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電動カートポルカー

SPX-1 新発売
明日は、誰に、
会いに行こう？
ワクワクする明日に、
あなたを乗せて。
”安心”と”快適”を極めた
ＰＯＬＣＡＲで。

お子様をお持ちのご家庭の
豊かな暮らし作りに貢献していきます。

兵庫県納税貯蓄組合総連合会会長賞 姫路納税協会会長賞

兵庫県納税貯蓄組合総連合会優秀賞

小学生の「税に関するポスター」優秀作品
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福崎町立八千種小学校 6年
上田　優希

姫路市立大津茂小学校 6年
平山　紗也

福崎町立田原小学校 6年
鳴海　みう
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（税務署提供）

相談については、「チャットボット（自動会話プログラム）」をご利用ください。
メニューから質問を選択するか、文字で入力し質問すると、答えがすぐ表示されます。
※　メンテナンス期間を除き24時間利用可能です。

税務職員ふたば

スマホの方は
こちらから→

国税庁
LINE

公式アカウント

※LINEのホーム画面で
　「国税庁」または
　「＠kokuzei」と検索して
　も友だちに追加できます。

国税庁 ふたば 検 索

中学生の「税についての作文」

『未来に希望が持てる税金の使い方を』
姫路市立夢前中学校　三年　大永　和弥

「国」がお金を出せばよい。

僕たちは何か問題が起きると、そうやって「国」に救済を求めている。実際

「国」から救済金や給付金が出て現金が手に入ると、単純にうれしいし、助か

るという思いが強い。僕の家庭でも、児童手当などが給付され、親は本当に助

かっていると言っている。

しかし、この「国」から出ているお金は、いったい誰が出しているものなの

か。「国」という人物は存在はしない。もちろん、僕にだって「国」＝日本国

民が払っている税金だということは分かっている。そして、勉強していくなか

で、税金だけでは足りず、長い間日本の財政は歳出が税収を上回る財政赤字が

続き、日本は国として大きな借金をかかえていて、国債を発行して足りない分

をどうにか補っているということが分かった。納税をする人口が大きく減少し

ていく中、どんどん借金がふくらんでいくということだ。

そうして、それに強烈な追いうちをかけるように、コロナによる失業や休業

に対する手当てや、日本のあちらこちらで頻繁に起こる自然災害に対する補修

工事費や見舞金の支給、高度経済成長期から年月がたち、全国で一気に老朽化

した無数の公共物の点検や補修など国民の命や安全を守るために、人口の減少

に反比例して「国」から多くの支出が求められる。もちろん、少子高齢化にと

もなう援助金は年々増えるし、高齢者や障害者などの社会的弱者には、多くの

我慢がのしかかってきている。

そんな中で、僕は思っている。多くの大人が何かあれば「国」がお金を出せ

ばよいと言うけれど、大人は本気でこれからさらに増える借金を背負って働き

生きていく僕たちのこと、未来のことを考えてくれているのかと。確かに国民

の命や安全や暮らしを守るために絶対に税金を使わなければいけない部分には

しっかりと税金を使うべきだ。しかし、それだけでも借金はどんどんふくれあ

がり、その借金を背負って、たぶん今まで以上に必死で生きていかなければな

らないのは、僕たちや次、またその次の世代の人間だ。今、目に見えていない

未来のことまでを考えると、税金は平等ではなく公平に使われるべきだ。「今

あんまり困っていないけれど、給付金がもらえてラッキーだ。」と思うような

人までが給付金をもらえるようであれば、僕たちの未来はなくなってしまう。

先日、選挙演説で「県民全員に給付金を出す」ことを公約にしている人がい

た。できるわけがない。してはいけない。でも、その言葉を聞くと、誰だって

目先の利益に心が動く。

大人はもっと先のことを考えて税金を使ってほしい。そして、僕たちの時代

では、もっともっと慎重に、公平に、本当に大切な事に税金を使うことを考え

なくてはいけない。

それが結局は、自分や自分の大切な人の命や心を考えることだと、僕は考える。

近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞

　大藤　幸穂（神南中学校）

兵庫県租税教育推進連絡協議会賞

　岩見　凛空（白鷺小中学校）

兵庫県納税貯蓄組合総連合会会長賞

　田尾　愛音（大的中学校）

　菊地　優希（飾磨中部中学校）

　明珍　若那（鹿谷中学校）

　上杉　このみ（福崎東中学校）

姫路税務署長賞

　音瀨　優衣（城山中学校）

　家氏　彩音（広嶺中学校）

兵庫県中播磨県民センター長賞

　田村　奈那美（高丘中学校）

姫路租税教育推進協議会長賞

　前髙　都羽（置塩中学校）

　前田　唯那（東洋大学附属姫路中学校）

　中島　愛梨（神河中学校）

近畿税理士会姫路支部長賞

　森　陽由莉（福崎西中学校）

姫路納税協会会長賞

　有阪　雄一郎（書写中学校）

姫路納税貯蓄組合連合会会長賞

　金岡　恵佑（灘中学校）

　藤尾　妃鞠（香寺中学校）

　桂　陽茉梨（坊勢中学校）

全国納税貯蓄組合連合会会長感謝状

　姫路市立飾磨中部中学校

姫路納税貯蓄組合連合会会長感謝状

　姫路市立鹿谷中学校

全国納税貯蓄組合連合会並びに国税庁が主催する中学生の｢税についての作文」は全国で6,482校450,142編、
姫路税務署管内では30校2,150編の作文が寄せられました。審査の結果、入賞された方は次のとおりです。
併せて作文募集についての協力が特に顕著な中学校には感謝状が授与されました。

確定申告会場は『姫路労働会館』です。

◆日時　2月16日（水）～3月15日（火）　午前9時～午後4時
　※　土・日曜日、祝休日は除く、ただし２月20日（日）・27日（日）は相談受付ができます。
来場を検討されている方へ
●感染リスク軽減のために自宅などから「e-Tax」をご利用ください。
●会場への入場には「入場整理券」が必要です。
●入場整理券は、国税庁の公式LINEアカウントを通じてオンライン事前発行ができます。
　※　当日分のみ会場で配付します。
●入場整理券の配付状況に応じて、早めに相談受付を終了する場合があります。
●姫路労働会館には、確定申告で来場する人のための駐車場はありません。来場の際は、公共交通機関を
ご利用いただくか、車の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。
●会場における感染防止対策として、来館時の検温（37.5度以上の人は入館できません）、マスクの着用、
手指の消毒、原則一人での来場、電卓・筆記用具の持参にご協力をお願いします。

「e-Tax」での提出（送信）
国税庁ホームページから、次の2つの方法
で提出（送信）できます。
●マイナンバーカード方式
　マイナンバーカードを使って提出。「マ
イナンバーカード」と「マイナンバーカード
読取対応のスマートフォン」又は「ICカー
ドリーダライタ」が必要です。

●ID・パスワード方式
税務署が発行する「ID・パスワード」を使
って提出。「ID・パスワード」は、事前に税務
署窓口で本人確認などの簡単な申請手続き
で発行できます。

確定申告書は
　国税庁ホームページから作成・送信！

「国税庁ホームページ」へアクセス

自宅で

　確定申告会場の「姫路労働会館」は、感染症対策に配意したレイアウトになることから、大変混雑し、
長時間、屋外でお待ちいただく場合や入場いただけない場合があります。
　そのため、確定申告書は、自宅などで作成し「e-Tax」または「郵送」で提出してください。

スマホ専用画面が充実

ネットでe-Tax簡単・便利にスマホから
●STEP1

●STEP2

●STEP3

●STEP4
　○保存方法

上の2次元バーコードをスマホで読取り
「国税庁ホームページ」へ
送信方法を選択
送信方法は左枠の2通り
収入の入力・控除の入力
または、スマホのカメラで「給与所得の
源泉徴収票」を撮影で自動入力。
送信　（送信したデータを保存）

・iPhone：「共有」ボタンをタップ→“ファイル”に
　保存を選択
・Android：自動で端末内にデータが保存される。
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かっていると言っている。

しかし、この「国」から出ているお金は、いったい誰が出しているものなの

か。「国」という人物は存在はしない。もちろん、僕にだって「国」＝日本国

民が払っている税金だということは分かっている。そして、勉強していくなか

で、税金だけでは足りず、長い間日本の財政は歳出が税収を上回る財政赤字が

続き、日本は国として大きな借金をかかえていて、国債を発行して足りない分

をどうにか補っているということが分かった。納税をする人口が大きく減少し

ていく中、どんどん借金がふくらんでいくということだ。

そうして、それに強烈な追いうちをかけるように、コロナによる失業や休業

に対する手当てや、日本のあちらこちらで頻繁に起こる自然災害に対する補修

工事費や見舞金の支給、高度経済成長期から年月がたち、全国で一気に老朽化

した無数の公共物の点検や補修など国民の命や安全を守るために、人口の減少

に反比例して「国」から多くの支出が求められる。もちろん、少子高齢化にと

もなう援助金は年々増えるし、高齢者や障害者などの社会的弱者には、多くの

我慢がのしかかってきている。

そんな中で、僕は思っている。多くの大人が何かあれば「国」がお金を出せ

ばよいと言うけれど、大人は本気でこれからさらに増える借金を背負って働き

生きていく僕たちのこと、未来のことを考えてくれているのかと。確かに国民

の命や安全や暮らしを守るために絶対に税金を使わなければいけない部分には

しっかりと税金を使うべきだ。しかし、それだけでも借金はどんどんふくれあ

がり、その借金を背負って、たぶん今まで以上に必死で生きていかなければな

らないのは、僕たちや次、またその次の世代の人間だ。今、目に見えていない

未来のことまでを考えると、税金は平等ではなく公平に使われるべきだ。「今

あんまり困っていないけれど、給付金がもらえてラッキーだ。」と思うような

人までが給付金をもらえるようであれば、僕たちの未来はなくなってしまう。

先日、選挙演説で「県民全員に給付金を出す」ことを公約にしている人がい
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では、もっともっと慎重に、公平に、本当に大切な事に税金を使うことを考え
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近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞

　大藤　幸穂（神南中学校）

兵庫県租税教育推進連絡協議会賞

　岩見　凛空（白鷺小中学校）

兵庫県納税貯蓄組合総連合会会長賞

　田尾　愛音（大的中学校）

　菊地　優希（飾磨中部中学校）

　明珍　若那（鹿谷中学校）

　上杉　このみ（福崎東中学校）

姫路税務署長賞

　音瀨　優衣（城山中学校）

　家氏　彩音（広嶺中学校）

兵庫県中播磨県民センター長賞

　田村　奈那美（高丘中学校）

姫路租税教育推進協議会長賞

　前髙　都羽（置塩中学校）

　前田　唯那（東洋大学附属姫路中学校）

　中島　愛梨（神河中学校）
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全国納税貯蓄組合連合会会長感謝状

　姫路市立飾磨中部中学校

姫路納税貯蓄組合連合会会長感謝状

　姫路市立鹿谷中学校

全国納税貯蓄組合連合会並びに国税庁が主催する中学生の｢税についての作文」は全国で6,482校450,142編、
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●会場への入場には「入場整理券」が必要です。
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9001：2015

金型から製品まで一貫生産
アルミダイカスト・機械加工
金 型 設 計 製 作

・シール印刷

代表取締役社長

取 締 役 会 長

近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞

「税に関する書道」優秀作品小学生の

姫路市立坊勢小学校
6年  桂　明日羽

兵庫県納税貯蓄組合総連合会優秀賞

姫路市立坊勢小学校
6年  岡田　乙葉

姫路市立坊勢小学校
6年  敷谷　碧泉

兵庫県納税貯蓄組合総連合会会長賞

姫路市立坊勢小学校
5年  山本　彩花

姫路市立英賀保小学校
6年  福本　乙葉

姫路納税協会会長賞 姫路納税貯蓄組合連合会会長賞

姫路市立船津小学校
6年  平石　愛奈

姫路市立高浜小学校
5年  衣川　愛生

姫路市立大津茂小学校
5年  富永　優花

姫路市立船津小学校
6年  中島　誠吉

国税の振替納税、ダイレクト納付を利用する場合には、事前に税務署又は金融機関に書面で
依頼書を提出する必要がありましたが、令和３年１月からオンライン（e-Tax）で提出できます。

振替納税の申込みをすることで、毎年の確定申告等に係る国税を口座引落しにより納付する方法です。

預貯金口座からの自動引落し
により納付する方法です。

申告所得税や個人事業者の消費税の確定申告書を
提出する必要のある方

さらに
詳しい
情報は
こちら

➡

（注）個人の方に限ります。

振替納税、ダイレクト納付の申込みが

オンライン（e-Tax）でできます！

令和３年分の確定申告と納税の期限

納付は簡単・便利なキャッシュレス納付

申告所得税及び復興特別所得税

消費税及び地方消費税（個人事業者）

贈 　 　 　 与 　 　 　 税

3月15日（火）

3月31日（木）

3月15日（火）

3月15日（火）

3月31日（木）

3月15日（火）

4月21日（木）

4月26日（火）

区　　分 申 告 期 限 納 期 限 口座振替日

振替納税の制度は
ありません

イータックス 検 索

振替納税
こんな方におススメ！

納付方法

初回のみ振替依頼書の提出が
必要です。
※e-Taxによる提出が可能です。

事前手続

ダイレクト納付の申込みをすることで、e-Taxから簡単な方法で口座引落しにより納付する方法です。

そのほかにも以下のようなキャッシュレス納付があります！

くわしくはe-Taxホームページをごらんください。
https://www.e-tax.nta.go.jp

インターネットバンキング等での納付
クレジットカード納付

パソコンやスマホから、即時
又は納付日を指定して、口座
引落しにより納付する方法
です。

e-Taxで申告されている方、源泉所得税の毎月納付
など頻繁に納付手続きをされている方

さらに
詳しい
情報は
こちら

➡ダイレクト納付
こんな方におススメ！

納付方法

e-Tax利用開始届出書、ダイ
レクト納付利用届出書の提出
が必要です。

事前手続

① 所得税・消費税の
 　依頼書の提出
 　（初回のみ）

① e-Taxの
　 利用開始手続（初回のみ）

③ e-Taxで
　申告・納税

② ダイレクト納付
　 口座の届出
　 （初回のみ）

④ 口座引落し
　 で納付

③ 口座引落し
　 で納付



4 9
（税務署提供）

石川　善也 代表取締役社長 柴田 耕作
取締役会長 柴田 和久

勝　間　功　雄 代表取締役社長

https://www.fujikome.net

国税の納税が困難な方には猶予制度があります。

消費税インボイス制度
適格請求書発行事業者の登録申請は、e-Taxで!!

要 件（換価の猶予）

●インボイス制度に関する一般的なご相談は、軽減・
　インボイスコールセンターで受け付けております。
　【専用ダイヤル】0120ー205ー553（無料）
　【受付時間】9:00～17:00（土日祝除く）

インボイス制度について詳しくお知り
になりたい方は、国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp）の「イン
ボイス制度特設サイト」をご覧ください。

特設サイトへ

国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の
要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認めら
れますので、詳しくは姫路税務署（徴収担当）にご相談ください。

令和５年10月１日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。
適格請求書発行事業者になるには、登録申請手続が必要です。

○　登録申請は、「e-Taxソフト（WEB版）」、「e-Taxソフト（SP版）」を利用
して登録申請手続きを行うことができます。
○　e-Taxで申請の際「登録通知書の電子通知」に同意することで、「登録通知」もデー
タで受領できますので、e-Taxをご利用ください。
１　　e-Taxを利用した登録申請手続には、電子証明書（マイナンバーカード等）が必要となりますので、事前にご
準備をお願いします。
　なお、インボイス制度に関する申請書等を書面により提出される場合は、郵送でインボイス登録センターへ送
付してください（インボイス登録センターの所在地は「インボイス制度特設サイト」からご確認ください）。

２　　適格請求書は、適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが交付できます。

①　国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれ
があると認められること。
②　納税について誠実な意思を有すると認められること。
③　猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④　納付すべき国税の納期限から６か月以内に申請書が提出されていること。

内容（猶予が認められると）
①　原則として1年間納税が猶予されます。
②　猶予期間中の延滞税が軽減されます。　※通常 年8.7％→軽減後 年0.9％（令和４年中の利率）
③　財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。（申請による換価の猶予；国税徴収法第151条の２）

（注）
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8 5
（県税事務所提供） （市役所提供）

その他の納付方法について（令和3年4月1日現在）

問い合わせ先　姫路市税務部納税課　☎079（221）2295　【時間】8:35～17:20（平日）

口座振替（自動払込）のしくみについて！
市県民税（普通徴収分）・固定資産税・軽自動車税（種別割）で利用できます

振替済通知書は？
　最終納期終了後、年度分まとめて送付します。
　・固定資産税…１月中旬
　・市県民税（普通徴収分）…２月中旬
　・軽自動車税（種別割）…６月中旬

振替ができなかったときは？
　口座振替（自動払込）不能通知書をお送りしますので、
金融機関（ゆうちょ銀行含む）か、コンビニエンススト
ア等で納めてください。

姫路市外で申し込みされる方は？
　口座振替依頼書をお送りします。
　姫路市納税課までご連絡ください。

振替を始めるとき・振替をとりやめ
るとき・銀行口座などを変更すると
きの手続きは？
　希望する金融機関（ゆうちょ銀行含む）の
窓口でお申し込みください。

【手続きに必要なもの】
　納税通知書・預貯金通帳・通帳届出印

振替開始時期は？
　申し込みをいただいてから２ヶ月程度かか
ります。１期から開始の方は納税通知書で、
２期以降から開始の方は「口座振替開始のお
知らせ」でご案内します。

金融機関
（ゆうちょ銀行含む）市役所

納税者

納め忘れの心配もなく
安心で便利だよ！

■振替日（振替日が金融機関休業日のときは翌営業日）

１期
全期
２期
３期
４期

5月 末日

7月 末日
9月 末日
12月25日

１期
全期
２期
３期
４期

6月 末日

8月 末日
10月 末日

翌年1月 末日

5月 末日

固
定
資
産
税

市
県
民
税

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

１期

全期一括振替（払込）が可能となりました。
お申し込み日の翌年度から振替（払込）となります。

詳しくは、
姫路市納税課
ホームページを
ご確認ください。
◎スマートフォン等を
お持ちの方は、
下のQRコードを
読み取って
アクセスできます。

・コンビニエンスストア
・クレジットカード（※1）
・モバイルレジ（※2）
・電子マネー（※3） 
　（Pay Pay・LINE Pay）

（※1）都度払い方式で、決済手数料が必要となります。
インターネットに接続してご利用ください。

（※2）専用アプリ「モバイルレジ」を起動し、スマー
トフォン等のカメラで納付書のコンビニバー
コードを読み取り、インターネットバンキン
グに接続してご利用ください。

（※3）金融機関等、コンビニエンスストア、市役所納
税課（駅前市役所、各支所及び各地域事務所
を含む。）の窓口で、スマートフォンを提示
して納付することはできません。アプリをご
利用ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

中播磨県民センター
姫路県税事務所
電話079-281-3001

　納期限後の納付は延滞金がかかるばかりでなく、預金・給与の差押え等、滞納処分の対象にもなります。また、延滞金を含め、自動
車税種別割を完納しなければ、納税証明書が発行されず、車検も受けることができません。

★車を売ったり買ったりしたとき
　（新規登録・移転登録）

★車の使用をやめたとき
　（抹消登録）

★住所などが変わったとき
　（変更登録）

★新たに自動車をお持ちになる方は
ナンバープレートのついていない新車または中古車を購入した場合は
新規の登録をしましょう。
ナンバープレートのついている自動車を友人などから譲り受けたとき
は必ず移転の登録をしましょう。

★他人に自動車を譲渡したり、下取りに出す場合は
翌年度の自動車税種別割がかからないように、移転の登録をしましょう。
この手続きを他人に委任した場合は、翌年度の納税義務者が相手（買
い主）の名義になったかどうかを、必ず確かめましょう。

★転居される方は

住所変更の登録をしましょう。
住民票を移したからといって車検証の住所は変更されません。

★こわれて動かなくなっている自動車をお持ちの方は
一日も早く抹消の登録をしましょう。
これを怠るといつまでも自動車税種別割が課せられることになります。
抹消の登録後、未納の県税がなければ、翌月からの税金が返ってきま
す。
※この手続を他人（業者等）に委任した場合は抹消登録されたかどうかを必ず確か
めましょう。

●お問い合わせ先　姫路県税事務所自動車税課　電話 079－281－9104

は   　　　　　に納めましょう！納期限内自動車税種別割
◆　毎年 5月末 が法律で定められた納期限となっています。

　車を売ったり、買ったりしたとき、車の使用をやめたときなどは運輸支局等で必ず登録手続きをしてください。手続きを怠ると、自動
車税種別割がいつまでも登録名義人にかかるなど、トラブルの原因になります。
　自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者に1年分（4月1日～翌年3月31日）の納税義務があります。

◆　自動車の 登録手続き は忘れずに！

　兵庫県では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（障害等について一定の要件が
あります。）の日常生活における移動手段として不可欠となっている自動車について、自動車税種別割・自動車税環境性能割・軽自動車
税環境性能割の減免を実施しています。
※軽自動車税種別割は、市町税となりますので、減免制度については、軽自動車の検査証の住所地の市役所・町役場にお問い合わせください。
※軽自動車税環境性能割は、市町税となりますが、当分の間、県が賦課徴収し、減免申請の受付も県が実施します。

●減免の対象となる自動車
　障害のある方（以下「障害者」）の移動手段としてもっぱら継続的に使用される次に掲げる自動車が対象となります。なお、減免でき
る自動車は障害者１人に対して軽自動車も含めて１台までで、運転者が重複しない場合に限ります。
１．障害者またはその方の親族で生計を一にする方が取得又は所有し、運転する自動車
２．障害者のみの世帯の方が取得または所有する自動車でその方を常時介護する方が運転する自動車

◆　自動車税身体障害者等 減免制度 について

従来の自動車税が、令和元年10月1日より、「自動車税種別割」に名称変更されました。



大阪国税局長表彰
安田　宏行 氏

青年部会長 平位　宜規様にご協力頂きました
（平位興業(株)　代表取締役社長）

姫路税務署長表彰
長尾　真 氏

輝ける栄誉
おめでとうございます 

令和三年秋の

津田　隆雄 氏 ハリマ共和物産株式会社
協会副会長

≪旭日双光章≫

大塚　英木 氏 株式会社銀ビルストアー
協会代議員

≪黄綬褒章≫

　姫路納税協会では、ミルクボーイのお二人のポスター掲示、街頭ビジョンでの漫才放映
など、簡単・便利な電子申告システム『e-Tax』での確定申告を今年も呼び掛けています。
　ＨＰでは、フル漫才をご覧いただけます。どうぞお楽しみ下さい！

ミルクボーイ × 姫路納税協会
　受彰の栄誉に輝かれた方々は、常に率先して組織の拡大と育成に努められるとともに、税知識の普及と納税道義の
高揚に多大な貢献をされた功績によるものです。深く敬意を表するとともに、お慶び申し上げます。

令和３年度 納 税 表 彰

姫路駅前電光掲示板
「税を考える週間」

姫路駅前大型ビジョン・
姫路フェスタビルＬＥＤビジョン

ミルクボーイさんによる広報の動画放送
【協会ホームページにて漫才公開中！】

神姫バスデジタルサイネージ

スマホで確定申告！無料説明会

令和３年

令和４年

11／１－17

１／１－３／15

　　

１／４－３／15

１／26 租税教室　船場小学校
12月３日
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　ＨＰでは、フル漫才をご覧いただけます。どうぞお楽しみ下さい！

ミルクボーイ × 姫路納税協会
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8 5
（県税事務所提供） （市役所提供）

その他の納付方法について（令和3年4月1日現在）

問い合わせ先　姫路市税務部納税課　☎079（221）2295　【時間】8:35～17:20（平日）

口座振替（自動払込）のしくみについて！
市県民税（普通徴収分）・固定資産税・軽自動車税（種別割）で利用できます

振替済通知書は？
　最終納期終了後、年度分まとめて送付します。
　・固定資産税…１月中旬
　・市県民税（普通徴収分）…２月中旬
　・軽自動車税（種別割）…６月中旬

振替ができなかったときは？
　口座振替（自動払込）不能通知書をお送りしますので、
金融機関（ゆうちょ銀行含む）か、コンビニエンススト
ア等で納めてください。

姫路市外で申し込みされる方は？
　口座振替依頼書をお送りします。
　姫路市納税課までご連絡ください。

振替を始めるとき・振替をとりやめ
るとき・銀行口座などを変更すると
きの手続きは？
　希望する金融機関（ゆうちょ銀行含む）の
窓口でお申し込みください。

【手続きに必要なもの】
　納税通知書・預貯金通帳・通帳届出印

振替開始時期は？
　申し込みをいただいてから２ヶ月程度かか
ります。１期から開始の方は納税通知書で、
２期以降から開始の方は「口座振替開始のお
知らせ」でご案内します。

金融機関
（ゆうちょ銀行含む）市役所

納税者

納め忘れの心配もなく
安心で便利だよ！

■振替日（振替日が金融機関休業日のときは翌営業日）

１期
全期
２期
３期
４期

5月 末日

7月 末日
9月 末日
12月25日

１期
全期
２期
３期
４期

6月 末日

8月 末日
10月 末日

翌年1月 末日

5月 末日

固
定
資
産
税

市
県
民
税

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

１期

全期一括振替（払込）が可能となりました。
お申し込み日の翌年度から振替（払込）となります。

詳しくは、
姫路市納税課
ホームページを
ご確認ください。
◎スマートフォン等を
お持ちの方は、
下のQRコードを
読み取って
アクセスできます。

・コンビニエンスストア
・クレジットカード（※1）
・モバイルレジ（※2）
・電子マネー（※3） 
　（Pay Pay・LINE Pay）

（※1）都度払い方式で、決済手数料が必要となります。
インターネットに接続してご利用ください。

（※2）専用アプリ「モバイルレジ」を起動し、スマー
トフォン等のカメラで納付書のコンビニバー
コードを読み取り、インターネットバンキン
グに接続してご利用ください。

（※3）金融機関等、コンビニエンスストア、市役所納
税課（駅前市役所、各支所及び各地域事務所
を含む。）の窓口で、スマートフォンを提示
して納付することはできません。アプリをご
利用ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

中播磨県民センター
姫路県税事務所
電話079-281-3001

　納期限後の納付は延滞金がかかるばかりでなく、預金・給与の差押え等、滞納処分の対象にもなります。また、延滞金を含め、自動
車税種別割を完納しなければ、納税証明書が発行されず、車検も受けることができません。

★車を売ったり買ったりしたとき
　（新規登録・移転登録）

★車の使用をやめたとき
　（抹消登録）

★住所などが変わったとき
　（変更登録）

★新たに自動車をお持ちになる方は
ナンバープレートのついていない新車または中古車を購入した場合は
新規の登録をしましょう。
ナンバープレートのついている自動車を友人などから譲り受けたとき
は必ず移転の登録をしましょう。

★他人に自動車を譲渡したり、下取りに出す場合は
翌年度の自動車税種別割がかからないように、移転の登録をしましょう。
この手続きを他人に委任した場合は、翌年度の納税義務者が相手（買
い主）の名義になったかどうかを、必ず確かめましょう。

★転居される方は

住所変更の登録をしましょう。
住民票を移したからといって車検証の住所は変更されません。

★こわれて動かなくなっている自動車をお持ちの方は
一日も早く抹消の登録をしましょう。
これを怠るといつまでも自動車税種別割が課せられることになります。
抹消の登録後、未納の県税がなければ、翌月からの税金が返ってきま
す。
※この手続を他人（業者等）に委任した場合は抹消登録されたかどうかを必ず確か
めましょう。

●お問い合わせ先　姫路県税事務所自動車税課　電話 079－281－9104

は   　　　　　に納めましょう！納期限内自動車税種別割
◆　毎年 5月末 が法律で定められた納期限となっています。

　車を売ったり、買ったりしたとき、車の使用をやめたときなどは運輸支局等で必ず登録手続きをしてください。手続きを怠ると、自動
車税種別割がいつまでも登録名義人にかかるなど、トラブルの原因になります。
　自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者に1年分（4月1日～翌年3月31日）の納税義務があります。

◆　自動車の 登録手続き は忘れずに！

　兵庫県では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（障害等について一定の要件が
あります。）の日常生活における移動手段として不可欠となっている自動車について、自動車税種別割・自動車税環境性能割・軽自動車
税環境性能割の減免を実施しています。
※軽自動車税種別割は、市町税となりますので、減免制度については、軽自動車の検査証の住所地の市役所・町役場にお問い合わせください。
※軽自動車税環境性能割は、市町税となりますが、当分の間、県が賦課徴収し、減免申請の受付も県が実施します。

●減免の対象となる自動車
　障害のある方（以下「障害者」）の移動手段としてもっぱら継続的に使用される次に掲げる自動車が対象となります。なお、減免でき
る自動車は障害者１人に対して軽自動車も含めて１台までで、運転者が重複しない場合に限ります。
１．障害者またはその方の親族で生計を一にする方が取得又は所有し、運転する自動車
２．障害者のみの世帯の方が取得または所有する自動車でその方を常時介護する方が運転する自動車

◆　自動車税身体障害者等 減免制度 について

従来の自動車税が、令和元年10月1日より、「自動車税種別割」に名称変更されました。
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（税務署提供）

石川　善也 代表取締役社長 柴田 耕作
取締役会長 柴田 和久

勝　間　功　雄 代表取締役社長

https://www.fujikome.net

国税の納税が困難な方には猶予制度があります。

消費税インボイス制度
適格請求書発行事業者の登録申請は、e-Taxで!!

要 件（換価の猶予）

●インボイス制度に関する一般的なご相談は、軽減・
　インボイスコールセンターで受け付けております。
　【専用ダイヤル】0120ー205ー553（無料）
　【受付時間】9:00～17:00（土日祝除く）

インボイス制度について詳しくお知り
になりたい方は、国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp）の「イン
ボイス制度特設サイト」をご覧ください。

特設サイトへ

国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の
要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認めら
れますので、詳しくは姫路税務署（徴収担当）にご相談ください。

令和５年10月１日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。
適格請求書発行事業者になるには、登録申請手続が必要です。

○　登録申請は、「e-Taxソフト（WEB版）」、「e-Taxソフト（SP版）」を利用
して登録申請手続きを行うことができます。
○　e-Taxで申請の際「登録通知書の電子通知」に同意することで、「登録通知」もデー
タで受領できますので、e-Taxをご利用ください。
１　　e-Taxを利用した登録申請手続には、電子証明書（マイナンバーカード等）が必要となりますので、事前にご
準備をお願いします。
　なお、インボイス制度に関する申請書等を書面により提出される場合は、郵送でインボイス登録センターへ送
付してください（インボイス登録センターの所在地は「インボイス制度特設サイト」からご確認ください）。

２　　適格請求書は、適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが交付できます。

①　国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれ
があると認められること。
②　納税について誠実な意思を有すると認められること。
③　猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④　納付すべき国税の納期限から６か月以内に申請書が提出されていること。

内容（猶予が認められると）
①　原則として1年間納税が猶予されます。
②　猶予期間中の延滞税が軽減されます。　※通常 年8.7％→軽減後 年0.9％（令和４年中の利率）
③　財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。（申請による換価の猶予；国税徴収法第151条の２）

（注）
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9001：2015

金型から製品まで一貫生産
アルミダイカスト・機械加工
金 型 設 計 製 作

・シール印刷

代表取締役社長

取 締 役 会 長

近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞

「税に関する書道」優秀作品小学生の

姫路市立坊勢小学校
6年  桂　明日羽

兵庫県納税貯蓄組合総連合会優秀賞

姫路市立坊勢小学校
6年  岡田　乙葉

姫路市立坊勢小学校
6年  敷谷　碧泉

兵庫県納税貯蓄組合総連合会会長賞

姫路市立坊勢小学校
5年  山本　彩花

姫路市立英賀保小学校
6年  福本　乙葉

姫路納税協会会長賞 姫路納税貯蓄組合連合会会長賞

姫路市立船津小学校
6年  平石　愛奈

姫路市立高浜小学校
5年  衣川　愛生

姫路市立大津茂小学校
5年  富永　優花

姫路市立船津小学校
6年  中島　誠吉

国税の振替納税、ダイレクト納付を利用する場合には、事前に税務署又は金融機関に書面で
依頼書を提出する必要がありましたが、令和３年１月からオンライン（e-Tax）で提出できます。

振替納税の申込みをすることで、毎年の確定申告等に係る国税を口座引落しにより納付する方法です。

預貯金口座からの自動引落し
により納付する方法です。

申告所得税や個人事業者の消費税の確定申告書を
提出する必要のある方

さらに
詳しい
情報は
こちら

➡

（注）個人の方に限ります。

振替納税、ダイレクト納付の申込みが

オンライン（e-Tax）でできます！

令和３年分の確定申告と納税の期限

納付は簡単・便利なキャッシュレス納付

申告所得税及び復興特別所得税

消費税及び地方消費税（個人事業者）

贈 　 　 　 与 　 　 　 税

3月15日（火）

3月31日（木）

3月15日（火）

3月15日（火）

3月31日（木）

3月15日（火）

4月21日（木）

4月26日（火）

区　　分 申 告 期 限 納 期 限 口座振替日

振替納税の制度は
ありません

イータックス 検 索

振替納税
こんな方におススメ！

納付方法

初回のみ振替依頼書の提出が
必要です。
※e-Taxによる提出が可能です。

事前手続

ダイレクト納付の申込みをすることで、e-Taxから簡単な方法で口座引落しにより納付する方法です。

そのほかにも以下のようなキャッシュレス納付があります！

くわしくはe-Taxホームページをごらんください。
https://www.e-tax.nta.go.jp

インターネットバンキング等での納付
クレジットカード納付

パソコンやスマホから、即時
又は納付日を指定して、口座
引落しにより納付する方法
です。

e-Taxで申告されている方、源泉所得税の毎月納付
など頻繁に納付手続きをされている方

さらに
詳しい
情報は
こちら

➡ダイレクト納付
こんな方におススメ！

納付方法

e-Tax利用開始届出書、ダイ
レクト納付利用届出書の提出
が必要です。

事前手続

① 所得税・消費税の
 　依頼書の提出
 　（初回のみ）

① e-Taxの
　 利用開始手続（初回のみ）

③ e-Taxで
　申告・納税

② ダイレクト納付
　 口座の届出
　 （初回のみ）

④ 口座引落し
　 で納付

③ 口座引落し
　 で納付
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相談については、「チャットボット（自動会話プログラム）」をご利用ください。
メニューから質問を選択するか、文字で入力し質問すると、答えがすぐ表示されます。
※　メンテナンス期間を除き24時間利用可能です。

税務職員ふたば

スマホの方は
こちらから→

国税庁
LINE

公式アカウント

※LINEのホーム画面で
　「国税庁」または
　「＠kokuzei」と検索して
　も友だちに追加できます。

国税庁 ふたば 検 索

中学生の「税についての作文」

『未来に希望が持てる税金の使い方を』
姫路市立夢前中学校　三年　大永　和弥

「国」がお金を出せばよい。

僕たちは何か問題が起きると、そうやって「国」に救済を求めている。実際

「国」から救済金や給付金が出て現金が手に入ると、単純にうれしいし、助か

るという思いが強い。僕の家庭でも、児童手当などが給付され、親は本当に助

かっていると言っている。

しかし、この「国」から出ているお金は、いったい誰が出しているものなの

か。「国」という人物は存在はしない。もちろん、僕にだって「国」＝日本国

民が払っている税金だということは分かっている。そして、勉強していくなか

で、税金だけでは足りず、長い間日本の財政は歳出が税収を上回る財政赤字が

続き、日本は国として大きな借金をかかえていて、国債を発行して足りない分

をどうにか補っているということが分かった。納税をする人口が大きく減少し

ていく中、どんどん借金がふくらんでいくということだ。

そうして、それに強烈な追いうちをかけるように、コロナによる失業や休業

に対する手当てや、日本のあちらこちらで頻繁に起こる自然災害に対する補修

工事費や見舞金の支給、高度経済成長期から年月がたち、全国で一気に老朽化

した無数の公共物の点検や補修など国民の命や安全を守るために、人口の減少

に反比例して「国」から多くの支出が求められる。もちろん、少子高齢化にと

もなう援助金は年々増えるし、高齢者や障害者などの社会的弱者には、多くの

我慢がのしかかってきている。

そんな中で、僕は思っている。多くの大人が何かあれば「国」がお金を出せ

ばよいと言うけれど、大人は本気でこれからさらに増える借金を背負って働き

生きていく僕たちのこと、未来のことを考えてくれているのかと。確かに国民

の命や安全や暮らしを守るために絶対に税金を使わなければいけない部分には

しっかりと税金を使うべきだ。しかし、それだけでも借金はどんどんふくれあ

がり、その借金を背負って、たぶん今まで以上に必死で生きていかなければな

らないのは、僕たちや次、またその次の世代の人間だ。今、目に見えていない

未来のことまでを考えると、税金は平等ではなく公平に使われるべきだ。「今

あんまり困っていないけれど、給付金がもらえてラッキーだ。」と思うような

人までが給付金をもらえるようであれば、僕たちの未来はなくなってしまう。

先日、選挙演説で「県民全員に給付金を出す」ことを公約にしている人がい

た。できるわけがない。してはいけない。でも、その言葉を聞くと、誰だって

目先の利益に心が動く。

大人はもっと先のことを考えて税金を使ってほしい。そして、僕たちの時代

では、もっともっと慎重に、公平に、本当に大切な事に税金を使うことを考え

なくてはいけない。

それが結局は、自分や自分の大切な人の命や心を考えることだと、僕は考える。

近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞

　大藤　幸穂（神南中学校）

兵庫県租税教育推進連絡協議会賞

　岩見　凛空（白鷺小中学校）

兵庫県納税貯蓄組合総連合会会長賞

　田尾　愛音（大的中学校）

　菊地　優希（飾磨中部中学校）

　明珍　若那（鹿谷中学校）

　上杉　このみ（福崎東中学校）

姫路税務署長賞

　音瀨　優衣（城山中学校）

　家氏　彩音（広嶺中学校）

兵庫県中播磨県民センター長賞

　田村　奈那美（高丘中学校）

姫路租税教育推進協議会長賞

　前髙　都羽（置塩中学校）

　前田　唯那（東洋大学附属姫路中学校）

　中島　愛梨（神河中学校）

近畿税理士会姫路支部長賞

　森　陽由莉（福崎西中学校）

姫路納税協会会長賞

　有阪　雄一郎（書写中学校）

姫路納税貯蓄組合連合会会長賞

　金岡　恵佑（灘中学校）

　藤尾　妃鞠（香寺中学校）

　桂　陽茉梨（坊勢中学校）

全国納税貯蓄組合連合会会長感謝状

　姫路市立飾磨中部中学校

姫路納税貯蓄組合連合会会長感謝状

　姫路市立鹿谷中学校

全国納税貯蓄組合連合会並びに国税庁が主催する中学生の｢税についての作文」は全国で6,482校450,142編、
姫路税務署管内では30校2,150編の作文が寄せられました。審査の結果、入賞された方は次のとおりです。
併せて作文募集についての協力が特に顕著な中学校には感謝状が授与されました。

確定申告会場は『姫路労働会館』です。

◆日時　2月16日（水）～3月15日（火）　午前9時～午後4時
　※　土・日曜日、祝休日は除く、ただし２月20日（日）・27日（日）は相談受付ができます。
来場を検討されている方へ
●感染リスク軽減のために自宅などから「e-Tax」をご利用ください。
●会場への入場には「入場整理券」が必要です。
●入場整理券は、国税庁の公式LINEアカウントを通じてオンライン事前発行ができます。
　※　当日分のみ会場で配付します。
●入場整理券の配付状況に応じて、早めに相談受付を終了する場合があります。
●姫路労働会館には、確定申告で来場する人のための駐車場はありません。来場の際は、公共交通機関を
ご利用いただくか、車の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。
●会場における感染防止対策として、来館時の検温（37.5度以上の人は入館できません）、マスクの着用、
手指の消毒、原則一人での来場、電卓・筆記用具の持参にご協力をお願いします。

「e-Tax」での提出（送信）
国税庁ホームページから、次の2つの方法
で提出（送信）できます。
●マイナンバーカード方式
　マイナンバーカードを使って提出。「マ
イナンバーカード」と「マイナンバーカード
読取対応のスマートフォン」又は「ICカー
ドリーダライタ」が必要です。

●ID・パスワード方式
税務署が発行する「ID・パスワード」を使
って提出。「ID・パスワード」は、事前に税務
署窓口で本人確認などの簡単な申請手続き
で発行できます。

確定申告書は
　国税庁ホームページから作成・送信！

「国税庁ホームページ」へアクセス

自宅で

　確定申告会場の「姫路労働会館」は、感染症対策に配意したレイアウトになることから、大変混雑し、
長時間、屋外でお待ちいただく場合や入場いただけない場合があります。
　そのため、確定申告書は、自宅などで作成し「e-Tax」または「郵送」で提出してください。

スマホ専用画面が充実

ネットでe-Tax簡単・便利にスマホから
●STEP1

●STEP2

●STEP3

●STEP4
　○保存方法

上の2次元バーコードをスマホで読取り
「国税庁ホームページ」へ
送信方法を選択
送信方法は左枠の2通り
収入の入力・控除の入力
または、スマホのカメラで「給与所得の
源泉徴収票」を撮影で自動入力。
送信　（送信したデータを保存）

・iPhone：「共有」ボタンをタップ→“ファイル”に
　保存を選択
・Android：自動で端末内にデータが保存される。
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9001：2015

金型から製品まで一貫生産
アルミダイカスト・機械加工
金 型 設 計 製 作

・シール印刷

代表取締役社長

取 締 役 会 長

近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞

「税に関する書道」優秀作品小学生の

姫路市立坊勢小学校
6年  桂　明日羽

兵庫県納税貯蓄組合総連合会優秀賞

姫路市立坊勢小学校
6年  岡田　乙葉

姫路市立坊勢小学校
6年  敷谷　碧泉

兵庫県納税貯蓄組合総連合会会長賞

姫路市立坊勢小学校
5年  山本　彩花

姫路市立英賀保小学校
6年  福本　乙葉

姫路納税協会会長賞 姫路納税貯蓄組合連合会会長賞

姫路市立船津小学校
6年  平石　愛奈

姫路市立高浜小学校
5年  衣川　愛生

姫路市立大津茂小学校
5年  富永　優花

姫路市立船津小学校
6年  中島　誠吉

国税の振替納税、ダイレクト納付を利用する場合には、事前に税務署又は金融機関に書面で
依頼書を提出する必要がありましたが、令和３年１月からオンライン（e-Tax）で提出できます。

振替納税の申込みをすることで、毎年の確定申告等に係る国税を口座引落しにより納付する方法です。

預貯金口座からの自動引落し
により納付する方法です。

申告所得税や個人事業者の消費税の確定申告書を
提出する必要のある方

さらに
詳しい
情報は
こちら

➡

（注）個人の方に限ります。

振替納税、ダイレクト納付の申込みが

オンライン（e-Tax）でできます！

令和３年分の確定申告と納税の期限

納付は簡単・便利なキャッシュレス納付

申告所得税及び復興特別所得税

消費税及び地方消費税（個人事業者）

贈 　 　 　 与 　 　 　 税

3月15日（火）

3月31日（木）

3月15日（火）

3月15日（火）

3月31日（木）

3月15日（火）

4月21日（木）

4月26日（火）

区　　分 申 告 期 限 納 期 限 口座振替日

振替納税の制度は
ありません

イータックス 検 索

振替納税
こんな方におススメ！

納付方法

初回のみ振替依頼書の提出が
必要です。
※e-Taxによる提出が可能です。

事前手続

ダイレクト納付の申込みをすることで、e-Taxから簡単な方法で口座引落しにより納付する方法です。

そのほかにも以下のようなキャッシュレス納付があります！

くわしくはe-Taxホームページをごらんください。
https://www.e-tax.nta.go.jp

インターネットバンキング等での納付
クレジットカード納付

パソコンやスマホから、即時
又は納付日を指定して、口座
引落しにより納付する方法
です。

e-Taxで申告されている方、源泉所得税の毎月納付
など頻繁に納付手続きをされている方

さらに
詳しい
情報は
こちら

➡ダイレクト納付
こんな方におススメ！

納付方法

e-Tax利用開始届出書、ダイ
レクト納付利用届出書の提出
が必要です。

事前手続

① 所得税・消費税の
 　依頼書の提出
 　（初回のみ）

① e-Taxの
　 利用開始手続（初回のみ）

③ e-Taxで
　申告・納税

② ダイレクト納付
　 口座の届出
　 （初回のみ）

④ 口座引落し
　 で納付

③ 口座引落し
　 で納付
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https://www.shinkin.co.jp/himeshin/
https://www.24028. jp

1036店舗
（2022年1月現在）

http：//www.felco.co.jp

電動カートポルカー

SPX-1 新発売
明日は、誰に、
会いに行こう？
ワクワクする明日に、
あなたを乗せて。
”安心”と”快適”を極めた
ＰＯＬＣＡＲで。

お子様をお持ちのご家庭の
豊かな暮らし作りに貢献していきます。

兵庫県納税貯蓄組合総連合会会長賞 姫路納税協会会長賞

兵庫県納税貯蓄組合総連合会優秀賞

小学生の「税に関するポスター」優秀作品

姫
路
市
立
八
幡
小
学
校 

５
年

 

植
田
　
凛
香

市
川
町
立
川
辺
小
学
校 

６
年

 

稲
葉
　
壬
綺

福
崎
町
立
田
原
小
学
校 

６
年

 

山
本
　
純
也

福崎町立八千種小学校 6年
上田　優希

姫路市立大津茂小学校 6年
平山　紗也

福崎町立田原小学校 6年
鳴海　みう
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