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平成30年４月９日　第1893回例会

社会奉仕フォーラム
防犯と交通安全について

本 日 の
プログラム

前回例会出席率
72.34%４月 母子の健康月間

　４月は「母子の健康」月間です。
これについて、My Rotaryから引用
して話をします。
　1990年～2010年にかけて、５歳未
満の子供の死亡数は、世界全体で推
定で1,200万から760万人に、さらに最
近は560万人へと減少はしています。しかし560万人
という数は、一日に約15,400人の５歳未満の子供が死
亡していることを意味します。また2012年の統計に
よりますと一日に800人の女性が、妊娠や出産に関連
する事柄で命を落としています。その死亡率は、都
市文化から離れた地域、貧困地域、教育の普及率が
低い地域で特に高くなります。思春期に妊娠した場
合、合併症や死亡につながるリスクが高まることが
わかっています。（尚、1990年～2010年にかけて妊娠

や出産に関連する死亡数は、約半数に減少はしてい
ます。）
　母子の健康を守るために、出産時だけでなく、出
産前後の時期に、正しい知識とスキルをもって対応
する必要があり、ロータリーでは母子の健康を長期
的に改善するために、「５歳未満児の死亡率と罹患率
の削減、予防接種」「妊婦の死亡率と罹患率の削減」「地
域社会での出産前・出産時のサポート（栄養食の提供、
感染病の予防、保健教育）」「地域社会の文化に適し
た支援と、性と生殖に関する保険プログラム、家族
計画サポート」「母子の健康に関連した仕事で活躍し
ていくことを目指す専門職業人のための奨学金支援」
などの活動をしています。
　この「母子の健康」月間は2015－2016年度から始
められたもので、今後の取組、活動が期待されてい
ます。詳しくはウェブサイトMy Rotaryをご覧くだ
さい。

■小福田　博
１．はじめに

⑴　税理士の数と相続税の申告件数
①　税理士数（H30.３月）：
　　77,174名、2,251名、516名
②　申告件数（H28年分）：
　　105,880件、2,306件、659件

　　■　この数字の意味するものは？
　⑵　相続税対策のポイント

○　贈与は時間をかければ、極めて有効な相続
対策

〇　生前贈与加算という制度を知る
〇　相続税法第22条　評価の原則
　▶　財産の価額：当該財産取得時の時価
　▶　債務の金額：その時の現況　
○　税務調査では名義預金の指摘でのトラブル

多数

２．贈与は契約行為（贈与税は相続税の補完税）
　⑴　民法第五百四十九条

　贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で
相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾す
ることによって、その効力を生ずる。

　⑵　その贈与は成立していますか？

▶　０歳児への贈与は？その子が贈与の事実を
知らない場合は？

▶　納税さえしていれば大丈夫？
　⑶　贈与を成立させるためには

①　贈与契約書の作成（未成年者は、親権者の
署名押印も）

②　銀行口座への振込を利用（履歴を残す）
③　銀行届出印は受贈者ごとに分ける
④　受贈者自身が、通帳、印鑑、カードを管理

する　　等
　⑷　契約書を作成していない贈与には
　　・贈与確認書

３．贈与の種類と特徴
　⑴　通常の贈与　　　　　　　　　　　
　　▶　一般贈与と特例贈与、最高税率は55％
　⑵　相続時精算課税制度による贈与　

▶　60歳以上から20歳以上へ、2,500万円（超過
分は20％）

　⑶　配偶者間の居住用不動産の贈与
　　▶　婚姻期間20年以上、2,000万円
　⑷　住宅取得等資金の贈与　　　　　　

▶　省エネ住宅：1,200万円、それ以外：700万円（本
年９月まで）

　⑸　教育資金の一括贈与　　　　　　　
▶　1,500万円、受贈者30歳まで、平成31年３月まで

会員卓話「相続に関する卓話③」会員卓話「相続に関する卓話③」

　⑹　結婚・子育て資金の一括贈与　　　
 ▶　1,000万円、受贈者50歳まで、平成31年３月

まで
　⑺　注意すべき事項　

①　何時、どの贈与を行うか？
②　対象とならない相続人にも贈与の事実を教

えるか？

４．不動産を利用しての相続対策
　⑴　賃貸建物のみの贈与による節税
　　▶　敷金相当額も贈与、賃料は受贈者の所得
　⑵　タワーマンションの購入
　　▶　固定資産税は対策済み
　　▶　いずれは評価通達の変更もあり得る

　⑶　賃貸物件の購入は自己資金が原則

５．生命保険を利用しての相続対策
　⑴　生命保険金の特徴

①　死亡保険金は受取人固有の財産
②　遺産ではないので、遺産分割協議の対象に

ならない
③　保険金以外の部分が「遺留分の減殺請求」

の対象になる
④　みなし相続財産として課税される
⑤　「500万円×法定相続人の数」までの額は非

課税
　⑵　自宅は長男、保険は次男で大丈夫か？会  長  の  時  間 青﨑　　彰



議　題
１）４・５月例会プログラム及び行事予定

（添付資料） … 承　認
２） 会計報告（別紙明細）
　⑴　３月度試算表について … 承　認
　⑵　観桜会収支決算報告 … 承　認
３） その他
　⑴　次回理事会について
　　平成３０年５月１４日（月）　例会後～　於：開聞 … 承　認

定例理事会議事録定例理事会議事録 会議名
場　所
日　時

出席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成３０年４月２日（月）
例会後　～　
青﨑　彰・小福田博
池畠泰光・加島　繁
橋元　隆・吉田健朗
竹添　寛・稲留　宏
岡部龍一郎・下村哲也
田中和俊・丸山　修
松元　まや

４月２日のスマイル  小計 8,000円　2017～2018年度　累計 682,183円

●海江田　順三郎君／誕生祝いを頂き、有難うござい
ます。明日で満90才になり、クラブの平均年令を更に
上げることを申し訳なく存じますが、お許し願います。
●丸元　貞夫君／誕生日祝、有難う御座居ます。４月
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ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ゲスト紹介：米山記念奨学生　モス・アミナ・サリナ様
ビジター紹介：鹿児島西ＲＣ　幹事　小山　光義様
　　　　　　　　　　　　　　　　　鮎川　吉弘様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　青﨑　彰君
奨学金支給：米山記念奨学生　モス・アミナ・サリナ様
誕生日お祝い：海江田順三郎君（３日）　田中　和俊君（13日）
　　　　　　　丸元　貞夫君（30日）
会務報告：幹事　小福田　博君
１）本日の配布　①月信４月号
２）市内ＲＣ会長幹事会開催
　　4/5（木）　18：30～　サンデイズイン鹿児島　
　　出席者：丸山　修君・青﨑　彰君・小福田　博君
３）ＲＣＣ例会　4/8（日）11：00～　鹿児島市中央公園
　　指名出席者⇒海江田・石塚・椨　各会員
４）４月ロータリーレートは１ドル＝104円です。（３月＝108円）

５）本日　定例理事会　例会後　於：開聞
６）次週　4/9（月）例会プログラム
　　・社会奉仕フォーラム　「防犯と交通安全について」
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
鹿児島西ＲＣより：4/28（土）開催　ライラＰＲ
　　　　　　　　　鹿児島西ＲＣ　幹事　小山　光義様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鮎川　吉弘様
卓話：会員卓話＝小福田　博君
　　　　　　　　「相続に関する卓話③」

第1892回例会
前々回（３月22日）の補正

54名
54名

34名
29名

72.34%
60.42%

出席報告 会員数 出席数 出席率
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　⑴　民法第五百四十九条

　贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で
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ることによって、その効力を生ずる。
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３．贈与の種類と特徴
　⑴　通常の贈与　　　　　　　　　　　
　　▶　一般贈与と特例贈与、最高税率は55％
　⑵　相続時精算課税制度による贈与　
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ゲスト卓話＝南日本放送アナウンサー　松木　圭介様
「2020～鹿児島国体・東京五輪に向けて～」

次 回 例 会　平成30年４月16日（月）

　⑹　結婚・子育て資金の一括贈与　　　
 ▶　1,000万円、受贈者50歳まで、平成31年３月

まで
　⑺　注意すべき事項　

①　何時、どの贈与を行うか？
②　対象とならない相続人にも贈与の事実を教

えるか？

４．不動産を利用しての相続対策
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　　▶　敷金相当額も贈与、賃料は受贈者の所得
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　　▶　固定資産税は対策済み
　　▶　いずれは評価通達の変更もあり得る

　⑶　賃貸物件の購入は自己資金が原則

５．生命保険を利用しての相続対策
　⑴　生命保険金の特徴

①　死亡保険金は受取人固有の財産
②　遺産ではないので、遺産分割協議の対象に

ならない
③　保険金以外の部分が「遺留分の減殺請求」

の対象になる
④　みなし相続財産として課税される
⑤　「500万円×法定相続人の数」までの額は非

課税
　⑵　自宅は長男、保険は次男で大丈夫か？

30日で78才になります。此れからは、海江田先輩を見
倣って、公私共々頑張ります。
●田中　和俊君／誕生祝いありがとうございます。49
才になります。40代最後となる一年間、悔いのない一
年間となるよう仕事にプライベートにがんばりたい
と思います。よろしくお願いいたします。


