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◆ 今週のこよみ ◆ ご自分の予定を確認して下さい
５／１６(月) 先勝
１７(火) 友引

今週のことば

こども家庭庁
子ども政策の司令塔となる「こども家庭
庁」の設置法案が今国会で成立する見通
し。来年４月に創設し、少子化対策や虐待
防止など子どもの課題に総合的に取組む｡

先週の株と為替

特別農業所得者の承認申請
カンヌ国際映画祭（～２８日）

１８(水) 先負

日経平均株価

円(対米ﾄﾞﾙ)

5/ 9(月) 26,319 ▼684

131.20 ▼0.69

10(火) 26,167 ▼152

130.34 △0.86

１９(木) 仏滅

ゴルフ全米プロ選手権

２０(金) 大安

４月の消費者物価指数発表

11(水) 26,214 △ 47

129.96 △0.38

２１(土) 赤口

小満

12(木) 25,749 ▼465

128.83 △1.13

13(金) 26,428 △679

128.80 △0.03

２２(日) 先勝

令和６年から変わるＮＩＳＡ制度
◆現在のＮＩＳＡ制度は３種類

インボイス発行事業者登録に係る経過措置
令和５年１０月から、消費税の仕入税額控除の方
式としてインボイス制度が実施されます。インボ
イス（適格請求書）を発行できるのは、登録を受
けた課税事業者（適格請求書発行事業者）に限ら
れ、令和５年１０月から登録を受ける事業者は原則、
令和５年３月までに登録申請書を提出します。
なお、免税事業者が適格請求書発行事業者の登
録を受けるためには原則、課税事業者選択届出書
を提出して課税事業者となる必要がありますが、
令和５年１０月から令和１１年９月までの日の属す
る課税期間中に登録を受けた場合には、登録日か
ら課税事業者となる経過措置が設けられています
（課税選択届出書の提出は不要）。

ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）は、金融機関で開
設したＮＩＳＡ口座内で、毎年一定金額の範囲内で購
入した投資信託等の金融商品から得た利益が非課税
になる制度で、現在、以下の３種類があります。
◎一般ＮＩＳＡ……上場株式や投資信託等を年１２０
万円まで購入でき、その配当金や譲渡益が５年間非
課税となります。なお、令和６年から積立投資枠を
設けた２階建ての新たな制度に変わります。
◎つみたてＮＩＳＡ……長期・積立・分散投資に適し
た一定の投資信託に限定して年４０万円まで購入で
き、その分配金や譲渡益が２０年間非課税となります。
◎ジュニアＮＩＳＡ……未成年者を対象とした制度
（親権者等が代理で運用・管理）で、上場株式や投
車所有者に課税される自動車税種別割
資信託等を年８０万円まで購入でき、その配当金や譲
渡益が５年間、非課税となります。なお、令和５年
自動車の所有者には、自動車税種別割（軽自動
末で制度が終了となります。
車などは軽自動車税種別割）の納税通知書が届き
ます。これは、４月１日時点で自動車を所有して
◆令和６年から見直される一般ＮＩＳＡ
一般ＮＩＳＡは令和６年以降、非課税対象や非課税 いる方に１年分が課税されるため、年度の途中で
名義変更された場合でも、その年度分の税金は前
投資枠が見直され、２階建ての制度になります。
１階部分は、つみたてＮＩＳＡと同様に一定の投資 所有者が納めることになります。
なお、自動車の新規登録又は抹消登録（廃車）
信託に限定して年２０万円まで、２階部分は、上場株
式や投資信託等（高レバレッジ投資信託など一部の した場合、自動車税種別割については月割により
商品を除く）を年１０２万円まで購入できる制度とな 課税又は還付されます（軽自動車税種別割には月
割課税制度はありません）。
り、非課税期間は５年間です。
２階部分を利用するためには、原則として１階部
分で積立投資を行う必要があります。ただし、投資
経験者が２階部分で上場株式のみに投資する場合に
は、１階部分での積立投資を行わなくても２階部分
のみ利用することもできます。
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令和 6 年（2024 年）から変わる NISA 制度の概要
◆現在の NISA 制度の概要
通常、上場株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け
取った配当に対して約 20%の税金がかかります。
NISA（少額投資非課税制度）は、金融機関で開設した NISA 口座（非課税口座）内で、毎年一
定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になる制度で、現在、成年が利用で
きる一般 NISA・つみたて NISA、未成年が利用できるジュニア NISA の 3 種類があります。
なお、令和 2 年度制度改正において、一般 NISA とジュニア NISA の見直しが行われ、一般
NISA については、令和 6 年（2024 年）以降、一般 NISA の非課税対象および非課税投資枠が
見直され、2 階建ての新しい NISA に変わります。
また、ジュニア NISA については、新規の口座開設が令和 5 年（2023 年）までとされ、令和
6 年（2024 年）以降は新規購入ができないこととされました。
【令和 5 年までの NISA 制度】
一般 NISA
非課税期間
5 年間
非課税投資枠
120 万円
上場株式・ETF・公募株
投資可能商品
式投信・REIT 等

つみたて NISA
ジュニア NISA
20 年間
5 年間
40 万円
80 万円
長期・積立・分散投資に
一般 NISA と同じ
適した一定の投資信託
積立投資（累積投資契約
買付方法
通常の買付け・積立投資
一般 NISA と同じ
に基づく買付け）のみ
払出し制限
なし
なし
あり（18 歳まで）
備考
一般とつみたて NISA は年単位で選択可能
令和 5 年末で終了
※成年年齢の引き下げに伴い、令和 5 年から、一般 NISA・つみたて NISA については 18 歳以
上の方、ジュニア NISA については 0 歳～17 歳の方が利用できます。
◆令和 6 年以降の NISA 制度の概要
一般 NISA は令和 6 年（2024 年）以降、積立・分散投資による安定的な資産形成を促す観点
から、積立てを行っている場合に別枠の非課税投資を可能とする 2 階建ての制度に見直されます。
改正後の新たな NISA では、積立投資用の非課税枠（１階部分）が設けられ、投資対象はつみた
て NISA と同様となり、非課税投資枠は年間 20 万円です。また、これまでの一般 NISA と同様
に上場株式や投資信託等（監理銘柄・整理銘柄に指定されているものや、ヘッジ目的等以外でデリ
バティブ取引による運用を行っているものを除く）に投資できる非課税枠（2 階部分）が設けられ、
非課税投資枠は年間 102 万円です。
原則として、2 階部分で上場株式等の買付けを行うためには、１階部分での積立投資を行う必要
があります。ただし、令和 5 年（2023 年）末時点で NISA 口座を開設していた方など投資経験
者が 2 階部分で上場株式のみに投資する場合は、「特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出
書」を提出することで 1 階部分での積立投資は不要となります。
【令和 6 年以降の NISA 制度】
新 NISA
つみたて NISA
非課税期間
5 年間
20 年間
1 階部分：20 万円
非課税投資枠
40 万円
2 階部分 102 万円
1 階部分：つみたて NISA と同様
長期・積立・分散投資に
投資可能商品
2 階部分：上場株式・ETF・公募株式投信・REIT 等
適した一定の投資信託
1 階部分：つみたて NISA と同様
積立投資（累積投資契約
買付方法
2 階部分：通常の買付け・積立投資
に基づく買付け）のみ
払出し制限
なし
なし
備考
新 NISA とつみたて NISA は年単位で選択可能
※一般 NISA で保有している株式・投資信託等については、非課税期間が終了した後、新 NISA
の 2 階部分の非課税投資枠への移管（ロールオーバー）が可能です。ただし、2 階部分の非課税
投資枠（102 万円）を超過する場合は、1 階部分の非課税投資枠（20 万円）を使います。

