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今国会により現時点で成立している改正法 

  

今通常国会は、会期が延長され、９月２７日までとなりましたが、７月中旬までに以下のような改正法が成

立しています（４月以降に成立した主なもの）。 

◎ 中小企業信用保険法の改正・・・＊地域の経済や雇用を担うＮＰＯ法人の事業資金の調達を支援するため、

中小企業信用保険の対象に一定のＮＰＯ法人を追加する、＊特別小口保険の対象となる信用保証協会の保

証割合について、部分保証を導入する。 

◎ 地域再生法の改正・・・東京から地方へ本社機能を移転する場合や、地方の企業が本社機能等を強化する

場合に、取得した建物等の投資減税や雇用促進税制の特例を適用する、など。 

◎ 不正競争防止法の改正・・・営業秘密の保護強化のため、＊罰金額の引上げ及び犯罪収益の没収等の措置

を講じる、＊営業秘密侵害罪を非親告罪とする、＊営業秘密侵害の未遂行為を処罰対象にする、など。 

◎ 特許法等の改正・・・社員による職務発明について、あらかじめ契約、勤務規則などで定めることで、特

許の権利を企業に帰属させることができる。その代わり、発明者に対しては、相当の金銭その他の経済上

の利益を受ける権利を与える、など。 

◎ 道路交通法の改正・・・＊７５歳以上の運転者が認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為

をした際、臨時に認知機能検査を行う、＊運転免許の種類として準中型自動車免許を新設する、など。 

◎ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の改正・・・＊審判に著しい長期間を要する事件等について、例

外的に裁判員の参加する合議体で取り扱う事件から除外する、＊裁判員等選任手続において犯罪被害者の

氏名等の情報を保護する規定を整備する、など。 

 

        相続等による土地評価の基準となる路線価 

 

 国税庁は、相続税や贈与税の土地評価額を算定する際の基準となる平成２７年分の路線価（及び評価倍率）

を公表しました。全国約３２万 9 千地点における標準宅地の対前年変動率は、7年連続の下落（▲0.4％）と

なりましたが、下落幅は 5 年連続で縮小し、都道府県別では１０都府県が前年を上回りました。 

相続などで取得した土地等の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は、路線価（道路に

面した標準的な宅地の 1 ㎡あたりの価額）を土地の形状等に応じた各種補正率で補正した後の面積に乗じて

計算します。一方、倍率方式は、路線価が定められていない土地の評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍

率を乗じて計算します。 

☆ 盆休のお知らせ 

８月１４日（金）～１６日（日）までお休

みさせていただきます。 

 

～河野会計事務所からのお知らせ～ 



 
 

台風などで損害を受けた場合の税務 

Ｑ＆Ａ 

 

◆会社の資産が損害を受けた場合 

Ｑ．商品や店舗などが被災した場合は？ 

Ａ．棚卸資産や固定資産などが災害により滅失・損

壊した場合は、その損失額が損金になります。また、

損壊した資産の取壊しや、土砂などを除去するため

の費用も損金になります。 

Ｑ．被災した固定資産を補修した場合は？ 

Ａ．原状回復のための費用は、修繕費として損金に

なります。また、被災前の状態を維持するための補

強工事や、排水又は土砂崩れの防止などのために支

出した費用も修繕費として認められます。 

 ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得した

り、貯水池などの特別な施設の設置は、新たな資産

の取得となるため、修繕費にはなりません。 

◆個人の資産が損害を受けた場合 

Ｑ．住宅や家財などが被災した場合は？ 

Ａ．「雑損控除」又は「災害減免法」により所得税を

軽減できます(有利な方を選択適用)。なお、適用する

には確定申告を行う必要があります。 

Ｑ．雑損控除とは？ 

Ａ．災害や盗難、横領により、生活に通常必要な資

産(住宅、家具、衣類など)が損害を受けた場合に、【損

害金額－所得金額の１０％】と【損害金額のうち災

害関連支出の金額－５万円】のいずれか多い方を所

得金額から控除できる制度です。 

Ｑ．災害減免方とは？ 

Ａ．所得金額が１千万円以下の方で、災害により住

宅や家財が時価の１／２以上の損害を受けた場合に、

所得金額に応じて税額が減免される制度です

（５００万円以下：全額免除、～７５０万円以下：

１／２軽減、～１千万円以下：１／４軽減）。 

 

原則インターネットで公表される法人番号 

 

 １０月から、住民票を有する全ての方に１２桁の

マイナンバー（個人番号）の通知が始まりますが、

法人にも１３桁の法人番号が指定され、登記上の所

在地に通知されます（１法人１番号のみ）。 

 法人番号は、個人番号とは異なり利用範囲に制約

がなく、原則インターネット（法人番号公表サイト）

を通じて、①商号又は名称、②本店又は主たる事務

所の所在地、③法人番号が公表されます。また、こ

のサイトでは、法人情報の検索や、データのダウン

ロードなども提供されます。 

 

税務署の新事務年度始まる 

 

国税職員の定期人事異動の発令が７月１０日にあ

り、平成２７事務年度が始まりました。 

新体制のもとで税務調査が始まりますので、何時

来られても対応できるよう帳簿や領収書・契約書な

ど証拠書類を整理しておきましょう。 

税務調査は原則として、電話により事前通知（顧

問税理士にも通知されます）がありますので、日時

や対象税目・担当部門・調査官名などを聞きます。

なお、日時等の都合の悪い場合は、正当な理由があ

れば変更することも可能です。 

 

編集後記 

 

 ８月に入り、夏本番となって参りました。暑い日

が続きますが、もし、ご自身や周囲の方に熱中症の

疑いがある場合は、＊すぐに涼しい場所へ避難させ

る、＊衣服を緩め、水をかけるなど体を冷やす、＊

冷たい水やスポーツドリンクなどで水分を補給する、

などの応急処置が重要となります。自分で水分を摂

取ができない様子や意識障害などが見られる場合は、

すぐに病院へ搬送しましょう。 

 

発行元 ㈲ユービーシー経営 河野会計事務所          

〒755-0036  宇部市北琴芝１-６-１０ 

TEL：0836-33-6717  FAX：0836-33-675３ 

MAIL: info@ubc-net.com  

 URL:  http://www.ubc-net.com 

http://www.ubc-net.com/


                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２５年に介護人材は３８万人不足 

～厚労省が１０年後の需給を推計、宮城県が充足率ワースト～ 

 

 

 

 

 

１８２ 

 

 

２０１５年 

８月３日 

（参考：厚労省ＨＰ／日本テレビ他） 

◆６月24日、厚労省は平成37年の介護人材の需給推計（確定値）を公表しました。厚労省が都道府県を通

じて調べた結果によると、団塊の世代が75歳以上になる平成37年度に必要な介護職員は全国で253万人

となる見通しで、逆に介護現場で働く人数は若い世代の人口減少などで215万人余りにとどまるとみられ

ており、結果として現状の増員ペースのままでは37万7,000人程度不足する可能性がある、とされていま

す。平成25年度時点では非常勤を含めた人数は約171万人で、10年後に80万人以上の増員が必要となる

計算です。 

 必要人数に対する確保見込みの人数の割合（充足率）を都道府県別にみると、最も低いのは宮城県で

69.0％、次いで関東３県の群馬県（73.5％）、埼玉県（77.4％）、栃木県（78.1％）で、全国の平均では

85.1％と推計されました。これを人数ベースで見ると、不足人数が最も多いのは東京都で35,751人（充

足率85.3％）、最も少ないのは島根県で326人（同98.1％）、全国では377,364人（同85.1％）でした。

今年２月の社保審では、必要人数248万人で33万人が不足するとの暫定推計値が示されていましたが、確

定値では不足人数が増大しました。 

トピックス 

 

≪介護従事者処遇状況等調査の主な変更点≫ 

★これまで直接介護に当たる職員が中心であった調査対象 

 者に、事務職員、調理員、栄養士を追加する。 

★勤続１年未満の職員も対象に追加する。 

★処遇改善加算（Ⅰ）の届出を行わない事業所には、その 

 理由について調査する。 

 

≪介護事業経営実態調査に関する主な論点≫ 

★これまで報酬改定の前年３月（１か月分）を対象とし 

 ていた期間を、１年とすることが必要ではないか。 

★これまでサービスごとの収支を対象としていたが、法人 

 単位での実態把握が必要ではないか。 

★介護報酬以外の収支の切り分けが必要ではないか。 

一方で介護保険に伴う各種調査を行うこ

とが求められており、６月25日に開催さ

れた社保審介護給付費分科会では『介護従

事者処遇状況等調査』の調査対象を広げ、

より精度の高い介護従事者の処遇の現状

を把握することが了承されました。 

 また同分科会では『介護事業経営実態調

査』でも、その調査手法や考え方について

疑問点が挙げられており、今後の調査に向

けて検討が始められています。 

 このように厚労省では、できるだけ詳細

で実効性の高いデータを収集することに

より、実態把握を的確に行うことに注力

し、今後の報酬改定等に活かそうとしてい

るようです。 



合計特殊出生率1.42, ９年ぶり減 

～厚労省、人口動態統計～ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次 
出生 

(千人) 

死亡 

(千人) 

自然増減 

(千人) 

合計特殊 

出生率 

1980 1,577 723 854 1.75 

1990 1,222 820 401 1.54 

2000 1,191 962 229 1.36 

2005 1,063 1,084 △21 1.26 

2010 1,071 1,197 △126 1.39 

2013 1,030 1,268 △239 1.43 

2014 1,001 1,269 △268 1.42 
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（参考: 日経新聞／産経ニュース／厚労省ＨＰ） 

特養入所者、資産の申告へ 

～自治体の通知始まる～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆2014 年の「人口動態統計」を厚労省が発表し、合計特殊

出生率（１人の女性が生涯に産む子どもの人数の推計値で、

15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したも

の）は 1.42 で、前年の 1.43 から９年ぶりの減少となりま

した。今回公表された人口動態統計は、日本において発生し

た出生・死亡・婚姻・離婚・死産について調査・集計したも

ので、調査期間は平成 26 年 1 月 1 日～12 月 31 日です。

これによると、合計特殊出生率は 05 年に 1.26 となってか

ら緩やかに上昇していましたが、前年を 0.01 ポイント下回

る結果となりました。また出生数は 100 万人割れ目前で、

人口減少と少子化への対策が急務であることが、改めて浮き

彫りになりました。 

 出生率の低下は結婚・出産の年齢が上がっていることとも

関係していると見られ、平均初婚年齢は男性が 31.1 歳、女

性が 29.4 歳まで上昇しています。女性が第１子を産む平均

年齢は 1995 年に 27.5 歳でしたが、14 年には 30.6 歳と

なり、過去最高だった前年（30.4 歳）よりさらに上がりま

した。国立社会保障・人口問題研究所は「出生率は長期的に

1.35 で推移する」と予測しています。 

 出生数は 100 万 3,532 人で前年から 2.6％減少し、統

計の存在する 1899 年以降でみると、４年連続で過去最少

を更新しました。出産の中心となる 15～49 歳の女性の人

口は 2,566 万 7,165 人で 1.0％減少しており、15 年には

100 万人を割り込む可能性が高くなっています。 

 一方で、人口の自然減（出生数－死亡数）は 26 万 9,488

人で、過去最大の減少幅でした。 

◆特養を利用している高齢者に対して、全国の自治体が預貯金通帳の写しの提出を求める通知を出し始めてお

り、突然の知らせに施設や利用者から動揺が広がっている模様です。 

 これまでは、世帯全員が住民税非課税の場合には、申請をすれば食費と居住費は負担が軽減されていました

が、在宅で介護を受ける人は家賃や光熱費、食費などを負担していることに鑑み、公平性について問題視され

ていました。そのため昨年６月の介護保険法の改正時に、負担軽減を受けられる要件として、これまでの「所

得」のほかに「資産」を新たに加え、単身なら１千万円、夫婦で計２千万円の預貯金などの資産があれば補助

を打ち切る方針が決まりました。 

 具体的な申請は、軽減を受けている人のもとに毎年更新のための通知が届き、申請を行う際に通帳の写しな

ど、資産が把握できるもののほか、資産の内容が正しいかどうかを自治体が金融機関に照会をするための同意

書を添付することになります。 

 これまで軽減を受けていた人の中には、認知症を患っていたり、家族が遠方に住んでいるなど、申請手続き

が困難な場合があるようです。厚労省は、本人の依頼であれば施設職員が通帳などを預かって、申告をするこ

とも可能な見方を示していますが、具体的な方針が示されていない中で、こうした入所者に対して施設側がど

ういった対応をするか、個々の施設が検討していく必要がありそうです。 （参考: 朝日新聞） 

☆2013 年までは確定数、2014 年は推計数 


	yh2015.8.3No.183Ａ４版.pdf
	yi2015.8.3No182 A4版：社福

