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◆ 今週のこよみ ◆

ご自分の予定を確認して下さい

今週のことば

Ｇｏ Ｔｏ キャンペーン
地域経済の再活性化を図るために、観光や
飲食、イベントなどの需要喚起策を実施。
例えば、「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」では国内旅
行の代金を１／２補助する（上限あり）。

先週の株と為替

６／２２(月) 赤口
２３(火) 先勝

発行日２０２０年 ６月２２日(月)

オリンピックデー、沖縄慰霊の日

２４(水) 友引
２５(木) 先負

日経平均株価

円(対米ﾄﾞﾙ)

6/15(月) 21,531 ▼774

107.35 ▼0.15

16(火) 22,582△1051

107.32 △0.03

２６(金) 仏滅

国連憲章調印記念日

17(水) 22,456 ▼126

107.34 ▼0.02

２７(土) 大安

サッカーＪ２再開、Ｊ３開幕

18(木) 22,355 ▼101

106.96 △0.38

２８(日) 赤口

貿易記念日

19(金) 22,479 △124

106.96 ±

0

国会で４月以降に成立した主な改正等は

納税の特例猶予の申請期限について

閉会した第２０１回国会で、４月以降に成立した主
な改正法等は次のとおりです（コロナ関連を除く）。
◎年金制度改正法……＊短時間労働者を被用者保険
（厚生年金、健康保険）の適用対象とする事業所の
規模要件（現行５００人超）を段階的に引下げ、令和
４年１０月に１００人超、令和６年１０月に５０人超と
する、＊６０～６４歳の在職老齢年金制度について、
支給停止となる基準額を４７万円（現行２８万円）に
引上げる、＊年金の受給開始時期を６０～７５歳（現
行６０～７０歳）の間で選択可能とする、＊確定拠出
年金の加入可能年齢引上げなど。
◎中小企業成長促進法（経営承継円滑化法などの改
正）……中小企業が事業承継時に保証債務を借り換
える場合や、他の事業者から事業用資産等を取得し
て事業承継（第三者承継）する場合に、経営者保証
を不要とする信用保証制度を創設するなど。
◎道路交通法の改正……＊本年６月３０日から、あお
り運転を取り締まる「妨害運転罪」を創設し、通行
妨害目的で車間距離不保持や急な進路変更、急ブレ
ーキなどをした場合は懲役３年以下又は罰金５０万
円以下とし、著しい危険（高速道路での停車等）を
生じさせた場合は懲役５年以下又は罰金１００万円
以下とする、＊一定の違反歴がある７５歳以上は、運
転免許証更新時に運転技能検査を義務付けるなど。
◎著作権法等の改正……＊違法にアップロードされ
た著作物へのリンク情報を集約したリーチサイト等
の運営や、リンクを提供する行為を規制し罰則を科
す、＊違法ダウンロード（違法ににアップロードさ
れたものだと知りながらダウンロードする行為）の
対象を著作物全般に拡大するなど。

新型コロナの影響により、本年２月以降の任意
の期間（１ヵ月以上）において、事業等に係る収
入が前年同期比概ね２０％以上減少しており、一時
に納税することが困難である場合は、無担保・延
滞税なしで１年間、納税を猶予する特例が設けら
れています。
この特例猶予は、本年２月１日から令和３年１
月３１日までに納期限が到来するものが対象とな
り、納期限までに申請を行う必要がありますが、
６月３０日までは納期限後でも申請が可能です。
そのため、納期限が本年２月１日から６月３０日
までに到来するものについては、６月３０日が申請
期限となります。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５２３

税務署等の処分に不服がある場合
税務署長等が行った国税に関する処分に不服が
ある場合は、税務署長等に対する「再調査の請求」
や、国税不服審判所長に対する「審査請求」によ
り処分の取消しや変更を求めることができます
（なお不服がある場合は裁判所に「訴訟」を提起）。
令和元年度に処理された「再調査の請求」のう
ち、納税者の主張が一部でも受け入れられた割合
は１２.４％（処理件数１５１３件のうち１８７件）で
した。また、「審査請求」については、１３.２％（同
２８４６件のうち３７５件）となっています。
詳
細
請
求
手
順

情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記
の手順で取り出すことができます。【無料】
①03-3940-6000 へＴＥＬ(プッシュ回線)。
②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。
③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。
※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。

情報ＢＯＸコード２０１５２３

２０２０．６．２２

第 201 回通常国会で 4 月以降に成立した主な改正等の概要
◆年金制度改正法
◎被用者保険（厚生年金保険、健康保険）の適用拡大
(1)短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件（現行、従業員数 500
人超）を段階的に引下げ、令和４年 10 月に 100 人超、令和６年 10 月に 50 人超とする。
(2)5 人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士、社会保険労務士等の資格を有する
者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。※令和４年 10 月施行。
◎在職中の年金受給の在り方の見直し ※令和 4 年 4 月 1 日施行。
(1)65 歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年 10 月に改定する。
(2)60 歳から 64 歳の在職老齢年金制度について、年金の支給が停止される基準を現行の 28 万
円から、65 歳以上の在職老齢年金制度と同じ 47 万円に引上げる。
◎受給開始時期の選択肢の拡大 ※令和 4 年 4 月 1 日施行。
現在 60 歳から 70 歳の間となっている年金の受給開始時期について、繰下げ受給の上限年齢を
75 歳に引上げ、60 歳から 75 歳の間で選択可能とする。
◎確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
(1)確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。
(2)中小企業向け制度の「簡易型 DC」や「中小事業主掛金納付制度（iDeCo プラス）」の対象範
囲を現行の 100 人以下から 300 人以下に拡大する。
◆中小企業成長促進法
中小企業成長促進法は、経営承継円滑化法、中小企業等経営強化法、地域未来投資促進法、産業
競争力強化法、中小機構法の 5 つの法律をまとめて改正したものとなっている。
◎事業承継時の経営者保証の解除支援
中小企業が承継時に保証債務を借り換える際、経営者保証を不要とする信用保証制度（経営承継
借換関連保証）を創設。また、中小企業が他の事業者から事業用資産等を取得して事業承継（第三
者承継）する際、経営者保証なしで M＆A 資金等を調達できるよう信用保証制度を拡充する。
◎中堅企業の成長環境の整備
地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者が、事業拡大により中小企業要件に該当しなくなっ
ても、計画期間中は同計画による中小企業支援を継続する特例を措置する。
◎中小企業向け施策体系の整理
中小企業向け計画認定制度について、異分野連携新事業分野開拓計画、特定研究開発等計画、地
域産業資源活用事業計画を整理・統合し、経営力向上計画、経営革新計画、地域経済牽引事業計画
の３計画を中心とした施策への整理を行う。
※一部を除き、公布（令和 2 年 6 月 19 日）から 6 ヵ月以内に政令で定める日から施行。
◆道路交通法の改正
◎あおり運転に対する「妨害運転罪」の創設 ※令和 2 年 6 月 30 日施行
(1)他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反（車間距離不保持、急ブレーキ禁止違反等の
10 類型）をした場合、懲役 3 年以下又は罰金 50 万円以下、違反点数 25 点、免許取消し。
(2)(1)の行為により他の車両等に著しい危険（高速道路での停車等）を生じさせた場合、懲役 5
年以下又は罰金 100 万円以下、違反点数 35 点、免許取消し。
◎高齢運転者対策の充実・強化 ※公布（令和 2 年 6 月 10 日）から 2 年以内に施行
(1)75 歳以上で一定の違反歴のある者は、運転免許証更新時に運転技能検査を受けていなければ
ならないこととし、その結果が一定の水準に達しない者は運転免許証の更新をさせない。
(2)申請により、対象車両を安全運転サポート車に限定するなどの条件付免許を与える。
◆著作権法の改正
◎リーチサイト対策 ※令和 2 年 10 月 1 日施行
違法にアップロードされた著作物（侵害コンテンツ）へのリンク情報を集約した「リーチサイ
ト」や「リーチアプリ」を運営する行為等を刑事罰の対象し、リンクを掲載する行為等を著作権等
を侵害する行為とみなし、民事上・刑事上の責任を問えるようにする。
◎侵害コンテンツのダウンロード違法化 ※令和 3 年 1 月 1 日施行
違法にアップロードされた著作物のダウンロード規制について、対象を音楽・ 映像に限らず著
作物全般（漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなど）に拡大し、漫画の１コマ〜数コマな
ど軽微なものや、二次創作・パロディ、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情
がある場合のダウンロードは規制対象外とする。

