
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 税務調査状況再び  

 昨年 12 月、国税庁は「令和 2 事務年度における相続税

の調査等の状況」を発表しました。 

 国土ニュースでは、228 号（令和 3 年 10 月号）にて、

平成30年分と令和元年分の「相続税の申告件数」及び「相

続税の調査実績」について既に掲載しておりますが、今回

は令和2年分と、令和元年分で比較掲載してみたいと思い

ます。 

 令和2年分の被相続人数（死亡者数）は、対前年比99.4％

と微減でしたが、そのうち相続税の申告書の提出に係る被

相続人数は、逆に対前年比 104.4％と微増し、課税割合は

令和元年分の8.3％から8.8％と増加しています。課税価格

の総額は16兆3,937億円（同103.9％）、申告税額の総額

についても2兆915億円（同105.9％）と増加しています。 

 被相続人数のうち、課税対象被相続人数と課税割合の推

移についても、平成 27 年施行の相続税法改正（基礎控除

引き下げ）による課税対象者増加後ほぼ一貫して増加して

おり、平成27年では約10万3,000人（課税割合約8.0％）

だったものが、令和2年には、約12万人（同8.8％）とな

っています。 

 相続財産の推移についても平成 27 年の 15 兆 6,362 億

円から、令和2年の17兆4,168億円と5年間で実に1兆

7,806億円（111.3％増）も増加しています。 

 興味深いのは、内訳項目の比較で、5年間で土地は5兆

9,400 億円から6兆 389億円と 989億円（101.6％）の増

加に留まっているのに対し、現金・預貯金は4兆7,996億

円から5兆8,989億円まで1兆993億円（122.9％）増加

しているところです（下記表参照）。 

 

 このままの伸び率で行けば、数年後には、現金・預貯金

等が一番の項目になりそうです。 

 最後は、相続税の実地調査の状況です。令和2事務年度

においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、実

地件数は大幅に減少していますが、大口や悪質な不正が見

込まれる事案を優先して調査したとのことで、実地調査 1

件当たりの追徴税額は943万円（147.3％）増と過去10年

間で最高を記録しています。今後も新型コロナウイルスの

終息が不透明であり、暫くの間は実地調査が難しい状況に

あると思われます。悪質な不正が見込まれる案件について

は論外ですが、大型の相続案件については、十分に留意し

対応していく必要がありそうです。 

     

 成人の儀式  

 今年の成人の日は 1 月 10 日（月）でした。現在の成人

の日は、ハッピーマンデー制度により1月の第2月曜日と

なりましたが、1999年（平成11年）までは1月15日が

成人の日でした。 

 全国で初めて成人式を行ったのは、埼玉県の蕨（わらび）

市です。蕨市のHPによると、1946年（昭和21年）11月

22日に敗戦のため虚脱状態だった若者たちを励まそうと、

蕨町青年団が中心となり祭りを企画（青年祭り）、その中

のプログラムとして「成年式（せいねんしき）」の名称で

行われたようです。 

 2年後の1948年（昭和23年）に祝日法が公布・施行さ

れ、翌年 1 月 15 日が成人の日となりました。それ以降、

多くの地方で実施され今日に至ります。 

 この成人のお祝いの慣習は、奈良時代からみられ、「元

服」といわれています（呼び名や風習については、時代・

地方・階級等によって異なり、また諸説ある）。元服の「元」

土地 家屋 有価証券
現金・預
貯金等

その他 合計

平成27年 59,400   8,343     23,368   47,996   17,256   156,362  
平成28年 60,359   8,716     22,817   49,426   17,345   158,663  
平成29年 60,960   9,040     25,404   52,836   18,688   166,928  
平成30年 60,818   9,147     27,733   55,890   19,591   173,179  
令和元年 57,610   8,793     25,460   56,434   19,228   167,524  
令和2年 60,389   9,302     25,811   58,989   19,678   174,168  

　　　　　　　　　　　　　　　　　相続財産の金額の推移　　　　　　　　　（単位：億円）
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令和元年分 令和2年分

① 10,635件 5,106件

② 9,072件 4,475件

③ 85.3％ 87.6％

④ 1,541件 719件

⑤ 17.0％ 16.1％

⑥ 3,048億円 1,785億円

⑦ 572億円 319億円

⑧ 本税 587億円 416億円

⑨ 加算税 95億円 66億円

⑩ 合計 681億円 482億円

⑪ 申告漏れ課税価格 2,866万円 3,496万円

⑫ 追徴税額 641万円 943万円

重加算税賦課件数

重加算税賦課割合

申告漏れ課税価格

⑥のうち重加算税賦課対象
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追徴課税

実地調査

一件当たり

相続税の調査実績

項目

実地調査件数

申告漏れ等の非違件数

非違割合
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相続税の申告実績

令和元年分 令和2年分

1,381,093人 1,372,755人

254,517人 264,455人

157,843億円 163,937億円
19,754億円 20,915億円
13,694万円 13,619万円

項目

被相続人数（死亡者数）

相続税の申告書の提出
に係る被相続人数

課税割合

相続税の納税者である
相続人数

課税価格

税額

課税価格

税額

115,267人 120,372人

8.3％ 8.8％

1,714万円 1,737万円
被相続人

一人当たり
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は首＝頭、「服」は着用を表しており、それは即ち「頭に

冠をつける」ことを指しています。そのため 12～16 歳の

武家の男子は元服の時「烏帽子」をつけることで、大人と

して認められるようになりました。 

 この烏帽子をつける文化は、室町時代以降、元服で烏帽

子をつけないのは僧侶と貧民、流浪人の類のみであったと

言うくらいに民間にも広く普及していきました。 

 女性についても、平安時代から安土桃山時代にかけて

「裳着（もぎ）」と言われる通過儀礼（髪上げ・お歯黒・

眉剃り厚化粧の上、殿上眉を描く）を行うことで、大人の

仲間入りをし、結婚などが許されていました。 

 では、現在の世界では成人年齢はどうなっているのでし

ょうか。法務省の統計によると、現在日本ではお馴染みと

なっている 20 歳成人というのは、実は「世界標準」では

ありません。 

20歳成人を採用し

ているのは、日本

以外では、タイ、韓

国、ニュージーラ

ンド、モロッコ等

数か国で、16歳成

人のネパール、21

歳成人の数か国を

除くほとんどの国

では、18 歳成人を採用しています。明治 9 年から約 140

年間民法で定められていた20歳成人は、今年の4月1日

から 18 歳に変わりますが、これも世界の現状を鑑みると

自然な流れなのかもしれません。 

 最後に、世界のユニークな成人式をいくつかご紹介しま

す。 

 まず、アフリカのケニアでは、マサイ族の成人通過儀礼

として、ライオンを投槍で仕留めるというものがあります。

猛獣狩りが出来てこそ一人前の戦士として認められると

いうところからの儀式だったようですが、現在はライオン

の生息数が絶滅危惧レベルまで減少しているということ

で、イギリスの環境団体の働きかけもあり、2012 年から

隔年で、狩猟の代わりに、槍投げや垂直跳び、中距離走な

ど6種目で競い合う「マサイ・オリンピック」に変わって

います。 

 ブラジルのアマゾン川流域に住む先住民サテレ・マウエ

族は、何と、毒アリに手を噛ませる「バレットアントグロ

ーブ」という危険な儀式を行っています。この儀式は、ア

リに手を噛ませる 10 日前から始まります。成人を迎える

男は儀式までの 10 日間、野生動物かアリだけを食べて生

き延びます。更に前日には、儀式をするための主役のアリ

「パラポネラクラバータ（和名サシハリアリ）」という非

常に強い神経毒をもつアリを数百匹自分自身で集めてく

る必要があります。 

 当日は竹織りの手袋を2つ用意し、その中に特殊な液体

に浸して麻酔にかけたアリを入れます。儀式は、この手袋

の中に両手を入れて、10 分間我慢するという壮絶なもの

です。袋の中に入っているパラポネラクラバータというア

リは、刺されると非常に痛く、手袋から解き放たれた手は

グローブのように腫れあがり、痛みは実に 24 時間続くと

いわれています。 

 刺された痛みがどれく

らいのものかというと、イ

ギリスの昆虫博士であり、

イグノーベル賞も受賞し

ているジャスティン・シュ

ミットが指数化した「シュ

ミット指数（虫刺症痛の指数化）」に私見によるランクが

あります。これによると、パラポネラクラバータに刺され

た痛みの指数は、4段階評価で最高のレベル4となってい

ます。 

 ちなみに、このシュミット指数によると、レベル1には、

一時期日本でも問題になった「ヒアリ」が、レベル2では、

猛毒の「スズメバチ」が入りますので、レベル4がどれだ

け凄い痛みなのかが容易に想像出来ます。 

 しかもこのバレットアントグローブという儀式は、生涯

で 20 回もやり遂げなければならないとのこと。サテレ・

マウエ族に生まれたら、大人として認められることは、簡

単なことではありません。つくづく安全な成人式が行われ

ている日本人で良かったと思う筆者でした。 

 さて、今年の成人式も新型コロナウイルス感染症の影響

で、2年続けて厳戒態勢での実施か、もしくは式典自体が

中止という厳しい状況が続いています。来年こそは、新成

人が大人への第一歩を踏み出すための区切りの祭典が、無

事に開催されることを願わずにはいられません。 

   

 

 

 

 

  

 

本 社：０３－５２２７－３６０１ 

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 

トリニテーシステム業務提携先（令和4年2月現在） 

 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保有資産の収益力向上・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。 

世界の主な成人年齢
年齢 国

16歳 ネパール

18歳

イギリス、フランス等ヨーロッパ
のほとんどの国、米国・カナダ
（州により該当しない場合あり）
、中国、オーストラリア等

20歳
日本、タイ、韓国、ニュージーラ
ンド、モロッコ

21歳
アルゼンチン、インドネシア、エ
ジプト、クウェート、ケニア、シン
ガポール、バーレーン

法務省「諸外国における青年年齢等の調査結果より抜粋加工


