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ごあいさつ
最近、どこかへ行かれましたか？
秋も深まり、旅行会社のパンフレットやチラシ、ネット情報などでは紅葉狩りを誘うものが目に付
きます。紅や黄に染まった景色を観るだけでなく、食の方も満喫できるシーズンです。秋はいうま
でもなく実りの季節そのもので、山海の食材も豊かです。皆さまも、それぞれ思い思いの場所へ出
かけ、心身のリフレッシュに努めてはいかがですか。これから寒さに向かう季節です。冬眠に入る
動物ではありませんが、ヒトもその類の一、秋は美味しい滋養のあるものを食し、貯え、冬に向
かって体力の温存・強化を図って下さい。とはいっても、肥満や血糖値、コレステロール値など、
医療機関からレッドカードを突き付けられている方はほどほどにですが。
旅行でなくとも、スポーツや文化に触れる機会を持つこともいいでしょう。日常から抜け出し、行
動することが大事です。何かしらの感動に出会えるのではないでしょうか。ちなみに、当地福岡で
は11月12日（日）に「福岡マラソン2017」が開催されます。 都市を走る。海を走る。未来を走
る というキャッチコピーで、大勢のランナーが福岡・糸島エリアを走りぬきます。エントリーし
ている方はご健闘を、今年、選に洩れた方は来年以降の参加ご検討を・・・・。
先月はノーベル賞の発表、プロ野球、体操、陸上競技など、いろいろなスポーツの有終栄冠の発表
が続きました。私たちも、活躍した人たちのニュースを見聞きし、少しは感動を共有できたのでは
ないかと思います。
ノーベル賞は毎年選考会があります、また、スポーツでは2020年東京オリンピックを控えていま
す。これまでに活躍し、実績を積んできた人も、けがや病気やスランプで十分な結果が出せなかっ
た人も、これからという有才未完の人も、その分野その分野で努力を重ね、より発展系、成功系に
なっていけばいいと思います。そして、それらの努力が多くの人の幸せにつながるのではないで
しょうか。期待が膨らみます。

生前贈与（暦年贈与）のすすめ
平成 29 年も残すところあと 2 ヶ月となりました。
ご存知のように、平成 27 年１月以降の相続から相続税の
基礎控除額が今までの 6 割（3,000 万円＋600 万円 ×
法定相続人の数）に引き下げられ、相続税を申告しなけれ
ばいけない人は大幅に増加しています。
今月は、相続対策の王道といわれる生前贈与のうち「暦年
贈与」について、メリット・デメリット、贈与のポイント等
を分かり易くご紹介致します。

相続税申告の対象者はどれくらいか？
平成 27 年からの相続税の基礎控除額の引き下げにより、相続税申告の対象となった人数が平成 26
年度の約 2 倍となりました。
福岡国税局管内では表 1 のようになっています。
（出典：福岡国税局）

＜表1＞福岡国税局管内（福岡・佐賀・長崎）の相続税申告者
①死亡者数
②相続税申告が必要な被相続人
③課税割合
（②／①）

平成26年度

平成27年度

76,140人

76,816人

1,823人

3,540人

2.4%

4.6%

生前贈与をする目的は？
生前贈与をする目的は、将来相続人同士でもめないようにとの考えがあるかもしれませんが、一番の
目的は将来の相続税を減らすことですよね。しかし、同じ金額を相続する場合と比べて、贈与の方が税
率が高くなっています。
（右記の表 2 参照）
したがって、
「誰に」
「いつ」
「何を」
「いくら」贈与するのか、その戦略を立てることがとても重要です。

生前贈与のメリット・デメリット
生前贈与（暦年贈与）はメリットばかりでなく、デメリットもありますので、実行にあたっては注意が
必要です。
メリット

デメリット

・ 財産が減ることで、将来の相続税を減らせ

・ 相続開始前 3 年以内の贈与は、相続時に相

ることができる。
・ あげたい人に確実に財産を渡せる。

続財産に加算される。
・ 遺留分の減殺請求の対象となる。
（もらっていない人からの不満が出る。）

・ 値上がりが見込める財産は低い評価額で
贈与できる。
・ 収益を生む財産は相続人の財産を増やし、
納税資金を形成できる。

・ 贈与財産が将来値下がりすれば、相続税よ
りも不利になるおそれがある。
・ 不動産は登録免許税・不動産取得税など
の諸経費がかかる。

生前贈与とは
生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税贈与」の 2 つの方法があります。
「暦年贈与」は、基礎控除
額が年間 110 万円まで認められている贈与です。
税率等は表 2 のようになっており、20 歳以上の子や孫に対する贈与（特例贈与）とそれ以外の者（一般
贈与）に対する贈与で税率が分かれています。
＜表2＞贈与税の速算表

（出典：福岡国税局）
一般贈与

課税価格（注1）

特例贈与（注2）

税率

控除額

税率

控除額

(%)

（千円）

(%)

（千円）

10

-

10

-

15

100

2,000 千円以下
2,000 千円超 〜

3,000 千円以下

15

100

3,000 千円超 〜

4,000 千円以下

20

250

4,000 千円超 〜

6,000 千円以下

30

650

20

300

6,000 千円超 〜 10,000 千円以下

40

1,250

30

900

10,000 千円超 〜 15,000 千円以下

45

1,750

40

1,900

15,000 千円超 〜 30,000 千円以下

50

2,500

45

2,650

55

4,000

50

4,150

55

6,400

30,000 千円超 〜 45,000 千円以下
45,000 千円超
（注1）110万円の基礎控除後の金額

（注2）20歳以上の者が直系尊属から受ける贈与

（例）1,000 万円を孫（未成年者）に贈与する場合の贈与税
（1,000 万円−110 万円）×40%−125 万円＝231 万円

スムーズに生前贈与をするポイント
① 中長期にわたり計画的に贈与する。
少額であっても年数をかけ、贈与する相手を多くすることで、多くの金額の贈与をすることができ
ます。
② 値上がりや収益を生む財産を優先的に贈与する。
そのためには、所有財産の現状（評価額・収益性・将来性）を把握することが重要になります。
③ 贈与した証拠を残す。
法律上、贈与は諾成契約ですので、口頭でもかまいませんが、贈与契約書を作成したり、預貯金であ
ればお互いの通帳を通して行うなど記録を残しておくことが重要です。
④ 贈与税の申告をする。
あえて、110 万円の基礎控除額を超える額の贈与をし、贈与税の申告をすれば税務署に対する証拠
になります。
次回セイワ地研の「相続支援セミナー」は 12 月 7 日（木）10 時に開催予定です。
「相続・贈与のポイント」について税の専門家に話していただきます。
なお、今回の記事や今後の相続セミナーの開催等についてお尋ねがございました
ら、下記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

冬 の 暖 房 器 具 、どう 使 い 分 け て い ま す か？
冬の寒い時期では、冷えきった身体を暖める暖房器具が必需
品です。エアコン、ヒーターなど種類が豊富な上、それぞれの
消費電力や光熱費も異なり、どのような暖房器具が自分の暮
らしに合うのか、悩みますよね。
ぽかぽか暖かいお部屋で過ごしながら寒い冬を乗り切りま
しょう。
一般的な暖房器具には、このような種類があります。

部 屋 全 体を暖 める暖 房 器 具
・エアコン ・ファンヒーター
（石油・ガス・オイル）
・石油ストーブ ・オイルヒーター など
エアコン

ファンヒーター

石油ストーブ

オイルヒーター

最初に一気に暖めて設定温度にもっていくことができ、最終的には省電力ですむ
微風で部屋全体の温度を調整します。そのため「自動」運転にすることで、はじめに
比較的大きな電力が掛かりますが、そのあとは徐々に微力になっていきますので、
トータルで考えると電気代は安くなります。設定温度を決めることができ、また快
適な室内温度を保つよう自動で調整できるのはエアコンだけです。
石油ファンヒーターとガスファンヒーターは、火をつけて風を送るので吹き出し
口の温度が高く、近づくと体はとても暖まります。さらに風の勢いも強く、早く部
屋全体を暖めることができます。しかし一人暮らしで賃貸に住んでいる場合はガ
スの口がないということもあります。

石油ストーブでは温風は出ませんが、同じく火を使うので暖かさが届きやすいで
すね。ただ使い続けるには、寒い中石油を購入する必要があります。

最近人気が高まってきているオイルヒーターは、本体が熱くならない為ストーブ
等に比べると火傷の心配が少なくなります。また温風を送らないので肌が乾燥し
ないというメリットがあります。ただ、オイルヒーターの消費電力は、エアコンの
１０倍 (※１時間あたり ) にも上るそうです。コストパフォーマンスはあまり良く
ないかもしれません。

このほかにも、部分的に暖めるホットカーペットやセラミックヒーター等もあります。
ひとつの場所に座って読書やパソコンをしているときは、このようなカーペットを敷いたり、ヒーターを体
の近くに置いたりすると、十分暖まり体もぽかぽかになるでしょう。
暖房器具を賢く使い分けて、寒い冬を乗り切りましょう！

http://suumo.jp/journal/2017/01/05/122960/

営業1課：古賀 真理子

ちょこっと
リ ニ ュー ア ル

工事

管理物件：セントラルビル（中央区渡辺通）のあちこちをちょこっとリ
ニューアルいたしました。
まず共用部階段室。手すりや壁の塗り替え、床の長尺シート張り替えと
いう工事内容だったところ、ちょっと待ったー！と、色の提案をさせてい
ただきました。
配電盤
既 存 の 配 電 盤を淡 いイエロー
に、パイプの色をビビッドな黄緑
に塗り替えてメリハリを。

階段
階段にちょこっと色のアクセント。
奇抜過ぎず、清潔感のある明るい印象になる
よう心がけました。
室内

室内もちょこっとリニューアル。１ K 和室の間
取りをもっと使いやすく！と思いご提案。

押し入れの中段を半分カット。上部にパイプハンガーを取り付けて洋服はもちろんコー
トやワンピース等丈の長いものも掛けられるようにしました。
また、背面はアクセントで
黄緑にペイントしています。
しばらく空室が続いていましたが、
こちらの工事後 2 週間でお申し込みいただきました。
大幅なリノベーション工事をしなくても部屋を使いやすくする為に出来ることはある！
そしてそれは部屋を探しているお客様にもきっと伝わる！と信じています。
このセイワ通信が白黒で伝わりにくいのが残念です。ぜひ WEB カラー版でご覧ください！
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トピックス・表彰

福岡市

平成 29 年度 花と緑に関する市長表彰式

へ

セイワ通信 5 月号（Vol.300）にてお知らせしましたが、当社は今年の春に『 福博
花しるべ 2017 Flower Ship 』へ協賛しておりました。その功労が認められ、福
岡市より『平成 29 年度 花と緑に関する市長表彰式』へご招待頂きました。

表彰式は（公財）福岡市緑のまちづくり協会主催の『グリッピキャンペー
ン 2017』というイベント内で行われました。
この日は表彰式の他にもフラワーアレンジメント等を作る体験教室、寄
せ植え作品の展示や木登り体験など花と緑に触れ合うイベントが多数行
われていました。
天気が曇り〜小雨にも関わらず、たくさんの方がイベントに参加してい
ました。

表彰式

表彰状

木登り体験

西通りと明治通りの交わる天
神西交差点の花壇に当社のプ
レートが設置されています！

感謝状を受け取ると、地域の皆様のお役に立ちたいという当社の思いが認められたような気がしま
す。大変ありがたい気持ちでいっぱいです。
これからも本業の不動産業はもちろんのこと、少しでも地域の皆様の笑顔につながるお手伝いができ
たら良いなと思います。
民有地の緑化に助成金が受けられるのをご存知ですか？
福岡市緑のまちづくり協会は福岡市の街並みを緑溢れるものにすべく、緑化の施工費用の一部を助成
する取り組みを行っています。
先着順・申請期間などの条件があるようなので、興味のある方はぜひホームページや担当係のお問い
合わせ先などで詳細をご確認ください。
お問い合わせ先
公共財団法人福岡市緑のまちづくり協会

みどり課企画推進係 ℡092-822-5832
http://www.midorimachi.jp

福岡市だけではなく、他の地域でも緑化運動は行われています。ぜひこの機会にお住いの地域がどの
ような緑化運動を行っているか調べてみてはいかがでしょうか？

TOPICS
ガーデニング始めてみませんか？
大々的に行政区が行う緑化運動に参加せずとも、ベランダなどでちょっとした花や観葉植物を育てて
みてはいかがでしょうか？涼しくなった秋は、夏場に比べると水やりの頻度も少なく、ガーデニング
を始めるにはぴったりです。

初心者にも育てやすい花

パンジー・ビオラ

（一般的に花の大きさが4cm以上のものがパンジー、
それ以下のものがビオラです）

開花時期：11 月〜 6 月
ずぼらな方でも育てやすいですが、摘心や肥料やりを心得れば驚くほ
ど成長して初夏まで花を見ることができます。色や種類が豊富なので、
自分の好みのものを探し求めてみてください。ナメクジやダンゴ虫な
ど害虫に注意が必要です。
※巷で話題のエディブルフラワーとしても見かけますが、種自体が無農薬の
ものから取れたものに限られますので、一般的に自己栽培のものは食用でき
ません。

ガーデンシクラメン
開花時期：10 月〜 5 月
室内のシクラメンに比べ、花は小ぶりですが、寒さに強く花の少ない時
期に活躍してくれます。水やりは葉や花にかからないように。花が枯れ
たら根本から取り除きます。葉の数だけ花が咲くと言われていますの
で、元気な葉がついているものを選びましょう。
花の終わる時期になったら水やりをストップ。雨の当たらない風通し
の良い日陰で夏場は管理し、時々お水をあげれば翌年も花を咲かせま
す。土の中で眠っている間も可愛がってあげてください。

プリムラ
開花時期：11 月〜 5 月
可憐なプリムラは日光が大好き。日当たりがよければどんどんお花を
咲かせてくれます。比較的寒さに強いですが、霜や雪には弱いので本格
的に寒くなってきたら注意が必要です。新しい花の為に花がらはこま
めに取り除いてあげてください。小輪やバラ咲きのものなど、種類もあ
るので好みの一株を見つけてみましょう。
詳しい育て方などは、インターネットや書籍などでご確認いただくか、花屋さんにお尋ねください♪

情報 HEAD LINE
★九大跡地
「六本松４２１」
開業

ＪＲ九州

9 月 26 日、中央区・六本松にＪＲ九州が開発する複合施設「六本松 421」がオープンした。6 階建て
のうち、1,2 階が商業エリア、3 階から上に福岡市科学館や九大法科大学院が入る。テナントにはスー
パーの「ボンラパストレゾ」、青果販売の「八百屋の九ちゃん」
「ドラッグイレブン」
「蔦屋書店」などが入
る。場所はもと九州大学教養部があったところで、ＪＲ九州が自社の沿線以外で初めて開発した物件と
なる。

★新築物件の人気ランキング、
17 年上半期

ライフル

不動産情報のライフル（東京都千代田区）が今年上半期の新築物件（マンション・一戸建て）の人気ラ
ンキングを発表した。新築分譲マンションの部では、全国第 1 位に「ザ・タワー横浜北仲」が選ばれた。
三井不動産レジデンシャルと丸紅が開発。横浜みなとみらい線・馬車道駅に直結する地上 58 階建て、
1,176 戸の大型マンション。一方、新築一戸建てでは、全国第 1 位に「ワールドヒルズ白金」
（兵庫県川辺
郡）が選ばれた。ヨーロッパ風の街並みが特徴の全 17 区画の分譲住宅。

★宗像・沖ノ島と関連遺産群の世界遺産登録

ユネスコ

国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）は 7 月に 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 （一括登録）
を世界文化遺産に登録したが、10 月 16 日、文化庁でその認定書伝達式が執り行われた。伝達式は文化
庁長官から小川県知事、宗像市長、福津市長が出席した。登録されたのは、沖ノ島と周辺 3 岩礁（宗像大
社沖津宮）、大島にある沖津宮遥拝所と中津宮、宗像大社辺津宮、新原・奴山古墳群の全８資産。沖ノ島
は本土から約 60 ㎞離れた孤島で、古代から航海の安全を守る神として崇められていた。大陸から奉納
された指輪や鏡などが数多く出土し、国宝に指定されたことから「海の正倉院」とも呼ばれる。

★空き地集約の条件緩和

国交省

国土交通省は、点在する空き地や空き家を土地区画整理事業で集約して、有効活用する制度について
検討に入った。人口減による空き地・空き家などの増加問題を抱える地方都市で、まとまった土地を確
保しやすくして再開発事業の促進を図る。共同広場や住民交流施設の整備、店舗新設などへの活用をめ
ざす。市街地整備の代表的な手法である土地区画整理事業の場合に、空き地を他の土地と換地するとす
れば、現行法では原則、角地や接道状態が同じような土地との交換しか認めていない。しかし、同条件の
土地が事業区域内にない場合も多く、そのまま空き地が虫食い状態のまま残るケースも多々あるため、
国交省では法を整備し、角地や接道が異なる条件の土地でも土地の交換を可能にする制度をつくる。
2018 年にも導入する見込みだ。

★17 年度、宅地建物取引士、受験者 20 万人超え

不動産適正取引推進機構

不動産の取引資格である 17 年度宅地建物取引士資格試験が 10 月 15 日に実施された。国土交通省
から実施委託を受けている不動産適正取引推進機構によると、受験者は昨年を 5% ほど上回る 20 万
9145 人という。今年の試験の難易度は昨年と概ね同じレベルだと見られる。
昨年の合格基準点は 50 点満点の 35 点だった。

