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博多の街も山笠が終われば本格的な夏です。温度計の目盛は日増しに上昇志向一辺倒ですが、祭り
のエネルギーとその余韻を活かし、暑い夏も元気で健康に乗り越えましょう。生活の中で冷房などで
適宜温度調節することも大切ですが、十分な睡眠と十分な食事が夏バテ防止の特効薬です。
七月から八月にかけては、九州各地でも夏祭りの行事が盛んで、あちこちから祭りのニュースを聞き
ます。昨今、故郷や地方というと、高齢化・過疎化などといったマイナスイメージのことばで括られ、
残念に思いますが、祭りのような伝統行事があるのは、地元を支える人あってのものです。伝統行事な
ど、もう現代には馴染まないと思う向きも増えているのでしょうが、子供たちがゲームなどのバー
チャルな世界で過ごすことと、実際に声を出し、身体を動かして体感して過ごすのとでは、育つ感性に
かなり違ったものになるのではないかと思います。少なくとも私たちのような昭和時代前・中期世代
は、まだ懐古的なものを残しており、今でも子供の頃の記憶が懐かしく思い出されます。やはり、祭り
などの文化は守り伝えるべき日本の原風景、心の遺産ではないでしょうか。
福岡・博多には県下全域から、また他県から仕事・就学・観光・ショッピングなど、多くの人が集ま
ります。東京とはそのスケールこそ違え、全国でも数少ない活性化している都市でしょう。近代的なビ
ルが建ち、都市化が進む中でも自然や環境、伝統など、残すべきものは残したいものです。福岡という
街は、住みやすく、人と人との心が通う、いわば「都市と田舎の混在融合都市」といったイメージの街で
あり続けてほしいと思います。
何度も申し上げますが、みなさま、この夏の暑さに負けないようくれぐれも健康にご留意ください。

事業経営における賢い生命保険の活用法

生命保険の
活用法
◯◯

去る 6 月 8 日（木）に第８回セイワ地研相続セミナーを開催しました。
総合保険代理店の株式会社アイ・ティ・コンサルティングの福岡オフィス
長をされている吉野紀幸氏を講師に招いて「事業経営の視点に立った生命保
険の有効的な活用方法」について講演していただきました。
「どうして不動産会社が生命保険？」といぶかる方もおられると思いますが、実は不思議でも何でもあ
りません。事業をする人にとって、生命保険というのは万一の場合の保障だけでなく、加入の仕方に
よって法人税や所得税を上手にコントロールして、事業利益のブレを平準化したり調整したりするこ
とができ、相続税節税や遺産分割対策もできる優れものなのです。
今月はそこらあたりのセミナーのポイントを抜粋してご紹介致します。

個人事業主の保険の賢い入り方
個人事業の場合、個人事業主や家族従業員を被保険者とする保険料は原則経費になりません。
したがって、個人事業主は、まずは独立行政法人中小企業基盤整備機構がやっている「小規模企業共
済」に加入することをお奨めします。
次のようなメリットがあります。
1 掛金全額が所得控除になり、月額掛金を上限 7 万円にすると年間 84 万円につい

て税金が課税されません。
2 死亡や廃業時に受取る一時金が
「退職所得」となります。
3 法定相続人が死亡退職金を受け取った時は、法定相続人 1 人あたり 500 万円が非

課税となっており、
「生命保険金の非課税枠」と別枠で受けることができます。

法人の保険の賢い入り方
法人の場合も、まずは独立行政法人中小企業基盤整備機構がやっている「倒産防止共済（経営セーフ
ティーネット共済）」の加入をお奨めします。
倒産防止共済は、名前のとおり取引先の倒産に備えて入るものですが、掛金全額（年間最大 240 万円、
累計 800 万円まで）を損金にできるので、黒字になった時の決算対策として用いられています。
また、理由を問わず任意に解約できるので、赤字になった時に解約することで、事業利益のブレの平準
化を図ることもできます。
次に民間の生命保険ですが、保険種類や保険期間によって、3 つの経理処理に区分されます。
1 定期保険・医療保険

・・・全額損金
（または 1/3）損金
2 長期平準定期保険・逓増定期保険・・・1/2
3 終身保険・養老保険
・・・全額資産計上（損金なし）

1 の定期保険は掛捨てのイメージがありますが、保険会社によっては被保険者が若いと解約返戻率

が 80％ぐらいになる保険もあるので、法人税の節税をしながら資金積立が可能となります。
2 の長期平準定期保険や逓増定期保険は、解約返戻率も高くなり、1/2 損金タイプで 98％、1/3 損金
タイプで 100％を超える保険もあります。
生前退職金や修繕資金など大きな資金の積立に利用されています。
3 の終身保険は損金にはなりませんが、どれだけ長生きしても必ず出るので、死亡退職金の積立とし
て利用されています。

相続対策としての保険の賢い入り方
相続対策において生命保険の活用方法は次の３つがあげられます。

（１）死亡保険金の非課税枠を活用する
死亡保険金を法定相続人が受け取る場合は、次の金額が非課税となります。
500 万円 × 法定相続人の数＝非課税金額
仮に法定相続人が妻と子供２人の合計３人だとすると、500 万円 ×３人＝1,500 万円については相
続税がかかりません。ただし、法定相続人以外（たとえば子供がいる場合の孫）が受取人の場合は、この
非課税枠はありません。

（２）遺産分割で生命保険を活用する
生命保険金は民法上「受取人固有の財産」で、相続財産ではありません。
したがって、生命保険金は遺産分割協議の対象とはなりませんので、受け取らせたい人に確実に受
け取らせることができます。
しかし、相続税法上は被保険者の死亡により相続人がお金を受け取るので「みなし相続財産」として
相続税が課税されます。

（３）代償財産として生命保険金を活用する
たとえば、相続財産の大半が事業用不動産や自社株式である場合、不動産を共有にしたり、自社株式を
分散させてしまうと、相続後の事業運営が非常に困難になります。
事業用不動産や自社株式を事業承継する子供が単独で相続すると、相続財産の大半が一人に集中する
こととなり、他の相続人との争い事の原因となります。
そこで、親の生命保険金の受取人も事業承継する子供として、事業承継者から事業用資産を相続しな
かった子供に現金を代償財産として渡します。
最初から受取人を事業承継しない子供にすれば簡単ではないかと思われるかもしれませんが、上記
（２）で説明したように生命保険金は民法上の相続財産ではないので、生命保険金とは別に相続財産を
請求されるおそれがあるからです。

次回の相続セミナーは 8 月 3 日
（木）10 時開催予定です。
今回の記事や今後の相続セミナー開催についてお尋ねがございましたら、
セイワ地研までお問い合わせください。
（問い合わせ先）
ソリューション事業部

勝木 龍巳

TEL 092-713-5600

8/11（金）〜8/15（火）まで休業させて頂きます。
お知らせ 管理受託物件につきましては休業期間中も緊急連絡体制を組み迅速な対応が出来
るようにしております。

セイワボイス
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鉄筋コンクリートの寿命と歴史的建造物

セイワ地研 一級建築士
古川 義大

先日、東京で行われた建築に関するセミナーに行ってきました。テーマは
｢鉄筋コンクリートの長寿命化技術について｣です。長寿命化といいますが、
いったい今の鉄筋コンクリート造の建物寿命は何年なのでしょうか？
答えを聞くと、120 年から 150 年くらいという非常にアバウトで曖昧なもの
でした。
その理由は以下の 2 つです。
①鉄筋コンクリートの鉄筋が錆びるか錆びないかで寿命に大きな差ができる。
②鉄筋コンクリートの歴史がまだまだ浅く実証するサンプリングが乏しい。
①鉄筋が錆びるとどうなるのでしょうか？
錆びが進むと鉄筋が膨張し、覆っているコンクリートを破壊します。
これを｢コンクリートの爆裂｣と言いま
す。主要構造部である柱や梁やスラブ等が何カ所も爆裂すると、建物の強度が失われ、建物が使用できな
くなります。
例えば、長崎の軍艦島の建物は、1916 年日本で最初に造られた鉄筋コンクリート造の共同住宅です。今年
で 100 年経ちますが、その間修繕工事をしなかったので、鉄筋が錆びてコンクリートがボロボロになり、
60 年程度で建物が使用できなくなりました。
しかし、最近は鉄筋コンクリートの錆びをくい止める研究が進んでいます。錆びた鉄筋の上から亜硫酸リ
チウムという化学物質を塗ると、亜硫酸イオンが化学反応を起こして鉄筋に不動態皮膜が再生されます。
この皮膜が鉄筋の錆びをくい止めるとのことです。凄い科学の力です。
このように修繕工法の研究がどん
どん進化してくると鉄筋コンクリートの寿命は延びます。つまり何年が本当の寿命か解らなくなるというこ
とです。
②鉄筋コンクリートの歴史についてご存じでしょうか？
冒頭述べましたように、鉄筋コンクリートが発明されてからまだ 150 年程度です。
鉄筋コンクリート造りで現在も使用されている古い建物を年齢に例えて列記しますと、ニューヨークのエ
ンパイアステートビルが 86 才、日本の大阪城が 86 才、福岡の天神ビルが 56 才、福岡ビルが 55 才です。
弊社の管理物件で古い建物はというと、中央区警固にある宇田ビルが 50 才です。
どれを取っても歴史が
まだまだ浅いのです。
NEXT

セイワボイス
みなさんは、｢そんな事は無いでしょう！ヨーロッパには何百年も経っている建物があるじゃない
ですか？｣と思われるかもしれません。
しかしヨーロッパの古い建物は、石造りや鉄筋が入っていない “ 無
筋コンクリート造 ” が殆どです。
そして、たいていの屋根は木で造られています。石造りで一番古い建物は、
ギリシャ・アテネのアクロポリスの丘に祀られたパ
ルテノン神殿（女神アテーナを祀った神殿）で 2600
年前です。世界で初めての無筋コンクリート造は、イ
タリア・ローマに祀られたパンテオン神殿（色々な神
様を祀った神殿、パンは人々、テオンは神の言う意
味）で 2000 年前です。パンテオン神殿の凄いところ
は、初めての無筋コンクリート造でありながら、幅 43
ｍ、高さ 43ｍという巨大なドーム型の吹抜け空間を
造り上げた事です。下方の壁の厚さは 6ｍもあり、屋
パルテノン神殿
根のドームの厚さは 1.5ｍもあるそうです。43ｍの高
さと言えば今の建物の 15 階建てに相当します。見上げた時は凄いパワーを感じるでしょうね。
しかも
2000 年も前の建造物ですから、当時のローマ人の建設技術力はかなり高かったものと推察できます。
木造で最古の建物はというと、
日本の法隆寺で 1400 年前です。
このように 1000 年も 2000 年もという寿命の長い建物は、鉄筋が入っていない石造やコンクリート造、そ
して木造ということになります。
であれば、建物は石造りや木造がよいのでは！？と思われるかもしれませ
ん。
しかし一概にそうとも言えないのです。
鉄筋コンクリート造だからこそ、強度が保て柱や梁の本数や大きさを必要最小限に抑え、広い空間が確保
できる建物を安価で効率よく建てることができるのです。
繰り返しになりますが、鉄筋コンクリートは、コンクリートの中の鉄筋を錆びさせない事が寿命を延ばすポ
イントです。
その為には、点検・診断・修繕工事など、
日頃から小まめにメンテナンスすることが肝要です。
これらを実践しながら、
あとは長寿化に寄与する科学技術の進歩を待つことです。
私の専門分野も “ 建築 ” ですから、鉄筋コンクリートが何百年もつのか、私が生きている間にどれだけ技
術の進歩があるのか、鉄筋コンクリートの建物の寿命が延びるのか、楽しみでなりません。
考えてみると建物の寿命にもヒトの健康寿命にも共通点があるのかもしれません。
メンテナンスと科学技
術の進歩です。
“ 祈長寿 ” ですね。
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夏ぐるめ
スイカ♪

グルメ

これから８月上旬に向け旬を迎えるスイカは９０ %
が水分ですがビタミンやミネラル、食物繊維などが
バランスよく含まれています。食べ過ぎると冷えたり
お腹がゆるくなったりする事もありますが、熱中症を
防いだり疲労回復や水分補給をするのに有用な、夏
を代表する果物です。
この夏もスイカをたくさん食
べて夏バテ知らずで過ごしたいものです！

お得意さまから初もののスイカを頂きました！
こんなに大きなスイカです！
社員全員で頂きましたが、とてもみずみずしく、美
味しくて、いち早く初夏を感じることが出来ました！

健康

実は多い夏の高血圧！

血圧上昇を防ぐ５つの方法
季節の移り変わりに伴い、身体の血圧も変動することは
御存知でしょうか。
日本人死亡原因の上位を占める脳卒中や心筋梗塞は、夏の
発生率が高く、夏の血圧コントロールについても重要視さ
れるようになってきました。

夏に血圧が上昇するときとは？
温度差
冬の場合では、暖かいところから急に寒いところへ行くと血管が収縮することによって、血圧
が上昇します。
実は、同様のことが夏場にも起こっているのです。
猛烈な暑さにさらされた屋外から急に冷房の効いた部屋に入ると、一気に暑さが吹き飛び、気
分も爽快になります。しかし、この温度差も冬と同じように血管の収縮を促進させ、心筋梗塞
の原因になることがあります。

発汗
たくさん汗を流し体内の水分が不足すると、血流の悪
化、血圧上昇、血管のつまりが起きやすくなります。

夏に血圧が上昇するときとは？
1

温度差を減らす
室温を下げすぎには注意しましょう。
設定温度の目安は 26 〜 28℃とし、外気との温度差はなるべく 5℃以内にしましょう。冷房
の効いた場所へ出かけるときは上着やストールなど羽織れるものを持参し、自分で温度差を
コントロールしましょう。また、就寝時には、扇風機の風が一か所に続けて当たらないよう、首
振り機能を使って、体が冷え過ぎないようにすることが大切です。冷房をつけたまま寝ると
眠っている間に血圧が上がることがありますので、冷房を使うのであれば、タイマーを設定
し、途中で運転を止めるようにしましょう。
※前日に比べて最高気温が 5℃以上低い、または 5℃以上高い日は「脳卒中・脳梗塞注意報」
の日だそうです。いつも以上に体調に気をつかいましょう。

夏に血圧が上昇するときとは？
2

水分補給
発汗の対策としては水分補給が有効です。
汗をかいたら飲むというよりは、汗をかく前に水分
補給をしておくことが大事です。2 時間おきにコッ
プ 1 杯程度を目安に、適量をこまめに摂ると良いで
しょう。
飲むものとしては、水やお茶がオススメです。甘い飲み物やスポーツドリンクは糖分、ナトリ
ウムが含まれているため、たくさん飲むと塩分過多となり、肥満に繋がる恐れもあります。ス
ポーツドリンクを飲む場合は、水で半分に薄めて飲むくらいがちょうどよいのかもしれませ
ん。しかし、アルコールやカフェイン（コーヒーや緑茶などに含まれる）は利尿作用があるた
め、体の中の水分を出してしまい逆効果になります。これらを飲む時は注意が必要です。
さらには、睡眠前後の水分補給は必ず行うようにしましょう。夏の脳梗塞は睡眠中から起床後
の時間が多いと言われています。睡眠中、通常でもコップ 1 杯（200cc）ほど汗をかきます。夏
場はこれ以上の汗をかく場合もありますので、就寝前、起床後にコップ 1 杯程度の水分を摂る
ようにしましょう。

3

運動
１日に 30 分程度、週 3 回くらいを目安に、ウォーキングや軽い
水泳などの有酸素運動をすると血圧のコントロールに効果的で
す。ウエイトトレーニングのような力を入れる運動は血圧が急上
昇しやすいので、要注意です。

4

毎日の血圧測定
家庭用血圧計が普及し、自宅で日常的に血圧を測定することがで
きるようになりました。そこで気をつける点は、なるべく同じ時
間帯に測定することです。
血圧は 1 日の中でも変動がありますので、なるべく同じ環境で同じ時間帯に測定し、状況を正
確にみられるようにします。日々の変動をしっかり見ることで変動があった時にすぐに対応
することができます。

参照： https://www.karadakarute.jp/tanita/column/columndetail.do?columnId=458

情報 HEAD LINE
★土地の相続登記、変更未了分が散在

法務省

法務省は土地の移転登記のうち相続登記に関する調査を初めて行った。サンプリングの対象
は全国 10 地区で、大都市は神戸市の一部など 3 地区、中小都市・中山間地域は高知県大豊町
の一部など 7 地区。個人所有者で累計約 11 万 8000 人分の調査となった。6 月 6 日にその結
果が発表されたが、50 年以上にわたって登記の変更のない土地は、所有者ベースで、大都市
6.6%、中小都市や中山間地域で 26.6% だった。所有者死亡後もしかるべき手続きが取られ
ず、所有者不明となっている可能性がある。所有者不明の土地は災害復旧や農地集約などの妨
げになることも考えられる。これらの土地の多くは、用途が田畑や山林などで、低額、耕作予定
なしといったことが登記変更をしない理由のようだ。政府は相続登記の促進策を検討してお
り、この 5 月には被相続人と相続人全員の戸籍情報が記載された新たな 証明書 の発行で、
相続手続きができるように簡素化した。

★地下鉄七隈線延伸工事再開

福岡市・大成建設などのＪＶ（共同企業体）

ＪＲ博多駅前の道路陥没事故で中断していた市営地下鉄七隈線の延伸工事だが、福岡市とＪ
Ｖ企業は 6 月 8 日、事故以来 7 か月ぶりに工事を再開した。順次ボーリング調査を行い、地盤
改良などの安全対策を施しながらトンネル本体の掘削工事を進めるという。本格的な掘削着手
は 12 月以降になる見込み。当初計画の開業、供用予定である 2020 年度を目標にしているが、
現状定かではない。

★労働市場は売り手市場、有効求人倍率 1.48 に

厚生労働省

厚生労働省が発表した 2017 年 4 月末日現在の有効求人倍率
（季節調整値）
が 1.48 倍となっ
た。
有効求人倍率というのは、
働き口を見つけようとする人１人に対し、
1.48 件の求人があると
いうこと。
つまり、人手不足が強まっていることを意味し、働く気があれば働くことのできる
「完
全雇用状態」
ではある。
職業別に見ると、建設業、飲食サービス業、
ＩＴ産業、運輸業などに人手不
足感が強い。
ただ、職種、勤務地、年齢など、雇用のミスマッチは残る。
それにしても、有効求人倍
率 1.48 倍という数字は 1974 年 2 月の 1.53 倍以来 43 年ぶりの高水準。
平成バブル期の
1990 年 7 月の 1.46 倍を超える高い水準となった。
リーマンショックの翌年 2009 年は年間
ベースで 0.47 倍という低水準であったことを考えると、
現在の雇用環境はかなり良好だ。
▼都道府県別ランキング上位5位 ※（ ）内は前月比
1位…東京都／2.07倍（+0.01）
4位…愛知県／1.82倍（+0.05）
2位…福井県／2.00倍（+0.05）
5位…岐阜県／1.80倍（+0.06）
3位…石川県／1.86倍（+0.04）
ちなみに、福岡県の有効求人倍率は1.45倍で第25位。

★ウォーターフロント地区へ新交通機関プラン？

福岡市

福岡市は、ＪＲ博多駅と博多港ウォーターフロント地区（以下、 ＷＦ地区 ）を結ぶ新しい公
共交通機関の建設に向けて検討を始めた。多くの観光客を乗せた大型クルーズ船の寄港で賑
わっているＷＦ地区だが、市の中心商業地へのアクセスが課題だ。路線バス増便では道路渋滞
を惹起し、新たな交通機関の整備が求められている。市は博多駅からＷＦ地区へのアクセスに、
民間から提案のあったロープウェーも含め、交通手段や採算性などの調査を進めていく。博多
駅からの「大博通り」を立体的に活用して、新交通網を整備する検討に入った。博多港のクルー
ズ船寄港はここ数年、国内最多を誇っており、市はクルーズターミナルやホテル、民間の商業施
設などの再開発で、拠点化する計画もある。

