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令和２年度　中学生の税についての作品（ポスターの部）　優秀賞決定！
三国税務署管内の中学校から、税についての作文、ポスターについて多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
審査の結果、ポスターの部は次のみなさまが優秀賞を受賞されました。なお、作文の部は、令和３年２月（第 53号）発行に掲載予定です。

三国税務署長賞
芦原中学校　３年
坂井　小雪

北陸納税貯蓄組合
総連合会長賞
芦原中学校　３年
武田　輝良

三国税務署管内
青色申告会連合会長賞

芦原中学校　３年
井上　和奏

三国間税会長賞
芦原中学校　３年
五之治　直朗

坂井地区租税教育
推進協議会長賞

芦原中学校　３年
村中　梨香

福井県知事賞
芦原中学校　３年
黒川　夢加

坂井地区納税貯蓄組合
連合会長賞

金津中学校　３年
長東　篤史

北陸税理士会
三国支部長賞
芦原中学校　３年
阪田　夏海

公益社団法人
坂井法人会長賞

芦原中学校　３年
三上　愛歩

あわら市長賞
芦原中学校　３年
大辻　悠夏

【入　選】
芦原中　３年　石田　陽希
芦原中　３年　堀江　美帆
芦原中　３年　刀根　彩乃
芦原中　３年　平野　睦也
芦原中　３年　鈴木美弥緋

【佳　作】
芦原中　３年 　吉田　公威
芦原中　３年　中庭千咲貴
芦原中　３年　白石　　想
芦原中　３年 　笹原　乙華
芦原中　３年 　吉江　大慎

・11月   7日（土）～11月15日（日）アル・プラザアミ（坂井市春江町随応寺16-11）にて展示します。
・11月  17日（火）～11月23日（月）金津本陣IKOSSA(あわら市春宮２-14-1）にて展示します。
・12月   1日（火）～12月  7日（月）福井銀行金津支店(あわら市大溝２-31-5）にて展示します。
※税についての作品には、多くの企業・個人のみなさまに後援として賛助いただき、ありがとうございました。

令和2年度納税表彰受賞者決定令和2年度納税表彰受賞者決定
　長年にわたり納税思想の高揚、申告納税制度の普及発展及び
租税教育にご尽力いただきました。受賞される方々は右のとおりです
（敬称略）

【団体功績】 
小林 順子（法人会）田島 義規（納税貯蓄組合）半澤 政丈（法人会）

【租税教育功績】
松野 信一（芦原中学校）

公益社団法人坂井法人会だより
主な研修会活動

　三国税務署法人課税部門職員を講師に迎えて、下記の研修会が行われ終了後
には個別の質問にも対応してくださいました。法人会では、各種研修会を開催します
のでみなさま方のご参加をお待ちしております。

　講師にアズワンコンサルティン
グ㈱　代表取締役　小玉隆一
氏　をお迎えして新型コロナウイ
ルス第2波、第3波へ備えておく
べき労務問題や会社がもらえる
助成金について、詳しく説明して
いただきました。

★「令和2年度税制改正に関する」説明会　
7月29日（水）於：あわら市商工会　芦原支所　参加者18名

★令和2年度租税教室講師担当者研修会
8月27日(木)　於・三国税務署　33名参加

★労務研修会　
「新型コロナウイルスにおける労務管理のポイント及び
今後の法改正の動向」
9月2日（水）於：あわら市商工会　芦原支所　参加者　17名

　小中生の租税教室講師研修会に、三
国税務署職員・あわら市・坂井市税務課
職員・税理士先生方と共に法人会の会
員3名が参加しました。
　租税教室は今年も、あわら市、坂井市
の小中学校29校で開催予定です。

★坂井地区税務連絡協議会

★税を考える週間記念講演会
　　　　　　　開催のご案内

9月16日(水)　於:三国税務署　会議室　参加者9名

11月19日（木）　
於：JA福井県坂井基幹支店　3階大ホール

　三国税務署・入口総務課長、北陸税理士会・伊藤三国支部長等の坂井地区税
務連絡協議会員により、新型コロナウイルス禍における「税を考える週間」等の活動
計画について協議しました。

申込・問合せは・・坂井法人会事務局
電話・・78-6117
FAX・・78-6275

　坂井法人会の女性部会が協力団
体として参加している NPO 法人
グリーンウェルは 2020 年度「水生
生物観察会」が新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止となっ
たため、坂井法人会の租税教室の
教材である「キミも納めてる！税
金どこ行くの？タックスフントと
けんたくん」の冊子を各ご家庭に
配付してくださいました。家族と
いる時間が増えたこの時期に、税
金について楽しく学んでいただき、
納税に対しても理解を深めていた
だきたいと思います。

★8月22日（土）

◎研修会活動 ◎租税教育事業活動

★第２回役員会・福利厚生連絡協議会・税務懇談会開催
9月29日（火）於：あわら市商工会　芦原支所　参加者36名
　今年は、新型コロナウイルスの影響により、様 な々会議が中止となる中ようやく、7月
10日に着任されました酒井三国税務署長並びに法人会福利厚生制度取扱の大同
生命小池福井支社長・アフラック道越福
井支社長等の来賓を迎え、税務懇談会・
福利厚生協議会が開催されました。
　税務懇談会では、新型コロナウイルス
禍における税務に関する対応等の説明
がありました。

★第3回　青年部会役員会
10月6日(火)　於:朱雀　参加者15名
　新型コロナウイルスの影響で延期されていましたが、ようやく落ち着きを取り戻した
ことを受けて、令和2年度の事業計画等の日程について協議しました。
青年部会の重点事業である小学6年生
対象の租税教室については、今年度は
金津小学校・春江東小学校・芦原小学
校を担当することとなり、今後準備を進
めていきます。

三国税務署長表彰



税 の ひ ろ ば令和2年11月10日 （3）第52号税 の ひ ろ ば（2）第52号 令和2年11月10日

税を考える週間 県税だより

市税だより

三国間税会だより

税務署からのお知らせ

　税は、国や地方公共団体が活動するための大切な財源であり、私たちの生活

向上や安心・安全な暮らしの実現のために、負担しなければならない「会費」で

あると言えましょう。

　そこで、三国税務署では、今年も11月11日（水）から11月17日（火）まで

の期間を「税を考える週間」として、『くらしを支える税』をテーマに、国

民のみなさまに税の意義や役割についての理解を深め、考えていただけるよ

う関係団体等のご協力の下、次のような行事を実施いたします。

　11月中旬に２期分の納付書をお送りしますので、納期限までに納付してください。
　納付署にバーコード印字があるものは、コンビニエンスストアでも納めることがで
きます。

　第2回役員会　10月7日（水）  於：あわら市商工会　芦原支所　　参加者11名
　会議に先立ち、本年7月に着任した三国税務署の酒井署長様よりご挨拶をいただいた後、令和2年度の具体的な事業計
画について協議され、地区ごとに会員増強を行う事などが決議されました。
　また今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため例年行われてきた
「税を考える週間」の広報活動や2会場で開催されていた年末調整の説明
会が中止となりました。

行　事　予　定
税についての作品展

中学生・高校生の税についての作品（ポスター・作文）の展示等を下記のとおり行います。
内
　容

日
時・場
所

主
催

１１月7日（土）
　　  ～11月15日（日）
アル・プラザ　アミ
（坂井市春江町随応寺16-11）

11月17日（火）  
　　　～11月23日（月） 
金津本陣IKOSSA 
(あわら市春宮２-14-1）

12月１日（火）   
　　　～12月７日（月）  
福井銀行　金津支店 
(あわら市大溝２-31-５） 

坂井地区税務連絡協議会 坂井地区納税貯蓄組合
連合会

坂井地区納税貯蓄組合
連合会

○税務署での電話相談・面接相談
※国税に関する一般的な相談は「電話相談センター」をご利用ください。税務署にお電話いただき自動音声案内

「１」を選択してください。
※面接による相談を希望の方は面接日時等を予約していただき、税務署でご相談いただくことになります。税務署

にお電話いただき自動音声案内「2」を選択してください。予約の際には、お名前、ご住所、相談内容等をお伺いします。

○令和２年分年末調整説明会の中止について
　税務署におきましては、従来から、年末調整事務の一般的な説明、税制改正事項や誤りやすい事例などの留意事項
を源泉徴収義務者のみなさまに説明するため、11月に年末調整説明会を開催してきたところです。
　しかしながら、令和２年におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に
向けた国全体としての取組を踏まえ、全国一律に開催を中止することとしました。みなさま
のご理解をよろしくお願いいたします。
　なお、年末調整事務に関する情報につきましては、国税庁ホームページに「令和２年分
年末調整のしかた」等を掲載していますので、ご利用いただきますようお願いいたします。

令和 2 年　年末調整

国税も地方税も電子
納税（ダイレクト納
付）で、納付事務の負
担軽減を！

地方税共通納税システムとは

　ｅＬＴＡＸ（エルタックス）を
利用して、全ての地方公共団体
へ自宅や職場のパソコンから電
子納付が可能となる仕組みです。
　インターネットバンキングま
たはダイレクト納付といった納
付方法により、地方公共団体や
金融機関の窓口に出向くことな
く、個人住民税（特別徴収分）な
どを複数の地方公共団体に対し
て、一括で電子的に納税するこ
とができるシステムです。
　詳しくはｅＬＴＡＸホーム
ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い。
http://www.eltax.jp/

個人事業主のみなさまへ
個人事業税（２期分）の納期限は、11月30日(月)です。

【お問い合わせ先】　福井県税事務所　事業税第二グループ
　　　　　　　　　℡　0776-21-8271　

個人住民税特別徴収(給与天引き）の完全実施を！

事業所のみなさまへ

従業員のみなさまへ

　「従業員(給与所得者)の所得税は給与から源泉徴収しているけれど、住民税は徴収
していない」ということはありませんか。 

　毎月の給与から個人住民税は特別徴収(給与天引き)されていますか。
　従業員(給与所得者)の個人住民税は、事業者(給与支払者)が毎月徴収し、市に納めな
ければなりません。

　地方税法により、給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収の義務がある方は、原則
として特別徴収義務者として従業員の住民税の特別徴収を行っていただくことに
なっています。 
　従業員全員について、特別徴収が著しく困難な場合には、『特別徴収義務者の指定
に係る全員普通徴収届出書』を各市に提出してください。

■所得税の源泉徴収義務者は、個人住民税についても特別徴収の義務があります。

　従業員ごとの税額は、市町で計算してお知らせしますので、事業者の方にとっては、
所得税のように年末調整をするなど手間がかかりません。

■事業者の事務負担は所得税の源泉徴収と比較して少なくなっています。

　所得税の源泉徴収にあたるものが、個人住民税では特別徴収と呼ばれています。事
業者（給与支払者）の方が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員(給与所得者)が納める
べき税額を、毎月の給与の支払時に徴収し(給与天引き)し、従業員の住所地の市町に
納入していただく制度です。       
  

■個人住民税の特別徴収とは

　従業員の方にとっては、納税のために金融機関や市町の窓口に出向く手間が省け、
納め忘れがなくなります。また、普通徴収(自ら納付書で納入)の納期が年４回である
のに対し、特別徴収(給与天引き)は年１２回なので、１回あたりの負担額が小さくな
ります。

■特別徴収のメリット

【お問い合わせ先】　あわら市役所　税務課　ＴＥＬ（０７７６）７３－８０１１
　　　　　　　　　坂井市役所　　課税課　ＴＥＬ（０７７６）５０－３０２３        
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個人事業主のみなさまへ
個人事業税（２期分）の納期限は、11月30日(月)です。

【お問い合わせ先】　福井県税事務所　事業税第二グループ
　　　　　　　　　℡　0776-21-8271　

個人住民税特別徴収(給与天引き）の完全実施を！

事業所のみなさまへ

従業員のみなさまへ

　「従業員(給与所得者)の所得税は給与から源泉徴収しているけれど、住民税は徴収
していない」ということはありませんか。 

　毎月の給与から個人住民税は特別徴収(給与天引き)されていますか。
　従業員(給与所得者)の個人住民税は、事業者(給与支払者)が毎月徴収し、市に納めな
ければなりません。

　地方税法により、給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収の義務がある方は、原則
として特別徴収義務者として従業員の住民税の特別徴収を行っていただくことに
なっています。 
　従業員全員について、特別徴収が著しく困難な場合には、『特別徴収義務者の指定
に係る全員普通徴収届出書』を各市に提出してください。

■所得税の源泉徴収義務者は、個人住民税についても特別徴収の義務があります。

　従業員ごとの税額は、市町で計算してお知らせしますので、事業者の方にとっては、
所得税のように年末調整をするなど手間がかかりません。

■事業者の事務負担は所得税の源泉徴収と比較して少なくなっています。

　所得税の源泉徴収にあたるものが、個人住民税では特別徴収と呼ばれています。事
業者（給与支払者）の方が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員(給与所得者)が納める
べき税額を、毎月の給与の支払時に徴収し(給与天引き)し、従業員の住所地の市町に
納入していただく制度です。       
  

■個人住民税の特別徴収とは

　従業員の方にとっては、納税のために金融機関や市町の窓口に出向く手間が省け、
納め忘れがなくなります。また、普通徴収(自ら納付書で納入)の納期が年４回である
のに対し、特別徴収(給与天引き)は年１２回なので、１回あたりの負担額が小さくな
ります。

■特別徴収のメリット

【お問い合わせ先】　あわら市役所　税務課　ＴＥＬ（０７７６）７３－８０１１
　　　　　　　　　坂井市役所　　課税課　ＴＥＬ（０７７６）５０－３０２３        
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令和２年度　中学生の税についての作品（ポスターの部）　優秀賞決定！
三国税務署管内の中学校から、税についての作文、ポスターについて多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
審査の結果、ポスターの部は次のみなさまが優秀賞を受賞されました。なお、作文の部は、令和３年２月（第 53号）発行に掲載予定です。

三国税務署長賞
芦原中学校　３年
坂井　小雪

北陸納税貯蓄組合
総連合会長賞
芦原中学校　３年
武田　輝良

三国税務署管内
青色申告会連合会長賞

芦原中学校　３年
井上　和奏

三国間税会長賞
芦原中学校　３年
五之治　直朗

坂井地区租税教育
推進協議会長賞

芦原中学校　３年
村中　梨香

福井県知事賞
芦原中学校　３年
黒川　夢加

坂井地区納税貯蓄組合
連合会長賞

金津中学校　３年
長東　篤史

北陸税理士会
三国支部長賞
芦原中学校　３年
阪田　夏海

公益社団法人
坂井法人会長賞

芦原中学校　３年
三上　愛歩

あわら市長賞
芦原中学校　３年
大辻　悠夏

【入　選】
芦原中　３年　石田　陽希
芦原中　３年　堀江　美帆
芦原中　３年　刀根　彩乃
芦原中　３年　平野　睦也
芦原中　３年　鈴木美弥緋

【佳　作】
芦原中　３年 　吉田　公威
芦原中　３年　中庭千咲貴
芦原中　３年　白石　　想
芦原中　３年 　笹原　乙華
芦原中　３年 　吉江　大慎

・11月   7日（土）～11月15日（日）アル・プラザアミ（坂井市春江町随応寺16-11）にて展示します。
・11月  17日（火）～11月23日（月）金津本陣IKOSSA(あわら市春宮２-14-1）にて展示します。
・12月   1日（火）～12月  7日（月）福井銀行金津支店(あわら市大溝２-31-5）にて展示します。
※税についての作品には、多くの企業・個人のみなさまに後援として賛助いただき、ありがとうございました。

令和2年度納税表彰受賞者決定令和2年度納税表彰受賞者決定
　長年にわたり納税思想の高揚、申告納税制度の普及発展及び
租税教育にご尽力いただきました。受賞される方々は右のとおりです
（敬称略）

【団体功績】 
小林 順子（法人会）田島 義規（納税貯蓄組合）半澤 政丈（法人会）

【租税教育功績】
松野 信一（芦原中学校）

公益社団法人坂井法人会だより
主な研修会活動

　三国税務署法人課税部門職員を講師に迎えて、下記の研修会が行われ終了後
には個別の質問にも対応してくださいました。法人会では、各種研修会を開催します
のでみなさま方のご参加をお待ちしております。

　講師にアズワンコンサルティン
グ㈱　代表取締役　小玉隆一
氏　をお迎えして新型コロナウイ
ルス第2波、第3波へ備えておく
べき労務問題や会社がもらえる
助成金について、詳しく説明して
いただきました。

★「令和2年度税制改正に関する」説明会　
7月29日（水）於：あわら市商工会　芦原支所　参加者18名

★令和2年度租税教室講師担当者研修会
8月27日(木)　於・三国税務署　33名参加

★労務研修会　
「新型コロナウイルスにおける労務管理のポイント及び
今後の法改正の動向」
9月2日（水）於：あわら市商工会　芦原支所　参加者　17名

　小中生の租税教室講師研修会に、三
国税務署職員・あわら市・坂井市税務課
職員・税理士先生方と共に法人会の会
員3名が参加しました。
　租税教室は今年も、あわら市、坂井市
の小中学校29校で開催予定です。

★坂井地区税務連絡協議会

★税を考える週間記念講演会
　　　　　　　開催のご案内

9月16日(水)　於:三国税務署　会議室　参加者9名

11月19日（木）　
於：JA福井県坂井基幹支店　3階大ホール

　三国税務署・入口総務課長、北陸税理士会・伊藤三国支部長等の坂井地区税
務連絡協議会員により、新型コロナウイルス禍における「税を考える週間」等の活動
計画について協議しました。

申込・問合せは・・坂井法人会事務局
電話・・78-6117
FAX・・78-6275

　坂井法人会の女性部会が協力団
体として参加している NPO 法人
グリーンウェルは 2020 年度「水生
生物観察会」が新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止となっ
たため、坂井法人会の租税教室の
教材である「キミも納めてる！税
金どこ行くの？タックスフントと
けんたくん」の冊子を各ご家庭に
配付してくださいました。家族と
いる時間が増えたこの時期に、税
金について楽しく学んでいただき、
納税に対しても理解を深めていた
だきたいと思います。

★8月22日（土）

◎研修会活動 ◎租税教育事業活動

★第２回役員会・福利厚生連絡協議会・税務懇談会開催
9月29日（火）於：あわら市商工会　芦原支所　参加者36名
　今年は、新型コロナウイルスの影響により、様 な々会議が中止となる中ようやく、7月
10日に着任されました酒井三国税務署長並びに法人会福利厚生制度取扱の大同
生命小池福井支社長・アフラック道越福
井支社長等の来賓を迎え、税務懇談会・
福利厚生協議会が開催されました。
　税務懇談会では、新型コロナウイルス
禍における税務に関する対応等の説明
がありました。

★第3回　青年部会役員会
10月6日(火)　於:朱雀　参加者15名
　新型コロナウイルスの影響で延期されていましたが、ようやく落ち着きを取り戻した
ことを受けて、令和2年度の事業計画等の日程について協議しました。
青年部会の重点事業である小学6年生
対象の租税教室については、今年度は
金津小学校・春江東小学校・芦原小学
校を担当することとなり、今後準備を進
めていきます。

三国税務署長表彰


