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　給与所得控除の上限額の見直しや、
セルフメディケーション税制による医
療費控除の特例など、個人市県民税の
主な改正点をお知らせします。
　問い合わせ　
　市民税課☎内線2342、 薨(50)8404

特集

個人市県民税に関するその他のお知らせ

　◎国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険
　　に加入している
　◎所得証明書などの発行が必要
　◎20歳前傷病による障がい基礎年金を受給している
　◎児童扶養手当などの申請・受給をする　など

　収入がなかった方(失業給付金、遺族年金、障がい年金のみの収
入の方も含む)で、他の方の扶養に入っていたり、援助を受けてい
たりした方は、はがき形式の｢市民税・県民税簡易申告書｣で申告
ができます。以下に該当する方は個人市県民税の申告が必要となり
ます。
　※公的年金を受給している方は、同申告書で申告できません
　※�扶養控除などの各種控除の申告は、同申告書ではできません

　18年2月1日以降、市のホームページの市民税課のページから、
個人市県民税が試算できます。また、入力した情報を基に｢平成
30年度市民税・県民税申告書｣を作成できます。
　自宅のプリンターで印刷した申告書を個人市県民税の
申告に使用できますので、ぜひご利用ください。
　※�インターネットで申告内容を送信すること
　　はできません
　※�申告時には源泉徴収票、控除証明書、医療
費控除の明細書などの添付・提示が必要です

個人市県民税の
主な改正点をお知らせします

収入がない方の申告について
～市民税・県民税簡易申告書で申告ができます

自宅のパソコンで
個人市県民税の試算や申告書作成ができます

年金所得者の皆さんへ～確定申告不要制度について

便利なeLTAX(エルタックス)をご利用ください

個人市県民税の申告が必要な方

秩父宮記念体育館 ☎（22）5335
薨（28）5749

◆年中のびのび体操　2018年1月17日
〜3月7日毎週水曜日午後2時30分〜3時
30分、 全8回。 市内在住・在園の2012
年4月2日〜13年4月1日生まれの方28人
(抽選)。 費6400円。 申12月13日㈬〜20
日㈬に来館で。
◆年長ちびっこ体操　2018年1月17日
〜3月7日毎週水曜日午後4時〜5時、 全
8回。 市内在住・在園の2011年4月2日
〜12年4月1日生まれの方28人(抽選)。
費6400円。 申12月13日㈬〜20日㈬に来
館で。

◆はじめてのバランスボール　2018年
1月24日㈬午前9時15分〜10時45分。 ト
レーニング室利用登録者15人。 費500
円。 申 12月18日㈪午後1時から電話ま
たは来館で。

◆バーベルでヒップアップトレーニン
グ　2018年1月16日㈫午前9時15分〜10
時30分。 トレーニング室利用登録者12
人。 費500円。 申 12月9日㈯午前9時か
ら電話または来館で。

スポーツ推進課 ☎（50）8243
薨（22）7116

◆藤沢市民総合体育大会継承大会
【スキー】　2018年2月3日㈯午前9時〜
正午。菅平高原パインビークスキー場。
大回転2本、スキーおよびスノーボー
ド。藤沢スキー協会クラブ員または市
内在住・在勤・在学の方。※小学生以
下は保護者同伴。費4500円(小学生以
下2000円)。申 1月14日㈰〈必着〉まで
に各スポーツ施設または関水スポーツ
にある申請書を書いて、同店へ。※詳
細は藤沢スキー協会のホームページを
ご覧ください。問同店☎(26)7731または
スポーツ推進課。
◆ソフトエアロ&ヨーガ短期教室　㋐12
月15日〜2018年1月19日(12月29日を除
く)毎週金曜日、㋑1月26日〜2月23日毎
週金曜日、㋒3月2日〜23日毎週金曜日。
いずれも午前9時15分〜10時45分、㋐㋑
全5回、㋒全4回。秋葉台文化体育館。
18歳以上の方各40人。費㋐㋑3500円、
㋒2800円。申善行大越スポーツクラブ
☎(77)5345へ。問同クラブまたはス
ポーツ推進課。

秋葉台文化体育館 ☎（88）1111
薨（88）8687

◆㋐トップ選手に教わろう！ちびっこ
トランポリン(初級)　2018年1月11日〜
3月22日毎週木曜日午後3時30分〜4時
15分、全11回。市内在住・在園の2011
年4月2日〜12年4月1日生まれの方10人
(抽選)。費1万1000円。
◆㋑トップ選手に教わろう！小学生ト
ランポリン(初級)　2018年1月11日〜3
月22日毎週木曜日①午後4時30分〜5時
15分②午後5時30分〜6時15分。ともに
全11回。市内在住・在学の①は小学
1・2年生、②は小学3〜6年生各10人(抽
選)。費1万1000円。
◆㋒年中うんどう　2018年1月18日〜3
月8日毎週木曜日午後3時30分〜4時30
分、全8回。市内在住・在園の2012年4
月2日〜13年4月1日生まれの方20人(抽
選)。費6400円。
◆㋓小学生跳び箱&逆上がり　2018年1
月18日〜2月22日毎週木曜日午後5時〜
6時15分、全6回。市内在住・在学の小
学2・3年生24人(抽選)。費4800円。

申㋐㋑は12月4日㈪〜10日㈰、㋒㋓は
11日㈪〜17日㈰に来館で。
◆ピラティス　2018年1月18日〜3月8
日毎週木曜日午前9時45分〜10時45分、
全8回。18歳以上の方30人。費6400円。
申 12月14日㈭午後1時30分から電話で。
◆球技場親子スポーツデー　12月10日
㈰午前9時〜正午。キックターゲットほ
か。小学生以下の子と保護者。
◆秋葉台文化体育館オープン教室　◎
バランスヨガ…☆12月4日〜25日毎週月
曜日(18日を除く)午前9時30分〜10時45
分。各日40人。☆12月2日〜23日毎週土
曜日午前10時〜11時。各日30人。◎ボ
ディシェイプ…12月5日〜26日毎週火曜
日午前9時45分〜10時45分。各日50人。
◎エンジョイエアロ…12月2日〜23日毎
週土曜日午前11時15分〜午後0時15分。
各日30人。費1回300円。

石名坂温水プール ☎（82）5131
薨（82）5132

◆短期子ども水泳教室　12月28日㈭〜
30日㈯午後1時〜2時30分、全3回。市
内在住・在園・在学の2011年4月2日生
まれの方〜小学生60人(抽選)。費2400
円。申 12月1日㈮〜7日㈭〈5日㈫を除く〉
に来館で。
◆12月分オープン教室～水中ウオーキ
ング　12月7日〜21日毎週木曜日午後2
時〜3時。各日25人。費200円(プール入
場料別途)。

太陽の家体育館 ☎（33）1411
薨（34）4342

◆サウンドテーブルテニスの集い　12
月9日㈯午前9時〜正午。視覚障がいの
ある方と関心のある方。
◆フライングディスクの集い　12月9
日㈯午後1時〜4時30分。障がいのある
方と関心のある方。
◆フロアバレーボールの集い　12月10
日㈰午前9時〜正午。障がいのある方と
関心のある方。
◆障がい者卓球の集い　12月10日㈰午
後1時〜4時30分。障がいのある方と関
心のある方。

鵠沼運動公園 ☎（36）1607
薨（36）1754

◆年末打ちおさめテニスday　12月28
日㈭〜30日㈯。八部公園テニスコート。
テニスコート利用の個人登録をしてい
る方。費1200円。申12月1日㈮〜7日㈭
に市のホームページの｢藤沢市公共施
設予約システム｣のページへ。
◆㋐ステップアップ水泳　◎2018年1
月16日〜3月13日(2月13日を除く)毎週
火曜日◎1月18日〜3月8日毎週木曜日。
ともに午後1時50分〜3時、全8回。八
部公園プール。クロールで25m以上泳
げる18歳以上の方各24人(抽選)。 費

7200円。
◆㋑腰痛教室～予防･改善のために　
◎2018年1月17日〜3月14日毎週水曜日
◎1月19日〜3月16日毎週金曜日。とも
に午前10時30分〜正午、全9回。八部
公園プールほか。18歳以上の方各24人
(抽選)。費8100円。

◆㋒ナイター水泳　2018年1月17日〜3
月7日毎週水曜日午後7時〜8時15分、
全8回。八部公園プール。18歳以上の
方24人(抽選)。費7200円。
◆㋓初級水泳　2018年1月19日〜3月9
日毎週金曜日午後0時50分〜2時、全8
回。八部公園プール。18歳以上の方24
人(抽選)。費7200円。

申㋐〜㋓は12月5日㈫〜10日㈰に来所
で。
◆㋔未就学スイム　◎2018年1月16日
〜3月20日(2月13日を除く)毎週火曜日
◎1月17日〜3月14日毎週水曜日◎1月
18日〜3月15日毎週木曜日◎1月19日〜
3月16日毎週金曜日。いずれも午後4時
〜5時、全9回。八部公園プール。市内
在住・在園の2011年4月2日〜13年4月1
日生まれの方各15人(抽選)。費8100円。

◆㋕初級こどもスイム　2018年1月16
日〜3月20日毎週火曜日(2月13日を除
く)午後5時〜6時、全9回。八部公園プ�
ール。市内在住・在学の小学生30人(抽
選)。費8100円。
◆㋖泳力認定こどもスイム　2018年1
月11日〜3月15日毎週木曜日午後5時〜
6時、全10回。八部公園プール。泳力
認定進級テストの10級以上を持つ小・
中学生24人(抽選)。費9000円。

申㋔〜㋖は12月12日㈫〜17日㈰に来
所で。
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明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

給与所得控除の上限額の見直し

　2014年度税制改正により給与所得控除の上限額
が見直され、下表の通り引き下げられます。

現行 18年度
(17年分)以降

上限額が適用される
給与収入額 1200万円 1000万円

給与所得控除の上限額 230万円 220万円

　17年1月1日〜21年12月31日に同制度の対象になっている市販薬を購入した場合、年間1万2000円を超え
た金額〈上限8万8000円〉について所得控除を受けることができます。
　※購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます
　※購入金額には、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の分を含みます

注意事項
　同制度は従来の医療費控除制度との併用はできません。申告する際は注意しましょう。｢一定の取組｣
に対して支払った金額は控除の対象になりません。
　※必要な書類など詳細は、市のホームページの市民税課のページをご覧ください

　セルフメディケーション税制は、健康を
維持するために｢一定の取組｣を行ってい
る方が、同制度の対象となる市販薬(要指
導医薬品および一般用医薬品のうち、医療
用から転用された医薬品)を購入した際に
所得控除を受けられるようにしたものです。
　※�医療機関で処方された医薬品は同制度
の対象外です

セルフメディケーション税制
共通識別マーク

　同制度の対象とな
る市販薬には左記の
マークが表示されま
す。詳細は厚生労働
省のホームページを
ご覧ください。

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

対象となるのは…
　以下の｢一定の取組｣のいずれかを受けている方
　◎健康診査
　　(いわゆる人間ドックなどで、医療保険者が行うもの)
　◎予防接種
　　(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
　◎定期健康診断(事業主健診)
　◎特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
　◎がん検診

　18年度の個人市県民税の申告(17年分の確定申告)から、医療費控除
または医療費控除の特例を受ける際に｢医療費控除の明細書｣の添付が
義務化され、領収書の添付が不要となります。
　ただし20年度までは領収書の添付または提示でも申告することができ
ます。
　※領収書は5年間保存する必要があります
　※�医療保険者から交付を受けた｢医療費のお知らせ｣などの医療費通

知を添付すると、明細の記入を省略できる場合があります。詳細は
各医療保険者などにお問い合わせください

医療費控除の明細書の添付が義務化されます

　公的年金等(遺族年金・障がい年金などは除く)の収入が400万
円以下で、かつその公的年金等の全部が源泉徴収の対象になる場合
に、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合に
は、所得税の確定申告が不要です。
　ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の各
種控除を個人市県民税に適用させる場合は、｢市民税・県民税申告
書｣を市民税課に提出する必要があります。また、所得税の還付を
受ける方は、確定申告が必要です。

　eLTAX(地方税ポータルシステム)では、給与支払報告書の提
出や、法人市民税、固定資産税(償却資産)、事業所税の申告、各
種届け出などの手続きが自宅やオフィスなどのインターネットを利
用して行えます。
　※詳細は市のホームページの市民税課のページをご覧ください


