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平成23年分　所得税・住民税

月　日 自治会　・　町内会名

2月21日（火）
午前： 美利河、花石、中里、住吉

午後： 上種川、種川宮前、種川駅前

2月22日（水）
午前：

中種川、下種川、奥種川、金又
下メップ高台、稲穂地区、光台

午後： 御影

2月23日（木）
午前： 豊受、南豊受、田代地区
午後： 八鈴、八束地区

2月24日（金）
午前： 白石地区、金原地区
午後： 鈴金地区、春日井、豊田地区

2月27日（月）
午前： トマンケシ、イマヌエル
午後： 神丘地区、鈴岡地区、日進

2月28日（火）
午前： 高美町
午後： 日の出町、東町

2月29日（水）
午前： 八幡町、本町、昭和町、旭町
午後： 栄町

3月１日（木）
午前：

大和町
午後：

3月２日（金）
午前： 末広町、緑町
午後： 末広町

3月５日（月）
午前： 南町
午後： 南町、商工団地

3月６日（火）
午前：

南栄町
午後：

3月７日（水）
午前： 寒昇
午後： 寒昇、曙町

3月８日(木)
3月９日(金)
3月12日(月)
3月13日(火)
3月14日(水)
3月15日(木)

　３月８日、９日、12日～ 15日の期間は予
備日として申告相談を受け付けておりま
す。
　居住する地区の相談日に、都合により受
けられなかった方や、まだ申告をされてい
ない方などお気軽にお越しください。

一般確定申告相談日程表

◆受付時間・・午前９時～午前11時30分まで
　　　　　　　午後１時～午後４時まで
◆会　場・・・役場２階会議室

※　受付開始１時間ほどは大変混み合いますので、ご留意
　　願います
※　お身体の不自由な方については１階税務住民課へご相
　　談ください

月　日 受付時間 申告相談会場

2月14日(火)
午前：10：30 ～ 11：30 美利河生活館
午後：１：30 ～２：30 花石交流センター

2月15日(水)
午前：10：30 ～ 11：30 中里交流センター
午後：１：30 ～２：30 種川構造改善センター

2月16日(木)
午前：10：30 ～ 11：30 八束交流センター
午後：１：30 ～２：30 金原基幹集落センター

2月17日(金)
午前：10：30 ～ 11：30 神丘構造改善センター
午後：１：30 ～２：30 日進寿の家

地区別所得申告相談日

年金収入のみの方、
国民健康保険税課税所得申告者に対する

◆年金収入のみで所得税の納税、還付を要しない方、国民
　健康保険加入者で軽減措置が見込まれる方が対象です。

※上記の対象者以外の全ての方は、一般確定申告となりま
　す。

◆印鑑、公的年金等源泉徴収票などをご持参ください。

医 療 費 控 除 医 療 費 控 除 
１.概要及び医療費の要件
　自己または自己と生計を一にする配偶者やその
他の親族のために医療費を支払った場合に所得控
除を受けることができます。その年の１月１日か
ら12月31日までの間に支払った医療費が対象。

２.対象となる金額
【実際に支払った医療費の合計額】－【保険金な
どで補填される金額】－【10万円(総所得金額が
200万円未満の方は、総所得金額の5％ )】

３.手続き
　医療費の支出を証明する書類、例えば領収
書。給与所得がある方は、源泉徴収票（原本）
の添付。

　

住民税による住宅取得控除住民税による住宅取得控除
(住宅ローン控除)について (住宅ローン控除)について 

　税源移譲に伴い、所得税が減額されること
により住宅借入金等特別控除が所得税から控
除しきれなくなる場合があります。
　そのため、所得税で住宅取得控除を受けて
いる方については、税負担の変動が生じない
ようにするため、住民税から控除を受けるこ
とができます。申告は毎年必要となりますが、
所得が給与所得のみで既に年末調整により所
得税控除を済ませている方については、申告
が不要となります。

対 象 者

　次の要件を満たす方で期限内に「住宅借入金等
　特別控除申請書」を提出された方。
・平成19年分以降の所得税において、住宅借入金
　等特別控除の適用がある方。
・所得税から住宅借入金等特別控除額を控除しき
　れない方。
・平成11年から平成18年まで入居された方及び平
　成21年、22年に入居された方。

申告場所及び提出書類

対象期間

入居した時期より適用時間が異なります。

申告時期

本制度が適要となる年の毎年３月15日まで。

控 除 額

次の（1）又は（2）のいずれか少ない金額から
（3）を控除した金額

（1)前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
(2)税源移譲前の税率を適用した前年分の所得税額
(3)税源移譲後の税率を適用した前年分の所得税額

【確定申告をされる方】

・会場／役場２階会議室
※確定申告をされる方は所得税の確定申告をして
　から、この申告をしていただくことになります。

・住宅借入金等特別控除申請書、確定申告書、認
　印が必要となります。
※この制度は、住民税を減額するものであり、所
　得税は還付されません。

問合せ先／税務住民課・課税収納グループ
　　　　　　　　　☎　８２－０１１１(代)
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八雲町

八雲町熊石地域

せたな町北檜山区

せたな町瀬棚区

せたな町大成区
～愛雪・友雪・親雪フェスティバル～第25回八雲さむいべや祭り
　八雲町の冬のイベントはこれで決まり!!全長100ｍの氷のす
べり台やスノーモービル列車など楽しいイベントが盛りだくさ
ん。雪や氷と楽しむ一日、家族や友人など、誘い合ってご来場
ください。
◎と　き　２月５日(日)  午前10時～午後３時
◎ところ　道立公園噴火湾パノラマパーク
◎主　催／八雲さむいべや祭り実行委員会
　　　　 　／八雲町公民館内　　　　℡0137-63-3131

　～試して！熊石海洋深層水～
　海洋深層水の分水は、熊石漁港内の熊石海洋深層水総合交流施
設で行い、ポリタンクやペットボトルなどへの小口分水と車両に
積載された大型タンクへの大口分水の２種類の分水施設がありま
す。さまざまな効果が期待されていますので、この機会にぜひお
試しください。
◎町外利用者／小口分水：一般用（20㍑）・１００円、業務用（１㎥）・６００円    
    大口分水：一般用（１㎥）・６００円　業務用（１㎥）・６００円
◎分水時間／平日の午前９時～午後５時（１月～３月までの土、
　　　　　　日は分水できません）
　　　　　／熊石海洋深層水総合交流施設 ℡.01398-2-2300

宴会も無料送迎!「温泉ホテルきたひやま」
　露天風呂、サウナ、全身浴、泡沫浴、歩行浴、かぶり湯、寝
湯、打瀬浴を備えた本格的スパ・ホテルに入って、農産物や海
産物をふんだんに利用した料理で各種ご宴会を!
◎場所／北檜山区徳島
◎宿泊料／洋室シングル1泊1名様7,750円、洋室ツイン1泊2名
　様7,750円、和室1泊4名様7,550円（お一人様の料金です。朝・
　夕２食付）
　　　　　／温泉ホテルきたひやま　℡0137-84-4120

純米酒「吟子物語」好評発売中！
　新米（アイガモ農法による有機米）で醸造した純米酒「吟子
物語」が好評発売中です。現在は、加熱処理をしていない生々
バージョンが発売中ですので、この機会にぜひご賞味ください。

「吟子物語」は町内の各酒販店で購入することができます。また、
地方発送も承りますので、お土産やご贈答にもぜひご利用くだ
さい。
◎販売価格（税込）1.8Ｌ 2,500円　720mＬ 1,200円
　　　　　／せたな町酒販会(事務局／せたな商工会瀬棚支所内）　
　　　　　　　　　　　　　　　　℡.0137-87-3435

 身も心もあったか！国民宿舎『あわび山荘』
　貝取澗渓谷の雄大な自然にひっそりと抱かれている「あわび
山荘」。２月末まで忘・新年会特別プランがはじまります！入
浴券の特典付きですので、是非ご利用ください。詳しいことは
お電話で！！※あわび鍋などの特別料理もあります。 
◎場　所／せたな町大成区貝取澗
◎宿泊料／大人7,600円、小学生6,060円、幼児1,460円(寝具の
　　　　　ご利用のみ)
　　　　　／国民宿舎あわび山荘      ℡.01398-4-5522

長万部町

無料リフト運行中！●長万部町営スキー場●
　長万部町営スキー場では、無料リフト（ロープトウ）を次の
とおり運行しています。家族みんなでスキー、ソリ、スノーボー
ドを楽しみ、帰りには長万部温泉でおくつろぎください。
◎リフト(ロープトウ)運行時間／火～金曜日・午後５時～午後
　９時、土・日曜日、祝日・午前９時～午後９時　※月曜運休
◎温泉日帰り入浴料金　420 ～ 500円
　　　　　／長万部町教育委員会　　　℡01377-2-2748問合せ先

　ふるさと創生支援事業とは「まち」の振興や発展を目指すための魅力あるまちづくり活動や
事業に対して支援するため交付金を交付する助成制度です。

◎事業期間・・原則、申請年度内で終了する事業が対象となります。
◎対象事業
　①産業育成事業　　　例：今金産商品開発、生産物開発、販路拡大事業など。
　②人材育成事業　　　例：少年スポーツ振興、青少年交流、文化講演開催など。
　③自然環境保全事業　例：森林環境保全、環境保全製品開発、手作り公園整備など。
　④住民スクラム事業　例：自治会、町内会等で行う各種イベント事業、地域の課題
　　　　　　　　　　　　　に対し地域として積極的に取り組む事業など。
　⑤小規模活動支援事業　例：地域に密着したまちづくり活動など。
◎補助要件
・町内に住所を有する者及び町内事業所等に常時勤務する者で構成される団体。
・町内に事業所等を有する法人など(法人設立登記または組合登記等がされていること）。
◎補助率・交付上限額

事 業 項 目 補　助　率
交 付 上 限 額

団　体 法人等

①産業育成事業
・新規に団体法人を設立し、新たに産業育成
　事業を行う場合７５％以内
・上記以外は　５０％以内

２００万円 ５００万円

②人材育成事業 総事業費の　７５％以内
２００万円③自然環境保全事業 総事業費の　７５％以内

④住民スクラム事業 総事業費の　９０％以内
⑤小規模活動支援事業 補助率の定めはないが、自己負担のあること。 　１０万円

★問合せ先／まちづくり推進課まちづくり推進グループ　☎８２－０１１１　

~平成24年度ふるさと創生支援事業を募集~~平成24年度ふるさと創生支援事業を募集~

問合せ先

問合せ先
問合せ先

問合せ先

問合せ先
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