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相続税調査は実地調査だけじゃない！？
相続税の調査には、実地調査のほかに、文書や電話連絡、面接を通じて申告漏れ
や誤りを是正する、いわゆる「簡易な接触」があります。

国税庁、簡易な接触を強化中
国税局別の簡易な接触件数（件）

現在、以下の簡易な接触による取組
が積極的に行われています。
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⾃発的な期限後申告書の提出を促す
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◆問題が少ない申告への対応
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調査すべき問題点が限られている事案に対し、
電話や来署依頼による調査を実施

平成 30 年 12 月の国税庁、各国税局等発表の資料※より作成
全国における平成 29 事務年度の簡易
な接触件数は 11,198 件で、28 事務年
度（8,995 件）より 24.5％増加しました。国税局別にまとめると、上グラフのようになります。

基礎控除額の引下げ等により、平成 27 年に発生した相続から相続税の申告件数が増加し、相続
税の課税割合も従来の 4％台から一気に 8％台へと高まっています。税務職員の人数に限りがあ
り、実地調査を増やすことが難しいことから、簡易な接触の件数は今後も増加することが予想さ
れます。相続税に関するご質問・ご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※

2018（平成 30）年 12 月に国税庁および各国税局（沖縄は国税事務所）が発表した資料
29 年度における相続税の調査は、27 年に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集した資料情報等から申告額が過少
であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告と想定される事案等について実施したものです。各国税局
の詳細結果は、国税庁サイトのリンクをご利用ください。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
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死亡退職金には所得税がかからない？
退職金を受け取る場合には通常は所得税がかかりますが、相続人が受け取る死亡退職金は、所得
税の課税対象とはならず、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

Q uestion
50 代の父が先月亡くなりました。残された家族は、母と私の 2 人です。
父が勤務していた会社から、死亡退職金として 3,000 万円が配偶者である母に支給されまし
た。この退職金からは税金が引かれていないようなのですが、税の取扱いはどのようになるの
でしょうか？

死亡退職⾦ 3,000 万円

⽗

⺟

私

A nswer
遺族が受け取る死亡退職金は、相続税が課税されます。
相続人が取得した場合には非課税枠があり、「500 万円×法定相続人※1 の数」までは、相続税
がかかりません。

退職金の税務上の取扱い

しかし、ご相談のように亡くなられた方（以
下、被相続人）のご遺族に支払われる死亡退職

退職金は、一般的にはご本人が生存中に受
け取られる場合が多く、この場合には所得税
が課税されます。
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金等※2 については、被相続人の所得税ではな
く、みなし相続財産として相続税が課税され
ることとなります。
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死亡退職金等の相続税の非課税枠
相続人が死亡退職金等を受け取った場合に
は、次の非課税枠まで相続税を課税しない、と
いう制度が設けられています※3。

死亡退職金

3,000 万円

非課税枠

1,000 万円（500 万円×2 人）

相続税における死亡退職⾦等の非課税枠
＝500 万円×法定相続⼈の数
ご相談の場合は、お母様と相談者様のお 2 人
が相続人ですので、右の課税対象の額が相続
税の課税対象となる死亡退職金等となります。

※1

課税対象額
3,000 万円－1,000 万円＝2,000 万円

法定相続⼈

① 法定相続⼈の数は、相続の放棄をした⼈がいても、その放棄がなかったものとした場
合の相続⼈の数をいいます。
② 法定相続⼈の中に養⼦がいる場合の法定相続⼈の数に含める養⼦の数は、実⼦
がいる時は 1 ⼈、実⼦がいない時は 2 ⼈までとなります。

※2

死亡退職⾦等

この場合の死亡退職⾦等とは、被相続⼈の死亡によって、被相続⼈に⽀給されるべ
きであった退職⼿当⾦、功労⾦その他受け取る名目に関わらず、実質的に被相続⼈の
退職⼿当⾦等として⽀給される⾦品をいい、現物で⽀給されたものを含みます。

※3

相続税の非課税枠

相続⼈以外の⽅や、もともと相続⼈であったとしてもその相続を放棄した⽅などが受け
取った場合には、この非課税枠は利⽤できません。

なお、死亡退職金等であっても、支給される金額が被相続人の死亡後 3 年経過後に確定したも
のは、死亡退職金等を受け取った人の所得税の課税対象となります。ご留意ください。
〈参考〉国税庁タックスアンサー「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」
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相続対策でよく活用される 「一時払い終身保険」
一時払い終身保険への加入により、相続時の課税財産を減らすことができます。一方でこの保険
は、一度に高額な保険料を支払わなければならず、また、中途解約で元本割れすることもありま
す。資金の余裕があるかなど、中長期的な視点で考慮することが肝要です。

銀行から
勧められた
この保険…

相続対策に
保険を使うのか…
３ １

一時払い
終身保険か…

うーん…
それにしても
最初の
支払いが…

４ ２

相続対策としての効果
保険種類：
次の事例で考えてみましょう。

⼀時払い終⾝保険

＜家族構成＞

契約形態：

A さん（相談者）・配偶者・お⼦様 2 名

契約者＝被保険者＝A さん

⇒ A さんの法定相続⼈ 3 名

受取⼈＝配偶者
契約内容：
保険⾦額 1,000 万円
⼀時払い保険料 980 万円
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一時払い終身保険は、一生涯保障が続き、
加入時に一括で保険料を支払う保険です。

さらに、保険金は受取人固有の財産である
ため、預貯金のように一定の相続手続きを要
せず、受け取った保険金はすぐに自由に使う
ことができます。これにより、葬儀費用や受
取人の当面の資金の確保ができる、という点
も利点といえます。

このケースでは、A さんは加入時に保険料
として現金 980 万円を支払います。A さんの
財産のうち、現金 980 万円が減ります。一
方、A さんが死亡した時には、保険金 1,000
万円を保険金受取人（以下、受取人）である
妻が受け取ります。

これらの理由から、一時払い終身保険は、
一般的に相続対策としてよく活用されます。

生命保険金は、A さんの遺産ではなく受取
人固有の財産ですが、相続税においては、
「みなし相続財産」として課税対象となりま
す。そして生命保険には、受取人が相続人の
場合に、次の相続税の非課税枠があります。
この非課税枠内であれば、受け取った保険金
には、相続税がかかりません。

一時払い終身保険の注意点
加入にあたり、注意すべき点もあります。
⼀定期間、元本割れする
加⼊後、⼀定期間中に解約すると、解約時に
保険会社から戻ってくるお⾦（解約返戻⾦）
が⽀払った保険料より少なくなります。

相続税における⽣命保険の非課税枠

相続対策で加⼊した場合、途中でこの保険を

=500 万円×法定相続⼈の数

解約する可能性は低いとはいえ、万が⼀、お⾦
が必要になった時に、解約のタイミングによっては

A さんの場合、生命保険の非課税枠は
1,500 万円（500 万円×3 人）となり、相続人
である妻が受け取る保険金 1,000 万円は、そ
の全額が相続税の課税対象になりません。そ
のため、現預金で保持するよりも A さんの相
続税を軽減する効果があります。

元本割れしてしまうため、注意が必要です。
保険料が⾼額のため、⼿元の資⾦が減る
加⼊時に⾼額の保険料を⼀括で⽀払うため、
⼿元の資⾦が⼀度に減ります。

また、生命保険は受取人を指定することが
できるため、保険金という形で、渡したい人
に財産を残すことができるというメリットも
あります。

相続対策としては有効ですが、当⾯の⽣活費
や病気・けがに備えた緊急予備資⾦などを確
保した上で、加⼊を検討する必要があります。

一時払い終身保険は、仕組みもシンプルで相続対策に有効な保険として、
銀行の窓口でも積極的に販売されている保険商品ですが、一定期間は解約が
しづらいため、すぐの見直しがしにくい商品でもあります。
相続対策として加入する場合は、メリット、デメリットを十分理解した上
で検討しましょう。
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賃貸用建物の建て替え対策
築年数が古く老朽化した賃貸用建物は、外壁や防水工事等、将来多額の修繕費用がかかりま
す。相続を見据えた建て替えを検討する際の、問題点と対策をご案内します。

まず問題となるのは「立退き」
アパートの建て替えを検討する際に考慮する問題として、入居者の方（以
下、賃借人）へ退去をお願いする、いわゆる“立退き”が一番に挙げられま
す。
立退きは、費用や労力等、大きな負担がかかります。対策としては、契約
期間満了により更新されることなく、確定的に借家契約が終了する「定期借
家契約」を利用することが考えられますが、デメリットもあるため、利用に
あたってはよく検討されることをおすすめいたします。

「普通借家契約」 と 「定期借家契約」
賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の 2 種類があります。
通常、住宅の賃貸借契約は「普通借家契約」で、継続することが前提となっています。した
がって、賃貸人側の一方的な都合では基本的に解約できず、賃借人は住み続けることができま
す。
他方、「定期借家契約」がなぜ負担軽減になるかといえば、次のとおり“契約期間満了に伴う契
約更新の取扱い”に、大きな違いがあるためです。

契約期間満了に伴う契約更新の取扱い

普通借家契約

契約期間満了の 1 年前から 6 ヶ月前までに解約の申入れがない場合、契約
は更新される（この解約申入れの期間は、賃借人が不利にならない範囲
で、別途特約を定めることも可能）。
ただし、賃貸人からの解約申入れには「正当事由」が必要。
契約期間満了により契約は終了。

定期借家契約
更新はないが、再契約は可能。
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定期借家契約のメリット
⻑期間の空室による収⼊減少を避けるための活⽤（期間限定の賃貸）
•建て替えをする場合、「普通借家契約」の賃借⼈に対しては、退去のお願いをしたり⽴退料の⽀払い
が発⽣したりするため、費⽤も含めて大きな負担になることが⼀般的です。
また、順調に⽴退きが進んだとしても、1⼾や2⼾、少ない⼾数の賃借⼈の⽴退き交渉が難航し、空室
が多い状況が⻑く続くと収⼊が減少して経営が苦しくなることも想定されます。
それをカバーする意味でも、⽴退きが完了した部屋は「定期借家契約」を利⽤し、期間限定の賃貸借
契約として⼊居してもらう⽅法が有効です。

普通借家契約から定期借家契約への切り替え
•「普通借家契約」の賃借⼈と合意できれば、「定期借家契約」に切り替えることが可能です。その場合、
契約期間の満了時期が明確になり、計画が⽴てやすくなります。
ただし、これには⼀定の制限があります。具体的には、2000年3月1⽇より前に交わされた居住⽤の建
物については、「普通借家契約」を合意解約して「定期借家契約」を締結することはできません。

定期借家契約のデメリット
「普通借家契約」に⽐べて賃料を安く設定する必要がある
•契約満了による更新がない「定期借家契約」は必ず契約が終了し、原則退去することになりますので、
賃借⼈にとって不利な契約といえます。そのため、その不利な条件を補う意味で、「定期借家契約」で
は、通常の賃料より安く設定される傾向があります。

契約⼿続き等の負担が増える
•「定期借家契約」を交わす際に、書⾯による締結や、書⾯による賃貸⼈の説明義務などの⼿間が⽣じ
ます。また、契約期間によって、⼀定期間内に期間満了の通知が必要となる場合があるなど、「普通借
家契約」を交わすよりも負担が増えます。

メリット・デメリットも考慮に入れて、「定期借家契約」の検討をされてはいかがでしょうか。
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昔の暑さとは違うから、万全の熱中症対策を
地球の温暖化が進むにつれて、熱中症になる人が増えています。屋外にいる時だけでなく、室
内で発症してしまうこともあるので、注意が必要です。

熱中症の症状とは？
熱中症は、できるだけ早くその症状に気づくことが大切です。
熱中症の症状は、大きくわけて 4 つあります。
①
②
③
④

めまいや失神などを起こす「熱失神」
筋肉痛や手足がつる「熱けいれん」
頭痛や嘔吐の症状がみられる「熱疲労」
意識障害や体温が高くなる「熱射病」

そんな症状が現れたら、すぐに涼しい場所へ移動し、脇や足の付け根などを冷やしながら、水
分補給をしましょう。意識がもうろうとしている場合は、すぐに救急車の要請が必要です。
早め早めの対応が症状の悪化を防ぎます。

日頃から熱中症対策を！
熱中症にならないよう、生活の中でしっかりと予防対策をとっておきましょう。
 水分・塩分・糖分を補給する
汗をかくと塩分も失われてしまうので、⽔分だけでなく塩分の摂取も⼼がけましょう。熱中症予
防の⽔分補給としては、0.1〜0.2％の⾷塩のほか、糖質を含んだ飲料が推奨されています。
糖を含んでいると腸管で⽔分吸収が⾼まるため、同時に⽔分も吸収されやすいのです。⽔だけ
ではなく、スポーツドリンクなどの塩分、糖分を含む飲み物も摂ることが重要です。

 外出時は特に注意する
どうしても外出しなければいけない時は、⽇傘や帽⼦などを⽤いて直射⽇光を避けるようにしましょう。暑い時期は、
⻑く歩くことは避けて、⾞やバス、タクシーなどを積極的に利⽤するのも良い選択。⾝体に無理をさせないことが大切
になってきます。

 就寝時もエアコンをつける
寝ている間は⾝体を冷やさないようにエアコンを消すというのは、実は大変危険な⾏為で
す。暑い中で眠ることは、運動しながら寝ているようなもの。これだけの猛暑が続く時期は、
エアコンをつけながらしっかりお布団をかけて眠るようにしましょう。枕元には⽔筒を置いて、
冷たいお⽔やスポーツドリンクなどをすぐ飲めるようにしておくのもおすすめです。

昔と違い、都心はヒートアイランド現象で過去 100 年の間に気温が 3 度も上がっています。我
慢や無理はせず、いつでも快適な温度の中で過ごすように心がけ、身体をお守りください。
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