
                              

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８年分の年末調整に係る留意点等 
  

 年末調整の準備に向けて、以下の留意点等を確認しておきましょう。 

 

◎年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載…… 

年末調整関係書類のうち、「保険料控除申告書」、「配偶者特別控除申告書」、「（特定増改築等）住宅借

入金等特別控除申告書」については、28 年 4月以後に提出するものからマイナンバー（個人番号）の

記載が不要となっています。 

また、給与支払者が個人の場合は、マイナンバーの付記は不要ですが、法人の場合には法人番号を付

記する必要があります。 

◎国外居住親族に係る扶養控除等の適用…… 

28 年 1 月以後に支払われる給与等の源泉徴収において、国外居住親族に係る扶養控除等を適用する

場合は、扶養控除等申告書とともに「親族関係書類（親族であることを証明する一定の書類）」の提出等

が必要になりました。 

また、年末調整を行う際には扶養控除等申告書の「生計を一にする事実」欄に送金等をした金額を記

載し、「送金関係書類（親族の生活費等を支払ったことを明らかにする一定の書類）」とともに提出しま

す。 

◎通勤手当の非課税限度額引上げ…… 

28 年 1 月から通勤手当の非課税限度額が 15 万円（改正前 10 万円）に引き上げられました。28 年

4 月の改正前に支払われた通勤手当が改正後の非課税規定を適用し過納となる場合は、年末調整の際に

精算します。 
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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 

 

※ 年末調整の準備はお早めに 

今年も年末調整の時期が近付いてきまし

た。税務署から扶養控除申告書等が送られて

くるので、確認を忘れないようにしましょう。 

今年の年末調整説明会（場所：宇部市文化

会館）は 11月 17日（木）です。 

２０１６年１０月３日 

～ 今 月 の お 知 ら せ ～ 

２０１６年１1月1日 
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年の中途で扶養親族等に異動がある場合 

 年末調整は、本年の最後に給与の支払をする時まで

に提出された「給与所得者の扶養控除等（異動）申告

書」に基づいて行いますので、申告書を提出していな

い人がいないか、年の中途で扶養親族の数などに異動

があった場合の異動申告が行われているかを確認し

ます。 

 年の中途で異動があった場合は、その都度異動申告

を行うことになっていますが、控除対象であった扶養

親族が就職や結婚などにより対象外となった、結婚し

たことで控除対象となる配偶者を有することとなっ

た、離婚などで寡婦に該当することとなった場合など、

異動申告を提出し忘れていることがあります。 

 

 相続税申告書の被相続人の個人番号は不要 

今年 1 月以降に相続又は遺贈によって取得する

財産に係る相続税の申告書には、被相続人のマイナ

ンバー（個人番号）の記載が求められていましたが、

取扱いが変更となり、10 月以降に提出する相続税

申告書から、被相続人のマイナンバーの記載が不要

となりました。 

 この変更に伴い、相続税の申告書は、被相続人の

個人番号欄に斜線が引かれ、記載ができない様式に

変更されましたが、従前の申告書の様式を使用する

場合には、空欄で提出します。 

 

知っておきたい成年後見制度Ｑ&Ａ 

 

 認知症高齢者が増加する中、成年後見制度の利用 

があまり進んでいないため、今年 5 月に「成年後見

制度利用促進法」が施行されています。また、成年

後見の事務の円滑化を図るための民法等一部改正

（後見人が被後見人宛郵便物の転送を受けられる

等）が 10 月 13日から施行されました。 

 ◆成年後見制度の基礎Ｑ&Ａ 

Ｑ． 成年後見制度とはどのような制度？ 

Ａ． 認知症などで判断能力が不十分な方に代わり、 

  選ばれた成年後見人等が財産の管理や必要な

契約を行うことで、本人の権利を保護し支援す

る制度です。 

Ｑ． 制度にはどのような種類がある？ 

Ａ． 法定後見制度と任意後見制度があります。法

定後見制度は、本人の判断能力などに応じて

「後見」「保佐」「補助」があり、家庭裁判所に

よって成年後見人等（成年後見人、保佐人、補

助人）が選ばれます。一方、任意後見制度は、

本人が不十分な判断能力があるうちに、将来に

備えて、自ら選んだ後見人と予め契約を結んで

おくというものです。 

Ｑ． 法定後見制度の成年後見人には誰が選ばれ

る？ 

Ａ． 家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任

するため、本人の親族以外にも法律・福祉の専

門家などが選ばれる場合があります。 

Ｑ． 成年後見人に任期はある？ 

Ａ． 通常、本人が判断能力を取り戻したり、亡く 

  なるまで、成年後見人の役割は続きます。 

Ｑ． 制度を利用するにはどうすればいい？ 

Ａ． 法定後見制度は、本人の住所地の家庭裁判所 

  に審判等を申し立てます。 

   任意後見制度は原則、公証役場で任意後見契 

  役を結ぶ必要があります。 

   

編集後記   

今年も残り２カ月となりました。年末はどこも慌た

だしくなります。年内に仕上げたい仕事は今のうちか

ら早めに取り掛かり、余裕を持って行動できるように

準備をしておきましょう。 

                

 

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/


 

                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施 設 数 定 員 数 従 事 者 数 社 福 経 営 施 設 

総       数 66,213   3,551,331   899,172   26,361   

老 人 福 祉 施 設 5,327   158,205   44,335   4,045   

障 害 者 支 援 施 設 等 5,874   195,298   99,547   3,752   

児 童 福 祉 施 設 37,139   2,599,480   603,769   16,826   

（うち保育所等） 25,580   2,481,970   517,183   13,647   

その他の社会福祉施設 17,154   577,320   141,992   1,211   

（うち有料老人ホーム） 10,651   424,828   138,452   563   

厚労省、平成27年度社会福祉施設等調査の概況を公表 

～保育所等は4.4％増加～ 

 

 

 

◆９月15日、厚労省は「平成27年度社会福祉施設等調査」の結果を公表しました。この調査は、全国の

社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握するために実施されているもので、今回は平成27

年10月１日の調査に基づいて集計されたものです。 

 これによると、保育所等は前年に比べて1,071施設の増加（4.4％増）で、有料老人ホーム（サ高住）

は1,019施設の増加（10.6％増）と、どちらも高い伸びを示しています。また、定員数も保育所等は6.1％

増の約250万人、サ高住は8.6％増の逆に障害者支援施設等は77施設減少（1.3％減）でした。また、何

らかの社会福祉施設の定員は350万人を超え、従事者数は約90万人にのぼりました。 

 また経営主体としては、保育所等のうち約53％が社会福祉法人ですが、一方でサ高住のうち約83％は

営利企業という結果でした。保育所等は社会福祉事業ですが、サ高住は社会福祉法人では公益事業として

位置づけられることも要因の一つと考えられます。 
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２０１６年 

１１ 月 １日 

トピックス 

 

(参考：厚労省ＨＰ) 

 

 

※老人福祉施設は、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、障害者支援施設等は、障害者支

援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、保育所等は幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園、

保育所のそれぞれ合計数 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

◆公正取引委員会は 9 月５日、介護分野における活発な競 

争を促進すべく、株式会社などの新規参入に対する環境整 

備や税制、補助制度の見直しを求める報告書を示しました。 

 報告書では、①多様な事業者の新規参入、②公平な競争 

条件、③事業者による創意工夫の発揮、④利用者の適切な 

選択、の４項目を検討課題に挙げ、これらの規制を緩和す 

ることで介護の受け皿の増加や質の向上、事業者の採算性 

向上が期待できるとしています。 

 報告書は、事前に社福や株式会社などへの調査や意見交 

換会が行われた結果に基づいて作成されました。そのうち 

特養の運営に関して社福に行ったアンケートでは、回答者 

の約８割が株式会社の参入に反対する意見を示す一方、株 

式会社へのアンケートでは、新規参入を認めるべき(14.5 

％)、条件付きで認めるべき(60.9％)と、参入に積極的な意 

見が多数を占める結果となりました。 

 社会医療法人など一部に限り参入を認める意見や、低所 

得者の入所を守るのであれば新規参入者にも社福と同じ条 

件を課して参入を認めればよい、などといった様々な意見 

も挙がっています。 

具体的な提言は右上の通りですが、参入規制の撤廃や社福への優遇見直しなど、全体を通して規制緩和

を求める内容となっており、同委員会は今後政府の規制改革推進会議の議題にするよう求めていく方針

です。 

 

介護分野に関する規制緩和を提言 

～公正取引委員会、競争促す～ 

 

 

 

 

 

 

 

トピックス 

 

障害者の受入拡充検討 

～障害福祉事業所などに新基準～ 

 

 

 

 

 

 

 

◆障害者、高齢者が障害福祉サービスと介護保険のどちらの事業所でもサービスを受けられるように

するため、厚労省が事業所の指定基準を見直す方針であることが明らかになりました。 

 現在の制度では、障害者が65歳を迎えると介護保険の適用が優先されるため、障害福祉事業所から

サービスを受けられなくなります。また、障害福祉事業所より介護事業所の方が指定基準が厳しく、

障害福祉事業所が、指定を受けていない介護保険サービスを提供できないといった事情もあります。 

 こうした点を改善するため、障害福祉サービスと介護保険に共通する、通所、訪問、短期入所サー

ビスに「共生型サービス」を新設して基準を満たした事業所に両方の指定を認める方針です。 

 指定基準は今後審議会で議論し、2018年度の導入を目指す方針ですが、障害者にとっては利用し

慣れた事業所を継続利用でき、事業所にとっては利用者の幅が広がることで、定員の空きを解消でき

るなどの利点があるとされています。 

 一方、障害者と高齢者では求められる介助の方法が異なる場合もあるため、対応できる人材や事業

所がどこまで出てくるかが課題といった指摘もされています。 

トピックス 

(参考：公正取引委員会ＨＰ) 

 

 

(参考：朝日新聞/毎日新聞ウェブ) 

 

≪ 提言の主な内容 ≫ 

◆参入促進 

 株式会社等の理由で参入を排除する合

理性・必要性は乏しいため、医療法人、株

式会社などが社福と対等に参入できるこ

とが望ましい。 

◆イコールフッティングの確保 

 税制上の優遇は株式会社などとの差を

狭める方向で見直し、特養への施設整備に

対する補助は公益を果たすために必要な

範囲で行われるべき。 

◆事業者の創意工夫に向けた整備 

 保険内・保険外サービスの混合介護を弾

力化すべき。 

◆情報公開・第三者評価の充実 

 利用者が入手しやすい方法によって更

なる情報公開を期待するほか、第三者評価

の対象を広げ、受審促進に向けた施策を講

じるべき。 
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