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相続税の課税割合は４.２％ 
 
◆ 被相続人 1 人当たりの税額は２３６３万円 

 国税庁が公表した平成２２年分の相続税申告事績（２３年１０月３１日及び震災特例法により２４年

１月１１日までに提出された申告書を集計）によると、２２年中に亡くなられた被相続人約１２０万人

うち相続税の課税対象となったのは約５万人で、課税割合は４．２％でした。 

 また、被相続人 1 人当たりの課税価格（相続財産価額から、債務・葬式費用を控除し、相続開始前３年

以内の生前贈与財産価額等を加算）は２億１００６万円、税額は２３６３万円でした。 

 相続財産の金額の構成比は、土地４８．４％、現金・預貯金等２３．２％、有価証券１２．１％、家

屋５．８％の順となっています。 

◆ 相続税は基礎控除を超えた場合に課税 

 相続税は、相続財産の合計金額が基礎控除（５千万円＋１千万円×法定相続人の数）を超える部分に

課せられます。 

 例えば、法定相続人が３人（配偶者と子供２人）の場合、８千万円が基礎控除額となり、基礎控除以

下であれば申告する必要もありません。 

 また、基礎控除以外にも税額の軽減制度などが設けられており、配偶者については、相続財産が１億

６千万円または法定相続分のいずれか高い金額まで相続税はかかりません（軽減措置などを受ける場合

は、支払う相続税がなくても申告は必要）。 

 なお、国会では消費税の増税とともに、相続税の課税割合を引上げるため、基礎控除額を減額（３千

万円＋６００万円×法定相続人の数）する改正が審議されていますので、今後の動向に注目しましょう。 

法人契約のがん保険の取扱いが見直しに 
 

 節税対策などで活用されている法人契約のがん保険（終身保障タイプ）について、税務上の取扱いが

見直されることになりました。 

◆ 損金算入は支払保険料の１／２に 

 法人を契約者とし、役員や従業員を被保険者とする終身保障のがん保険は、解約返戻金の返戻率が高

いにもかかわらず、支払った保険料が全額損金算入となるため、節税や簿外資産形成の手段として利用

されていました。 

 通達の改正により法人が支払った保険料の取扱いが変わり、終身払込の場合、保険期間（加入時の年

齢から１０５歳までの期間）の半分を経過するまでの期間については、各年の支払保険料のうち１／２に



相当する金額を前払金等として資産計上することになり、損金に算入できるのは１／２となります。 

 また、保険期間の半分を経過した後の期間は、保険料の全額を損金算入するとともに、一定金額を資

産計上額の累計額から取り崩して損金算入します。 

◆ ４月２７日以後の契約から適用 

 支払った保険料の１／２が損金算入となる新たな取扱いは、平成２４年４月２７日以後の契約に係る

がん保険の保険料について適用されることになりますので、それ以前に契約した法人契約のがん保険は、

従来どおり保険料の全額損金算入が継続されることになります。 

 なお、保険契約の解約等において払戻金のないもの（保険料払込期間が有期払込であり、保険料払込

期間が終了した後の解約等においてごく少額の払戻金がある契約を含む）は、支払った保険料を全額損

金算入できます。 

         今月から住民税の年少扶養控除が廃止 
 

 所得税については２３年分から年少扶養控除の廃止等が適用されていますが、住民税については 

２４年度分（６月徴収分）から適用されます。 

 これにより、＊１６歳未満の年少扶養控除（３３万円）が廃止、＊１６歳以上１９歳未満の特定扶養

控除に係る上乗せ部分（１２万円）が廃止され控除額が３３万円になるため、対象となる方は住民税が

増えることになります。 

 なお、児童手当（旧こども手当）については、６月から所得制限が導入されます。 
 

労働保険“年度更新”の手続きが始まります 
  

労働保険（雇用保険・労災保険）の年度更新手続きは６月１日から７月１０日までですが、社会保険

の算定基礎届の提出時期と重なりますので早めの準備を心掛けてください。 

 年度更新とは、既に納付した前年度の概算保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃

金総額の見込み額で算定した新年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きです。 

 なお、保険料は毎年４月から３月までの１年間、全ての労働者（雇用保険は被保険者）に支払われた

賃金総額（給与・賞与・手当など）に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。 

 

源泉税・納期の特例が１月２０日に一本化 
 

 給与等を支払った際に源泉徴収した所得税は原則、支払った月の翌月１０日までに納付しなければな

りませんが、給与の支給人員が常時９人以下の場合は、「納期の特例」の承認を受けることで年２回（７月

１０ 日、翌年１月１０日）にまとめて納付することができます。 

 さらに、「納期の特例」適用者は、翌年１月１０日の納付期限を１月２０日に延長する「納期限の特例」

を受けることができました（特例の特例）。 

 ２４年度税制改正により、７月～１２月までに源泉徴収した所得税の納付期限は、１月２０日に一本

化されることになり、「納期限の特例」の制度は廃止されます（今年７月１日から適用）。 
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▼５月１日、厚労省は「第５期介護保険事業計画の全国集計」について公表しました。これは、第５期

介護保険事業計画（平成２４年度～平成２６年度）のサービス見込量等について、都道府県より報告を

受け、とりまとめたものです。全体の傾向・ポイントとして、次のような点が挙げられています。 

【ポイント】 

 2014 年度には、第１号被保者数は 3,230 万人  表 １ 

（前年度比＋3.1％）、要介護・要支援認定者数は 

590 万人（前年度比＋4.1％）、第１号被保険者 

に対する認定者の割合は 18.3％になる見込み。 

 サービス量は、在宅サービス、居住系サービス、 

施設サービスとも拡充の見込み。 

 2014 年度には、定期巡回・随時対応型サービス、 

複合型サービスともに 45 都道府県で介護サービ 

ス量が見込まれる。 

注）東日本大震災の影響により未報告の 14 保険者 

を除く 1,566 保険者を対象に集計している。 
（※）第 1 号被保険者に対する要介護・要支援認定者の割合  

                               

表１によると、要介護・要支援認定者は、毎年 23～24 万人の増加が予想され、介護保険制度施行

15 年目にあたる平成 26 年度には、第１号被保険者のうちの６人に１人が要介護または要支援に認定さ

れるとされています。  

 介護給付費の財源は、当初は国 50%、都道府県 25%、市区町村 25%でしたが、現在は公費と保険

料で賄われ、その内訳は原則、国 25%、都道府県 12.5%、市区町村 12.5%、残りの 50％が第１号被

保険者保険料と第２号被保険者保険料、という割合で賄われています。（平成 18 年の改正で、介護保険

施設にかかる費用については国 20%、県 17.5%と負担割合を調整している。）また、国の 25%のうち

5%部分については調整交付金として交付される     

こととされていますが、これは要介護・要支援と    表 ２ 

なるリスクが高い後期高齢者の加入割合や各保険 

者内の高齢者の所得格差、自治体の財政状態、負 

担能力等を勘案して調整するためのものです。 

 第１号保険料と第２号保険料の比率は人口構成 

比に基づいて政令によって規定されます。表２は 

これまでの負担割合の変遷を表したものですが、 

ここでも年々第１号被保険者の負担割合が増加し 

ており、第６期以降の介護保険料率の改正への影 

響が注目されます。 

（参考：厚労省ＨＰほか） 

 

 

 

 
2011 2012 2013 2014

第１号被保険者

（万人） 
2,928 3,030 3,132 3,230

要介護・要支援

認定者数(万人)
520 543 567 590 

割合（※） 17.8％ 17.9％ 18.1％ 18.3％

 

【参考資料】 

  平成 12～14 年度 第 1 号保険料（17％）

            第 2 号保険料（33％）

  平成 15～17 年度 第 1 号保険料（18％）

            第 2 号保険料（32％）

  平成 18～20 年度 第 1 号保険料（19％）

            第 2 号保険料（31％）

  平成 21～23 年度 第 1 号保険料（20％）

            第 2 号保険料（30％）

  平成 24～26 年度 第 1 号保険料（21％）

            第 2 号保険料（29％）

 

「第５期介護保険事業計画全国集計」について公表  



平成 23 年 10 月 1 日現在の待機児童数公表 

 

 

 

 

 

▼厚労省は、第５期（平成 24 年度～平成 26 年度）の介護保険の第１号保険料（65 歳以上の介護保険

料負担）について、平成 24 年 3 月末時点の全国の市町村の動向をとりまとめて公表しました。全国の

平均は月額 4,972 円で、前年から 812 円上昇、率にして前年度比＋19.5％でした。利用者の増加とサ

ービスの充実を見込んだことなどにより、第４期（平成 21 年度～平成 23 年度）よりも上昇したとさ

れ、負担の限界と指摘されることの多い 5,000 円をかろうじて回避する形となりました。また全国

1,566 の保険者のうち、保険料基準額を引き上げた保険者が 1,464（93.５％）、据え置いた保険者が

77、引き下げた保険者は 25 で、保険料基準額のもっとも多い分布帯は月額 4,501 円～5,000 円で、

532 の保険者（34.0％）でした。また全国の保険者のうち保険料基準額が も高いのは新潟県関川村

（6,680 円）、 も安いのは北海道音威子府村ほか３町村（3,000 円）という結果でした。介護保険料

の保険料基準額は、制度施行 12 年を 

経過して、ついに当初から 70％を超 

える負担増となりました。 

 

【集計結果】 

① 全国平均額（月額・加重平均） 

は 4,972 円 

（第４期は 4,160 円） 

② 財政安定化基金取崩しによる保 

険者への交付予定額は全体で約 

550 億円。これによる保険料 

（月額）軽減効果は 52 円。 

③ 第５期介護保険事業計画におけ 

るサービス量の見込みについて 

は、在宅サービス、居住系サー 

ビス、施設サービスとも拡充                 （参考：福祉新聞／厚労省ＨＰ） 

 

 

 

 
 
▼4月17日、障害者総合支援法案の国会審議が開始され、18日には衆議院厚労働委で可決されました。

民主党は公約として障害者自立支援法の廃止を掲げていましたが、障害者関係団体等からは「廃止では

なく一部改正」との批判が続いています。政府は「同法案は障害者自立支援法に替わる新法」と位置づ

けていますが、家族の収入を含めて負担を課す仕組みも残されていることなど「障害者らの提言が反映

されていない」との意見が多く、今後の行方が注目されています。

 

 

 

 

 
 
▼厚労省雇用均等・児童家庭局は、平成23年10月1日現在の保育所入所待機児童数を公表しました。待

機児童総数は46,620人で前年同時期と比較して1,736人減少していますが、平成23年4月の待機児童

数（25,556人）からは21,064人増加（＋80％）しています。これについては、平成22年度も4月の

26,275人から10月は48,356人へ1.8倍増、平成21年でも4月の25,384人から10月は46,058人へ

1.8倍増であったとされ、相変わらず年度途中での入所は大変困難であることを示しているようです。 

 毎年10月1日の待機児童数は参考値として集計されており、平成24年4月現在の待機児童数が注目さ

れます。                                 （参考：厚労省ＨＰ）

 

 

 

 

 

 年 度 
平均保険料 

基準額 
前年度比 

第１期 平成 12～14 年度 2,911 円 － 

第２期 平成 15～17 年度 3,293 円 382 円（＋13.1％）

第３期 平成 18～20 年度 4,090 円 797 円（＋26.3％）

第４期 平成 21～23 年度 4,160 円 70 円（＋ 1.7％）

第５期 平成 24～26 年度 4,972 円 812 円（＋19.5％）

障害者総合支援法案衆院厚労委で可決 

 

第５期計画期間における介護保険の第１号保険料 

第４期から８１２円増 
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