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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2608回例会 平成 26年 5月 21 日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      矢島 紀昭 会員 

◇ お客様 

明治安田生命保険相互会社 成田支社教育育成部長 池田 誠正 様 

三井住友海上火災保険株式会社 八田 光雄 様 

◇ ニコニコボックス 

石指 雅啓 会員：5 月 20 日は成田空港の開港記念日でした。お陰様で

37 年目に入りました。昔のデーターを紐解いてまいりましたら、開港当

初は 1 日 167 回の発着回数でした。しかし、昨年度は平均すると 1 日

620 回の発着回数です。お客様も当初は 900 万人でしたが、昨年度は

3,600 万人の利用がありました。これは過去最高です。開港当初の福永

運輸大臣が「難産の子は健やかに育つ」と挨拶しておられますが、1 本

だった滑走路も 2 本になり、今では地域の方から 3 本目を造れというお

話も頂いております。私どももそういう思いをしっかり受け止めていき

たいという事でニコニコいたします。 

喜久川 登 会員：先週と先々週、生まれて初めて卓話に参りまして寸

志をいただきました。富里ロータリークラブと倫理法人会です。題目は

旅行と仕事で失敗した話でした。また 6 月 8 日、2005 年に申し込んだ

宇宙旅行の日本人で行く 6 人のメンバーで、名古屋で無重力の実験と言

うのがあります。これは旅行会社の手配ですが、20 秒間の無重力を 5 回

くらい行います。 

諸岡 靖彦 会員：今日の朝日新聞、毎日新聞に成田山新勝寺の奥殿で

開催された将棋の名人戦の模様が掲載されております。お昼にはうな重、

天重の出前。おやつには、羽生さんへ和菓子と緑茶。森内名人は同じも

のとフルーツロールケーキ、レモンティーを御所望されました。地元の

和菓子店米屋の和菓子が将棋名人戦とともに全国に話題が広がるといい

なということでニコニコいたします。 

石橋 菊太郎 会員：5 月 4 日、当家で孫が生まれました。外孫で男の

子が 4 人、今回生まれた内孫は女の子でした。 

遠藤 英一 会員：あと 7 回、無事に務めきれますようニコニコいたし

ます。 

田村 幸宏 会員：5 月 9 日のニコニコで、10 日にオープンいたします

第 1 ターミナル中央ビル 4F の東京食賓館『おもたせ処』のお知らせを

させていただきました。初日はスムーズな滑り出しである程度の売り上

げも達成いたしました。今後ともよろしくお願い致します。 
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◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんにちは。そろそろ梅雨が近づき天候も不規則な季節

となりました。 

 本日は卓話を頂戴することになっている明治安田生命保険相

互会社の池田誠正様、ようこそおいでくださいました。後ほど

卓話をよろしくお願いいたします。本日のテーマは相続に関す

ることとお聞きいたしております。私も税理士業を営む者とし

て、また、税理士とは異なる視点からのお話を楽しみにいたし

ております。 

 さて、先週１４日の成田コスモポリタンロータリークラブの２０周年行事には４０人を

超える会員にご参加いただきありがとうございました。また、この５月はホームミーティ

ングの開催が佳境に入っております。私も５月８日のＥ班を皮切りに、２０日のＣ班、そ

して昨日２２日のＡ班のホームミーティングに参加してまいりました。後は２６日のＦ班

を残すだけです。今年度は会員の皆様のご意見を頂戴する目的で例会中の「一言、言わせ

ろ」コーナーを始めましたが、やはり多数の会員の前では遠慮してしまう新会員もいたり

して、あまり実効性がありませんでした。 

しかし、１０人程度の小さな会であると、経験の豊かな会員も新会員もいろいろな意見

を忌憚なく表現できるようです。やはり、今年度も開催して良かったと思っております。

それぞれのグループの状況またはクラブに対する要望等はこの３０日の例会時に各グルー

プで書記を務めた会員により発表していただくことになっておりますが、とても楽しみに

しております｡また、その内容を次年度以降のクラブ運営に生かしていただければ幸いです。 

この後、全日本空輸株式会社上席執行役員成田空港支店長の鈴木信行様と、日本ビュー

ホテル株式会社成田事業所副総支配人の川島利昭様の入会式が控えているのと、さらに池

田誠正様の卓話が控えておりますので、会長挨拶はこの辺で終わりとさせていただきます。 

最後になりましたが、三井住友海上火災保険株式会社成田支社長の八田光雄様、本日は

成田ロータリークラブの例会にようこそお越しくださいました。楽しい時間をお過ごしく

ださい。なお、八田様の正式な入会式は来週の例会時となります。ありがとうございまし

た。 

 

◇ 表彰 

米山記念奨学第 8 回マルチプル 

 日暮 俊久 会員 

 

◇ 入会式 

鈴木 信行（すずき のぶゆき） 会員  全日本空輸株式会社 

推薦人 石指 雅啓 会員、田村 幸宏 会員 

顧 問 諸岡 靖彦 会員 

所属委員会  クラブ管理運営委員会 親睦担当 

         S.A.A. 

職業分類   航空運輸 

 成田に参りまして地元を含め色んな方のご支援で、我々青い翼もここまで大きくなれた

なと実感しております。そういったものを含めロータリー活動に参画させていただき、地

元にきっちり貢献させていただきながら、地域の活性化と自分の業務の活性化を図りたい

と思います。微力ではありますが一生懸命行いたいと思いますのでよろしくお願い致しま

す。 
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川島 利昭（かわしま としあき） 会員 日本ビューホテル株式会社 

推薦人 甲田 直弘 会員、福原 孝一 会員 

顧 問 喜久川 登 会員 

所属委員会  クラブ管理運営委員会 プログラム担当 

         R 財団・米山記念奨学委員会 R 財団担当 

職業分類   都市ホテル 

 成田ロータリークラブに入会させていただきましたこと、大変光栄に思っております。

それと共に大変緊張もしております。これから長いお付き合いになるかと思いますが一生

懸命ロータリーの気持ちを持ちながら勉強していきたいと思ってお

ります。また手前どもは、“すべてのお客様に感謝していただき社会

に貢献しよう”というのが一番の社訓になっております。先ほどレク

チャーを受けた時にも社会に貢献するのがロータリーの基本と考え

させていただきましたので、例会場という事で手前どもの社員も一緒

に勉強させていただければと思いますので今後ともよろしくお願い

致します。 

 

◇ 委員会報告   

・次年度親睦委員会  吉田 稔 リーダー 

次年度親睦リーダーの吉田です。直接関係する方には事前に連絡してお

りますが、本日例会終了後、次期の親睦活動等について委員会を開催い

たします。お時間のある方はアドバイスなど頂ければと思いますのでご

参加よろしくお願い致します。 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

＜回覧＞ 

１．週報  成田ＣＲＣ、富里ＲＣ、旭ＲＣ、八街ＲＣ 

２．米山記念奨学会より   ハイライトよねやま 

３．交通遺児育英会  「君とつばさ」 

＜ご連絡＞ 

１．次年度ロータリー手帳が届いています。 

   事務局より 1 冊貰ってください。 

２．週報の送付に関して、メールか印刷のどちらかにしてください。 

３．会員名簿を回覧しています。訂正がありましたら各自、直してください。 

４．5 月 30 日（金）例会   入会式予定  

玉造幼稚園     浅野氏 

稲垣興業      菊池氏 

三井住友海上火災  八田氏 

５．今日 6 月 23 日～10 月 17 日までクールビズ期間となります。 

 

◇ 卓話 

＜相続について＞ 
明治安田生命保険相互会社 成田支社教育育成部長 池田 誠正 様 

～相続税の改正について～ 

今般、平成 25 年度税制改正により、戦後初めての相続税の「基礎控除の引き下げ」が実施



 4 

されることとなりました。 

このことにより、これまで相続税はかからないと思われていたご家庭でも、平成 27 年 1

月 1 日以降に発生した相続からは、相続税がかかってくる可能性があります。 

当社主催の相続セミナーにおいても、多くのお客さまがご参加されており、みなさんの感

心の高さがうかがえます。 

 

○相続税の基礎控除の引き下げ 

平成 27 年 1 月 1 日より、「相続税の基礎控除の引き下げ」が実施されます。具体的には、 

現在の、 

「定額控除」が 5,000 万円、「法定相続人比例控除」が 1,000 万×法定相続人 から、 

改正後は、 

「定額控除」が 3,000 万円、「法定相続人比例控除」が 600 万×法定相続人 に変更とな

ります。 

 

○相続人の確認 

相続を考えるうえで、基本となるのが、「法定相続人の確認」です。 

法定相続人には優先順位があり、配偶者は常に相続人となります。 

お子さまは第１順位、親御さまは第２順位、兄弟姉妹は第３順位です。 

第１順位のお子さまがいる場合、第２順位の親御さまと、第３順位の兄弟姉妹は相続人に

はなりません。この場合の法定相続分は、配偶者 1/2、お子さまが

1/2 となります。 

同様に、第１順位のお子さまがいない場合は、第２順位の親御さ

まが相続人となり、第３順位の兄弟姉妹は相続人とはなりません。

この場合の法定相続分は、配偶者2/3、親御さまが1/3となります。 

第２順位の親御さまもいない場合は、第３順位の兄弟姉妹が相続

人となります。この場合の法定相続分は、配偶者 3/4、兄弟姉妹が

1/4 となります。 

 

○相続税の計算 

被相続人の財産の総額を「遺産総額」といいます。ご家庭で大体の「遺産総額」を確定さ

せて以下のように計算して下さい。 

① 「遺産総額」－「非課税財産（生命保険金）」＝「課税相続財産の価格」 

② 「課税相続財産の価格」－「債務・葬儀費用」＝「純資産価格」 

③ 「純資産価格」＋「相続開始前３年以内の贈与」＝「課税価格の合計」 

④ 「課税価格の合計」－「基礎控除」＝「課税遺産額」 

「課税遺産額」がプラスであれば、相続税の申告と納付の可能性があります。 

遺産については、申告・納税の有無に関わらず、相続人全員で遺産の分割について話し合

い、遺産分割協議書を作成します。申告・納税が必要なご家庭は、10 ヵ月以内に原則、現

金で一括納付を行うこととなっています。10 ヵ月以内に遺産の分割ができない場合、「配

偶者の税額軽減」等の適用も受けられず、税負担が増える可能性がありますので、「遺産分

割」は「争族」とならないためにも生前中に十分な対策が重要となります。 

 

○相続税を軽減する方法 

・生命保険金の特典の活用 

生命保険金には「500 万円×法定相続人の数」まで非課税の特典があります。 

前項の①の計算過程で「遺産総額」－「非課税財産（生命保険金）」となりますので、生命
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保険にご加入の方は非課税の金額分、課税対象が少なくなります。 

たとえば、相続人が 3 名の場合で、現金 2,000 万円と生命保険金 2,000 万円をそれぞれ受

け取った場合、現金 2,000万円では、全額相続税の課税対象となりますが、生命保険金 2,000

万円で受け取った場合は「500 万円×法定相続人の数」まで非課税とすることができます

ので、1,500 万円まで非課税となります。よって、課税対象は 500 万円となります。つま

り、現金を受け取った場合より、保険金を受け取った方が課税対象は少なくなります。 

・生命保険料を贈与する方法 

生前贈与は１年間に 110 万円までの贈与の場合、贈与税はかからなく、申請も必要ないと

いう制度です。しかし、父が子の名義の預金口座に積み立て、子が贈与の事実を知らない

ケースは、名義預金と認定され、口座名義はお子さまであっても、その預金は父の財産と

なり、税務調査等で、贈与と認められない可能性があり、セミナーでも多くのお客さまが

「間違った方法で贈与をしていた」とお話しをされるケースもありました。 

そこで、生命保険料を贈与する１つの方法があります。 

「昭和 58 年 9 月の国税庁事務連絡」によると、 

たとえば、父から子に贈与し、子が契約者とする生命保険に加入した場合、「贈与事実の心

証が得られたものは、これを認める」と明記されています。 

ここでいう、心証とは、以下の６つのことを行うことです。 

① 「毎年贈与契約書を作成する」 

② 父から子の口座に振り込む 

③ 保険料は子の口座から引き落とす 

④ 子が口座の通帳・印鑑を保管する 

⑤ 贈与税がかかる場合は、贈与税を納付し、申告書を保管する 

⑥ 父は生命保険料控除は使わない 

この方法を活用することで、確実に渡したい人に贈与をすることができます。 

 

○相続税の納税資金の準備 

相続税の計算をすると、残された相続人にどれだけの税金がかかるのかがわかります。 

その税金の納付のために納税資金を準備する必要があります。 

・現預金で備えている方 

現預金は遺産分割協議の対象となり、相続人の話し合いで分け方を決める必要がありま 

す。万一、財産の分け方に納得できない方が１人でもいると遺産分割協議は成立しませ 

ん。成立しないと、預貯金は引き出せないこととなり、株式等も売却できないこととな 

りますので注意が必要です。「争族」にならない為にも、遺言を活用するのも１つのポイ 

ントです。 

・生命保険で備えている方 

生命保険の生命保険金は、相続人の方が遺産分割協議中であっても、受取人の口座にお 

支払いたします。 

仮に遺産分割協議が成立していない状況でも、生命保険があれば当面の生活資金に活用 

ができるメリットがあります。特に土地・建物などの分割が難しい財産を受け継ぐ相続 

人を受取人にすることをお勧めします。 

 

○その他、注意事項 

・二次相続 

 相続は二次相続まで考えて納税資金を準備することが必要です。 

たとえば、被相続人はご主人、法定相続人が配偶者と子ども２人、相続財産４億円の場 

合で、法定相続分どおり相続したと仮定すると、 
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「一次相続での納付相続税額は 4,050 万円」かかります。その後、奥さまの相続（二次 

相続）が発生すると「二次相続では 2500 万円」かかり合計で 6,550 万円の納税資金の準

備が必要です。（ふたつの「そうぞく」8 ページ参照） 

また、上記の設定と同様で、配偶者が先に亡くなられていたら、残された子ども２人の 

納付相続税額は 9,800 万円となります。（ふたつの「そうぞく」8 ページ参照） 

つまり、万一、配偶者が先に亡くなられている場合、「配偶者の税額軽減の特例」が使え 

ず、思わぬ相続税がかかりますので、納税資金が不足する可能性があります。 

・生命保険金にかかる税金 

契約者・被保険者・受取人がすべて違っていると、贈与税の課税対象となります。 

生命保険金を受け取っても、贈与税の対象となりますので注意して下さい。 

・遺留分を理解する 

 遺留分は民法で認められた法定相続人の確保できる最低限の相続分のことをいいます。 

 遺言等で侵害された場合、法定相続人は遺留分を侵害している他の相続人に対して、そ 

の侵害額を請求することができます。（遺留分の減殺請求） 

 特に、土地・建物のように、高額で分割が難しい財産を受け継ぐ相続人が、遺留分の減 

殺請求された場合、土地・建物を売却して支払わなくてはならない可能性もありますの 

で注意が必要です。 

 相続人が配偶者とお子さまの場合、各人の遺留分は、配偶者 1/2、お子さま 1/4 です。 

 お子さまのみの場合は、1/2 となります。 

・お子さまがいない夫婦の場合 

 第１順位の相続人であるお子さまがいない場合は、第２順位の親御さまが相続人になり 

ますが、親御さまもいない場合は、第３順位の兄弟姉妹が相続人になります。 

 配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4 となります。 

 唯一、兄弟姉妹には遺留分がないため、夫婦それぞれが「配偶者に全財産を」という遺 

 言書の作成が有効です。 

 

○最後に 

相続を考えるにあたり、「遺産分割」を円滑に進めることを考える必要があります。 

相続税の納付の有無に関係なく遺産分割は必要です。これがうまくいかないと、１０ヵ月

の納付ができず思わぬ税負担が発生したり、極端な遺産分割となると、遺留分の減殺請求

が発生するなど「争族」が発生します。 

相続税の納付が必要なご家庭はもちろん、納付が必要ないご家庭でも、「家」をお持ちの場

合は「争族」となる可能性がありますので、この機会に相続についてお考えになることを

お勧めします。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 靖彦、石橋 菊太郎、矢島 紀昭、橘 昌孝、横田 匡彦、設楽 正行 
松田 泰長、石川 憲弘、近藤 博貴、角田 幸弘、大澤 浩一、小川 賢  
各会員 

5 月 17 日 奉仕プロジェクト委員会 

遠藤 英一、松田 泰長、喜久川 登、飯田 正雄、矢島 紀昭、深堀 伸之
長原 正夫、吉田 嘉浩、吉田 稔 各会員 

5 月 20 日 Ｃ班ホームミーティング 

松田 泰長、石橋 菊太郎、神﨑 誠、日暮 俊久、小泉 英夫、佐藤 英雄 
佐久間 高直、矢島 紀昭、吉田 稔 各会員 

5 月 23 日 次年度親睦委員会 

 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ４０ ２３ ６３．４９％ １００％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


