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申告に関する制度の変更点

課税の有無と扶養の適用について（平成31年度適用内容）

医療費控除は、領収書の代わりに医療費控除の明細書の
添付が必要です2

※高齢者：控除対象配偶者のうち、前年12/31現在で70歳以上の方
※控除額は、住民税における控除額を記載しています

適用範囲が拡大します

※基礎控除のみで課税の計算をした場合、９３万円を超えると市・道民税が課税されます
※配偶者の給与収入が103万円を超えると、扶養の人数に含まれなくなり、配偶者に障がいがあったとしても、障害者
　控除の対象とならなくなります

　医療費控除は、平成30年の確定申告から領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要と
なっています。医療費控除の明細書には、医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに医療費を合計して記載する必
要があります。詳しくは、国税庁ＨＰでご確認いただくか、市役所へお問い合わせください。
※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（税務署から求められたときは、提示または提出しなければな
　りません）
※平成31年分の申告までは、明細書の添付に代えて、従前の方法と同じく領収書の添付によることができます

配偶者控除と配偶者特別控除が変わります1
(1)  配偶者控除の見直し
　 平成30年分の申告から、配偶者控除の適用については納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下に限
　 るものとされました。
(2) 配偶者特別控除の見直し
　 平成30年分の申告から、配偶者特別控除の適用については、配偶者の合計所得が38万円超123万円以下
　 （給与収入のみで換算すると103万円超201万6千円未満）であれば、控除の適用が受けられるように適用
　 範囲が拡大されます。
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　　1年間に配偶者が得た給
　　与収入額に応じて、基礎
控除以外の所得控除のない
方が非課税、被扶養者およ
び控除を受けることができる
範囲は右表のようになります。
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市内において同一事業を20年以上継続する優良な事業所と、市内事業所に20年以上勤務する
模範的な従業員の方を表彰しました。

佐藤 久さん （消防団員）
さ とう ひさし

大村 喜紀さん （消防団員）
おお むら よし のり

自治功労章

㈱石狩環境メンテナンスセンター
代表取締役社長 米澤 哲さん

六光石油㈱ピア石狩
代表取締役 種谷 英文さん

優良事業所表彰

炬口 典久さん
（㈱エース勤務）

優良従業員表彰

渡邉 千秋さん
（「こがね山岳会」・「ＮＰＯ法人増毛山道の会」会長）

わた なべ ち あき

市民功績章

鈴木 和雄さん （農業委員会委員・農業協同組合役員）
すず き かず お

惣万 剛三さん （森林組合役員）
そう まん こう ぞう

産業経済功労章
よし の けん じ

　野 謙治さん （農業委員会委員・農業協同組合役員）

泉流恵千翔会 （団体活動）
いずみりゅうけい しょうかいせん

教育文化功労章

藤田 宜且さん 
（連合町内会役員）

ふじ た のぶ かつ

加藤 美智子さん
（交通安全母の会役員）

か とう み ち こ

田中 一彦さん
（連合町内会役員）

た なか かず ひこ

岸本 アイさん
（自治会役員）

きし もと

長太 義雄さん
（行政相談委員）

なが た よし お

関 勘悦さん
（森林ボランティア）

せき かん えつ

石狩市子ども会育成連絡協議会
（団体活動）

市民活動功労章

木村 忠夫さん 
（連合町内会役員）

き むら ただ お

自治、産業経済、教育文化、市民活動功労章などの各分野において、その発展のため
貢献、または尽力し、市政の推進に大きく寄与された方を表彰しました。

いしかり市民カレッジは、今年で開校10年目を迎えました。
新たな一歩に向けて、開校10周年記念行事を行います。ぜひご参加ください！

平成30年度 石狩市表彰

よねざわ さとし たね や ひでふみ

たき ぐち のり ひさ

時間　①10時30分～10時40分
　　　②10時40分～12時
場所　花川北コミセン（花川北3・2）
講師　村山 耀一氏
　　　（石狩市郷土研究会会長）
費用　500円（カレッジ生400円）
申込期限　1/18（金）

時間　15時～16時30分
場所　花川北コミセン（花川北3・2）
講師　田岡 克介学長（市長）　 費用　無料
申込期限　1/31（木）

時間　17時30分～18時
場所　市民プール（花川北3・2）
申込期限　1/31（木）

申込・問合せ　いしかり市民カレッジ運営委員会事務局　〒061-3216 花川北6・1・42市公民館内　☎　74・2249
　　　　　　　 kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp　　http://ishikari-c-college.com/

特別講座 ※学びのスタンプ対象講座

記念式典・表彰式・修了証授与式
時間　18時30分～20時
場所　市民プール（花川北3・2）
費用　2,000円
申込期限　1/31（木）

記念祝賀会

①いしかり市民カレッジ10年の歩み
②講座「明治4年、私塾からはじまった
　石狩小学校～八幡小学校との統合を
　前にして～」

「市民とあゆむ～市長20年を振り返って」

2/2
（土） 開校10周年記念講座

2/16
（土） 開校10周年記念行事

おかげさまで10周年！

平成30年度 石狩市優良事業所及び従業員表彰

※学びのスタンプ対象講座
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