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～ 今 月 の お 知 ら せ ～

確定申告のお知らせ
平成２9年分の確定申告書の受付は、２

月１６日（金）～3月１５日（木）までと
なっております。申告会場は、宇部税務
署（宇部市）、厚狭税務署（山陽小野田
市）です。

平成３０年度税制改正大綱（主な中小関連）

平成３０年度税制改正大綱のうち、中小関連の改正について掲載します。

◎所得拡大促進税制の改組……基準年度（２４年度）との比較要件を廃止し、①給与等支
給額が前年度以上、②平均給与等支給額が前年度比１.５％以上増加した場合、前年度か
らの支給増加額の１５％を税額控除できる制度にします。また、②が２.５％以上であり、
人材投資など一定要件を満たす場合は２５％の税額控除とします。３０年４月以後開始事
業年度に適用。

◎設備投資に係る固定資産税の特例の創設……「生産性向上の実現のための臨時措置法
（仮称）」に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が取得する一定の
機械・装置等について、固定資産税を３年間、５０～１００％（市町村の条例で定める割
合）減額する特例措置を創設します。臨時措置法の施行日から適用。

◎事業承継税制の特例の創設等……１０年間の特例として、＊納税猶予の対象株式数の上
限撤廃、＊相続税の納税猶予割合を１００％に引上げ、＊雇用維持要件（５年間平均で８
割を維持）を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能（理由の報告が必要）、＊経営
環境の変化に対応した減免制度を創設する、等を講じます。３０年１月から適用。

◎外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し……一般物品について、一定の包装等を行う
場合は消耗品との合計金額で免税対象となる下限額を判定できます（合計５千円以上で対
象）。３０年７月から適用。

◎青色申告特別控除（６５万円）の見直し……①仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録の備付
け及び保存、②確定申告書、貸借対照表等をｅ-Ｔａｘで提出、いずれかを満たさない場
合は、控除額を５５万円に引下げます。３２年以後の所得税に適用。
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30年１月から適用される主な税制は

◆今月から適用開始となる主な税制

◎配偶者控除・配偶者特別控除の見直し……
配偶者控除等は、納税者本人の所得金額が１
千万円（給与収入のみの場合は１２２０万
円）以下であり、生計を一にする配偶者の所
得金額が１２３万円（同２０１万円）以下の
場合が適用対象となります（納税者の所得金
額が９００万円超の場合は控除額が逓減）。

◎つみたてＮＩＳＡの新設……年間４０万円
を投資上限として、長期の積立・分散投資に
適した一定の投資信託を定期かつ継続的な方
法（積立投資）で買付けた場合、配当や売買
益が最長２０年間、非課税となります。なお、
通常のＮＩＳＡ（年間投資上限１２０万円、
非課税期間５年）との選択制です。

◎医療費控除の適用を受ける場合の手続……
確定申告の際、医療費の領収書に基づいて必
要事項を記載した「医療費控除の明細書」を
申告書に添付して提出することになりました
（３１年分まで従来どおり領収書の添付も可
能）。なお、健康保険組合等が発行する医療
費通知（医療費のお知らせなど）を添付する
場合は、明細書の記入を簡略化できます。

◎広大地評価の見直し……相続等により取得
した広大地（三大都市圏は５００㎡以上、そ
れ以外の地域は１千㎡以上の地積の宅地）の
評価について、面積に応じて比例的に減額す
る評価方法から、各土地の個性に応じて形
状・面積に基づき評価する方法に見直します。

◎生命保険契約等に係る支払調書の提出……
保険会社等が税務署へ提出する支払調書につ
いて、生命保険契約等の契約者変更が行われ
た場合も提出が義務となります。

編集後記
確定申告の繁忙期を、手洗い・うがいの励行と

マスクの着用で、風邪・インフルエンザをシャッ

トアウト！と乗り切りたいと思います。
体調管理を万全に！

２８年における相続税の課税割合は8.1％

国税庁が公表した２８年分の相続税の申告状況

によると、２８年中に亡くなった方（被相続人）

は約１３１万人で、そのうち約１０万６千人が相

続税の課税対象となり、課税割合は ８.１％でし

た。

被相続人１人当たりの課税価格は１億３９６０

万円、税額は１７６４万円となっています。

相続税は、２７年からの基礎控除額引下げ（３

千万円＋６００万円×法定相続人数）により課税

対象となる方が大幅に増加しています。まずは相

続財産を把握した上で、対策が必要な場合はでき

る限り早く取組みましょう。また、課税の有無に

関係なく、遺産分割で“争族”にならないために

も遺言書の作成などの事前準備が大切です。

給与所得者が行う還付申告について

２９年分の所得税の確定申告は、２月１６日～

３月１５日までとなります。

給与所得者の場合、給与収入が２千万円超の方

や、給与以外の所得（退職所得を除く）が２０万

円超の方などは確定申告を行う必要がありますが、

大部分の方は年末調整で所得税が精算されている

ため、確定申告は必要ありません。

ただし、年末調整では受けることができない医

療費控除や雑損控除などを適用する場合には、還

付を受けるための申告（還付申告）を行う必要が

あります。

この還付申告は、確定申告期間に関係なく１月

から行うことができ、期間は５年間です。



保育所のｻｰﾋﾞｽ活動増減差額比率低下 ～福祉医療機構が調査内容を公表～ 

 

 

                        

             

 
                                               

                                               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 
    

平均認可定員数     (人) 108.3 107.1 △1.2 
利 用 率                   

(％) 104.9 100.8 △4.1 
児童 1 人１月当たりサービス

活動収益       (円) 103,430 108,980 5,510 

１施設当たり従事者数 (人) 26.1 26.1 △0.0 
 保育士・保育補助者 (人) 20.8 20.9 0.1 
 その他        (人) 5.3 5.2 △0.1 
常勤職員の勤続年数   (年) 9.5 9.1 △0.4 
人件費率          (％) 70.5 71.4 0.9 
経費率           (％) 18.7 18.6 △0.1 
減価償却率     (％) 3.2 3.0 △0.2 
サービス活動収益対サービス

活 動 増 減 差 額 比 率           

(％) 
7.6 7.0 △0.6 

従事者１人当たりサービス

活動収入      (千円) 5,396 5,409 13 
従 事 者 １ 人 当 た り 人 件 費    

(千円) 3,802 3,861 59 
赤 字 施 設 割 合         

(％) 13.4 15.4 2.0 
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 ◆福祉医療機構は 12 月 26 日、貸付先保育所の平

成 28 年度の経営状況について、分析結果を公表しま

した。同報告によると、平成 28 年度のサービス活動

増減差額比率は前年度から0.6ポイント低下し7.0％

となりました。直接の要因は人件費率 71.4％と前年

度から 0.9 ポイント増加したことですが、この増加は

利用率が 100.8%と前年度から 4.1 ポイント低下し

たことで収益が減少したことが大きいとしています。

なお、赤字施設割合は 15.4％と前年度から 2.0 ポイ

ント上昇しました。 

 保育従事者の処遇が注目されますが、従事者 1 人当

たり人件費は 3,861 千円と前年度比で 59 千円増加

しました。これは平成 28 年度に保育士等の公定価格

の給与単価が引上げられた影響とみられます。なお、

処遇改善等加算におけるキャリアパス分の取得率は

87.7%と、ほとんどの施設において保育士の処遇改

善への取組みが進んでいることが分かります。 

 赤字施設割合は前年度より 2.0 ポイント上昇、

15.4％となりました。赤字解消に向けては加算の取

得や利用率向上による収益の増加が求められるとし

ています。 

 保育所の経営状況に併せて、認定こども園の経営状

況も公表しました。こちらについてはサービス活動増

減差額比率は対前年度で 0.6 ポイント上昇し 10.9％

となりました。   

                           

(参考：福祉医療機構ＨＰ） 



                         

診療・介護・障害福祉３報酬の改定率決まる 

～平成 30 年度予算案も成立～ 

◆厚生労働省は 12 月 18 日、本年４月予定の医療、介護、障害福祉サービスの報酬改定の改定率を発

表しました。介護、障害福祉はプラス、診療報酬は本体をプラス、薬価を含む全体でマイナス。障害福

祉で最大の焦点だった食事提供体制加算は「与党から申し入れがあったことなどを重く受け止め」、18

年度以降も継続、次回改定では食事提供の実態を調査した上で改めて検討することが決まりました。 

 障害福祉の改定率はプラス 0.47％。介護報酬は全体でプラス 0.54％。診療報酬は本体をプラス

0.55％とするものの、薬価などを引き下げ、全体ではマイナス 1.19％となりました。 

 ３報酬とも個別サービスの報酬は本年 1～2 月に検討、決定されます。 

  介護報酬改定について 

１２月１８日の予算大臣折衝を踏まえ、平成３０年度

の介護報酬改定は、以下のとおりとなった。 

      改定率  ＋０．５４％ 

 

◆12 月 22 日には平成 30 年度予算案が閣議決定され、年金が 11 兆 6,853 億円で 1.8％増、医療は

11 兆 6,079 億円と 0.9％増。介護は 3 兆 953 億円と 2.7％増、少子化対策は 1.4％増の 2 兆 1,437

億円が計上されました。 

 また同日社会保障制度改革推進本部において｢平成 30 年度の社会保障の充実･安定化等について｣が

了承され平成 30 年度の｢社会保障の充実｣(左表)も定められました。 

 社会保障関係費の伸びは今回も 5,000 億円の範囲内に収まりましたが、これからも限りある財源で

これらの施策の推進が求められます。                （参考：総合福祉研究会） 

  障害福祉サービス等報酬改定について 

１２月１８日の予算大臣折衝を踏まえ、平成３０年度

の障害福祉サービス等報酬改定は、以下のとおりとな

った。 

   改定率  ＋０．４７％ 
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