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ふるさとの洋風建築 立石埼灯台（敦賀市立石）
海抜約120ｍの高台に立つ立石埼灯台は、1881年に近代化の一環として手掛けた
全国で36番目の灯台。円すい上部を切った形の胴体は、地元の花こう岩を使っ
た趣あるルスティカ風の石積みからなり、建築史的にも見どころが多い洋風の
灯台です。

氏　　名 事務所住所　　　　 電話番号

中村　藤夫 敦賀市白銀町　　　　　　℡25-2222

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

木下　　勇 美浜町河原市　　　　　　℡32-0614

山本　和子 敦賀市中央町　　　　　　℡25-0120

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

氏　　名 事務所住所　　　　 電話番号

山形　　晃 敦賀市三島　　　　　　　℡22-2511
松h 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　芳浩 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

敦敦賀賀税税務務署署管管内内 税理士の皆さん
（敬称略）

税務代理・税務書類の作成・税務相談は

正規の税理士に

税税金金教教室室
（法人会担当）

今年は下記を予定しております。
1月24日E 敦賀西小学校（67名）／法人会担当講師：加茂直人氏
2月 5日C 敦賀南小学校（89名）／法人会担当講師：山本　等氏
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展開し、当会の研修委員自らも経営者の立場として講師を勤め、租
税教育の推進に努めております。

税金教室　H.12年　1月18日敦賀東浦小学校
講師：（社）敦賀法人会
副会長　北村　裕氏

税金教室　H.12年　1月20日敦賀黒河小学校
講師：（社）敦賀法人会　理事　宮元武壽氏

税金教室　
H.13年　2月6日敦賀中郷小学校

講師：（社）敦賀法人会
副会長　北村　裕氏

税金教室　
H.13年　1月23日敦賀沓見小学校

講師：（社）敦賀法人会
理事　宮元武壽氏



税務署からのお知らせ�

○　「平成13年分所得税の確定申告の手引き」で所得金額な

どの計算をした後、確定申告書に転記していただきますと、

申告書を簡単に作成できます。是非トライしてみてくだ

さい。�

○　前年の確定申告書（控）を参考にして作成される方は、「新

様式と旧様式の対照表」から記載位置等を確認していた

だくと便利です。�

○　申告書の書き方の質問や、疑問点は、税務署の電話相談

（敦賀税務署  22ｰ9267）やタックスアンサー（福井  

0776ｰ24ｰ7766）をご利用ください。�

1　申告書の作成に当たっては�

○　提出の前に、第一表と第二表が揃っているか、添付書類

が揃っているか、記載事項の記載もれがないか確認して

ください。�

2　提出は郵送でお早めに�

○　確定申告をする必要のある方が期限内に申告しなかっ

たり、誤った申告をされた場合には、後で不足の税金を納

めていただくだけでなく、加算税や延滞税も納めていた

だく場合がありますのでご注意ください。�

3　ご注意ください�

今年からＯＣＲ用紙になりました。�
記入・提出に当たっては、次のペ
ージの「ＯＣＲ申告書等の記入・
提出に当たってのご注意！」を
ご覧ください。�

税務署では、「納税者の方が自ら正しい申告と納税を行う」という申告納税制度の趣旨
から、確定申告書をご自分で正しく作成していただく「自書申告」を推進しています。�

今年は�

今年も�

新様式による確定申告�
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郊郊郊郊外外外外型型型型税税税税金金金金教教教教室室室室にににに参参参参加加加加!!!! !!!!

敦賀間税会（川上良造会長）は、平成13年
11月13日、敦賀税務署が開催した郊外型税金
教室に会長はじめ役員5名が参加、生徒と一緒
に税の仕組みや使い道について勉強した。
当日は、西浦小・中学校の生徒20名が税務

署を訪れ、坂本総務係長から租税教育用ビデオ
の鑑賞や税金クイズなどを通して税の意義や役
割を勉強した。その後、敦賀海上保安部へ場所
を移し、敦賀港に停泊している巡視船を見学、
海上警備などにも税金が使われていることを知
り、税の重要性を認識した様子だった。

「消費税期限内納付運動」

実施中!!
～消費税は預かり金的性格を有する税金です～
日頃から納税資金の備蓄に努め、確実に
期限内に納付しましょう

期限内に納付しないと…
★延滞税の負担
高率（14.6％）の延滞税がかかります。

★社会的信用の低下
差押処分等により社会的信用の失墜
営業上の重大
な障害が生じ
る場合があり
ます。

2■　税務署提供

◎青色申告会員のための

平平平平成成成成11113333年年年年度度度度確確確確定定定定申申申申告告告告個個個個別別別別相相相相談談談談会会会会
相談日　2月18日（月）午前10時～午後4時

3月 5日（火） 〃
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
相談料　2,000円
◎青色申告会のパソコン用会計ソフト

「「「「ブブブブルルルルーーーーリリリリタタタターーーーンンンンＡＡＡＡ」」」」販販販販売売売売中中中中
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ｰ1ｰ4敦賀商工会議所内 TEL23ｰ6794）

私たちは、お客様の豊かな生活に役立つよう多彩なお酒を

提供するのはもちろんのこと、飲酒に関する様々な社会的

活動を行っています。
◆未成年者の飲酒防止
身体に及ぼす悪影響については、十分に理解されている

ことと思います。
私たちはお酒を販売する立場として、酒類自動販売機の

撤廃や体面販売の励行に努力しています。
◆リサイクルの推進
私たちは何回でも使用できるリターナルビン（一升びん

やビールびんなど）の回収を通じて、地球にやさしい資源
の有効利用に協力しています。
※お酒に関することは何でも、敦賀小売酒販組合（25ｰ
4655）へお問い合わせください。

新体制が取り組む　重点事業10項目
（平成13年11月1日より）

１．経済危機に対処した景気浮揚策等
迅速・的確な政策提言活動の展開

２．地元企業の創業・経営革新と
産業構造転換への支援

３．ＪＲ直流化、北陸新幹線、近畿自動車道敦賀線の
早期実現のための広域連携事業の推進と

ＪＲ敦賀駅舎の改築促進
４．原子力発電所増設計画の促進と地元受注の拡大
５．中心市街地の活性化と総合的な まちづくりの推進
６．地元企業の国際化支援と敦賀港の建設促進
７．ＩＴ高度情報化社会へ対応した

地元企業の情報化支援
８．産学官連携による新産業・新技術の創出
９．当所創立100周年（平成19年）に向けた

準備委員会の設置
10．部会再編成等、当所組織、財政・運営基盤の充実

敦賀納税貯蓄組合連合会

敦賀間税会

敦賀青色申告会

敦賀小売酒販組合

敦賀商工会議所



○　申告書の第一表と第二表、青色申告決算書及び収支内訳書はホッチキスやのりでとめず、

クリップ等でとめてください。（申告書左上、左下、右上の黒いマーク（3点マーク）にキズが

つくとコンピュータ処理ができなくなります。）�

○　源泉徴収票などの添付書類は、申告書第二表の裏面にのりではってください。�

○　申告書の提出に当たっては、第一表と第二表を切り離さずに提出してください。�

○　申告書等を折り曲げたり、汚したりしないでください。�

○　青色申告決算書のミシン線は、切り離さずに提出してください。�

○　シール等は第二表の余白部分にはってください。�

○数字は、以下の記入例・訂正例を参考に記入してください。�

○黒のボールペンでオレンジ色の枠内に1文字ずつ丁寧に記入してください。�

○カンマ（，）は付けないでください。�

○マイナスの場合、金額の前の枠内に「ー」か「△」を記入してください。�

1　記入時のご注意�

2　提出時のご注意�

～ＯＣＲ申告書等の記入・提出に当たってのご注意！～

4■　嶺南振興局二州税務部／敦賀市・美浜町・三方町

平成14年4月1日から、自動車税の税率が変わります。
自動車税について、排出ガスおよび燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性

能に応じて税率が軽減され、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率
が重くなりました。
○1 環境負荷の小さい自動車

税務署提供 ■3

相 談 会 場 相 談 期 間 相 談 時 間

敦賀税務署

（敦賀駅前合同庁舎）

10770－22－9267

２月１８日（月）～３月１５日（金）

但し、消費税は４月１日（月）まで

（土・日・祝日は除く）

９：００～１２：００

１３：００～１６：００

相 談 会 場 相 談 期 間 相 談 時 間

敦賀市中央公民館

10770－25－8318

２月２１日（木）～２月２２日（金）

の２日間

１０：００～１２：００

１３：００～１６：００

確定申告の申告相談日程表
○税務職員による申告相談

○税理士会による無料税務相談

対 　 象 　 車 措　　　　置

低公害車（ハイブリッド自動車を除く）

概ね50％軽減☆☆☆＋低燃費

（☆☆☆は最新排出ガス基準より75％以上性能が良い自動車）

☆☆＋低燃費

（☆☆は最新排出ガス基準より50％以上性能が良い自動車）
概ね25％軽減

☆＋低燃費

（☆は最新排出ガス基準より25％以上性能が良い自動車）
概ね13％軽減

対 　 象 　 車 措　　　　置

平成14年3月31日までに新車新規登録から11年を超えるディーゼル車

概ね10％重課

平成14年3月31日までに新車新規登録から13年を超えるガソリン車

※税率の軽減は平成13年度、14年度の新車新規登録の翌年度から2年間。

○2 環境負荷の大きい自動車

※平成15年3月31日までに新車新規登録から11年あるいは13年を超えた場合は平成15年度以降重課。

詳しくは嶺南振興局二州税務部までお尋ねください……TEL 22ｰ0053

住民税の申告について

個人住民税は、市・町が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただく仕組みになっています
が、市・町が適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告を市・町長に提出して頂くことになってい
ます。
申告期間は、２月１８日から３月１５日までの土・日曜日を除く毎日です。期限間近になりますと申告会

場が大変混み合いますのでお早めにお出かけ下さい。

■申告が必要な人（平成１４年１月１日現在、市・町に住所・居所がある人）
q勤務先から市役所・町役場へ給与支払報告書が提出されていない人
w給与所得のほかに農業などの事業所得・年金所得・不動産所得・配当所得・一時所得等があった人
e所得税の源泉徴収を受けなかった人
r医療費控除などの控除を受けたい人
t収入がない人で国民健康保険の加入者、およびその世帯主や国民年金加入者、児童手当等の福祉手当の
支給等を必要とする人
所得税の確定申告をされる人や、給与所得のみで他に収入がなく勤務先から「給与支払報告書」が提出
されている方は、住民税の申告はいりません。

■申告に必要なもの
○印鑑　○源泉徴収票または所得を証明できるもの　○帳簿や必要経費の領収証　○生命保険の証明書
○医療費控除がある方は医療費の領収証、及び保険などで補てんされた金額のわかるもの（所定の様式に
まとめてください） ○国民健康保険税や国民年金保険料などの領収証

※申告書が届かない人でも、申告が必要と思われる人は市役所・町役場の受付会場に用意してある申告書で
申告をお願いします。

※所得税の確定申告書の新様式導入に伴い、住民税の申告用紙も新しくなります。書きやすくなりましたの
で『自書申告』のご協力をお願いします。

[ ]
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（☆☆☆は最新排出ガス基準より75％以上性能が良い自動車）

☆☆＋低燃費

（☆☆は最新排出ガス基準より50％以上性能が良い自動車）
概ね25％軽減

☆＋低燃費

（☆は最新排出ガス基準より25％以上性能が良い自動車）
概ね13％軽減

対 　 象 　 車 措　　　　置

平成14年3月31日までに新車新規登録から11年を超えるディーゼル車

概ね10％重課

平成14年3月31日までに新車新規登録から13年を超えるガソリン車

※税率の軽減は平成13年度、14年度の新車新規登録の翌年度から2年間。

○2 環境負荷の大きい自動車

※平成15年3月31日までに新車新規登録から11年あるいは13年を超えた場合は平成15年度以降重課。

詳しくは嶺南振興局二州税務部までお尋ねください……TEL 22ｰ0053

住民税の申告について

個人住民税は、市・町が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただく仕組みになっています
が、市・町が適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告を市・町長に提出して頂くことになってい
ます。
申告期間は、２月１８日から３月１５日までの土・日曜日を除く毎日です。期限間近になりますと申告会

場が大変混み合いますのでお早めにお出かけ下さい。

■申告が必要な人（平成１４年１月１日現在、市・町に住所・居所がある人）
q勤務先から市役所・町役場へ給与支払報告書が提出されていない人
w給与所得のほかに農業などの事業所得・年金所得・不動産所得・配当所得・一時所得等があった人
e所得税の源泉徴収を受けなかった人
r医療費控除などの控除を受けたい人
t収入がない人で国民健康保険の加入者、およびその世帯主や国民年金加入者、児童手当等の福祉手当の
支給等を必要とする人
所得税の確定申告をされる人や、給与所得のみで他に収入がなく勤務先から「給与支払報告書」が提出
されている方は、住民税の申告はいりません。

■申告に必要なもの
○印鑑　○源泉徴収票または所得を証明できるもの　○帳簿や必要経費の領収証　○生命保険の証明書
○医療費控除がある方は医療費の領収証、及び保険などで補てんされた金額のわかるもの（所定の様式に
まとめてください） ○国民健康保険税や国民年金保険料などの領収証

※申告書が届かない人でも、申告が必要と思われる人は市役所・町役場の受付会場に用意してある申告書で
申告をお願いします。

※所得税の確定申告書の新様式導入に伴い、住民税の申告用紙も新しくなります。書きやすくなりましたの
で『自書申告』のご協力をお願いします。

[ ]



税務署からのお知らせ�

○　「平成13年分所得税の確定申告の手引き」で所得金額な

どの計算をした後、確定申告書に転記していただきますと、

申告書を簡単に作成できます。是非トライしてみてくだ

さい。�

○　前年の確定申告書（控）を参考にして作成される方は、「新

様式と旧様式の対照表」から記載位置等を確認していた

だくと便利です。�

○　申告書の書き方の質問や、疑問点は、税務署の電話相談

（敦賀税務署  22ｰ9267）やタックスアンサー（福井  

0776ｰ24ｰ7766）をご利用ください。�

1　申告書の作成に当たっては�

○　提出の前に、第一表と第二表が揃っているか、添付書類

が揃っているか、記載事項の記載もれがないか確認して

ください。�

2　提出は郵送でお早めに�

○　確定申告をする必要のある方が期限内に申告しなかっ

たり、誤った申告をされた場合には、後で不足の税金を納

めていただくだけでなく、加算税や延滞税も納めていた

だく場合がありますのでご注意ください。�

3　ご注意ください�

今年からＯＣＲ用紙になりました。�
記入・提出に当たっては、次のペ
ージの「ＯＣＲ申告書等の記入・
提出に当たってのご注意！」を
ご覧ください。�

税務署では、「納税者の方が自ら正しい申告と納税を行う」という申告納税制度の趣旨
から、確定申告書をご自分で正しく作成していただく「自書申告」を推進しています。�

今年は�

今年も�

新様式による確定申告�
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郊郊郊郊外外外外型型型型税税税税金金金金教教教教室室室室にににに参参参参加加加加!!!! !!!!

敦賀間税会（川上良造会長）は、平成13年
11月13日、敦賀税務署が開催した郊外型税金
教室に会長はじめ役員5名が参加、生徒と一緒
に税の仕組みや使い道について勉強した。
当日は、西浦小・中学校の生徒20名が税務

署を訪れ、坂本総務係長から租税教育用ビデオ
の鑑賞や税金クイズなどを通して税の意義や役
割を勉強した。その後、敦賀海上保安部へ場所
を移し、敦賀港に停泊している巡視船を見学、
海上警備などにも税金が使われていることを知
り、税の重要性を認識した様子だった。

「消費税期限内納付運動」

実施中!!
～消費税は預かり金的性格を有する税金です～
日頃から納税資金の備蓄に努め、確実に
期限内に納付しましょう

期限内に納付しないと…
★延滞税の負担
高率（14.6％）の延滞税がかかります。

★社会的信用の低下
差押処分等により社会的信用の失墜
営業上の重大
な障害が生じ
る場合があり
ます。

2■　税務署提供

◎青色申告会員のための

平平平平成成成成11113333年年年年度度度度確確確確定定定定申申申申告告告告個個個個別別別別相相相相談談談談会会会会
相談日　2月18日（月）午前10時～午後4時

3月 5日（火） 〃
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
相談料　2,000円
◎青色申告会のパソコン用会計ソフト

「「「「ブブブブルルルルーーーーリリリリタタタターーーーンンンンＡＡＡＡ」」」」販販販販売売売売中中中中
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ｰ1ｰ4敦賀商工会議所内 TEL23ｰ6794）

私たちは、お客様の豊かな生活に役立つよう多彩なお酒を

提供するのはもちろんのこと、飲酒に関する様々な社会的

活動を行っています。
◆未成年者の飲酒防止
身体に及ぼす悪影響については、十分に理解されている

ことと思います。
私たちはお酒を販売する立場として、酒類自動販売機の

撤廃や体面販売の励行に努力しています。
◆リサイクルの推進
私たちは何回でも使用できるリターナルビン（一升びん

やビールびんなど）の回収を通じて、地球にやさしい資源
の有効利用に協力しています。
※お酒に関することは何でも、敦賀小売酒販組合（25ｰ
4655）へお問い合わせください。

新体制が取り組む　重点事業10項目
（平成13年11月1日より）

１．経済危機に対処した景気浮揚策等
迅速・的確な政策提言活動の展開

２．地元企業の創業・経営革新と
産業構造転換への支援

３．ＪＲ直流化、北陸新幹線、近畿自動車道敦賀線の
早期実現のための広域連携事業の推進と

ＪＲ敦賀駅舎の改築促進
４．原子力発電所増設計画の促進と地元受注の拡大
５．中心市街地の活性化と総合的な まちづくりの推進
６．地元企業の国際化支援と敦賀港の建設促進
７．ＩＴ高度情報化社会へ対応した

地元企業の情報化支援
８．産学官連携による新産業・新技術の創出
９．当所創立100周年（平成19年）に向けた

準備委員会の設置
10．部会再編成等、当所組織、財政・運営基盤の充実

敦賀納税貯蓄組合連合会

敦賀間税会

敦賀青色申告会

敦賀小売酒販組合

敦賀商工会議所
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敦賀敦賀・美浜美浜・三方地区三方地区《税の情報誌》《税の情報誌》�敦賀・美浜・三方地区《税の情報誌》�

この
社会あ

なたの税がいきている
税�

発行　敦賀税務連絡協議会
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
嶺南振興局二州税務部
敦賀市/美浜町/三方町

資料提供

第4号/2002年2月

ふるさとの洋風建築 立石埼灯台（敦賀市立石）
海抜約120ｍの高台に立つ立石埼灯台は、1881年に近代化の一環として手掛けた
全国で36番目の灯台。円すい上部を切った形の胴体は、地元の花こう岩を使っ
た趣あるルスティカ風の石積みからなり、建築史的にも見どころが多い洋風の
灯台です。

氏　　名 事務所住所　　　　 電話番号

中村　藤夫 敦賀市白銀町　　　　　　℡25-2222

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

木下　　勇 美浜町河原市　　　　　　℡32-0614

山本　和子 敦賀市中央町　　　　　　℡25-0120

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

氏　　名 事務所住所　　　　 電話番号

山形　　晃 敦賀市三島　　　　　　　℡22-2511
松h 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　芳浩 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

敦敦賀賀税税務務署署管管内内 税理士の皆さん
（敬称略）

税務代理・税務書類の作成・税務相談は

正規の税理士に

税税金金教教室室
（法人会担当）

今年は下記を予定しております。
1月24日E 敦賀西小学校（67名）／法人会担当講師：加茂直人氏
2月 5日C 敦賀南小学校（89名）／法人会担当講師：山本　等氏
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展開し、当会の研修委員自らも経営者の立場として講師を勤め、租
税教育の推進に努めております。

税金教室　H.12年　1月18日敦賀東浦小学校
講師：（社）敦賀法人会

副会長　北村　裕氏
税金教室　H.12年　1月20日敦賀黒河小学校

講師：（社）敦賀法人会　理事　宮元武壽氏

税金教室　
H.13年　2月6日敦賀中郷小学校

講師：（社）敦賀法人会
副会長　北村　裕氏

税金教室　
H.13年　1月23日敦賀沓見小学校

講師：（社）敦賀法人会
理事　宮元武壽氏


