
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人事業主にも事業承継支援 

 経済産業省と財務省が、個人事業主が亡くなった際、

子供などが事業を引き継ぐときにかかる相続税の軽減を

検討していることがわかりました。 

 今年から、中小企業の自社株式を後継者に贈与・相続

する際に発生する贈与税・相続税の納税額が、大幅に猶

予もしくは一定の場合に免除される「事業承継税制」が

改正され、実質税金の負担がなくなったものの、個人事

業主には適用が出来ないこととなっています。 

 しかし、日本の企業のうち約半数は個人事業主による

経営であり、また1996年に約350万人いた個人事業主

が、2016 年には 200 万人程に減少しており、個人事業

主への事業承継対策も喫緊の課題とされていました。 

 現状では、土地の相続への減免措置はあるものの、建

物や設備等事業用資産に関しては優遇措置がないため、

特に地方の商店街など個人で経営する店舗の廃業が相次

いでおり、地域経済活性化の妨げとなっています。 

                 

 個人事業主

は経営と家計

の線引きが曖

昧なことも多

く、事業用資

産と個人資産

をどのように

分けていくの

か等、いくつ

かの課題があ

るものの、同

支援により承

継を諦めないで済む個人事業主も多いと予想される事か

ら、今後の進展を注意深く見守りたいと思います。 

 

節税保険を金融庁が問題視 

 大手生保会社を中心に広まっている「節税保険」につ

いて、既に6月から金融庁が調査に乗り出していますが、

現在でも商品は増えており、同庁は一部の商品設計につ

いて、引き続き問題視しているようです。 

 朝日新聞デジタルによると、問題になっているのは「法

人向け定期保険」で、主に中小企業が契約し経営者や役

員の死亡の際に支払われるものです。 

 保険料の支払いで利益を圧縮できることから、特に全

額経費扱いになる「全損」商品が人気です。大手生命保

険会社が、昨年4月に発売した商品の場合、60歳で契約

し保険料を 10 年間支払ったあと解約すると、支払った

保険料の約85％が手元に残ります。 

 但し、節税のために中途解約を推奨する商品は、死亡

時の保障という定期保険の本来の趣旨から逸脱している

とみられる可能性があります。 

 また、上述の商品が、既に年間5万2千件販売されて

いることや、同業他社も次々と類似の商品を販売し、節

税PRも過熱している事から、現状の商品自体は国税庁

の通達に触れていないものの、今後は国税庁が通達で規

制してくる可能性も考えられます。 

 

100回目 

 8月21日、第100回全国高校野球選手権大会の決勝

戦が行われ、史上初の2度目の春夏連覇を目指した大阪

代表の大阪桐蔭高校が、秋田県として初の優勝を目指す

金足農業高校を13対2で破り優勝しました。 

 今大会は、100回という節目の大会ということで、参

加校が56校と過去最多の出場校数となりました。ルー

ルも大きな変革があり、夏の大会として初めてのタイブ

レーク方式（延長13回に入った際は、その表の攻撃か

ら「ノーアウトランナー・一塁二塁」としてスタートし、

決着するまで延長イニング無制限で試合を再開するこ

と）という新しい試みが実施され注目を集めました。 

 また、過去に甲子園で活躍したいわゆる「レジェンド」

18人が始球式を努めたことも手伝って、大会を通じての

総入場者数が初めて100万人を超えるという歴史的成功

を収めた大会となりました。 

 第1回大会は1915年（大正4年）に開催され、参加

校はわずか10校（東北、東海、京津、関西、兵庫、山

陽、山陰、九州の9地区の代表校と、春の東京大会優勝

校）でした。この大会で準優勝したのが、秋田県の秋田

中学（現在の秋田高校）で、第100回大会と同じ県で、

かつ準優勝というところに不思議な縁を感じます。 

 大正4年と言えば、世界では前年から第一次世界大戦

のまっただ中、日本では芥川龍之介が「羅生門」を執筆

した年です。当時はまだ高校野球の代名詞「甲子園」が

なく（1924年完成）、豊中グラウンドで実施されました。  

 その後、第二次世界大戦に伴う1942年から1945年ま

での中断をはさみながらも、今年100回大会まで回数を

重ねました。 

 この100回で最も多く優勝した都道府県は、大阪府の

13回です。次いで愛知県の8回、和歌山県、広島県、東

京都、兵庫県、神奈川県の7回、愛媛県の6回となって

います。逆に未だ優勝した事のない県は、人口の比較的

少ない県を中心に20あり、都道府県の半分近くは優勝

未経験となっています。 
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 そんな高校野球に花を添えてくれるものといえば、出

場校の応援合戦です。PL学園高校や智弁和歌山高校な

どで有名になった人文字（ボードをもって「PL」や「C」

などの文字を表現するもの）や、吹奏楽部による応援で

す。そこで、昨年の夏、甲子園で演奏された応援歌のラ

ンキングを表にまとめてみました。 

 タイトルをみ

ればすぐにメロ

ディが浮かんで

くる応援歌も多

くありますが、

1位のアフリカ

ン・シンフォニ

ーや2位のサン

バ・デ・ジャネ

イロ、4位のエ

ル・クンバンチ

ェロなどは、吹

奏楽部出身者で

ないとパッとメ

ロディが浮かん

でこないと思い

ます。興味のあ

る方は一度YouTube等で検索してみてください。「あぁ、

このメロディのことね」と意外と聞いたことがあると思

われる方も多いと思います。  

 来年の選抜からは、選手の全力プレーと共に、応援歌

についても注目してみてください。 

 

防災の日 

 国土ニュース9月号の執筆日は9月1日です。9月1

日と言えば95年前の1923年（大正12年）11時58分

神奈川県と東京府（現在の東京都）を中心とする震度6

（小田原は推定7）、マグニチュード7.9を記録し、関東

大震災を引き起こした関東地震の日です。1960年（昭和

35年に内閣府が同日を「防災の日」と制定しました。 

 日本は地震大国です。2011年（平成23年）に起きた

東日本大震災や、2016年（平成28年）の熊本大震災な

どは記憶に新しいところです。 

 地震の際、テレビで良く「震度○○、マグニチュード

○.○」と言っていますね。この違いは皆さんご存知です

か？「震度」とは、地震が発生した際、私たちが住んで

いる場所（地点）での揺れの強さを表し気象庁が10階

級（0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7）に分

けているもので、地震による揺れが強くなると震度が大

きくなる仕組みです。一方「マグニチュード」とは、地

震そのものの大きさ（規模・エネルギー）を対数で表す

指標値のことを言います。 

 例えば、小さい地震（マグニチュード小）でも、住ん

でいる地域と距離が近い場合は震度が大きくなります。

逆に大きい地震（マグニチュード大）が発生した場合で

も、距離が遠い場合には、住んでいる地域の揺れが小さ

くなります。 

 この「マグニチュード」は、数値がわずか0.2増える

だけでエネルギーは2倍になります。同様に、数値が1

増えると地震のエネルギーは31.6倍、同じく2増える

とエネルギーはなんと1,000倍になります。 

これらを踏まえ、下記の表にある近年世界で起きた大き

な地震をみてみると、エネルギー規模の大きさがわかり

ます。 

 8位のチリ地震では、地震の影響で地球が変形し、地

軸が8センチずれた為、1日の長さが1万分の1.26秒短

くなった可能性があるそうです。 

 このように、人間の力では全く太刀打ちできない膨大

なエネルギーの地震ですが、日頃から備えがあれば被害

を最小限に防ぐ事が可能です。災害は忘れたころにやっ

てきます。皆さんも、住居や職場の避難経路、避難場所

等、一度防災について考えてみてください。 

 

 

本 社：０３－５２２７－３６０１（研修会受付） 

横浜支店：０４５－６５１－２８４１ 

名古屋支店：０５２－５８８－２３２２ 

関西支店：０７５－２１２－２８０１ 

大阪事務所：０６－６９２０－５５５１ 
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 東京税理士協同組合 

東京地方税理士協同組合 

千葉県税理士協同組合 

埼玉県税理士協同組合 

名古屋税理士協同組合 

東海税理士協同組合 

京都税理士協同組合 

滋賀県税理士協同組合 

大阪・奈良税理士協同組合 

神戸税理士協同組合 

阪神三税協（伊丹・尼崎・西宮） 

国土工営では 

①土地資産家のお客様の相続対策・納税対策 

②保有資産の収益力アップ・資産の組換えなど資産強化策 

③自社株評価補助・事業承継税制の活用等法人対策 

④中小企業のM&A、事業再生 

 などを手がけております。各分野の専門家が調査・実務

を担当いたしますので、お気軽にご相談ください。 

名　称 発生年 マグニチュード

1 チリ地震 1960年 9.5

2 スマトラ島沖地震 2004年 9.1～9.3
3 アラスカ地震 1964年 9.2
4 1833年スマトラ島沖地震 1833年 8.8～9.2
5 カスケード地震 1700年 8.7～9.2
6 東北地方太平洋沖地震 2011年 9.0
7 カムチャッカ地震 1952年 9.0
8 チリ地震 2010年 8.8
9 エクアドル・コロンビア地震 1906年 8.8

10 アリューシャン地震 1965年 8.7

近年世界で起きた10大地震

出典：NEVER

曲　　名 採用校数

1位 アフリカン・シンフォニー 36校

2位 サンバ・デ・ジャネイロ（Bellini） 26校
2位 We Will Rock You（Queen） 26校
4位 エル・クンバンチェロ 22校
5位 サウスポー（ピンクレディー） 21校
6位 ルパンのテーマ’78 20校
7位 紅（XJAPAN） 18校
8位 SHOW TIME（湘南乃風） 17校
8位 SEE OFF（BRAHMAN） 17校

10位 SGラッシュ優勝戦（ロッテの応援歌） 16校

11位
Bring On Nutty Stomper Fun
（西岡ロッテ時代の応援歌）

15校

12位 夏祭り（White berry） 12校
13位 宇宙戦艦ヤマト 11校
14位 あまちゃんオープニングテーマ 10校
15位 パラダイス銀河（光GENJI) 9校
16位 コンバットマーチ（早稲田の応援歌） 7校
16位 サンライズ（スタン・ハンセン入場曲） 7校

16位
スキンヘッドランニング
（ロッテの応援歌）

7校

16位 大進撃（早稲田の応援歌） 7校
16位 バンビーナ（布袋寅泰） 7校
16位 ポパイ・ザ・セーラーマン 7校

出典：テレビ朝日「日曜もアメトークより」編集

2017年夏の甲子園応援歌ランキング


