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2021 年 12 月 17 日（金）

ミス・バレンタインの

今週の星占い

ちゃんと

12 月 17 日〜 12 月 23 日

みんな納得！

あすか税理士法人 の

ラッキーワード
ラッキーカラー

やさし い法 律 講 座
生命保険料控除制度が変わる！
？

ちょっとした外出で、心がわく
わくする出合いがありそうで
す。日頃行こうと思っていたお
店や気になる場所を訪ねると、
ラッキーなことがあります。

あなたの優しさや特技を誰か
のために使うことで、心温ま
る贈りものを受け取ることが
できます。不要な物を片付け
ると、運気がアップします！

フリーペーパー・地図
ミントグリーン

リサイクルショップ
ターコイズブルー

年末調整の時期となり、勤務先に生命保険の控除証明書を提出し、今年は

直感が冴えます。ひらめきに
従って行動することで、幸運
に出合える時です。あなたの
未来に刺激を与える人との
出会いがありそうです。

どれくらい還付されるのだろうと年末調整結果のお知らせを心待ちにしてい
る方も多いのではないでしょうか。
さて、12 月と言えば（与党）税制改正大綱が公表される時期でもあります。
税制改正大綱は、1 月に国会で審議され、3 月末の承認を経て、4 月から施行
されるというのが通常のスケジュールになります。令和 4 年度税制改正大綱

インスピレーション
クリスタルグリーン

では、住宅ローン控除の改正が特に注目されていますが、生命保険料控除に
ついても改正要望が出されており今後の動向が注目されるところです。

生命保険料控除の控除限度額
忙しさの中、疲れやストレスが
たまりやすい時期です。立ち止
まって自分を癒やすための時
間を作りましょう。過去を修復
するチャンスがあります。
アロマ・ハーブティー
カモミールイエロー

人との交流が活発になり、
忙しくなります。約束事や
スケジュールの変更も予想
されます。良い人脈や仲間
と楽しい時間を過ごせます。
カレンダー・手帳
オレンジ色

生命保険料控除は、支払った保険料を基に控除額を計算し、保険契約の内容か

家や家族に意識を向けるこ
とが求められています。部屋
や住居を心地よくする工夫
や手作りの作業で、心豊かな
充実した時間を過ごせます。

ら一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料に区別されそれぞれ控除
額に限度額が設けられています。
控除限度額は、新制度の生命保険料の場合には、支払った保険料に応じて所得税

ホームセンター
ナッツブラウン

は各 4 万円、住民税は各 2.8 万円、旧制度の生命保険料の場合には、支払った保険
料に応じて所得税は各 5 万円、住民税は各 3.5 万円とされています。さらに、その
合計額にも限度額が設けられ所得税は12 万円、住民税は 7 万円とされています。

いつもより少し遠出したり、
外の世界に触れることで、未
来への希望が生まれて前向き
な気持ちになれます。小旅行
やドライブもおすすめです。
旅・ドライブ
空色

必要な情報や学びが得られる時
です。目上の人から人生のヒン
トを教えられたり、良いアドバ
イスをもらえます。臨時収入や
嬉しい出来事がありそう。
贈りもの
バイオレット

生命保険料控除の税金軽減効果

忙しくなるので、うまくストレ
スを発散することが大切です。
美味しいものを食べ、いつも頑
張っている自分にご褒美をあげ
ることでパワーアップできます。

生命保険料控除は、所得控除といわれる所得
（給与所得者の場合には、給与の
収入金額から給与所得控除を差し引いたもの）から差し引く控除のひとつで、そ
の差し引き後の金額に税率を乗して所得税や住民税が計算されます。そのため、
所得税の最低税率は 5％（最大は 45％）、住民税10％ですから、仮に、生命保

セレクトショップ
フォックスブラウン

険料控除が上限に達している場合には、所得税は12 万円× 5％の 6,000 円、住
民税は 7 万円×10％の 7,000 円が税金の軽減効果となっていきます。

自分を癒やしたりメンテナンス
することで、美しく元気になれ
る時です。おしゃれを楽しんだ
り、美容にお金をかけることで
パワーアップできます！
美容室・エステサロン
さくら色

あなたの中にあるひらめき
や情熱を形にしてみましょ
う。アートや音楽など、表現
することでクリエイティブ
な才能を発見できる時です。
芸術・音楽
コズミックブルー

税制改正大綱の動向

家族や身近な人との交流で、
心豊かに過ごせます。楽し
い人とのつながりに元気を
もらえます。手作りするこ
とで運気がアップします！

令和 4 年度税制改正大綱では、個々人の多様な生活保障の準備を支援・促進
するため、生命保険料控除制度の拡充が金融庁から要望されています。その要
望内容は、所得税と住民税の各保険料控除の控除限度額を 4 万円から 5 万円及
び 2.8 万円から 3.5 万円へ引き上げ、さらに所得税の控除限度額を12 万円から

ホームパーティー
夕焼け色

15 万円
（住民税は 7 万円で据え置き）と引き上げるものとなっています。わずか
ですが税金の軽減効果になりそうですね。また、相続税の死亡保険金の非課税限

़ʍɼʠɁʙɿʛʇɁȧɥɢ
度額の引上げも検討されていますので、生命保険に関する税制改正から目が離せ
ないところです。
あすか税理士法人
平成 22 年6月より千歳 の地にてあすか税 理 士 法 人千歳事 務 所として活 動させて頂いております。
税や 経営 支 援に関する各 分 野に精 通した社 員 が9 名 在 籍しております。
お問合せはお気軽にお電話ください。 TEL.0123-40-1200

キューちゃんの

今日は何の日？

恵庭市出身

参加
無料

12 月 17 日は「飛行機の日」

1903( 明治 36) 年 12 月 17 日、
アメリカ・ノースカロライナ州
キティホークの海岸にて、自転車製造業を営んでいたウィルバーと
オーヴィルのライト兄弟が、人類初となる動力飛行機（フライヤー
1 号）の初飛行に成功。1 回目に 12 秒飛行し、4 回目の飛行で 59 秒、
飛行距離約 260m の記録を樹立した。

セミナー のご 案内

SDGs·テレワーク環境下の
コミュニケーション

創業支援セミナー

1年以内に開業予定〜開業後3年以内の方を対象に、マーケ

持続可能な開発目標「SDGs」とは国連サミットで採択され

ティングやDX（デジタルトランスフォーメーション）への対

標で、日本も積極的に取り組んでいます。

す。2回ともご参加いただく事が基 本ではありますが、どち

におけるコミュニケーションの取り方や社員の評価方法につ

年以上経過している方など創業予定者等でない場合もご相

た、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目

応を通じ、経営戦略について考えるセミナーを開催いたしま

更に新しい働き方として導入が進んでいるテレワーク環境下

らかのみの受講を希望される場合や、すでに事業をされて3

いてわかりやすく説明いたします。

談ください。

令和4年

/13
114:00〜16:30

1 令和4年

（木）

2 令和4年

/11 1/25
118:30〜21:00
18:30〜21:00
（火）

講師：阿部 政友 氏

（火）

会 場

千歳商工会議所2階 大会議室

会 場

定 員

20名（先着順）

定 員

20名（先着順）

講 師

働き方改革専門員

講 師

国立大学法人 小樽商科大学 副学長 近藤 公彦 氏

内 容

・SDGsへの取り組み方
・テレワーク環境下のコミュニケーション

阿部 政友 氏

https://forms.gle/3K1Pbeerd61jGWJh7

1
2

申込方法

申込方法

右の二次元コードを読み込むか、
下記URLよりお申込みください

内 容

千歳商工会議所2階 大会議室

マーケティングの発想と戦略の考え方
小規模事業の経営戦略とDX

右の二次元コードを読み込むか、
下記URLよりお申込みください
https://forms.gle/CjEHDKKBpPdJnrpVA

※当日はマスクの着用をお願いいたします。
状況によりセミナー開催日時が変更、
中止となる場合もございますのでご了承ください。

問合せ

千歳商工会議 所

千歳市東雲町
3丁目2番 地 6

℡.0123-23-2175

