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2013 年度税制改正のポイント
3 月 29 日｢所得税法等の一部を改正する法律｣が成立し、4 月 1 日より 2013 年度税制改正が実施さ
れます。下記に主な改正内容を紹介します。詳細は､山本拓国会事務所までお問い合わせください。
【資産課税】
【個人所得課税】
【法人課税】
■所得税の最高税率の見直し(課
税所得 4,000 万円超について 45％
の税率を創設)
■日本版ＩＳＡ(少額投資非課税
制度)の創設(10 年間、500 万円)
■金融所得課税の一体化の拡充
■住宅ローン減税の拡充(4 年間延
長し、認定住宅の最大控除額を 500
万円に、それ以外の住宅を 400 万
円にそれぞれ拡充。)
■認定住宅の取得及びリフォーム
工事に係る住宅投資減税の拡充
(投資型省エネ改修工事の対象に
高効率ｴｱｺﾝ･高効率給湯器･太陽熱
利用ｼｽﾃﾑを追加。適用期間は、投
資型 5 年間､ﾛｰﾝ型が 4 年間。固定
資産税 1/3 軽減を 3 年間延長。)

■相続税の基礎控除の引下げ
(｢5,000 万円+1,000 万円×法定相続
人数｣⇒｢3,000 万円+600 万円×法定
相続人数｣)
■小規模住宅等の特例の拡充
■贈与税の税率構造の見直し
■相続時精算課税制度の拡充(贈与
者の年齢要件を 65 歳以上⇒60 歳以
上に引下げ､受贈者に孫を追加)
■事業承継税制の見直し（親族要件
を撤廃して親族外承継を認める､事
前確認制度の廃止等）
■子や孫等への教育資金の一括贈
与に係る贈与税の非課税措置創設
■不動産譲渡契約書等に係る印紙
税の税率の特例の拡充等及び領収
書の免税点の引上げ

■生産等設備投資促進税制の創設
■グリーン投資減税の対象設備の
拡充･新設(ｺｰｼﾞｪﾈ設備等を追加)
■研究開発税制の拡充(控除上限額
を税額の 20％⇒30％に引上げ)
■所得拡大促進税制創設(給与等支
給増加額の 10％の税額控除)､雇用
促進税制拡充(税額控除額を増加雇
用者数 1 人当り 20 万円⇒40 万円に)
■商業･ｻｰﾋﾞｽ業･農林水産業を営む
中小企業等が建物附属設備(1 台 60
万円以上)又は備品等(1 台 30 万円以
上)を取得した場合に、取得価格の
30％の特別償却又は 7％の税額控除
(要件有)を認める措置を創設。
■中小法人の交際費課税特例の拡
充(交際費800万円まで全額損金算入)

再生可能エネルギー買取価格改定

使用済み小型家電のリサイクルがスタート

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の 2013 年
度新規参入者向け買取価格が決定しました。

小型家電には、
「ベースメタル」といわれる鉄や銅、
貴金属の金や銀、そして「レアメタル」といわれる希
少金属等、様々な鉱物が含まれています。これらの資
源をリサイクルし、有効活用するため、新たに「使用
済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型
家電リサイクル法）
」が 4 月 1 日から始まります。
家電ﾘｻｲｸﾙ法
小型家電ﾘｻｲｸﾙ法

電源

太陽
光
風力
地熱

中小
水力

調達区分

10kW 以上(非住宅用)
10kW 未満(住宅用)
20kW 以上
20kW 未満
15,000kW 以上
15,000kW 未満
1,000kW 以上
30,000kW 未満
200kW 以上
1,000kW 未満
200 kW 未満
ﾒﾀﾝ発酵ｶﾞｽ化発電

バイ
オマ
ス

未利用木材燃焼発電
一般木材等燃焼発電

廃棄物系(木質以外)

調達価格(税抜価格)
1kWh 当たり

調達
期間

37.80 円（36 円）
38.00 円（38 円）
23.10 円（22 円）
57.75 円（55 円）
27.30 円（26 円）
42.00 円（40 円）

20 年
10 年
20 年
15 年

25.20 円（24 円）
30.45 円（29 円）
35.70 円（34 円）
40.95 円（39 円）
33.60 円（32 円）
25.20 円（24 円）
17.85 円（17 円）
13.65 円（13 円）

20 年

20 年

リサイクル木材
＊太陽光発電以外は、2012 年度価格をそのまま据え置き

対象品目

使用済み
家電の
回収方法
再資源化
の実施
消費者の
費用負担

ﾃﾚﾋﾞ､ｴｱｺﾝ､冷蔵
庫･冷凍庫､洗濯
機･乾燥機の 4 品目
家電販売店(小売
業者)が消費者か
ら回収し､製造メ
ーカーがリサイク
ル
製造メーカー

対象品目によって
数千円程度を負担
＋運搬料金

携帯電話､ｹﾞｰﾑ機等多数
＊回収･リサイクル品目は
市町村ごとに決定

市町村が回収ﾎﾞｯｸｽや回
収ｱﾝﾃﾅ等を設置して回
収＊回収方法は市町村ごと
に定められる、小型店も回
収に協力する

認定事業者等(確実･適
切なﾘｻｲｸﾙの実施につい
て国が認定した事業者)
市町村によって異なり、
品目によっては手数料
がかかる場合がある

2013 年度から雇用関係助成金が変わります！
厚労省では、事業主に対する雇用関係助成金について、非正規労働者のキャリアアップ支援、
若年層の安定雇用の確保、高齢者の就労促進などを目的とする新しい助成金を設けたほか、既存
の助成金で類似するものを統廃合して、活用しやすい制度体系に変更しました。
【既存のものを統廃合して新設した助成金】

【新設の助成金】
若者チャレンジ奨励金＊
（若年者人材育成・定着支援奨励金）
35 歳未満の非正規雇用の若者を、正社員雇用
することを前提に、自社内の実習(OJT)と座学
(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ
訓練)を実施する事業主に奨励金を支給。
■訓練奨励金：訓練実施期間に訓練受講者１人
１月当たり 15 万円。
■正社員雇用奨励金：訓練終了後、訓練受講者
を正社員雇用した場合に、１人当り 1 年経過時
に 50 万円、2 年経過時に 50 万円（計 100 万円）
■対象者は、過去 5 年以内に訓練を実施する分
野で正社員として 3 年以上継続して雇用され
たことがない者で、ジョブ・カードの交付を受
けた者等の条件有。
＊2012 年度補正予算による助成のため、3 月 18 日よ
り訓練計画の受付をスタートしています。

有期・短時間・派遣労働者等
キャリアアップ助成金
高年齢者雇用安定助成金
○高年齢者活用促進コース
○高年齢者労働移動支援コース

新助成金名

統廃合される助成金名

雇用調整助成金

○雇用調整助成金○中小企業緊急
雇用安定助成金

試行雇用奨励金

○若年者・日雇労働者・中高年齢
者・季節労働者・住居喪失不安定就
労者試行雇用奨励金○試行雇用奨
励金(母子家庭の母等､中国残留邦
人等永住帰国者､ホームレス)

地域雇用開発奨励金

○地域求職者雇用奨励金○地域再
生中小企業創業助成金

建設労働者確保育成
助成金
中小企業障害者多数
雇用施設設置等助成金

○建設教育訓練助成金○建設雇用
改善推進助成金
○重度障害者等多数雇用施設設置
等助成金○特例子会社等設置促進
助成金

発達障害者・難治性疾患
患者雇用開発助成金

○発達障害者雇用開発助成金○難
治性疾患患者雇用開発助成金

精神障害者等雇用安定
奨励金

○精神障害者雇用安定奨励金○職
場支援従事者配置助成金

これらの助成金は、2013 年度予算が成立した後に実施の予定です。決定次第、山本拓 HP の「NEWS：省庁
情報」に掲載します。詳細は山本拓国会事務所までお問い合わせください。

中小企業｢金融検査マニュアル・監督指針｣改正

農村と都市の共生・都市農業を支援

金融庁は、中小企業金融円滑化法が 3 月 31 日をもっ
て終了したことを受け、4 月 1 日付で「金融検査マ
ニュアル・監督指針」を改正しました。この改正で
は､金融機関は①(円滑化法終了後も)貸付条件の変
更等や円滑な資金供給に努めること②他の金融機関
等と連携し、貸付条件の変更等に努めること､以上を
明記し､今後もこれまでと変わらず支援していくこ
ととしています。以下は支援事業､相談窓口。
【経営改善計画策定支援事業】
中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担
する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及
びフォローアップ費用の総額について、2/3(上限
200 万円)を補助します。
【｢経営改善・資金繰り相談窓口｣を設置】
経営改善･資金繰りの施策紹介や個別相談を行う相
談窓口が全国に 584 か所設置されています。中企庁･
経産局(10)､中小基盤整備機構地域本部(10)､信用保
証協会(200)､日本政策金融公庫(217)､商工組合中央
金庫(100)、中小企業再生支援協議会(47)

【都市農村共生・対流総合対策交付金】
都市と農村の交流による地域活性化事業を支援。
■集落連携推進対策：子ども農山漁村宿泊体験・グ
リーンツーリズム等（上限 800 万円）
■人材活用対策:人材確保・活用支援（上限 250 万円）
■施設等整備対策：農産物販売強化促進施設･農家レ
ストラン等（補助率 1/2 等、上限 2,000 万円）
【「農」のある暮らしづくり交付金】
都市や都市近郊での農業、農地の維持活用等を支援。
■「農」のある暮らしづくり推進対策:学校給食との
連携等、都市農業の振興・都市農地の保全のための
取組や付随する簡易施設整備を支援（上限 400 万円）
■「農」のある暮らしづくり整備対策:①市民農園等、
市民が多様な目的で「農」と関わるための施設②地
元農産物の生産・加工・流通を促進するための施設、
③防風ネット等、「農」の持つ公益的機能を維持増
進するための施設等の整備を支援（補助率 1/2）
＊提出期限：2013 年 5 月 8 日(水)17 時まで(郵送は 5/8 消印有効)

