
                              

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 年度税制改正大綱（個人関連） 

  

 ２９年度の与党税制改正大綱が公表されました。 

 

◎配偶者控除・配偶者特別控除の見直し……３８万円の所得控除が受けられる配偶者の年収上限を

１５０万円（給与のみの場合）に引上げ、１５０万円超２０１万円以下までは控除額を段階的に縮小。

また、納税者に所得制限を設定し、給与収入１１２０万円から控除額が縮小し、１２２０万円を超える

と控除は適用不可。３０年分以後の所得税について適用。 

◎積立 NISA の創設……長期・分散投資に適した一定の投資商品に限定し、年間投資上限額４０万円、

非課税期間２０年間の積立 NISA を創設。現行の NISA（年間投資上限１２０万円、非課税期間５年）と

の選択制。３０年から適用。 

◎タワーマンションに係る課税の見直し……高さ６０メートル超のタワーマンション（居住用超高層建

築物）に対する固定資産税について、高層階ほど税額を高く、低層階ほど低くなるように見直します。

不動産取得税についても同様。３０年度から新たに課税される居住用超高層建築物（２９年４月１日前

に売買契約が締結されたものを除く）について適用。 

◎国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し……相続人又は被相続人が相続開始前１０年以

内に国内に住所を有する日本人である場合は、国内財産及び国外財産を相続税等の課税対象とする等の

見直しを行う。贈与税についても同様。２９年４月１日以後に相続等で取得する財産について適用。 

◎到着時免税店の導入……空港等の到着エリアにおける免税店（到着時免税店）を導入し、到着時免税

店において購入した物品を現行の携帯品免税制度の対象に追加する。２９年７月１日以後から適用。 

 

 

 

※ 源泉所得税の納付について 

 源泉所得税の納付期限は、１月１０日（火）

まで、また、納期の特例の適用がある方は、

１月２０日（金）までとなっています。 

お忘れのないように！ 
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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 

２０１６年１０月３日 

～ 今 月 の お 知 ら せ ～ 

２０１６年１２月２９日 
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２９年開始  

セルフメディケーション税制 Q&A 

２９年１月からOTC医薬品の購入費

用が所得控除の対象となるセルフメディ

ケーション税制（医療費控除の特例）が始まります。 

 

Q. どのような制度？ 

A 健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組を

行う方、２９年１月以降に本人又は生計を一にする

親族に係るスイッチOTC 医薬品（医薬品から転用

された医薬品）を購入し、その支出額が年間１万

２千円を超えた場合は、超えた部分の金額（８万

８千円が上限）が所得控除できる制度です。 

Q 健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組

とは？ 

A 特定健康診査（メタボ健診）や予防接種、定期

健康診断、健康診査、がん検診等のいずれかを受け

ていることです。 

Q 対象となるスイッチOTC 医薬品は？ 

A 本税制の対象となるOTC 医薬品は約

１５００品目あり、厚労省のホームページに掲載さ

れています。また、一部の製品はパッケージに対象

である旨が示された識別マークが付いています。 

Q 現行の医療費控除も適用できる？ 

A 本税制を適用した場合、現行の医療費控除は適

用できません。そのため、どちらか有利な方を選択

適用することになります。 

Q 本税制を適用するには何が必要？ 

A 確定申告書に、＊購入した OTC 医薬品の領収

書、＊定期健康診断等を受けたことを証明する書類

（結果通知表や領収書）を添付等して提出する必要

があります。 

 

一定の財産を有する方は調書の提出が必要 

 12月末時点で保有する国外財産の価額が5千万

円を超える居住者（非永住者を除く）は、その年の

翌年3月15日までに国外財産の種類や価額等を記

載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出し

なければなりません。 

 また、所得税の確定申告書の提出が必要な方で、

その年分の所得金額（退職所得を除く）が 2千万円

超であり、12 月末時点で 3億円以上の財産または

1億円以上の有価証券等（国外転出時課税の対象財

産）を有する場合は、「財産債務調書」を翌年 3月

15日までに提出する必要があります。なお、財産

債務調書を提出する方が 5千万円超の国外財産を

有する場合は、国外財産調書も提出します。 

 

国税のクレジットカード納付が 1月開始 

 インターネット上でクレジットカードによる国

税の納付手続きを行う「国税クレジットカードお支

払サイト」が、29年 1月４日から開始される予定

です（国税庁 HPなどからアクセス）。 

 クレジットカード納付は、申告所得税や法人税、

消費税、贈与税などほぼすべての国税が対象となり

ます。納付できる金額は 1千万円未満かつクレジッ

トカードの決済可能額以下となり、納付税額に応じ

た手数料がかかります。また、支払方法は一括・分

割・リボ払いを選ぶことができます。なお、クレジ

ットカード納付はインターネット上のみの手続と

なるため、金融機関やコンビニ、税務署の窓口では

利用できません。 

 

編集後記   

年明けは、法定調書、給与支払報告書、償却資産申

告書、源泉所得税の納付など税務の事務が集中します。 

また、2 月には、確定申告も始まりますので早めに

準備しましょう。                

２０１７年も宜しくお願いいたします。 
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 区分 

契約 

ルール 
工事又は製

造の請負 

食料品・ 

物品等の

買入れ 

その他 

 

250 

万円 

以下 

160 

万円 

以下 

100 

万円 

以下 

随意 

契約可 

（２社以上

の相見積） 

予
定
価
格 

会
計
監
査
人
未
設
置
法
人 

1000万円以下 

随意 

契約可 

（3社以上

の相見積） 

※企画競争

が望ましい 

1000万円超 競争入札 

会
計
監
査
人
設
置
法
人 

〇法人の実態に応じて、 

下記金額を上限に設定する。 

（上限額※）                , 

建築工事：20億円    . 

建築技術・サービス：2億円 

物品等：3000万円    . 

随意 

契約可 

（3社以上

の相見積） 

※企画競争

が望ましい 

競争入札 

厚労省、改正社福法施行に係る行政向け説明会の資料を公表 

～11月28日開催関係資料がＨＰに掲載される～ 

 

 

 

１９９ 

 

 

２０１６年 

１2月 ２９日 

トピックス 

 

（参考：厚労省ＨＰ） 

このたび同じページの上に、11 月 28 日に

社会・援護局福祉基盤課が開催した「社会福

祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者

説明会」の資料が掲載されました。 

 この中では、定款変更の手続きや社会福祉

充実計画などについて触れられていますが、

来年度からの現況報告書の様式案が示され

ているほか、社福における契約制度（入札、

随契等）に関する規制緩和についても触れら

れています。 

 定款の作成にあたっての記載事項（必要的

記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項）

については、その区分と内容についてまとめ

られているため、定款変更認可申請時の参考

になるものとなっています。 

 また契約制度の規制緩和については、これ

までの工事、物品、その他の区分による予定

価格 250 万円超、160 万円超、100 万円

超の契約に係る契約の縛りについて、いずれ

も 1,000 万円以下のものは相見積もりで可

とすることなどが検討されており、その資料

も収録されています。（右表参照） 

 重要な内容も含まれておりますので、ぜひ

一度お目通しください。              

＜契約方法の規制変更に関する検討内容＞ 

◆11月 11 日に改正社会福祉法に関連した政省令（社会福祉法施行令・施行規則）のほか、関係の通知、

事務連絡等が発出され、厚労省ＨＰに掲載されていることは既報の通りです。 



 

 

 

 

 

 

  

 

医療・福祉関係業種の初任給が最低 

～2016年賃金構造基本統計調査～ 

 

 

 

 

 

 

 

トピックス 

 

特別養護老人ホームの平均収支が過去最悪の赤字に 

～全国老施協が速報値を発表～ 

 

 

 

 

 

 

 

◆厚労省は１１月17日、2016年の「賃金構造基本統計調査(初任給)」を公表しました。この調査は、統計

法に基づく基幹統計「賃金構造基本統計」の作成を目的とした統計調査で、主要産業に雇用される労働者に

ついて、雇用形態、就業形態、職種、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等の賃金の実態を明らかにするも

のです。今回の調査では、そのうちの初任給の結果を取りまとめたものとなっています。調査は、新規学卒

者を採用した５人以上の常用労働者を雇用する15,308事業所の６月分の賃金状況をまとめたものです。 

 中でも注目すべき点として、職種別の統計において「医療・福祉」業で働く高卒男子の初任給が主要12産

業中最も低いことが明らかになり、前年度比で0.5％増（800円増）ではあるものの、初任給の月額は

151,500円という結果でした。「医療・福祉」の業種の初任給は、以下の通りです。 

トピックス 

（参考：厚労省ＨＰ／福祉新聞） 

 

 

（参考：ＣＢニュース） 

◆11月 15 日、全国老人福祉施設協議会は昨年度の特別養護老人ホームの収益状況の速報値を発表しまし

た。発表によると、全国の特養のサービス活動収益対経常増減差額比率はマイナス 1.1％で、調査を開始し

た平成 14年度以降で最も大きな「赤字」となりました。赤字施設の割合も３割を超え、特養の経営状況が

急速に悪化している状況がわかります。 

 同協議会は今年８月から会員施設を対象に、昨年度の事業活動計算書・貸借対照表を調査し、2,117 施設

の有効回答のうちサービス活動収益対経常増減差額比率を抽出・分析したところ、全国平均 3.0％、国庫補

助金等を差し引いたサービス活動収益対経常増減差額比率はマイナス 1.1％となり、どちらも過去最低とな

りました。赤字が拡大した要因について、同協議会の関係者は、一昨年度には 77.7%の施設が算定していた

「日常生活継続支援加算」を、昨年度は 47.0%の施設しか算定できなくなっている点を指摘し、「昨年４月

の介護報酬改定に伴う基本報酬の減額と、加算を算定するための要件の厳格化が、現場の施設の経営に影響

したのではないか」と述べています。また、昨年４月の介護報酬改定で拡充された介護職員処遇改善加算の

区分（Ｉ）の算定実績は 77.7%となり、改定前に比べて 18.0ポイント減少しました。この減少について同

協議会の関係者は、「現場の職員間のチームワークを保つため、この加算の対象になっていない職員に対して

も加算と同等の昇給を実現しようとする施設も少なくないが、加算の額が大きくなったことでそうした対応

ができなくなり、算定をあきらめる施設もあると思われる」と述べています。 

 介護職や保育職の処遇改善が注目される中、厚労省も様々な取り組みを行っていますが、まだまだ十分と

は言えない状況が明らかになり、今後の動向にさらなる注目が集まりそうです。 

              

〔性 別〕 

男子 大    卒 196,700円（4,400円減） 

   高専・短大卒 184,100円（2,000円増） 

   高    卒 148,200円（1,800円増） 

女子 大    卒 196,800円（1,500円減） 

   高専・短大卒 178,200円（600円減） 

   高    卒 152,900円（600円増） 

〔学歴別〕 

大    卒 196,700円（前年比2,300円減） 

高専・短大卒 179,200円（同100円減） 

高    卒 151,500円（同800円増） 
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