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米原市内の交通事故（平成24年12月31日現在）※カッコ内は前年比
件数 145件（ －31件 )、死者 2人（ －3人 ）、傷者 197人（ －19人 ）

思いやり
笑顔いきかう

滋賀の道

長浜税務署からのおしらせ
●所得税・消費税の決算・確定申告説明会
説明会では、青色申告決算書・収支内訳書の作成方法などについても説明します。
なお、会場では申告書の受付や個別の相談は行いませんので、ご了承ください。

自動販売機の設置事業者募集
米原市民交流プラザ(ルッチプラザ)に飲料用自動販売
機を設置していただける事業者を募集します。「一般競
争入札」で事業者を決定しますので、希望される方は
公募要項で詳細をご確認ください。

●要項配布 1月9日(水)～2月5日(火)までの期間、生涯学
習課で配布(ルッチプラザの休館日を除く)。
市公式ウェブサイトからもダウンロード可

●参加受付 1月29日(火)～2月5日(火)
●入札執行 2月22日(金)10時～

●サラリーマンや年金受給者のための還付申告
確定申告期間前に年金受給者、給与所得者の医療費控除、住宅借入金等特別控除および中途退職についての還付申
告会場を開設します。

＊各会場では、パソコンを利用した申告書の作成を推進しています。
＊各会場とも、相続税、贈与税、土地・建物・株式等の譲渡所得等の相談は行っていません。
＊電話でのお問い合わせは、長浜税務署(162-6144)に電話していただいた後、アナウンスに従い電話機を操作してください。

開 催 日
2月5日(火)・6日(水)
2月7日(木)・8日(金)
2月12日(火)
2月13日(水)
2月14日(木)

会 場
米原公民館（米原市下多良３丁目3）
長浜市民交流センター（長浜市地福寺町4-36）
長浜市役所浅井支所（長浜市内保町2490-1）
長浜市役所高月支所（長浜市高月町渡岸寺160）
山東公民館（米原市長岡3127）

時 間

9時30分～12時
13時～15時30分

開 催 日 時 間 内 容

・給与所得や年金所得者等を中心とした確定申告書Ａ様
式の記載方法
・事業所得、不動産所得や農業所得者等を中心とした確
定申告書Ｂ様式の記載方法
・消費税等の確定申告書の記載方法

勤労者福祉会館
「臨湖」

(長浜市港町4-9）
2月4日(月) 13時

～16時

会 場

公的年金等の収入金額の合計額が400万
円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得
以外の所得金額が20万円以下である場合に
は、所得税の確定申告をする必要はありま
せん。

●この要件に該当する場合でも、所得税の還付
を受けるための申告書を提出することができ
ます。
●所得税の確定申告が必要ない場合であって
も、住民税の申告が必要です。

年金
所得者の
みなさんへ

■ 市教委生涯学習課(ルッチプラザ内) 1 55－4550 5 55－4556

食育料理教室「みそ作りに挑戦！」
柏原田園交流センターみそ加工部のみなさんにご指

導いただきながら、みそ作りを体験します。また、み
そを使った簡単メニューにも挑戦します。

●日 時 2月23日(土) 
9時30分～12時30分

●会 場 米原市立東部給食センター
(米原市長岡2360番地)

●定 員 25人(親子でもご参加いただけます)
●料 金 500円

＊作った味噌はお持ち帰りいただきます。
●申 込 住所、氏名、電話番号を電話またはファッ

クスで下記までご連絡ください。
●締 切 2月8日(金) 

※申込多数の場合は抽選

■ 健康づくり課(山東庁舎) 1 55－8105 5 55－2406

■ 長浜税務署 1 62－6144

番号
1
2
3

貸付場所

米原市民交流プラザ
(ルッチプラザ)

1階自動販売機コーナー

台数
1台
1台
1台

貸付面積
0.90G

1.17G

1.17G

25,300円/年

50,600円/年

50,600円/年

2m
以内

高さ 予定価格(最低貸付料)

平成24年分の申告から、生命保険
料控除の計算方法が変わりました。
詳しくはお尋ねください。
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今回は、おからドーナツやミルク
餅、フライビーンズなど、豆を使っ
たおやつ作りを学びます。
日時s2月9日(土）13時～16時予定
場所sルッチプラザ １階調理室
参加費s1,000円
持ち物sエプロン、三角巾、

タオル、筆記具
申込締切s2月5日(火）
■■・■ 事務局 1 55－0624(茶

ちゃ

木
き

)

さまざまな水鳥が集う琵琶湖の冬
景色を楽しみませんか。お気軽にご
参加ください。
月日s2月3日(日)小雨決行･荒天中止
時間と会場▼
○8時50分 犬上川河口(彦根市)
県立大学北側駐車場集合
○9時30分 湖北野鳥センター(長浜市)
湖北野鳥センター集合

＊観察会は、その他県内各所で開催
します。詳しくはお問い合わせく
ださい。

対象sどなたでも
（小学生以下は保護者同伴）

持ち物s筆記用具、双眼鏡など
■ 琵琶湖ラムサール条約連絡協議会
（県自然環境保全課内）
1 077－528－3480

催し アクティブシニア交流会
～男の料理教室～

催し 第20回
びわ湖一斉水鳥観察会

米原市内の犯罪発生状況（平成24年12月31日現在）※カッコ内は前年比
総数 292件(＋46件)、侵入盗 28件(＋6件)、非侵入盗 131件(＋25件)
乗物盗 65件(＋10件)、その他の刑法犯 68件(＋5件)

スキー場での盗難事件が
多発しています。貴重品等を
十分に管理しましょう。

今月の表紙
手作りでしめ縄を！

12月20日
山東公民館で
｢しめ縄づく
り教室｣が開
催されまし
た。
自分たちの
力で縄をし
め、きれいに
形を整え完成

させるまでの工程に、様々な工夫
を凝らされていました。手作りの
しめ縄で、素敵な一年になります
ように！

「障がい者控除」対象者認定について

県境を越えて出かけてみよう！冬の
イベント情報

介護保険の要支援・要介護認定を受けておられる等で、一定の要件を満たし
ている方や、その方を扶養している人は、確定申告等で障がい者控除を受ける
ことができます。
控除を受けるには市が発行する「障がい者控除対象者認定書」が必要となり
ますので、市役所各庁舎まで申請してください。

認定の基準
●介護保険認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」が@、#､ $また
はMの判定を受けておられること。

●身体障害者障害程度等級表に基づく対象者の障がいの程度が、指定医の診断
書等により1級から６級のいずれかの判定を受けておられること。

●介護保険認定調査票の「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」がBま
たはCと判定されておられ、かつ6か月以上寝たきり状態であると読み取れる
こと。 ■ 市社会福祉課(山東庁舎) 1 55－8102 5 55－8130

■ 市政策調整課(米原庁舎) 1 52－6626 5 52－5195

米原市が加盟している「福滋県境交流促進協議会」の構成市町で開催され
る冬のイベントです。福井と滋賀の県境を越えて交流を深め、魅力あるまち
づくりにつなげていきましょう。

月日 開催場所
敦賀市
相生町
西町通り

美浜町
日向

美浜町
レークセンター

マキノ高原
マキノスキー場

朽木
スキー場

小浜市
神宮寺
～鵜の瀬
高島市今津町
ザゼンソウ
群生地

高浜町
本町商店街

長浜市
慶雲館

長浜市
大通寺

敦賀市
文化振興課

10770-22-8152

美浜町
観光協会

10770-32-0222

美浜町
商工観光課

10770-32-6705

マキノツーリズム
オフィス

10740-28-8002

朽木
むらおこし公社
10740-38-2770

若狭おばま
観光案内所

10770-52-2082

今津まちづくり
情報センター

10740-33-7155

若狭高浜
観光協会

10770-72-0338

長浜市
観光振興課

10749-62-4111

大通寺
10749-62-0054

400年以上続く伝統行事。豊
作・豊漁を祈願して約50メート
ルの綱を引き合います。

厳寒の中、運河に若者たちが飛
び込み、水中で引きちぎった大
綱を海の神に捧げます。

水中綱引き関連イベント。つき
たてのお餅の振る舞いや干物や
へしこの販売も。

マキノピックランド直送のジェ
ラート早食い競争などマキノな
らではの冬のイベント。

先着300名に猪汁の無料サービ
ス！ソリスラロームや雪中宝探
しなど楽しみがいっぱい。

奈良東大寺の「お水取り」に先
がけて、おごそかに繰り広げら
れる伝統的神事です。

今津の町並みから群生地までの
ウォーキングなど。(参加費
1,000円/定員120人)

豪華絢爛な段飾りや江戸時代の
ひな人形など約100点を展示し
ます。甘酒の振る舞いも。

純和風の座敷に盆梅をずらりと
展示。高さ3ｍ近い巨木や樹齢
400年を超える古木も。

鈴蘭に似た壺型の可憐な小花を
房状につける馬酔木の盆栽展。
約100鉢が並びます。

1月20日
(日)

2月 2日
(土)

3月 2日
(土）

3月10日
(日)

2月15日(金)
～

3月 3日(日)

1月19日(土)
～

3月10日(日)

2月10日(日)
～

4月18日(木)

敦賀西町の
綱引き

水中綱引き

美浜町
レークセンター
“冬の陣”
たかしまマキノ
ウインターフェス
ティバル2013
くつき
雪まつり
2013

水清き国・
若狭小浜
「お水送り」
2013今津
ザゼンソウ
まつり
第９回
若狭高浜
ひなまつり

長浜盆梅展

大通寺
「あせび展」

イベント名 内 容 お問い合せ先




