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今年もウトロで２月５日～３月
日まで第 回知床ファンタジア
２０１４が開催されています。
知床ファンタジア。それはオホー
ツクの海に押し寄せる流氷と厳しい
寒さを逆に楽しんでしまおうという
知 床 の 冬 の イ ベ ン ト で す。「 オ ー ロ
ラファンタジー」はそのメイン・イ
ベント。昭和 年、知床の夜空に現
れた本物のオーロラの感動を何とか
再現したいという想いから生まれま
した。
知床「ウトロ温泉」では、すでに
数年前より冬の生活を楽しみ、冬
の観光客誘致を目指して、全国への
情報発信をしたいという地域若者た
ちの意気込みにより生まれた地域手
づくりのイベント（知床スノーフェ
スティバル）を開催していましたが、
昭和 年よりメインのイベントとし
て「オーロラファンタジー」を２月
～３月に実施し、全体のイベント名
も「知床ファンタジア」とし、回を
重ねるごとに反響も高まり極めて高
い評価を得ているところです。
このオーロラファンタジーを取り
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入れた経過については、歴史的な背
景があり、昭和 年に知床の夜空に
大規模なオーロラが出現したという
史実から、なんとかこれを再現でき
ないかという試行錯誤を繰り返し、
知床の大自然の夜空に麦ワラの煙に
よるスクリーンを作り出し、レーザ
ー光線を投映し、ダイナミックで幻
想的に揺らめくオーロラを再現する
今の方法に至っています。また、こ
れらの取り組みは、地域の若者たち
の熱い語らいの中から、全国各地ど
こにでもあるような人真似でない、
しかも知床の大自然にマッチした手
づくりのイベントを目指した結晶で
も あ り ま す。
「本物の」感動を送る
ためには大勢の裏方さんの活躍があ
ります。
麦ワラを燃やし上空をおおった煙
幕をレーザー光線が赤・青・黄など
に染め上げ、クリオネなどを創造す
る。ススで真っ黒になりながら、目
をくしゃくしゃにしてワラを燃やす
人、レーザー操作や音楽を担当する
人、観客を誘導する人、駐車場整理
をする人、これら裏方には地域の郵
便局や消防に働く人、学校の先生、
漁師、農家、商店主、ホテルの休み
の従業員など多くの「オーロラにと
り憑かれた男たち」のボランティア
による尽力に支えられています。取
材日はとても寒い夜でしたがたくさ
んの観客が幻想的なオーロラファン
タジーに魅了され感嘆の声を上げて
いました。
（渡辺）
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『講習会での内容』

10

掛金、未払金残高の集計しているか。
例えば、返品や値引きの際、３月
日以前については５％のままで良
い。いつ売ったものが返品されたの
か確認することが必要。
■ 平成 年３月末時点の自動販売機、
自家消費の売上を集計しているか。
例えば、自動販売機を２月 日か
ら集計しておらず、次の集計が４月
日だった場合には、８％の税率で
計算しなければならない。
２、事務管理について
■請求書等の発行、レジ機能、財務
会計システムについて点検が必要。
パソコンソフトやレジが８％に対
応になっているかを確認。
■請求の締日が末日以外の請求書の
発行では、平成 年４月分は５％と
８％の複数税率により請求すること
になる。
例えば、毎月 日締めの場合、４
月分の請求は３／ ～３／ 分は５
％となり、４／１～４／ 分は８％
になる。請求書に、３／ までは５
％、４／１からは８％記載したり、
請求書を３／ までと４／１以降の
２枚を発行する対応策も考えられる。

３、経過措置の適用関係について
■平成 年４月以後にも経過措置の
適用を受けた税率５％の課税がある。

資産の貸付

指定日以前に締結した重機・OA 機器等
のリース契約や資産の賃貸借契約等

予約販売

年間契約などにより購入した書籍や雑
誌等で、施行日前に代金の支払を完了
した場合等

通信販売

指定日以前に商品の販売条件を提示し、
施行日前に申込を受け、施行日以降に
商品が販売される場合等

取引形態

具体的内容

旅客運賃等

旅客運賃や映画等、施行日前に購入し
た前売券等

公共料金の３月と４月の使用分で、平
電気料金等 成26年４月30日までに支払金額が決ま
っているもの

定期的に発行される新聞や雑誌等で、
特定新聞等 発売日が施行日前で売買が施行日以後
のもの

回り以外にも商品を選べるときに、
目 に つ く 場 所 に「 表 示 方 法 」を 掲 示 。
（当店の価格はすべて税抜表示にな
っています。など）
■税抜価格表示の強調
税抜価格表示の大きさ等に問題が
ある場合は禁止されます。
５、その他
任意の中間申告制度の創設に伴い、
中間申告義務のない事業者が、自主
的に届出書を提出することにより、
中間申告・納付を選択できるように
なります。
また、消費税の納税対策として、
①納税用口座を作る。②中間申告制
度を活用する。③税抜経理の活用。
④資金繰りを把握する。

●施行日を基準とするもの（注2）

スが提供されたりする場合には、現
行の税率の５％が適用される事があ
る。大きくは次の２通り。
①平成 年 月１日（以下「指定日」）
を基準とし、指定日前に契約を締
結、引渡が施行日以降になる場合。
（注１）
②施行日を基準とし、施行日より前
に販売され、それが施行日以降に使
用される場合。（注２）
４、価格転嫁について
■外税表示
（例）９，８００円（本体価格）
９，８００円（税抜価格）
９，８００円＋税
９，８００円＋消費税 など
値札に「税抜価格」を表示。レジ

請負工事

指定日以前に締結した住宅建築、製造
請負、測量・地質調査、ソフトウェア
開発に係る契約等
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具体的内容
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取引形態
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平成 年４月１日（以下「施行日」）
以後に資産が譲渡されたり、サービ

●指定日を基準とするもの（注1）
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図を用いながら丁寧に説明する
石倉氏と参加者

￥￥
￥及￥
び転
￥嫁￥
￥
￥
消￥
費税￥
改正
対策
講￥
習会
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１月 日㈬産業会館大ホールにお
いて、消費税改正及び転嫁対策講習
会が行われた。参加者は 名。今回
の講習会では、消費税の概要から、
注意すべき点について説明が行われ
た。講師には、税理士の石倉輝一郎
氏（石倉輝一郎税理士事務所）
。
内容は、１、経理の対応について
２、事務管理について ３、経過措
置の適用関係について ４、価格転
嫁について ５、
その他について
（詳
細は下記）
４月１日より消費税率が８％へ引
き上げられ、平成 年 月１日には
％が予定されている中、円滑かつ
適正な転嫁と制度改正への適切な対
応が重要です。
10

１、経理の対応について
■平成 年３月末時点の売掛金、買
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し、すべり口には大きな広場を作り、
楽に順番待ちができ、周りを見渡す
ことができるように配慮した設計と
なっている。
製作初日夜７時頃には氷点下 ℃
近くにもなり部員の健康に配慮し早
々に引き揚げ、その体力を打ち上げ
に注ぎ鋭気を養い、翌日完成させた。
２月に入り雪が降ることが多く、ま
た、インフルエンザの流行により今
のところ少なく感じるが、ふらっと
ナイト（２月 日）の夜は、大勢の子
どもたちがひっきりなしに奇声を上
げ何度も何度も楽しく滑っていた。
「オホーツク海の魚の氷柱」は２
月８日に雪
の土台に文
字彫、 日
に昨年より
２基多い７
基を設置し
た。今年は、
たこ・いか・
ぶりなどが
新たに加わ
り 種類の
海の幸が展
示された。
２基増やし
たのは、観
光客は「道
14

今年新に追加した氷柱２基

16

今年も好評のジャンボ滑り台

1.45％〜
3.35％

の駅しゃり」の看板を背にして撮影
することが多く、その下に知床の２
文字を入れた氷柱を置き来訪者に対
する「おもてなしの心」から設置さ
れた。委員会の読み通り連日多くの
観光客が氷柱をバックに撮影してい
る姿が見受けられた。
現在、道の駅では流氷とクリオネ
を展示、さらに写真展も開催してお
り、すべり台・氷柱が花を添え道の
駅しゃりは「知床ファンタジア」第
２会場となっているのではないでし
ょうか。
（棚山）

日現在

日本政策金融
公庫普通利率

月

※返済期間、保証人・担保の有
無等により利率は異なります。

24

道の駅しゃりに「ジャンボすべり台」完成
オホーツク海の魚の氷柱７基展示
２月１日流氷ノロッコ号が運転、
５日からは知床ファンタジアが始ま
り７日ようやく流氷が接岸し始め冬
の観光シーズンが到来。
今年も冬の賑わいに一役買うべく
中心市街地にある道の駅しゃりに青
年部が「ジャンボすべり台」を作り、
地域振興委員会が「オホーツク海の
魚の氷柱」を設置した。
「ジャンボすべり台」は、音無青
年部長を先頭に２月８日より２日間
約 時 間 か け 総 勢 名 に よ り、『 安
心・安全なすべり台』をテーマに作
製された。小さなお子様からお年寄
りまで滑れるよう緩やかな傾斜と
10

青年部事業報告
１月 日、毎年恒例のどんど焼き
が斜里神社で行われました。
「どんど焼き」とは小正月（こし
ょうがつ＝１月 日）の行事で、正
月の松飾り・注連縄 し(めなわ ・)書
き初めなどを家々から持ち寄り、一
箇所に積み上げて燃やすという、日
本全国に伝わるお正月の火祭り行事
です。神事から始まったのではあり
ましょうが、現在では宗教的意味あ
いは少なくなっています。毎年、し
ゃり広報等でしめ縄やお飾り等から
材質ごとの分別及び本来どんど焼き
とは関係ない物は持ち込まないよう
喚起をしていましたが、今年は例年
にないほど守られておらず青年部員
が長時間かけて分別作業を行いまし
た。例を挙げると、段ボール、印鑑、
写真アルバム、壁掛け時計、人形、
雑誌など。
どんど焼きにおける多くの方のイ
メージが「神様に関するものを可燃
ゴミに出すのは気が引けるので、神
社でお焚き上げしてもらおう」とい
うことだと思いますが現実には例に
挙げた通りのいわゆる「ゴミ」が多
く持ち込まれている事はとても残念
なことです。どんど焼きは、門松、
注連縄、書初めなどを燃やす神事で
す。ゴミ焼きではないのです。
来年こそはルールを守ってすがす
がしい新年を迎えたいですね。
（渡辺）
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契約書の印紙税の税率について

日㈪
日㈪

31 17

平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に作成される不動産
譲渡契約書及び建設工事請負契約書に係る印紙税の税率は、印紙税法別
表第一第１号及び第２号の規定に関わらず、下表の「契約金額」欄に
掲げる金額の
契
約
金
額
軽減後
本則税率
の税率
区分に応じ、
不動産譲渡契約書
建設工事請負契約書
「軽減後の税 10万円超 50万円以下 100万円超 200万円以下
400円
200円
１千円
500円
率」欄の金額 50万円超 100万円以下 200万円超 300万円以下
２千円 １千円
となります。 100万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下
500万円超 １千万円以下
１千万円超 ５千万円以下
５千万円超 １億円以下
１億円超 ５億円以下
５億円超 １０億円以下
１０億円超 ５０億円以下
５０億円超

所 得 税

（延納分）
消 費 税

4月22日㈫
6月 2日㈪
4月24日㈭

10

５千円
１万円
３万円

１０万円 ６万円
２０万円 １６万円
４０万円 ３２万円
６０万円 ４８万円

＊ロシアでは初め
ての開催となる冬
季オリンピック。
日本チームは前評
判の通りの成績で
はなかったものの、日本いや、世界
中に夢と感動とスポーツのすばらし
さを改めて与えてくれた。フィギア
スケートの羽生選手や 歳ジャンプ
の葛西選手をはじめ他の選手もよく
頑張ってくれた。又、彼の地にては
厳戒態勢の中（テロ等もなく）まず
は無事何事もなく終わってめでたし
というところか。
＊中心市街地活性化事業以来更地と
なっていた旧アポロ中央店・野尻商
店跡地に金融機関が移転してくると
いう。街中にしてはまとまった用地
である。駐車場を広く用意した店舗

個人事業主の自動振替納税日

１万円
２万円
６万円

14

〇ふらっとナイト

現在、「金銭又は有価証券の受領書」については、記載された受取金
額が３万円未満のものが非課税とされていますが、平成２６年４月１日以
降に作成されるものについては、受取金額が５万円未満のものについて
非課税とされることになりました。

◦と き ３月 日㈮
午後７時〜午後 時まで
◦ところ 実施商店街

から

◦所得税 ３月
◦消費税 ３月

「5万円未満」へ 拡大

「３万円未満」

〇個人事業主の確定申告期日

４月１日より 印紙税 の非課税範囲が

41

平成26年度の雇用保険料率

（平成26年度

負担者
事業
の種類

雇用保険料率表）

①
②
①＋②
労働者負担 事業主負担 雇用保険料
（失業等給
率
付の保険料
率のみ）

一般の事業

０．５％ ０．８５％ １．３５％

農林水産清
酒製造の事
業

０．６％ ０．９５％ １．５５％

建設の事業

０．６％ １．０５％ １．６５％

になるであろう。２月に地質調査を
終え、工事には数年かかるという。
賑わい創出のためにも期待を込めて
見守りたい。
他方。旭川を拠点とする小型スー
パーダイゼンＤＸマートが４月中旬
を め ど に 、 進 出 する 予 定 とい う（ 日
こちらの話はなんとも
経新聞より）。
少々複雑な心境か…。
＊ 月の爆発的猛吹雪を乗り越え、
待ち遠しいはずの春。プロ野球日本
ハムファイターズの今年にかける意
気込みを応援したい。しかし、本年
に限っては消費税がどのように景気
に影響があるのか。事業者として
は、予想される販売経理事務煩雑の
憂鬱さを思いながら、少々不安な気
持ちで 月を待つことになる。（神田）

平成26年４月１日から平成27年３月31日まで
の雇用保険料率は、平成25年度と変わらず次
のとおりです。
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