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税税税税金金金金教教教教室室室室（法人会担当）

今年の税金教室の予定

1月23日（木）敦賀中央小学校　6年生1クラスごとに3回開催

法人会担当講師：北村　　裕氏
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
Ｈ14．1月24日　

敦賀西小学校　講師：（社）敦賀法人会

理事　加茂直人氏

税金教室
Ｈ14．2月5日　
敦賀南小学校　講師：（社）敦賀法人会

研修委員　酒谷　豊氏

法人会役員新年研修会
テーマ「新しい時代の税務行政」

講　師　敦賀税務署長

舘田康弘氏

税務代理・税務書類の作成・税務相談は

正規の税理士に

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 敦賀市白銀町 25ｰ2222 山形　　晃 敦賀市三島 22ｰ2511

宗澤　一郎 敦賀市本町 23ｰ2666 松� 利夫 敦賀市本町 22ｰ0157

河野　　精 敦賀市元町 25ｰ2720 濱本　幸雄 敦賀市鞠山 22ｰ2848

森　　輝夫 敦賀市神楽町 25ｰ7770 伊藤　信義 敦賀市松島 21ｰ1333

木下　　勇 美浜町河原市 32ｰ0614 辻　　達博 敦賀市中央町 21ｰ1355

山本　和子 敦賀市中央町 25ｰ0120 中村　　淳 敦賀市津内町 22ｰ1343

田中　信幸 敦賀市新松島 25ｰ8585 福地　末七 敦賀市松島町 22ｰ2850

渡辺　征二 敦賀市結城町 22ｰ0019 本川　芳宏 敦賀市相生町 21ｰ3307

竹長　　徹 敦賀市中央町 24ｰ0855 加藤　智二 敦賀市本町 22ｰ0157

安久　　彰 敦賀市開町 23ｰ0525 稲塚　敏恵 敦賀市中央町 24ｰ0855

西山　了信 敦賀市谷口 22ｰ4226 宗澤　一俊 敦賀市本町 23ｰ2666

橋本　　勉 敦賀市木崎 23ｰ0215 中山　順郎 敦賀市山泉 21ｰ1514

山本　美一 敦賀市本町 22ｰ5135 森口　春幸 敦賀市結城町 22ｰ0019

敦敦賀賀税税務務署署管管内内 税理士の皆さん
（敬称略）

1月10日（金）敦賀法人会役員の新年研修会を開
催、敦賀税務署長舘田康弘氏から「新しい時代の
税務行政」と題してご講演いただきました。
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赤レンガ倉庫（敦賀市金ヶ崎町）
1905年、外国人技師の手によって建てられ、当時は石油貯蔵庫
として使われました。
6本の柱の内側に壁を設け、内部が柱のない空間になっている
のが大きな特徴です。
現在は昆布貯蔵庫として使用されています。
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敦賀納税貯蓄組合連合会

みみみみんんんんななななのののの消消消消費費費費税税税税、、、、
期期期期限限限限内内内内納納納納税税税税をををを!!!!!!!!

消費税は、消費者からの預り金的性格を有する税です。

日ごろから「納税のための貯蓄」をしておきましょう。

◎毎月の貯蓄額の目安
（注）税抜き売上金額は、税込み売上金額を1.05で割った金額です。

□「簡易課税方式」を採用の場合

〔例〕事業区分が第2種で、課税売上が200万円の場合　　200万円×0.01＝2万円

□「原則方式」を採用の場合
当月の税抜きの　　　　当月の税抜きの課税対象

課税対象売上金額
×5％ ―

となる仕入経費の金額
×5％

間税会創立30周年記念税務経営研修会が11月22日平安
閣にて開催されました。当日は敦賀税務署飛山統括官より
「同族会社の税務調査」と題して、又福井情報開発研究所長
坪川常春氏より「平成の危機」と題してのそれぞれ大変有意
義な講演を拝聴いたしました。
また11月28日には、税を知る週間行事として学童校外税

金教室が行われ、たくさんの小学生と共に税金について楽し
く勉強しました。

敦賀商工会議所

青色申告決算講習会
日　時 2月3日（月）午後1時30分～午後3時

5日（水） 〃
会　場 敦賀商工会館　2階会議室
講　師 北陸税理士会敦賀支部所属税理士
内　容 １平成14年度の税制改正点について

２決算・確定申告の手順について
３留意点について

平成14年度確定申告個別相談会
相談日 2月24日（月）～28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

お問い合わせ先：敦賀商工会議所　中小企業相談所
（神楽町2ー1ー4敦賀商工会議所内 TEL22ｰ2611）

敦賀青色申告会

平成14年度確定申告個別相談会
相談日 2月20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

◎パソコン会計をはじめませんか？
青色申告会のパソコン用会計ソフト

「ブルーリターンＡ」好評販売中
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）

敦賀小売酒販組合

私たちは、お酒に関わる様々な社会的活動を行っています。

■リデュース（発生抑制）・リユース（再使
用）・リサイクル（再資源化）の推進
限りある資源を有効利用するため、一升びんやビールびん

などの回収・再利用・再資源化を通じて、よりよい地球環境

に貢献しています。

■未成年者の飲酒防止に向けて
身体的・社会的にさまざまな害をもたらす、成長期の未成

年者飲酒を防ぐため、私たちはお酒を販売する立場として、

年齢確認による対面販売や酒類自動販売機の撤廃に努力して

います。

税抜きの当月課税売上に乗ずる割合 おもな事業の種類

第1種 0.5％ 卸売業

第2種 1.0％ 小売業

第3種 1.5％ 農林・漁業、建設業、製造業など

第4種 2.0％ 飲食店業、金融・保険業など

第5種 2.5％ 運輸・通信業、不動産業、サービス業

敦賀間税会

2■　税務署提供

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。

確確確確定定定定申申申申告告告告
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、確定申告書等をご自分で

正しく作成していただく「自書申告」を推進しています。

平成14年分所得税の確定申告の受付は、

平成15年2月17日bから3月17日bまで
（還付申告は2月17日Bから以前でも提出できます。）

○手引きで計算　やさしい申告！

自自自自分分分分でででで書書書書いいいいてててて
○国税庁ホームページをご利用ください！
（http://www.nta.go.jp）

「所得税の確定申告書作成コーナー」では所得税の確定申告
書の作成が可能です。

カラープリンタで出力して、税務署に提出できます！
ご利用に当たっては、ホームページ上の説明をご覧ください。

おおおお早早早早めめめめにににに！！！！

税務署の閉庁日（土・日曜日・祝日等）には、相談及び申告書の受付は

行っておりませんのでご注意ください。

なお、閉庁日であっても、申告書は郵送又は税務署の時間外収受箱に投

函することにより提出することができます。

郵送で 窓口へ

提出しましょう！

○申告書提出前の確認を！



■64■　嶺南振興局二州税務部／敦賀市・美浜町・三方町提供

振 替 納 税 の お 勧 め
～多忙なあなたの代役です～

福井県では自動車税と個人事業税について振替納税を推進しています。

☆振替納税とは

預金口座から自動的に振替えて納税する方法です。

☆こんなに便利です

納期が来るたびに銀行や郵便局までわざわざお出かけにならなくても自動的に

納税ができます。お仕事のお忙しい方、不在がちの方は特に便利です。

☆確実です

納期に振替されますから納付を忘れることがありません。（残高不足の場合は振

替されませんので残高にはご注意ください。）

☆手続きは簡単です

あなたが預金している金融機関か、嶺南振興局二州税務部のどちらか一方に、

納付書送付依頼書と口座振替依頼書を提出していただくだけです。（預金口座に使

用の印鑑を押印してください。）

振替納税に関するお問い合わせは

最寄りの金融機関または

福井県嶺南振興局二州税務部　Tel0770ー22ー0050へ

個人の住民税　Ｑ＆Ａ個人の住民税　Ｑ＆Ａ
Ｑ１　主婦ですがパートで働いています。収入がいくらまでなら税金がかかりませんか。

また、いくらまでなら夫の配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。

Ａ　　次の表のとおりです。

注：配偶者特別控除は2004年1月から廃止される予定です。

Ｑ２　住民税は市町村によって違いはあるのですか。

Ａ　　住民税は一定の均等割額と前年中の所得に応じた所得割額を合計したものになります。

均等割は、市町村の人口により市民税は3段階（県民税は1,000円のみ）ありますが、所得割は原則としてその税

率や算出方法に差はなく、所得や扶養など同じ条件であれば全国どこでも同額になります。

Ｑ３　故郷にいる母が病気で入院をし、私は、その医療費の一部を負担しました。母は収入がなく、同居している兄が扶

養しています。私が負担した母の医療費について、私は、医療費控除を受けられますか。

Ａ　　あなたは、お母さんと生計を一にしているとは認められませんので、あなたが負担した費用について医療費控除は

受けられません。

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする親族のための医療費を支払った場合に限り適用があることになって

います。

パートの収入 住民税 所得税 配偶者控除 配偶者特別控除

100万円以下 かからない

かからない 受けられる

受けられる

100万円超
～103万円以下

かかる103万円超
～141万円未満 かかる 受けられない

141万円以上 受けられない

5■ 税務署提供 ■3

◎各種説明会の日程

◆「公的年金受給者」申告説明会

○　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。�

○　申告書等を折り曲げたり、汚したりしないでください。�

○　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�

～申告書等の記入・提出に当たってのご注意！～

◆「住宅借入金等特別控除」申告説明会

（お問い合わせ先）敦賀税務署　個人課税部門　22ー9267

場　　所 開　　催　　日　　時

サンピア敦賀 平成15年2月4日（火）9：30～11：30及び13：00～15：30

敦賀市中央公民館
平成15年2月5日（水）

6日（木）
9：30～11：30及び13：00～15：30

同　　上

場　　所 開　　催　　日　　時

敦賀市中央公民館
平成15年1月30日（木）

31日（金）
9：30～11：30及び13：00～15：30

同　　上
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○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�

～申告書等の記入・提出に当たってのご注意！～

◆「住宅借入金等特別控除」申告説明会

（お問い合わせ先）敦賀税務署　個人課税部門　22ー9267

場　　所 開　　催　　日　　時

サンピア敦賀 平成15年2月4日（火）9：30～11：30及び13：00～15：30

敦賀市中央公民館
平成15年2月5日（水）

6日（木）
9：30～11：30及び13：00～15：30

同　　上

場　　所 開　　催　　日　　時

敦賀市中央公民館
平成15年1月30日（木）

31日（金）
9：30～11：30及び13：00～15：30

同　　上
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敦賀納税貯蓄組合連合会

みみみみんんんんななななのののの消消消消費費費費税税税税、、、、
期期期期限限限限内内内内納納納納税税税税をををを!!!!!!!!

消費税は、消費者からの預り金的性格を有する税です。

日ごろから「納税のための貯蓄」をしておきましょう。

◎毎月の貯蓄額の目安
（注）税抜き売上金額は、税込み売上金額を1.05で割った金額です。

□「簡易課税方式」を採用の場合

〔例〕事業区分が第2種で、課税売上が200万円の場合　　200万円×0.01＝2万円

□「原則方式」を採用の場合
当月の税抜きの　　　　当月の税抜きの課税対象

課税対象売上金額
×5％ ―

となる仕入経費の金額
×5％

間税会創立30周年記念税務経営研修会が11月22日平安
閣にて開催されました。当日は敦賀税務署飛山統括官より
「同族会社の税務調査」と題して、又福井情報開発研究所長
坪川常春氏より「平成の危機」と題してのそれぞれ大変有意
義な講演を拝聴いたしました。
また11月28日には、税を知る週間行事として学童校外税

金教室が行われ、たくさんの小学生と共に税金について楽し
く勉強しました。

敦賀商工会議所

青色申告決算講習会
日　時 2月3日（月）午後1時30分～午後3時

5日（水） 〃
会　場 敦賀商工会館　2階会議室
講　師 北陸税理士会敦賀支部所属税理士
内　容 １平成14年度の税制改正点について

２決算・確定申告の手順について
３留意点について

平成14年度確定申告個別相談会
相談日 2月24日（月）～28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

お問い合わせ先：敦賀商工会議所　中小企業相談所
（神楽町2ー1ー4敦賀商工会議所内 TEL22ｰ2611）

敦賀青色申告会

平成14年度確定申告個別相談会
相談日 2月20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

◎パソコン会計をはじめませんか？
青色申告会のパソコン用会計ソフト

「ブルーリターンＡ」好評販売中
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）

敦賀小売酒販組合

私たちは、お酒に関わる様々な社会的活動を行っています。

■リデュース（発生抑制）・リユース（再使
用）・リサイクル（再資源化）の推進
限りある資源を有効利用するため、一升びんやビールびん

などの回収・再利用・再資源化を通じて、よりよい地球環境

に貢献しています。

■未成年者の飲酒防止に向けて
身体的・社会的にさまざまな害をもたらす、成長期の未成

年者飲酒を防ぐため、私たちはお酒を販売する立場として、

年齢確認による対面販売や酒類自動販売機の撤廃に努力して

います。

税抜きの当月課税売上に乗ずる割合 おもな事業の種類

第1種 0.5％ 卸売業

第2種 1.0％ 小売業

第3種 1.5％ 農林・漁業、建設業、製造業など

第4種 2.0％ 飲食店業、金融・保険業など

第5種 2.5％ 運輸・通信業、不動産業、サービス業

敦賀間税会

2■　税務署提供

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。

確確確確定定定定申申申申告告告告
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、確定申告書等をご自分で

正しく作成していただく「自書申告」を推進しています。

平成14年分所得税の確定申告の受付は、

平成15年2月17日bから3月17日bまで
（還付申告は2月17日Bから以前でも提出できます。）

○手引きで計算　やさしい申告！

自自自自分分分分でででで書書書書いいいいてててて
○国税庁ホームページをご利用ください！
（http://www.nta.go.jp）

「所得税の確定申告書作成コーナー」では所得税の確定申告
書の作成が可能です。

カラープリンタで出力して、税務署に提出できます！
ご利用に当たっては、ホームページ上の説明をご覧ください。

おおおお早早早早めめめめにににに！！！！

税務署の閉庁日（土・日曜日・祝日等）には、相談及び申告書の受付は

行っておりませんのでご注意ください。

なお、閉庁日であっても、申告書は郵送又は税務署の時間外収受箱に投

函することにより提出することができます。

郵送で 窓口へ

提出しましょう！

○申告書提出前の確認を！



6■

税税税税金金金金教教教教室室室室（法人会担当）

今年の税金教室の予定

1月23日（木）敦賀中央小学校　6年生1クラスごとに3回開催

法人会担当講師：北村　　裕氏
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
Ｈ14．1月24日　

敦賀西小学校　講師：（社）敦賀法人会

理事　加茂直人氏

税金教室
Ｈ14．2月5日　
敦賀南小学校　講師：（社）敦賀法人会

研修委員　酒谷　豊氏

法人会役員新年研修会
テーマ「新しい時代の税務行政」

講　師　敦賀税務署長

舘田康弘氏

税務代理・税務書類の作成・税務相談は

正規の税理士に

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 敦賀市白銀町 25ｰ2222 山形　　晃 敦賀市三島 22ｰ2511

宗澤　一郎 敦賀市本町 23ｰ2666 松� 利夫 敦賀市本町 22ｰ0157

河野　　精 敦賀市元町 25ｰ2720 濱本　幸雄 敦賀市鞠山 22ｰ2848

森　　輝夫 敦賀市神楽町 25ｰ7770 伊藤　信義 敦賀市松島 21ｰ1333

木下　　勇 美浜町河原市 32ｰ0614 辻　　達博 敦賀市中央町 21ｰ1355

山本　和子 敦賀市中央町 25ｰ0120 中村　　淳 敦賀市津内町 22ｰ1343

田中　信幸 敦賀市新松島 25ｰ8585 福地　末七 敦賀市松島町 22ｰ2850

渡辺　征二 敦賀市結城町 22ｰ0019 本川　芳宏 敦賀市相生町 21ｰ3307

竹長　　徹 敦賀市中央町 24ｰ0855 加藤　智二 敦賀市本町 22ｰ0157

安久　　彰 敦賀市開町 23ｰ0525 稲塚　敏恵 敦賀市中央町 24ｰ0855

西山　了信 敦賀市谷口 22ｰ4226 宗澤　一俊 敦賀市本町 23ｰ2666

橋本　　勉 敦賀市木崎 23ｰ0215 中山　順郎 敦賀市山泉 21ｰ1514

山本　美一 敦賀市本町 22ｰ5135 森口　春幸 敦賀市結城町 22ｰ0019

敦敦賀賀税税務務署署管管内内 税理士の皆さん
（敬称略）

1月10日（金）敦賀法人会役員の新年研修会を開
催、敦賀税務署長舘田康弘氏から「新しい時代の
税務行政」と題してご講演いただきました。

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6号/2003年2月

赤レンガ倉庫（敦賀市金ヶ崎町）
1905年、外国人技師の手によって建てられ、当時は石油貯蔵庫
として使われました。
6本の柱の内側に壁を設け、内部が柱のない空間になっている
のが大きな特徴です。
現在は昆布貯蔵庫として使用されています。


