
                              

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 年度税制改正に向けた各府省庁の要望 

  

 来年度の税制改正に向けて、各府省庁が提出した主な要望には以下のような事項があります。 

 

◎所得拡大促進税制の拡充……中堅・中小企業は、＊雇用者給与等支給増加額の 20％（現行 10％）を

税額控除、＊雇用者給与等の算定基礎に社会保険料（法定福利費）も含める。 

◎中小企業投資促進税制等の拡充……中小企業投資促進税制と、中小企業等経営強化法に係る固定資産

税の特例の対象設備に、高効率の冷蔵陳列棚、省エネ空調等の器具備品・建物附属設備を追加する。 

◎研究開発税制の拡充……＊試験研究に「サービス開発」を追加、＊増加型の廃止に伴い、総額型の控

除率を試験研究費の増減に応じたものに見直す、等。 

◎事業承継税制の見直し……＊小規模事業者について雇用維持割合を緩和する、＊生前贈与へのインセ

ンティブの強化等を図る。 

◎積立NISAの創設……積立・分散投資に限定した年間投資上限額60万円、非課税期間20年間のNISA

を創設する。 

◎金融所得課税の一体化……金融商品に係る損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金等まで拡大する。 

◎子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設……ベビーシッター等の子育て支援サービスの利用に

要する費用の一部について、税制措置を講ずる。 

◎教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充……貧困の状況にある子供に贈与した場合には、

孫等に限らず、贈与税を非課税とする。 

◎その他……＊上場株式等の相続税評価を見直し、＊地方拠点強化税制の拡充、＊医療機関の設備投資

に関する特例措置の創設、等。 
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２０１６年１０月３日 

☆法人番号について 

法人番号（１３桁、１法人１番号）は、書

面により国税庁長官から通知が行われ、都道

府県単位で発送されます。 

山口県は１１月１８日の予定となってお

り、普通郵便で登記上の本店又は主たる事務

所の所在地に届きます。 

 

～河野会計事務所からのお知らせ～ 

２０１５年１１月２日 

※ 社会保険関係の届出書の送付先の変更 

山口県内から日本年金機構への各種届出書

等は、現在、山口事務センターへ送付してい

ますが、28 年 10 月 1 日以降は「広島広域

事務センター」へ変更になります。 

お間違いなく。 

２０１６年１０月３日 

～ 今 月 の お 知 ら せ ～ 

２０１６年１０月３日 
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所得、相続、贈与における 

「配偶者控除」 

  

政府税制調査会による来年度税制改正の

議論が始まり、所得税を軽減する配偶者控除の見直し

が一つの焦点になっていますが、夫婦を対象にした配

偶者控除は、所得税だけではなく、相続税や贈与税に

もあります。 

 

♦各税制における配偶者控除の概要 

◎所得税における配偶者控除……納税者に年間の

合計所得金額が38万円以下の控除対象配偶者がい

る場合は、38 万円（配偶者が 70 歳以上の場合は

48万円）の所得控除が受けられます。例えば、夫

が会社員で、妻がパート収入だけの場合、妻の給与

収入が 103万円以下であれば、合計所得は 38万

円以下（103万円-給与所得控除65万円）となり、

配偶者控除が受けられます。 

 なお、配偶者の合計所得金額が 38万円超 76万

円未満（給与収入のみの場合は 103 万円超 141

万円未満）の場合には、配偶者特別控除が適用でき

ます。ただし、納税者の合計所得が 1千万円を超え

る場合には適用できません。 

◎相続税における配偶者控除……亡くなった方の

配偶者が相続等により実際に取得した正味の遺産

額について、①１億６千万円、②配偶者の法定相続

分相当額、のどちらか多い金額までであれば、配偶

者に相続税はかかりません。 

◎贈与税における配偶者控除……婚姻期間が

２０年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不

動産の購入資金の贈与が行われた場合に、最高２千

万円の配偶者控除を受けることができます。なお、

同じ配偶者からの贈与は一生に一度しか適用を受

けることができません。 

 

売れ残った季節商品等の不良在庫がある場合 

 季節商品などが売れ残り、不良在庫となってしま

うことがあります。 

 不良在庫の破棄を行う場合は、帳簿価額を廃棄損

として計上できますが、廃棄の事実を証明する書類

を揃えておく必要があります。 

 また、棚卸資産が著しく陳腐化したと認められる

場合は評価損が計上できます。陳腐化とは、＊流行

性の高い季節商品が売れ残り、今後通常の価額では

販売することができないことが明らかである場合、

＊新製品が発表され、今後通常の方法で販売できな

くなった場合などが該当します。 

 なお、評価損の計上は税務調査で問題になりやす

いため、注意が必要です。 

 

厚生年金保険料率の引上げはいつまで？ 

 厚生年金保険の保険料率は16年10月以降、毎年

9月に0.354％ずつ段階的に引上げが行われていま

す。これにより、28年9月分（10月納付分）から

は、18.182％（一般保険者の場合）となります。 

 なお、保険料率は29年9月以降、18.3％で固定

される予定となっています。 

 

編集後記   

残暑が厳しい日も減り、町の人々の服装からも秋の

訪れを感じます。季節の変わり目ですので体調管理に

注意し、スポーツの秋、読書の秋を楽しみましょう！  

                

 

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/


 

                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野 内容 対象の税 

子
ど
も
子
育
て 

保育所用地の貸与等に 
係る特例措置 

相続税・贈与税 
固定資産税等 

ベビーシッター利用に 
係る税制措置創設 

所得税 
個人住民税 

教育資金の一括贈与時の 
非課税措置拡充 贈与税 

介
護 

サ高住供給促進税制の 
延長 

所得税・法人税 
固定資産税 等 

介護保険制度の見直しに 
伴う税制措置 

所得税 
個人住民税等 

社福へのみなし譲渡所得
税適用手続き簡素化 

所得税 
個人住民税 

他 

社会福祉法改正に伴う 
税制措置 所得税 

  

 

 

 

 

 

 

 

厚労省、平成29年度税制改正要望事項を公表 

～子育て・介護分野などの福祉分野も数項目～ 

 

 

 

◆９月１日厚労省は、平成29年度の税制改正

要望を公表しました。内容は「子ども・子育て」

「健康・医療」「医療保険」「介護・社会福祉」

「年金」「雇用」「生活衛生」「その他」の８項

目から成り、特に「子ども・子育て」の分野で

は、新規要望事項として待機児童対策としての

用地確保の円滑化を目的とした特例措置が挙

げられています。これは、保育所等の敷地とし

て貸与されている土地を相続した場合又は贈

与を受けた場合に、相続後も当該土地を引き続

き一定期間保育所等に貸与すること等を要件

に、相続税・贈与税を非課税にするものです。

また、企業主導型保育事業については、認可保

育所並みの税制優遇を設けることも要望され

るなど、円滑な施設整備を後押しできるような

ものとする内容になっています。 

 また介護の分野では、現在行われている固定

資産の軽減措置や不動産取得税の優遇措置な

どの、サ高住の供給促進のための税制を、２年

間延長（平成31年３月末まで）することが要

望されました。         
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２０１６年 

１０ 月 ３日 
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(参考：厚労省ＨＰ) 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
 保育拡大量 

H25(実績) 72,430 人 

H26(実績) 147,233人 

H27(実績) 94,585 人 

H28(見込) 109,584人 

H29(見込) 59,963 人 

○平成 27 年度の保育拡大量 

・認可保育所（保育所型認定こども園の保育所部分を含む）   ▲13,929 人 

・幼保連携型認定こども園 87,152 人 ・幼稚園型認定こども園 5,528 人 

・地方裁量型認定こども園   299 人  ・小規模保育事業   16,101人 

 [その他 合計 94,585 人]  

○平成 28 年４月１日の保育の受け入れ枠 

・認可保育所（保育所型認定こども園の保育所部分を含む）  2,248,716 人 

・幼保連携型認定こども園 273,454 人 ・幼稚園型認定こども園 26,516 人 

・地方裁量型認定こども園   3,197 人  ・小規模保育事業    41,620人 

 [その他 合計 2,722,942人] 

◆９月２日、厚労省は「保育所等の定員や待機児童の状況」（平成 28 年４月１日時点）、及び「待機児

童解消加速化プラン」に基づく自治体の取組状況について取りまとめた結果を公表しました。 

 これは全国の保育所等の状況を把握することを目的に毎年実施されて 

いるもので、従来の保育所に加え、昨年度からは新制度における幼保連携 

型認定こども園等の特定教育・保育施設と特定地域型保育事業（うち２号・ 

３号認定）の数値を含めて集計されています。 

 また加速化プランは、待機児童の解消に向けて自治体が行う保育所の整 

備等を支援するもので、このプランの取組成果として厚労省は“この３年 

間で新たに約 31.4 万人分の保育の受け入れ枠を確保した”としています。 

保育所等関連状況取りまとめ 

～厚労省が集計結果を公表～ 
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介護、処遇改善へ 

～新たな経済対策～ 

 

 

 

 

 

 

 

◆政府は８月２日、臨時閣議を開催し、およそ28兆円の経済対策を閣

議決定しました。一億総活躍社会の実現に向けて、子育て支援や介護な

どへも予算が充てられていますが、そのうち介護については、介護報酬

改定とは別に介護職員の賃金改善を行う方針が示されています。 

 具体的には、キャリアアップの仕組みを構築した上で、月額平均１万

円相当の処遇改善を2017年度から継続して実施するとしています。ま

た、2018年度に介護報酬の定例改定が行われる予定ですが、それを待

たずして処遇改善を実施するため、財政安定化基金へ特例的に積み増し

を行い、そこから処遇改善の費用を支出する方針です。 

 障害福祉に携わる職員についても介護と同様に処遇改善を図ってい

く方針で、人材確保に向けた取組が進められます。 

トピックス 

(参考：厚労省ＨＰ) 

 

 

財政安定化基金 

⇒見込みを上回る給付費増

や介護保険料収納不足によ

って、市町村の介護保険特別

会計に赤字が出る場合に、市

町村に対して資金の交付・貸

付を行うもの。原資は、国、

都道府県、市町村が１/３ず

つ負担。 

 

(参考：内閣府ＨＰ他) 
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