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　新年明けましておめでとうございます。
　皆さまにはお健やかに新しい年を迎えられたことと心からお慶び申し上げます。
　さて、昨年は内外ともに想定外の出来事が数多く起こった年でしたが、極めつけは何と
言っても次期アメリカ大統領選挙の結果でした。
　昨年１２月の日経新聞のコラム「大機小機」に、トランプ氏が勝利を決めた１１月９日と
いう日は、偶然にも１９８９年にベルリンの壁が崩壊した日と同じ日だったと書かかれて
いました。
　皮肉なことに２７年前は東西冷戦を終結させる壁の崩壊の日であり、今回はメキシコと
の国境に壁を構築すると主張する米国大統領決定の日。

　さらには今後、難民阻止や保護貿易、異文化の否定という高い壁の構築も予想されています。
　人と人の間に、有形であれ無形であれ壁を築くという行為は、そこにどんな事情があるにせよ、基本的に行われてはいけ
ないことだと思います。それは人と人との関係を否定するものであり、まさに「縁」を否定するものだからです。
　代々、将軍家の剣術の指南役として重きをなした柳生家の家訓に、「小才は縁に気付かず、中才は縁を生かさず、大才は袖
すりあった縁をも生かす」というものがありあります。
　太古の昔から今日まで、人間が築いてきたものは、文化にせよ文明にせよ、すべて人と人との関係の中で生まれてきたも
のであり、まさに「縁」の力で生み出されてきたものだと思います。
　まだまだ「小才」である私は、せっかく出会った「縁」に気付きもしないことが多々あると反省しきりですが、今年は出来るだ
けご縁を大切にして、少しでもこれからの人生に生かしてゆきたいと考える次第です。
　年頭に当たり、皆さまのご健康とご多幸を心からお祈り致します。
　今年も何卒よろしくお願い申し上げます。
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「遺言相続セミナー」開催のお知らせ
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　相続の手続きをする際に、法務省が証明書を発行してくれる新しい制度ができるとニュースで聞きま
したが、どんな制度ですか。

　相続関係が記載された「相続関係説明図」と相続人全員の現在の戸籍、被相続人の出生から死亡までの戸籍
等、必要書類を法務局に提出することで、法務局が相続情報を1枚の証明書（法定相続情報）にして発行する制
度です。　
　法務省は平成28年内にパブリックコメントを実施し、詳細を決めた上で、平成29年5月から新制度の開始
を目指しています。

Q

A

今までの相続手続きとどう違うのですか。

　現行制度では、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本など大量の書類を集め、銀行などの窓口ごと
に提出する必要があります。新制度では、戸籍関係の書類を一元化し、１通の証明書を提出するだけで済ませ
られるようになります。
　具体的には、法務局で「法定相続情報」を記した証明書を交付してもらい、相続人は被相続人の預貯金、不動
産などを管理する銀行や法務局での相続登記手続きの際に、窓口に対し、この証明書を提出することで相続
手続きをすることができるようになります。

編 集 後 記
あけましておめでとうございます。さあ新しい年の幕開けです。気持ちも新たに1年間がんばりたいと思います。寒い日が続きます
が、風邪などひかぬようお体ご自愛ください。本年も宜しくお願いいたします。

小野里

文責：大倉

　テレビで池上彰氏が解説される様々な事柄が大変解りやすく、どのように情報収集し活用しているか興味があり手
に取りました。
　本書では、情報収集術から情報発信術まで書かれています。
　その中でわかった主なことは、情報収集は、「誰かに説明するつもりで収集する」「日々のニュースに接した際のな
ぜ、どうしてという素朴な疑問を大切にする」「自分の考えに合わない意見にこそ目を通す」情報発信は、「情報発信の
ためではなく、自分の考えを整理するために文章を書く」「誰に伝えようとしているのか明確にする」などでした。
　私もインターネットで情報収集をし、話題や知識のインプットをしていますが、誰かに伝えるために説明をしようと
して集めていないことが改めてわかりました。
　自分では最適だと思っていても上辺だけすくっていたいたのにすぎませんでした。
　例えば、本や映画などを人に薦めるうえで「これは面白かったから読んでみて（または、見てみて）！」と言ったとしても、なぜ薦めるほど面
白いのか相手が興味を持つように説明する必要があります。
　誰かに薦めるためにインプットするには、「なぜ」「どうして」と気になるところの掘り下げが重要だと思いました。
　また、本書の中では、インターネットでの収集方法、各新聞社の特長を意識した読み方、テレビニュース放送時間帯の性格など普段あまり
気にしたことが無かったことや、読書での情報収集方法などが盛りだくさんで大変興味深かったです。
　インターネットが発達して、パソコンやタブレット、スマートフォンで簡単に情報を収集することができようになりました。
　ただ、インターネット上の情報は膨大で、その中から必要な情報を取捨選択し、活用する事はなかなか奥が深いことです。
　（ホームページ上の記事の内容が必ずしも正しいわけではないのですから・・・）
　池上氏は、本書の中で「一次情報」を読むことの大切さも書かれています。
　一次情報とは、政府や企業、研究機関が発表した情報の原文のことです。
　それを読むことによって、記事や話題の本質が解るとのことでした。
　誰かに伝えるってとても難しいですね。　　

読書コーナー 情報を生かす力　著者　池上彰

お客様を

ご紹介下さ
い！

　身近な方で税理士及び会計事務所をお探しの方がいらっしゃいましたら、
是非弊社をご紹介下さい。よろしくお願いします。

Q & A コーナー【法定相続情報証明制度とは】

文責：小野寺



平成26年度の税制改正において、簡易課税制度のみなし仕入率と事業区分について、
次のとおり改正がありました。
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ（みなし仕入率60％⇒50％）
・不動産業が、第五種事業から第六種事業へ（みなし仕入率50％⇒40％）

ひかり税理士法人　～税務TOPICS～

セルフメディケーション税制の開始

① 健康診査（医療保険各法等に基づくもの）
② 定期予防接種（予防接種法第5条第1項に基づくもの）又は当該定期予防接種を除いた
　インフルエンザの予防接種
③ 健康診断（労働安全衛生法第66条第1項に基づくもの及び結果書面提出等も含む）
④ 特定健康診査（高齢者の医療の確保に関する法律第20条に基づくもの及び
　  結果書面提出等も含む）又は特定保健指導（同法第24条に基づくもの）
⑤ がん検診（健康増進法第19条の2に基づくもの）

① 商品名　② 金額　③ 当該商品が当該制度対象商品である旨
④ 販売店名　⑤ 購入日

ア．商品名の前にマーク（例「★」）を付すとともに、当該マークが付いている商品が
当該制度対象商品である旨をレシートに記載（例「★印はセルフメディケーション税
制対象商品」）
イ．対象商品のみの合計額を分けて記載

　平成28年度税制改正では、健診受診率の向上や薬局等からの医薬品購入による医療費の抑制を目的
とした、「セルフメディケーションに係る医療費控除の特例」が創設されました。

制度の概要

　セルフメディケーションに係る医療費控除の特
例（以下、当該制度）とは、厚生労働省が主体となっ
て要望していた税制で、自助努力による健康の維
持や疾病予防への取組を促進するために、一定の
健診を行っている個人が、平成29年1月1日から33
年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一
にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチ
OTC医薬品の購入を行った場合、その購入金額
（暦年の合計額）のうち12,000円を超える部分の
金額（上限88,000円）について、その年分の所得金
額から控除することができる制度です。

　スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方さ
れる医療用医薬品から転用された一般用医薬品等
のうち、定められた有効成分が含まれているもの
をいいます。この定められた有効成分数は、28年3
月31日時点で82あります（厚生労働省告示178）。
ただしスイッチOTC医薬品であれば、すべて当該
制度の対象となるわけではありません。
　対象となる「一定のスイッチOTC医薬品」は、厚
生労働省のホームページ等で公表されており、た
とえば28年10月17日時点では1,525品目が公表
されています。
　このうちいくつか抽出したものは、下表のとお
りです。対象品目は、今後も必要に応じて追加・修
正・削除等の更新がされていく予定です。

　証明書類がキャッシュレジスター発行のレシートである場合、上記
③について次のいずれかで表記することが求められています。

一定の健診

一定のスイッチOTC医薬品
　当該制度を適用するには、次の事項を記載した証明書類（レシート
等）が必要です。

必要な書類

　当該制度を適用した場合には、従来の医療費控除は適用できませ
ん。いずれも適用可能な場合には、いずれか一方のみの選択適用とな
りますので、ご注意ください。

既存の医療費控除との選択

　「一定の健診」とは、健
康の保持増進及び疾病
の予防への取組として
厚生労働大臣が財務大
臣と協議して定められ
た、次に掲げるものをい
います（平成28年厚生
労働省告示第181号）。
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沼　澤　啓　吾
小野寺　徹　也
中　澤　淳　一
森　平　尚　良
堤　　　克　行
堀　口　祐　介
吉　田　周　央
齋　木　宏　輔
宮　石　康　弘
恩　田　和　寿
久保田　竜　矢
小野里　　　賢
安　藤　エ　ミ
荒　川　健太郎
久　保　恭之輔
半　田　浩　之
平　野　康　雄
木　村　代次郎
黒　澤　　　貴
工　藤　和　夫
竹　鼻　博　文
吉　井　和　泉
山　村　裕　子
木　村　文　代
高　野　明　菜
佐　高　杏　菜
神　宮　　　幸
森　島　晴　美
武　田　有　香
堀　内　幹　枝
春　山　敦　子
八　木　裕　恵
田　村　宙　世
今　井　邦　彦
大　倉　正　和
小田切　隆　明
山　本　未　早
畠　山　穂乃香
園　田　恵　一
中　村　治　美
湯　本　貴　子
山　本　みゆき

一期一会
十分に努力をする
謙虚
一日一日を大切にし、さらなる飛躍の年にする
計画通りに物事を進める
時間管理を徹底する。
時間を大切にする
すべての1日が精一杯頑張ったという1年にしたい
自信をつける
愛してその悪を知る
何事にも全力を尽くす
継続は力なり
切磋琢磨
立ち止まらずに突き進め
笑える時間をより多く
堅実に、時には大胆に
何事にも「興味」と「関心」を持つ
今年は神っちゃおうかなぁ・・・(祝！ユーキャン流行語大賞)
愚公移山
心身共に充実した日々を送る
体重を減らすぞ！！
趣味をたのしむ
運動不足解消！
時間の無駄遣いを無くす
後回しにせず、すぐにやる
日々、広い心で穏やかに。
家内安全
一言芳恩
一日を大切に過ごす
時間に余裕がなくても常に心には余裕を持つ
報恩謝徳
気付いた時が始め時
交通安全
一所懸命
千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を練とす。
初志貫徹
磨穿鉄硯
日進月歩
健康管理をして、読書量を減らさないようにしたい
心身の健康管理をする
健康維持
時間を大切にし、充実した生活を心がける

新年の抱負
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制度適用のイメージ

例．課税所得400万円の者が対象医薬品を年間30,000円購入

18,000円（30,000円－12,000円）12,000円

所得税 3,600円（18,000円×税率20％※）

住民税 1,800円（18,000円×税率10％）

30,000円

所得控除として控除

※復興特別所得税未考慮

減税額


