
問合せ　税務課　町民税担当　☎０４９５－７７－２１１６

医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）について
　適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防とし
て一定の取組を行う方が、平成29年１月１日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計
を一にする親族に係る一定のスイッチＯＴＣ医薬品（要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用か
ら転用された医薬品）を購入した場合、その年に支払った費用から１万２千円を控除した額（最大８万
８千円）を所得から控除できる特例が創設されました。
　※ セルフメディケーションとは、世界保健機構（WHO）において「自分自身の健康に責任を持ち、
軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

○一定の取組とは
　この特例の適用を受けるには、次のいずれかの取組（受診等）を行っている必要があります。
　　（1）　特定健康診査（メタボ検診など）
　　（2）　予防接種（インフルエンザ又は定期予防接種）
　　（3）　定期健康診断（事業主健康診断）
　　（4）　健康診査（人間ドック等）
　　（5）　がん検診
○申告に必要な書類
　　（1） 適用を受ける年分において、納税者本人が上記取組を行ったことを明らかにする書類（予防

接種や定期健康診断の領収書原本又は結果通知表など）
　　（2）商品名、金額、対象製品である旨、販売店名、購入日の記載があるレシート・領収書
○注意点
　・この特例を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
　・予防接種や健康診断等、一定の取組にかかる費用については、この特例の対象にはなりません。

医療費控除・医療費控除の特例の申告時における明細書添付の義務化
　医療費控除又は医療費控除の特例を受ける方は、医療費等の領収書に変わり「医療費控除の明細書」
又は「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が義務付けられました。
　※ 医療保険者から送付される医療費通知原本を添付することで、明細書の記載を省略することができ
ます。この場合の医療費通知は、①被保険者名②受診年月③受診者名④病院・診療所・薬局などの
名称⑤支払った医療費の額⑥保険者の名称が入っているものに限ります。

　※ 医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
　　 税務署長（又は町長）から領収書の提示又は提出を求められた場合、医療費控除等の適用を受けて
いる方は、これに応じなければならないこととされています。

給与所得控除の見直し（上限額の引き下げ）
　平成26年度の税制改正に基づき、給与所得控除の上限が適用される給与収入及び給与所得控除が引き
下げられます。

平成29年度課税分
（現行）

平成30年度以後
の課税分

上限が適用される給与収入額 １，２００万円 １，０００万円
給与所得控除の上限額 ２３０万円 ２２０万円

家を取り壊したときは手続きを
問合せ　税務課　☎０４９５－７７－２１１６

　建物（住宅、倉庫など）を取り壊したときは、手続きが必要です。
　建物滅失申告書を提出いただいた後に、現地にて実際に建物の滅失を確認できれば、翌年からそ
の建物の固定資産税は課税されません。

①登記されている建物を取り壊した場合
　建物滅失登記申請書を法務局に提出してください。
　法務局から役場税務課に通知が届き、それに従っ
て処理します。取り壊したものの滅失登記申請が
12月末日までに間に合わない場合には、年内中に
建物滅失申告書を税務課（資産税担当）に提出して
ください。

②登記されていない建物を取り壊した場合
　建物滅失申告書を税務課（資産税担当）に提出し
てください。
※ なお、賦課期日（1月1日）に家屋が存在していた場合には、引き続
き固定資産税は課税されます。また、前年以前に滅失した家屋につ
いて、賦課期日後に届出をされた場合には、賦課期日までに滅失し
たことの確認ができない場合、原則届出したその年は課税対象にな
りますので、ご注意ください。

注）住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産額が変わる場合があります。
　住宅が建っている土地（住宅用地）は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が軽減
されています。そのため、住宅を取り壊すと、その特例（軽減）を受けられなくなる場合があります。

太陽光発電設備を設置された方へ
問合せ　税務課　☎０４９５－７７－２１１６

　家屋の屋根や土地等に設置された太陽光発電設備は、固定資産税（償却資産）の申告対象になる
場合があります。個人の住宅用として設置された10キロワット未満の発電出力の非事業用の太陽光
発電設備は、申告対象外になります。
◆申告の有無◆

設置者
10キロワット以上の発電設備
（余剰売電・全量売電）

10キロワット未満の発電設備
（余剰売電）

個人【住宅用】

売電を主とした資産となり、
余剰売電か全量売電かにかか
わらず課税対象
（申告が必要）

個人利用を主とした資産のた
め課税対象外
（申告は不要）

個人【事業用】
事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か
全量売電かにかかわらず課税対象（申告が必要）

法　人
事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か
全量売電かにかかわらず課税対象（申告が必要）

※ 平成28年4月1日より再生可能エネルギー事業者支援事業費にかかる補助を受けて取得された自家消費型の太陽光発電設備には特例の
対象になります。

　（税制改正などにより、特例措置が変更になる場合があります）

平成30年度から適用される個人住民税の主な改正内容
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