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問い合わせ先　税務課　☎３５－８１１９

税務課　☎35-8119

　平成 22 年度の税制改正により、平成 25 年度の住民税・所得税における生命保険料控除が見直しさ
れました。

　今回の改正では、平成24 年１月１日以後に締結した保険契約（新契約）について、従来の一般
生命保険料控除と個人年金保険料控除に、介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除の
適用限度額が住民税２万８千円、所得税４万円へと変更されました。また、生命保険料控除の合計適用
限度額が住民税７万円に変更はありませんが、所得税の合計適用限度額が12万円に増額されました。

　ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約（旧契約）については、従前の一般
生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額 (住民税３万５千円、所得税５万円 ) がそのまま
適用されます。

◎本年度の申告については、下記日程表のとおり申告納税相談を行いますので該当する日にお越しください。

 
※ 申告納税相談の該当する日にどうしてもいけない方は、必ず３月 15 日 ( 金 ) までに税務課までお越しく
ださい。

※　<　 >内は所得税の控除額

期　　日 曜日 字　　名 会　　場 時　　間

１月 26日 （土） 農業所得収支計算・医療費控除の相談会 豊郷町役場 税務課 9：00～ 15：00

２月 18日 （月） 石畑・八目・日栄 豊郷町役場 別館３階会議室 9：00～ 18：00

２月 19日 （火） 上枝・下枝・杉 豊郷町役場 別館３階会議室 9：00～ 18：00

２月 20日 （水） 四十九院 豊郷町役場 別館３階会議室 9：00～ 18：00

２月 21日 （木） 高野瀬・沢 豊郷町役場 別館３階会議室 9：00～ 18：00

２月 22日 （金） 三ツ池・大町 豊郷町役場 別館３階会議室 9：00～ 18：00

２月 25日 （月） 安食西・安食南 豊郷町役場 別館３階会議室 9：00～ 18：00

２月 26日 （火） 吉田 豊郷町役場 別館３階会議室 9：00～ 18：00

２月 27日 （水） 雨降野 豊郷町役場 別館３階会議室 9：00～ 18：00

２月 28日 （木） 八町 豊郷町役場 別館３階会議室 9：00～ 18：00

３月　３日 (日 ) 全字対象 豊郷町役場 税務課 9：00～ 15：00
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社会教育課　  35-8010

〈年末年始の休館日について〉
～

〈期間限定★貸出冊数増やします！〉
～

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ



17

新しく入ったほんのなかから

～

町立図書館　☎35-8040 社会教育課　☎35-8010

町立図書館　☎35-8040
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　１０月２７日・２８日の２日間に亘り、第１３回オータムフェスティバルが豊栄
のさとを会場に開催されました。
　１日目は、文化サークルの芸能発表があり、豊日中学校吹奏楽部の演奏
をスタートに７サークルの皆さんが、日頃の成果を思う存分発揮していまし
た。今年は毎回とりを取っている江州音頭保存会が２番目の出演で、サークル発表は序盤から華やかな音楽と音
頭で盛り上がりを見せていました。
　２日目は、生憎の雨となり、来場者の出足が危ぶまれましたが大勢の人で賑わい、各バザーの品物もほぼ完売
状態で心配していた出店者もひと安心といったところでした。
　また各作品展示、菊花盆栽展示、お楽しみ抽選会、お楽しみ演芸会と催しも盛りだくさんで２日間大いに盛り上
がったオータムフェスティバルでした。

　　

雨にも負けず雨にも負けず
オータムフェスティバルオータムフェスティバル
雨にも負けず
オータムフェスティバル
雨にも負けず
オータムフェスティバル

盛りだくさんで２日間大いに盛り上

　11月16日、近江八幡市立老蘇小学校教諭　安田晴彦(水来亭平助)さん
の人権落語を通して人権意識を高めるための学習講座が、隣保館にて開催
されました。
　「笑いを通して人権を考えてみませんか ～昔から そして みんなが～」を
演題として、日常生活の中でよくみられる出来事をねたにした内容が多く
語られ、終始興味深く聴くことができました。
　その中で、慶弔等にかかわる大切な日を決める時、旧暦を基に作られた
六曜にこだわることはないか、また、一つの行動や出来事を一方だけから見て、この人はこういう人だときめつけ
ていることはないか等の話は意味深く、自分たちの生活を見つめ直してみる必要があると強く感じさせられまし
た。『昔から　そして　みんなが』言っているからといって、安易に受け入れてしまったり、深く考えないままに行
動してしまったりすることは、重大な人権侵害や差別の温存につながっていく恐れがあることを改めて認識する
ことができた講座でした。
　偏見や先入観によるきめつけや根拠のない迷信・因習などは、みんなで笑い飛ばしてしまいたいものです。

昔から そして みんなが昔から そして みんなが
＝豊郷町人権問題学習講座 第５講＝

がったオータムフェスティバルでした。
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華やかに締めくくり華やかに締めくくり華やかに締めくくり華やかに締めくくり
＝第５回フロアーコンサートより＝
　少し肌寒い１１月３日、今年度最終回の第５回フロアーコンサートが
豊栄のさとホワイエで行われました。
　最後を飾って、華やかな女性
ボーカルユニット「詩音」さんの
歌でお楽しみいただきました。

　二人の声は繊細で美しく、幼い頃の懐かしい風景が浮かんでくるようでし
た。コンサートはシニア世代の皆さんには好評で、一緒に口ずさんだり手話
なども交えながら歌ったりして予定の時間を過ぎてもその時間があっという
間に感じられるほど、楽しいひとときとなりました。
　

し おん

　１１月に開催された第４４回滋賀県少年サッカー選手権大会におい
て見事に『ベスト８』に入ることができました。昨年の木下杯・今年度
春の全日本少年サッカー大会に続き３大会連続の県大会出場で、過
去２大会は初戦敗退という結果だったので今大会は初戦突破を目標
に挑みました。初戦の相手は唐崎です。先制点をあげ、３－０とリード
したものの、気の緩みからか２点を返されましたが結果４－２で勝利し
初戦を突破することができました。
　２回戦の相手は昨年の木下杯の初戦で対戦し惜敗、また春の全日本少年サッカー大会で滋賀県ベスト４に
入った強豪の物部です。立ち上がりから一進一退の攻防が続きましたが先制点をあげリードして前半を折り返
しました。後半の立ち上がりも試合を支配するものの追加点が取れずに時間だけが過ぎ、ロスタイムに入り勝利
を確信したところで相手にフリーキックを与えてしまいました。ボールがゴール前に落ちたところを相手に押し
込まれ同点にされると同時に試合終了のホイッスルが鳴り響きました。決着はPK戦へともつれこみましたが３－
２で勝利することができました。準々決勝の相手は春の全日本少年サッカー大会滋賀県大会で優勝し全国大会
に出場したFC瀬田です。この試合に勝てばベスト４に入ると同時に関西大会出場が決まります。立ち上がりから
チーム一丸となって相手ゴールを目指し先制点を奪ったものの逆転され惜しくも敗退となりました。６年生に
とっては最後の公式戦になりましたが、県内１３０チームある中でベスト８という成績を残せたことと、最後まで諦
めずに精一杯がんばり抜き、悔いのない大会にすることができました。
　父母の皆様をはじめ育成会およびチーム関係者の皆様、最後まで熱い声援ありがとうございました。

指導者代表　　長谷川博一

　９月１６日、安食南在住の清水愛さんがレギュラー選手として所属する
近江兄弟社クラブが、全日本９人制バレーボール総合男女選手権大
会滋賀県予選大会で見事優勝し、1月24日から27日に大阪市中央体
育館で開催される全国大会に出場を決められました。
　学生時代は近江高校でプレーし、現在は１児の母でありながら週１
回、主に近江八幡市で夜間練習をされ、練習中はご主人が子どもと一緒にお留守番されています。
　１１月５日に行われた激励会で、「監督が在籍しないチームですが、全員で感謝の気持ちを大切にプレーしていま
す。全日本総合選手権大会でも良い結果が残せるよう頑張ってきます。」と抱負を述べられました。

豊栄クラブジュニア 滋賀県大会ベスト８豊栄クラブジュニア 滋賀県大会ベスト８

第81回全日本９人制バレーボール
総合女子選手権大会出場！
第81回全日本９人制バレーボール
総合女子選手権大会出場！
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保健福祉課   ☎35-8116

健康推進員母子部会活動を実施して健康推進員母子部会活動を実施して健康推進員母子部会活動を実施して
　11月１日、２日に母子部会は豊郷幼稚園の年長さんとお母さん、おばあちゃん
と一緒に調理をしました。献立は、豆腐入り挽肉カレー、水菜サラダ、フルーツ
ラッシーです。調理の前に、紙芝居と食育カルタをしました。
　紙芝居は、食べ物をおろそかにせず大切にしましょうという『もったいない』が
テーマのお話です。食育カルタでは、大事な言葉に説明を行った後、みんな頑張っ
てカルタをとっていました。
　いよいよ調理です。お母さん方が包丁の使い方などをアドバイスしながら、親子で楽しく調理されていま

した。フルーツラッシーは、ヨーグルトと牛乳、フルーツ缶、はち
みつ、水を混ぜた乳酸ドリンクです。カレーは炒めるときに油を
使わず、手でちぎった木綿豆腐と挽肉、玉ねぎ、ジャガイモ、人参
とルーで作りました。ほろほろにくずれた豆腐に挽肉がからみ、
全体がまとまった味に仕上がり、 とおかわりをす
る子もいました。
　この活動を通して、子ども達が少しでも好き嫌いや食べ残し
をなくし、良い食習慣を身につけて欲しいと思います。

健康推進員 母子部会　杉田 洋子

中学生の食育学習を実施して中学生の食育学習を実施して中学生の食育学習を実施して
　10月31日、11月14日にヘルスサポータ部会は、豊日中学校２年生
を対象に学習会を実施しました。朝食の大切さ、毎日の食事の栄養バラン
ス、自分自身の身体のバランス（ＢＭＩ）について説明しました。朝食を食

べていない生徒は、ＢＭ
Ｉ数値が低く、標準より
もやせ型である傾向に
あり、その生徒数の多い
ことにびっくりしました。その後、一緒にお弁当作りを行
い、生徒さんから「楽しかった」「また、家でも作ってみます」
と言う声が聞けて、少しはバランスの取れた食事が大切だ
と理解してもらえたかなと思います。

健康推進員 ヘルスサポータ部会　植田 和子
 

ちょこっとメモ

　BMIとは、身長からみた体重の割合を示す
体格指数をいいます。
　手軽に分かる肥満度の目安となります。

■計算式

　　BMI＝体重㎏÷(身長ｍ)2

　　　 指標

18.5未満

18.5以上、25未満

25以上、30未満

30以上、35未満

35以上、40未満

40以上

状態

低体重(やせ型)

普通体重

肥満(１度 )

肥満 (2度 )

肥満 (3度 )

肥満 (４度 )

■日本の肥満基準
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住宅用火災警報器 設置 併せ住住宅宅用用火災警報器の設置と併併せせてて、
防炎物品の活用が推奨されています！防防炎炎物物品品のの活活用用が推推奨奨さされれてていいまますす！！
住宅用火災警報器の設置と併せて、
防炎物品の活用が推奨されています！

　厚生年金・国民年金の「老齢年金」など、老齢 (退職 )を支給事由とする公的年金は、税法上「雑
所得」として所得税の課税対象になります。このうち、「老齢年金」の額が１０８万円以上 (６５歳
以上の方は１５８万円以上 ) の方については、所得税を源泉徴収することになっています。　　
　日本年金機構では、平成２４年 1 月～１２月中に「老齢年金」を受け取られている方全員に平
成２５年１月までに源泉徴収票を送付します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　源泉徴収票は、年金以外に給与収入があり確定申告をするときや、源泉徴収の還付を受けら
れるときに添付する必要があります。　　　　　　　　　　　　　　　　
　源泉徴収票を紛失された場合は再交付ができますので、お近くの年金事務所又は『ねんきん
ダイヤル』（☎０５７０－０５－１１６５）までお申し出ください。　
　なお、「障害年金」や「遺族年金」については非課税ですので、源泉徴収票の送付はありません。

源泉徴収票が送付されます源泉徴収票が送付されます

問い合わせ先　住民生活課　　　☎３５－８１１５
　　　　　　　彦根年金事務所　☎２３－１１１４

彦根市消防犬上分署　☎３８-３１３０／住民生活課　☎35-8115　

　近年、増加傾向にある住宅火災による死者数を減らすために、住宅用火災警報器の設置義務化
が始まりました。
　さらに、逃げ遅れや着衣着火による死者数を減らすために、住宅用火災警報器の設置と併せて、
防炎物品の活用が推奨されています。

　主な防炎物品として、次のようなものがあります。

　・カーテン、じゅうたん
　・布団、座布団、毛布などの寝具類
　・仏壇マット
　・自転車、バイク、乗用車などのカバー
　・パジャマ、浴衣、エプロン、割烹着などの衣類

　これらの防炎物品は、火災の初期である小さな火に対して、燃えにくくする処理が施されており、
たばこやライターなどの小さな炎に接しても容易に燃え上がらず、また火そのものを離せば燃え
移らない性能を有しています。
　防炎物品を使用することにより、高齢者や身体の不自由な方の避難時間を確保し、着衣着火を
低減する効果が期待できます。自宅から火災を出さない、家族を火災から守るためにも、防炎物
品の使用に努めましょう。なお、一定の防炎性能を有している製品には、「防炎ラベル」が貼付
されていますので、購入する際の目安としてください。

バ
類
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