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福井県年縞博物館（若狭町）
　三方五湖の中で最も大きな湖、水月湖。その湖底には7万年以上の歳月をかけて堆積した世界で
も他に類を見ない「年縞（ねんこう）」と呼ばれる縞々の地層があります。
　昨年若狭町の縄文ロマンパークにオープンした「福井県年縞博物館」には、その45mにも及ぶ
年縞の実物がステンドグラス（写真）として展示されています。その他、博物館内には年縞が形成 
されるしくみなどを映像で紹介するコーナーや、カフェ、年縞オリジナルグッズの販売コーナー 
などもあります。
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平成31年１月から

マイナンバーカード・
IC カードリーダライタを

お持ちでない方 も e-Tax を利用できます

※ 運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
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 敦賀青色申告会

　平成26年1月から、事業所得等を有するすべての方に、記帳・帳簿等の保存制度
が義務付けられました。この機会にぜひ、税法上色々な特典のある青色申告をされることをお勧めします。
　青色申告会では、記帳や青色申告の仕方について、会員の方向けの相談を行っておりますので、お気軽に
ご連絡ください!

■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 TEL：0770-23-6794）

白色申告の方　青色申告をはじめませんか ?

対応 0S　Windows10 / Windows8.1 / Windows7

パ ソ コ ン 用 会 計 ソ フ ト

ブルーリターン
①低廉な費用で毎年の税制改正に対応
②パソコン初心者にもやさしい操作性
③青色申告特別控除65万円の適用
④かんたんイータックス送信機能搭載
⑤青色申告会事務局がサポート

5 つの特徴

無料体験版を今すぐダウンロードできます
http://www.bluereturna.jp ブルーリターン A

手書き記帳の方　パソコンで青色申告はじめませんか ?

 敦賀商工会議所

■お問い合わせ先：敦賀商工会議所　中小企業相談所
　TEL：0770-22-2611　FAX：0770-24-1311
　E-mail：tcci_soudan@tsuruga.or.jp　　URL：http://www.tsuruga.or.jp

「新しく事業・お店を始めたい方」、「独立開業を目指している方」
まずは私たち敦賀商工会議所にご相談ください!!

これから事業を
始めたい!

夢を
実現させたい!

あとひと押しが
欲しい!

すでに起業しているが
もっと良くしたい!

敦賀商工会議所は地域で頑張る皆様をサポートします !

（相談無料・秘密厳守）

本体価格 18,000 円（税別）
保守料 3 年分  9,000 円（税別）
合計価格 27,000 円（税別）
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書道の部
○北陸納税貯蓄組合

総連合会長賞
田中　愛菜
（松陵中学校3年）

○敦賀納税貯蓄組合
連合会長賞
中野　紗良
（粟野中学校3年）

○敦賀税務署長賞

田辺　結衣
（角鹿中学校3年）

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。本年度は、作文と書道合わせて572点の応募があり、
審査の結果、次の方が入賞されました。多数のご応募ありがとうございました。

平成30年度　中学生の「税についての作品」入賞者

作文の部
○北陸納税貯蓄組合総連合会長賞
宇野　梓月（松陵中学校2年）

○福井県知事賞
原田こころ（上中中学校3年）

○福井県納税貯蓄組合総連合会長賞
柳下　美月（松陵中学校3年）

○敦賀税務署長賞
徳本　優奈（気比付属中学校3年）
高木　里帆（上中中学校3年）

○敦賀市長賞
西尾　陽菜（気比付属中学校3年）

○美浜町長賞
飯田　勇人（気比付属中学校3年）

○若狭町長賞
嶋津　莉緒（三方中学校2年）

○敦賀納税貯蓄組合連合会長賞
中村　航大（松陵中学校3年）
上野　真穂（気比付属中学校3年）

○敦賀青色申告会長賞
田中　瑞希（気比付属中学校3年）
白木　　颯（松陵中学校3年）

○公益社団法人敦賀法人会長賞
長﨑　洋介（気比中学校3年）
木下　竣太（上中中学校3年）

○敦賀間税会長賞
田中　柚有（気比中学校3年）

木野　安慈（粟野中学校1年）
○敦賀納税貯蓄組合連合会佳作
渋谷　昂輝（気比中学校3年）
百田茉奈美（気比中学校3年）
髙松　　楽（粟野中学校1年）
中本　彗翔（粟野中学校3年）
大道　　遥（東浦中学校3年）
山本　乃愛（東浦中学校3年）
大野　宰佳（美浜中学校3年）
石黒　紗羅（美浜中学校3年）
馬野　彩加（美浜中学校3年）
谷保　　愛（三方中学校2年）

○敦賀納税貯蓄組合
連合会佳作
伊藤　笑菜
（気比中学校3年）

○敦賀納税貯蓄組合
連合会佳作
中野　礼芽
（気比中学校2年）

○敦賀納税貯蓄組合
連合会佳作
月東　若菜
（気比中学校1年）

○敦賀納税貯蓄組合
連合会佳作
辻子華乃音
（松陵中学校3年）
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平成 30年度
高校生の

税に関する作文
入賞者

国税庁が募集する「税に関する高校生の作文」には、敦賀税務署管内の高校生から
746 点の作品が寄せられました。ご応募ありがとうございました。

○敦賀税務署長賞
　「税金のあるべき形」 江戸　悠花（美方高等学校1年）
　「少子化を防ぐために」 中島明日香（美方高等学校1年）
　「税について」 平林　清澄（美方高等学校1年）

私は、税金は、安心して生活するための大切なお金だと
感じています。税金があるからこそ、国が成り立っている
んだと思います。しかし、税金が今までなかった国があっ
たと知りました。そのサウジアラビアについて調べてみま
した。

サウジアラビアでは、税金のない「無税国家」でした。世
界有数の石油大国です。日本も石油を輸入しています。他
の国々も、石油を輸入しているため、その収入だけでサウ
ジアラビアは成り立っていけるほどの大きな利益を得てい
ました。しかし、二千十八年に五パーセントの税金が導入
されました。石油の価格の下落により財政が悪化し始めま
した。それを何とかしようと他国が導入している税金制度
を取り入れたようです。

日本では色々な税金がたくさんあって、その使われ方も様々
ですが、震災の支援にも使われていることを知りました。

死者、行方不明者一万八千四百四十六人を出した東日本大
震災にも、税金が使われていました。「震災から十年で復興
する」これは当時の政府が立てた復興基本方針です。十五年
度までの五年間は「集中復興期間」で、住宅の再建や防潮堤
の建設など、復興作業は生活の基盤の構築を中心に進められ
てきました。この五年間でかかった費用は二十七兆六千億
円にのぼります。十六年度からの五年間は「復興・創生期

間」で、引き続き住宅再建や新たなまちづくりを行う一方で、
被災者の心のケアなども行われます。自治体も一部を負担
した六・五兆円程度、あてられます。これまでの復興を主
導してきた復興庁は、十年間の復興計画にあわせて廃止さ
れる予定です。しかし、「十年間で復興できない地域」もま
だあります。この問題を国はどうしていくのか、まだ大き
な問題が残っています。復興期間を延ばしてもよいのでは
ないかと思いました。

そんな問題があるなか、七月上旬に西日本豪雨が起こり
ました。今回の豪雨では、西日本各地、多くの県が大雨に
よる川の氾濫、住宅の浸水や土砂崩れが多く起こりました。
その復興のために普通交付税、三百五十億円を送ったそう
です。私たちが支払っている税金がまた使われていました。
今回の豪雨は、今までにない広い範囲で起きていて、なか
なか先が見えないと聞いています。でも、皆の多くの人の
笑顔がみれるように私は願っています。

西日本豪雨には、全国から多くのボランティアが集まっ
ています。地元の学生も参加しているそうです。私は、ボ
ランティアに参加することはできないし、そういう人たち
はたくさんいると思うが、税金をしっかりと払うことはで
きるし、それが被災地の役に立ったり、私たちの生活の支
えにつながることになると思います。

国と税金 敦賀市立松陵中学校2年　宇野　梓月

平成30年度  納税表彰受彰者
（敦賀税務署管内）

※納税表彰の概要

　多年にわたり、団体の活動又は租税教育の活動を通じて、常に広い視野に立ち、卓越
した指導力と行動力により、納税道義の高揚と正しい税知識の普及に顕著な功績を挙げ
るなど、申告納税制度の発展に多大な貢献をされた方を対象としているものです。

次の方々が受彰されました。
○ 金沢国税局長納税表彰

小森  英雄 氏（公益社団法人敦賀法人会副会長）

○ 敦賀税務署長納税表彰
岡本  弥市 氏（公益社団法人敦賀法人会理事）
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敦賀納税貯蓄組合連合会

平成30年分確定申告は
申告所得税及び復興特別所得税の場合
3月15日（金）が納付期限ですが　振替納税を利用すると4月22日（月）にご指定の口座から振替納付されます。

消費税及び地方消費税（個人事業者）の場合
4月1日（月）が納付期限ですが　振替納税を利用すると4月24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かった場合、納付期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。

納税は安全・便利で確実な口座振替で! 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。（ただし、過去に提出済の方は
改めて提出する必要はありません。）

平成31年（2019年）10月1日から
消費税の軽減税率制度が実施されます

平成31年（2019年）10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8％から10％に引き上げ
られると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

軽減税率（8%）の対象品目（飲食料品等）
軽減税率対象
標準税率対象

※一定の一体資産は飲食料品に含まれます。

飲食料品（食品表示法に規定する食品）

人の飲用又は食用に供されるもの

＝

飲食料品（食品表示法に規定する食品）

人の飲用又は食用に供されるもの

＝

酒 類

一体資産※

外 食テイクアウト・
宅配等

ケータリング等ケータリング等

医薬品・
医薬部外品
医薬品・
医薬部外品

有料老人ホーム
等で行う飲食
料品の提供

有料老人ホーム
等で行う飲食
料品の提供

平成31年1月4日開始!!

ダイレクト納付を利用した予納が始まります!!

計画的に少しずつ納付しておきたい!!
納付日・納付金額を複数登録することで
定期的な納付をすることができます。

収入のあるときに納付しておきたい!!
収入に応じた任意のタイミングで納付ができます。

こんな方におすすめ
e-Taxに納付日・納付金額等を事前に登録することで納期限前に計画的な納付（予納）ができます。

ダイレクト納付を利用するには
ダイレクト納付利用可能金融機関に
預貯金口座がある
e-Tax の利用開始手続きをする
ダイレクト納付利用届出書を提出する
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毎年 2 月 23 日は税理士記念日です。
プラザ萬象において無料申告相談会を開催いたします。

場　　所 開 催 日 開催時間 主　　催

プラザ萬象第4会議室（敦賀市） 平成31年2月22日㈮ 9:30 ～ 16:00 北陸税理士会敦賀支部

無料税務相談所のお知らせ
北陸税理士会では、下記の要領で無料税務相談を実施しています。
※ご希望の方はあらかじめお電話にてご予約ください。

と　き 毎月第1・3水曜日（1月〜 3月と祝日は除く）、13時〜 16時の間で、1人30分以内
ところ 福井県税理士会館（福井市日之出5丁目14-25）
電　話 0776-52-0510
内　容 ・一般納税者対象の税務相談　・小規模事業者対象の記帳指導　・決算指導 など

地域社会への貢献、未来への承継

税理士に
税についてのご相談は

北陸税理士会敦賀支部

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 22-1343 森　　輝夫 敦賀市神楽町 25-7770

田中　信幸 敦賀市新松島町 25-8585 渡辺　征二 敦賀市結城町 20-0116

竹長　　徹 敦賀市中央町 24-0855 安久　　彰 敦賀市開町 23-0525

山形　　晃 敦賀市三島 22-2511 濱本　幸雄 敦賀市鞠山 22-2848

辻　　達博 敦賀市中央町 21-1355 古坂　貴司 若狭町仮屋 62-2218

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 荒本　一俊 敦賀市本町 23-2666

森口　春幸 敦賀市結城町 20-0116 橋本　佳和 敦賀市木崎 23-0215

竹長　　妙 若狭町鳥浜 45-2225 山形晃士郎 敦賀市三島 22-2511

金森　文質 敦賀市本町 22-0157 竹内　収平 若狭町持田 64-1885

田邉　繁雄 敦賀市中央町 24-0855 藪原　孝夫 敦賀市樫曲 22-4099

林　　智勇 敦賀市川崎町 23-3525 税理士法人竹長会計 敦賀市中央町 24-0855

税理士法人 TACT 敦賀市結城町 20-0116 税理士法人中村会計 敦賀市津内町 22-1343

敦賀中央税理士法人 敦賀市本町 22-0157 税理士法人竹長会計わかさ事務所 若狭町鳥浜 45-2225

敦賀中央税理士法人森事務所 敦賀市神楽町 25-7770
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自宅の引き出しの中に眠っている「清酒券・ビール券」はありませんか?　 
組合では、全国酒販協同組合発行の「清酒券・ビール券」を販売しております。

現在、販売されている「清酒券・
ビール券」には有効期限がありま
す。それまでに、近くのお酒屋さん
で交換してください。

下記のビール共通券は2022年3
月31日に有効期限を迎えます。ま
だ急ぐことはございませんが、なる
べくお早めにお手持ちのビール共
通券をご確認いただき、有効期限内
にお使いいただくようお願いしま
す。なお、有効期限を経過すると、無
効になりますのでご注意ください。

敦賀間税会
敦賀間税会では「税を考える週間」活動として毎年様々な行事を行っております。昨年11月13日には「体験

型校外税金教室」として敦賀市立黒河小学校5年生の児童を敦賀税務署へ招き“税のしくみ”の勉強会をした後、
大阪税関敦賀税関支署にて麻薬犬デモンストレーションを見学しました。そして12月11日には「訪問型校内
税金教室」を開催、若狭町立みそみ小学校を訪れ、同じく「税金教室」を開催しました。

また11月7日と13日には毎年恒例となっています「世界の消費税」クリアファイルを敦賀市・美浜町・若
狭町の中学3年生へ各教育委員会を通じて贈呈しました。
当会では今後も、将来を担う若い世代に向けて活発に“税”
をアピールしていきます。

敦賀小売酒販組合

「清酒券・ビール券」の引き換えは、お早めに!!

体験型郊外税金教室

訪問型校内税金教室

教育委員会へ「世界の消費税」クリアファイルの贈呈

若狭町立みそみ小学校

敦賀市立黒河小学校

■ 9敦賀小売酒販組合／敦賀間税会提供



【自動車の名義変更、抹消登録について】
売買や廃車等により自動車を手放した場合は、必ず運輸支局で所定の手続きを行ってください。自動車税は、毎年4

月1日現在の登録者に対して課税されます。名義変更や抹消登録手続きを行わない限り、登録者に対して課税されます。
●登録についてのお問い合わせ先

［ 中部運輸局福井運輸支局 ］　TEL：050-5540-2057（テレホンサービス）
※なお軽自動車税については、お住まいの市町にお問い合わせください。

【住所等を変更された場合】
自動車検査証の記載事項（住所・氏名等）に変更があった場合は、必ず年度末ま

でに運輸支局において検査証の変更手続きを行ってください。年度末までに検査
証の変更ができなかった場合は、嶺南振興局税務部までご連絡の上、翌年度以降の
納税通知書の送付先変更手続きを行ってください。
※住民票を異動しただけでは検査証の内容は変更されません。

●検査証の記載事項変更について
［ 中部運輸局福井運輸支局 ］　TEL：050-5540-2057（テレホンサービス）
●送付先変更ご連絡先

［ 嶺南振興局税務部 ］　TEL：0770-56-2223
【口座振替をご利用ください】

県では、自動車税などの納税に便利な預金口座振替制度を実施しています。この制度は、納期限のたびに、預金
口座から自動的に振替納税ができる「自動振替制度」です。納付のために県税事務所や金融機関へ出向く手間がな
く、便利で、現金を扱う必要が無いため安全です。また、納期限を過ぎてしまうことなく確実に納税することが可
能です。手続きも簡単で便利・安全・確実なこの制度をご利用ください。

●対象となる税目、口座振替可能な金融機関等詳しくは、
［ 嶺南振興局税務部 ］　TEL：0770-56-2222まで

【障害をお持ちの方に対する自動車税等の減免制度について】
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、自動車税および自動車取得税を減免しています。
自動車税の納税通知書が届きましたら、納期限までに減免申請の手続きを行ってください。新たに身体障害者

等となられた方については随時申請を受け付けています。
●お問い合わせ先

［ 嶺南振興局税務部 ］　TEL：0770-56-2223
●自動車を取得される場合

［ 福井県税事務所分室 ］　TEL：0776-35-6940

福井県から税に関するお知らせ

●小規模事業者の経営課題の解決・経営力向上を支援!
　　巡回、窓口相談・各種セミナー・専門家派遣を実施しています。

●全国商工会連合会推奨経理ソフト「ネット de 記帳」の導入支援!
　　インターネットを利用した安心・楽々な経理システムです。導入からサポートまで丁寧にサポートします。

経営に関してお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
■お問い合わせ先：
　わかさ東商工会　TEL：0770-45-0222（本所）  0770-32-0121（美浜支所）  0770-62-0088（上中支所）

あなたの経営をサポートします !
わかさ東商工会

10 ■ わかさ東商工会／福井県提供



福井県および県内全市町では、個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます。

事業主のみなさまへ

特別徴収は、法令で事業主に義務付けられています。
パート、アルバイト、役員等を含む全ての従業員が特別徴収の対象です。

※県内全市町では、総従業員3名以上の事業主の方を特別徴収義務者として強制指定し、特別徴収を実施しています。

敦賀市・美浜町・若狭町からのお知らせ

■ 家屋を新築•増築したときは…
家屋が完成した後、担当者が現地調査を実施しますのでご協力をお願いします。

■ 家屋の用途を変更したときは…
「店舗を住宅」、「住宅を事務所」にといったように、改装等により家屋の用途を変更した場合は、調査が必

要となることがありますので、各市町固定資産税担当までご連絡ください。
■ 家屋を取り壊したときは…

家屋を取り壊したときは、担当者が現地を確認しますので、各市町固定資産税担当までご連絡ください。
平成31年1月2日以降に取り壊した場合は、平成31年度分まで課税されます。

■普通徴収となる従業員がいる場合
事業主の方は、普通徴収とする従業員がいる場合には、給与支払報告書提出時（1月31日まで）に、「普通

徴収切替理由書」を提出してください。従業員全員が普通徴収となる場合は、「普通徴収切替理由書」と併せ
て「全員普通徴収届出書」を市町に提出してください。

従業員の希望により、普通徴収（本人が直接納付）を選択することはできません。
■従業員に異動があった場合

事業主の方は、退職や転勤等により従業員に異動があった場合は、従業員のお住まいの市町に、速やかに
「異動届」を提出してください。

固定資産税のお知らせ

特別徴収とは
特別徴収とは事業主の方が、所得税の源泉徴収と同じよう

に、従業員が納めるべき個人住民税を毎月の給与から引き去
り、従業員の住所地である市町に納入していただく制度です。

個人住民税  は、
全
（パート・アルバイトを含む）
ての従業員から
特別徴収
してください!

特 別 徴 収 の 手 続 き

従業員がお住まいの

市役所・町役場
事業主

（給与支払者）
従業員

（納税義務者）

 

1月31日まで
 

①給与支払報告書を提出

5月31日まで
②特別徴収税額を通知

翌月10日まで
 

⑤住民税を納入  

 ③特別徴収税額通知配布

6月から翌年5月まで 

④毎月の給与から住民税を引去り

■ 11敦賀市・美浜町・若狭町提供



公益社団法人 敦賀法人会
法人会は「税知識の普及」「租税教育」「地域社会貢献」などを中心に、全国の約80万社が加入する経営者の団体です。

敦賀法人会は地域企業と地域社会の健全な発展と活性化に貢献することを目的として活動をしています。

租税教育活動

新規会員募集中 !! 敦賀市神楽町 2 丁目1-4（商工会館ビル 3F）
TEL：0770-25-4700 ホームページは 敦賀法人会 検索

敦賀市立粟野南小学校

若狭町立鳥羽小学校

敦賀市立中郷小学校 敦賀市立敦賀南小学校

若狭町立三方小学校
若狭町立　
三宅小学校

若狭町立気山小学校

税の提言活動（敦賀市ほか）

記念講演会（年2回）

会員ふれあい研修（京都壬生寺） 税務税制研修会（年4回） 青年部県外研修（関市三輪塗装にて）

国税庁長官表彰（団体）
（長年にわたる租税教育推進の功績を評価され感謝状を頂きました）

敦賀市立松原小学校

敦賀市立咸新小学校

次代を担う子どもたちに税の大切さを理解してもらうため、青年部会が中心となって、
敦賀税務署管内の小学6年生を対象に税金教室を開催しています。

敦賀市立粟野小学校

第8回
税に関する絵はがきコンクール

（主な入賞者表彰式）

女性部会ファミリーコンサート
（タップダンス）

12 ■ 公益社団法人敦賀法人会提供


