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税の申告はお早めに
申告期限は３月15日（木）ですNews

広 告 もしもの前にご相談。☎042-989-9770【安置室完備・無料小式場完備】お葬式の洗心堂

　市民税・県民税、所得税の申告時期になりました。自分の状況を確認し、事前に内容をよく確かめて正しく
申告しましょう。

平成30年1月1日現在は、他市区町村（日高市
以外の場所）に住んでいた

平成29年中は、収入がなかった

平成30年1月1日現在に住んでいた市区町村に確認してく
ださい

平成29年中は同居親族の控除対象配偶者や扶
養親族になっており、かつ、収入はなかった

平成29年中の収入は
公的年金のみであった

※確定申告をすることにより、市民税・県民税の申告をしたも
のとみなされますので、改めて市民税・県民税の申告をする必
要はありません。

平成29年中の収入のうち、公的年金が400万
円を超えている

主な給与以外（副業の給与、公的年金、事業、
配当など）の所得が20万円を超えている

公的年金収入は
400万円以下であった 還付や各種控除（扶養

配偶者、扶養親族、寡
婦（夫）、障がい者、医
療費、寄附金など）を申
告しない

申告の必要は
ありません

国民健康保険税
等の軽減を受け
る人は、市民税・
県民税の申告を
してください

給与収入が１か所で、かつ、給与支払報告書（年
末調整済み）が日高市に提出されている
※わからない場合は勤務先に確認してください。

青色申告、平成28年分以前の申告、譲渡所得・
分離課税所得・雑損控除・住宅借入金等特別控
除（１年目）・繰越（繰戻）控除申告または消費税
の申告を行う

確定申告が必要です（市の申告会場では受け付けできません）
川越税務署（自書または国税庁ホームページで作成して郵送可）、
e-Tax等で申告してください。

確定申告が必要です（市の申告会場でも受け付けできます）
川越税務署（自書または国税庁ホームページで作成して郵送可）、
e-Tax等で申告してください。

市民税・県民税の申告が必要です　
市の申告会場（自書して税務課あて郵送可）で申告してください。
【収入が無かった人へ】
収入が無かった人は、申告書への記入項目が少なく、簡単に作
成することができます。申告会場は大変混雑しますので、ぜひ
郵送による提出にご協力ください。
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所得税または市民税・県民税の申告が必要です

確定申告により収入や各種控除等の申告を行う

◎収入がなく、同居親族の扶養に入っており、国民健康保険税等の軽減を受けない人
◎�１か所からの給与収入のみで、年末調整が済んでおり、所得税の還付申告または控除の追加をするこ
とがない人

◎�公的年金収入のみで、収入が｛�� 65歳未満の人は98万円�65歳以上の人は148万円��｝以下で、所得税の源泉徴収がされていな
い人

※次のフローチャートで確認してください。

申告をしなくてもよい人



7 広 告 急な場合は！ ☎042-989-9770 すぐにお迎え伺います。お葬式の洗心堂 24時間受付

　申告は、市民税・県民税額の算定の他にも国民健康保険税、介護保険料、児童扶養手当額や保育料の算定、
所得の証明書の発行、その他公的助成の要件などに関係します。また、収入の無かった人でも申告をしないと
低所得世帯に係る国民健康保険税の軽減等の対象になりません。
　申告会場は混雑が予想されます。車での来場は控えて、余裕を持ってお越しください。
※郵送による申告書の提出にご協力ください。申告の手引きを参考に、自分で作成してみましょう。
※申告期間中は税務課職員が申告会場に出向くため、税務課窓口での申告相談はお受けできませんのでご注意
ください。

市民税・県民税および所得税申告日程
○平日の申告受付�
受付時間　午前９時～11時15分�
　　　　　午後１時～�３時15分�

期　日 場　所
２月８日（木）
　��９日（金） 市役所３階301会議室

　��13日（火）
　��14日（水） 高麗公民館

　��15日（木）
　��16日（金）
　��19日（月）

武蔵台公民館

　��20日（火）
　��21日（水） 高萩北公民館

　��22日（木）
　��23日（金）
　��26日（月）
　��27日（火）

高萩公民館

　��28日（水）
３月１日（木）
２日（金）

　����５日（月）

生涯学習センター
２階視聴覚室

�６日（火）
�７日（水）

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

市役所３階301会議室

○日曜日の申告受付
受付時間　午前９時～11時15分

期　日 場　所
２月18日（日） 武蔵台公民館
25日（日） 高萩公民館

収入の種類 必要書類
農業・事業・不動産 収支内訳書（作成済みのもの）

給与 源泉徴収票の原本
（発行されない場合は、各月の給与明細など）

公的年金 源泉徴収票の原本（厚生労働省年金局・企業
年金連合会等が発行したもの）

報酬 支払調書、必要経費の分かるもの、必要経費
がある場合は収支内訳書（作成済みのもの）

雑（個人年金等） 支払年金額等のお知らせ
一時（満期保険金等） 支払明細書等

控除の種類 必要書類

医療費

医療費控除の明細書（作成済みのもの）、医療
費通知、領収書、補てん金が分かる書類等
【セルフメディケーション税制の適用を受け
る場合】
セルフメディケーション税制の明細書（作成
済みのもの）、一定の取り組み（健康診断や予
防接種など）を行ったことを明らかにする書
類

寄附金 領収書、証明書

社会保険料 健康保険（国民健康保険や任意継続の社会保
険等）、国民年金等の控除証明書や領収書

生命保険料 控除証明書
地震保険料 控除証明書
障がい者 障がい者手帳
勤労学生 学生証

住宅借入金等特別控除
（２年目以降のみ）

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明
書の原本、税務署から送付されている給与所
得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除
申告書

その他
印鑑（朱肉を使用するもの）
申告者本人名義の口座番号が分かるもの（通帳等）
申告者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと
本人確認ができるもの（運転免許証や健康保険証など）
※市の申告会場では提示、申告ポストに投函する場合や郵送で提出
する場合はコピーの添付が必要です。
税務署から確定申告書やお知らせはがき等が届いた人や、市民税・
県民税の申告書が届いた人は、その申告書等

申告に必要なもの

問�い合わせ　〒350－1292
　大字南平沢1020番地
　税務課市民税担当（１階⑫番窓口）

市民税・県民税の申告

市民税・県民税申告書および手引きの配布場所
　（１月中旬以降）
　税務課（１階⑫番窓口）、各出張所、高萩北公民館
※昨年市民税・県民税の申告書を提出した人には郵送します。

医療費控除の明細書、収支
内訳書などは、事前に作成
しておきましょう。



8広 告 お陰様で　　46年１ケ月　　大小ご宴会　松 竹　☎０４２－９８９－０５９７

所得税の申告（確定申告）

　市の申告会場では、土地や株式等の譲渡所得など、申告内容により受け付けできないも
のがあります。また、申告に必要な書類が全てそろっていない場合や収支内訳書（事業所得、
不動産所得、農業所得等）が全て記入されていない場合は、受け付けできません。
※所得税の申告は、３月15日(木)を過ぎると市では受け付けできません。直接川越税務
署へ申告してください。
※市の申告会場の日程や必要なものは、市民税・県民税の申告と同じです。
※市で受け付けできない申告は、①川越税務署で行う、②インターネットを利用して作成
し郵送する、③自書して郵送する、④税理士に依頼するなどの方法で申告してください。

○�平成30年１月１日現在日高市にお住まいで
ない人

○青色申告または消費税の申告をする人
○申告に必要な書類などをお持ちでない人
〇給与所得者で特定支出の控除を受ける人
〇外国の公的年金や外貨取引での収入がある人
○�土地・家屋や株式などの譲渡所得、利子所得
のある人

○�申告書第三表を用いた（分離課税）申告をする
人

○損失の繰り越しおよび繰り戻しをする人
○�保険年金（生命保険金等の分割受給）に係る還
付申告をする人

〇�株の余剰金の配当所得以外の配当所得の申告
をする人

〇�海外に住んでいる親族の配偶者控除、扶養控
除、障がい者控除等を受ける申告をする人

〇雑損控除、外国税額控除のある人
〇災害減免額の申告をする人
○住宅借入金等特別控除（１年目）を受ける人
○�２年目以降の住宅借入金等特別控除を受ける
人で給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金
等特別控除申告書をお持ちでない人

○�バリアフリー改修、住宅耐震改修、省エネ改
修で住宅借入金等特別控除を受ける人

○�住宅借入金のない住宅特定改修、認定住宅新
築等特別税額控除および住宅耐震改修特別控
除を受ける人

〇住宅取得のための資金の贈与を受けた人
○平成28年分以前の確定申告をする人

　領収書の提出が不要となる代わりに「医療費
控除の明細書」の添付が必要になりました。明
細書は医療費の領収書等を基に申告をする人が
作成してください。医療保険者から交付を受け
た医療費通知を添付する場合は、明細書の記入
を省略できます。
※提出は不要ですが、医療費の領収書は自宅で
５年間保存する必要があります。
セルフメディケーション税制（医療費控除の特
例）の申告
　健康の保持増進および疾病の予防として一定
の取り組み（健康診断や予防接種など）を行った
人が、本人または本人と生計が一緒の配偶者
や親族のために特定一般用医薬品等（スイッチ
OTC医薬品）を購入し、その年中に支払った対
価の合計額が１万2,000円を超える場合に、そ
の超える部分の金額（最高８万８,000円）の控
除を受けられます。
※この控除を受ける人は、通常の医療費控除を
受けることができませんのでご注意ください。
セルフメディケーション税制の適用に必要な書
類
○セルフメディケーション税制の明細書
○�適用を受ける年分において一定の取り組みを
行ったことを明らかにする書類

　ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人
は、確定申告等で寄附金控除の申告をする必要
はありません。ただし、医療費控除の追加など
で、確定申告や市民税・県民税の申告をする場
合は、ふるさと納税分（ワンストップ特例申請
分を含む）も改めて申告する必要がありますの
で、寄附金の領収書を全てお持ちください。
※寄附金控除を含めずに申告した場合、控除が
受けられなくなりますので、ご注意ください。

市の申告会場で受け付けできない人 ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人

医療費控除の申告をする人



9 広 告 読み書きそろばん教室　全国珠算教育連盟　伊藤学院　℡０４２（９８９）５５５５

　市では、申告期間中、川越税務署に提出する
確定申告書を受け取る「申告書ポスト」を設置
します。自書した申告書の提出にご利用くださ
い。
設置場所
○市役所税務課１階⑫番窓口（開庁時のみ）
○市の申告会場（申告受付時間中のみ）
注意事項
○�住所と氏名を記載した封筒に入れ、必ず封を
してください。控えに税務署受領印が必要な
人は、控えと切手を同封してください。
○�そのまま川越税務署に回送しますので、市は
申告書の内容には関与しません。

川越税務署
〒350－8666
川越市大字並木452番地の２
（ＪＲ川越線南古谷駅徒歩７分)
☎049－235－9411(代表)

　特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲
渡（源泉徴収のある特定口座）に係る所得等は、
市民税・県民税において、所得税と異なる課税
方式（総合課税、申告分離課税、申告不要制度
適用）を選択できることが明確化されました。
　課税方式の選択には、確定申告とは別に市民
税・県民税の申告が必要です。申告には期限が
ありますので、詳しくは担当までお問い合わせ
ください。
※市民税・県民税額の算定の他にも国民健康保
険、介護保険、その他公的助成の要件等に影響
する場合がありますので、ご注意ください。

　給与所得者は勤務先での年末調整によって所
得税の精算をしますが、年の途中で退職した人
など年末調整が済んでいない人は、確定申告に
より所得税の精算を行います。７ページの「申
告に必要なもの」を確認の上、申告してください。
※再就職などにより前の勤務先の給与を含めた
年末調整が行われている場合は、申告の必要は
ありません。

川越税務署からのお知らせ

確定申告不要制度の対象者
次の条件全てに該当する人は、確定申告書を提出
する必要はありません。
①公的年金等の収入金額の合計が400万円以下
②�公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円
以下

確定申告不要制度の対象者でも確定申告が必要な
場合
○�外国の制度に基づき支払われる年金収入がある
場合
○�医療費控除などによる所得税の還付を受ける場
合
○�損失の繰越控除などで確定申告書の提出が要件
となっている場合
※確定申告が不要でも、市民税・県民税の申告が
必要な場合があります。

申告書ポストの設置平成29年中に会社等を退職した人

上場株式等に係る配当所得等を申告する人

！ 収入が年金のみの人は
申告手続きが簡素化されています

至ふじみ野市

至川越市街

至川越
JR川越線

至大宮

スーパーマーケット

コンビニエンスストア

南古谷駅

川越税務署

N 県道川越・新座線　　　　  至富士見市

南古谷
駅前
南古谷
駅前


