （美浜町） 平成21年1月28日（水）  9：30～ 11：30

敦 賀 税 務 署

三 方 公 民 館 （若狭町） 平成21年1月29日（木）  9：30～ 11：30

若狭町歴史文化館 （若狭町） 平成21年1月30日（金）  9：30～ 11：30

プ ラ ザ 萬 象 （敦賀市）
平成21年2月 4日（水）  9：30～ 11：30

13：30～ 15：30平成21年2月 5日（木）

■「住宅借入金等特別控除」申告説明会

場　　所 開 催 日 開催時間 主　　催

プ ラ ザ 萬 象 （敦賀市）

平成21年2月 3日（火） 13：30～ 16：00 敦賀信用金庫

平成21年2月 6日（金）
 9：30～ 12：00

福 井 銀 行
13：30～ 16：00

平成21年2月10日（火） 13：30～ 16：00 北陸労働金庫

■決算説明会

場　　所 開 催 日 開催時間 主　　催

敦賀商工会館 平成21年2月 2日（月） 13：30～ 15：00
敦賀商工会議所

敦賀青色申告会

わかさ東商工会館 平成21年2月 4日（水） 14：00～ 15：30 わかさ東商工会

納税は安全・便利で確実な口座振替で！
消費税及び地方消費税の場合

3月31日（火）が納付期限ですが
　　　振替納税を利用すると

4月27日（月）
にご指定の口座から振替納付されます。

平成20年分確定申告は

所得税の場合

3月16日（月）が納付期限ですが
　　　振替納税を利用すると

4月22日（水）
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っかった場合、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、「預金口座振替依頼書」の提出が必要です。

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

　確定申告に関するご相談は、金沢国税局の確定申告テレフォンセンターでお受けしてます。確定申告テレフォ
ンセンターへは敦賀税務署にお電話（22-1010）いただき、案内に従って「０」を選択していただければつなが
ります。また、国税庁ホームページ (www.nta.go.jp) でも確定申告やｅ－Ｔａｘに関する情報などを詳しく掲載
しておりますのでご利用ください。

場　　所 開 催 日 開催時間 主　　催

あいあいプラザ（敦賀市） 平成 21年 2月 23日（月） 9：00～ 16：00 北陸税理士会敦賀支部

2月 23日（月）は税理士記念日です。あいあいプラザにおいて無料申告相談会を開設いたします。

「地域力連携拠点事業」
小規模事業者の経営課題の解決・経営向上を支援！　相談窓口・専門家派遣を実施しています。
「ネット de記帳」
ASP経理システムの導入を支援します。お気軽にご相談ください。

わかさ東商工会

■お問い合わせ
わかさ東商工会　（本所）0770-45-0222　（美浜支所）0770-32-0121　（上中支所）0770-62-0088

平成20年度確定申告個別相談会
相談日 2 月 25日（水）～ 3月 3日（火）
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

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　TEL　22-2611）

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。
ご利用希望の方は、事前にお申込ください。
期　間 2 月 16日（月）～ 3月 16日（月）土日を除く
時　間 午前 9時～午後 4時
会　場 敦賀商工会館内
利用料 1 回 500 円
 （但し、指導を要する場合は　1時間 1,000 円）

【持参いただくもの】
○決算書・確定申告データ作成資料
○電子証明書付住基カード
（電子証明書用暗証番号も忘れずに）
○すでに税務署へ開始届出書を提出されている方は、利用
者識別番号・暗証番号・納税用確認番号


