
山瀧正久 職業奉仕委員長

　来週、 １０月２日 （木） の 「第３回クラブフォーラム」 は

職業奉仕委員会担当となっております。 第２７４０地区職業

奉仕委員会より、 梶原亮謙様 （長崎琴海ＲＣ） に卓話をお

願いしております。 会員の皆様の多数のご出席をお願い致

します。
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本日の出席率７３.３％：会員数４５名・出席３０名・欠席１２名・出席規定免除会員（３）３名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席２９名・メークアップ１３名・出席規定免除会員０名

　本日は大久保会長が歯科関係

の学会準備のため欠席されました

ので、 私の初登板ということになり

ました。

　今日のテーマは、 「日本における

ポリオの現状」 について話をさせ

ていただきます。

　何故、 ポリオかと言いますと、 この伝染病は、 私が幼稚園生

の頃大流行し、 私にとっては身近なテーマであるからです。 実

際、近所には、不幸なことにポリオに感染し手や足が麻痺したり、

手足の短く変形した子供がいました。 母親間の会話にも 「小児

麻痺」 という言葉が日常会話に中に出ていました。

　厚生労動省のサイトによると、 日本では昭和３５年に患者の人

数が５千人を超え、 かつてない大流行となったと記されていま

す。

私 （昭和３２年生まれ） が感染しなかったことはとても幸運なこと

です。 その後、 ポリオ生ワクチンの導入により流行は治まり、 昭

和５５年の１例を最後に 「野生由来のポリオウィルス」 による新た

な患者は出ていません。

　「野生由来のポリオ」 と言いましたが、 もうひとつ 「ワクチン由

来のポリオ」 の発症があります。 ポリオ生ワクチンは口から飲ま

せます。 その口から投与された子供が１００万人に１人くらいの確

率で、 ポリオを発症するケースや、 投与された子供の糞便から

ワクチンに含まれていたポリオウィルスが排泄され、 稀に周囲の

人間に感染するケースがあり、 これを、 「ワクチン由来のポリオ」

と言います。 そのことから世界的に、早い国は１５年くらい前から、

「口からの生ワクチン投与」 から 「注射による不活化ワクチンの

接種」 に切り替わり始め、 日本でも２年前から注射による接種に

変わっています。

　ここで、 口から投与する 「生ワクチン」 は、 ポリオウィルスの病

原性を弱めて作ったもの、注射で投与する「不活化ワクチン」は、

ウイルスを殺して免疫をつくるのに必要な成分を取り出して病原

性を無くして作ったものです。
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１．例会変更

　　 佐世保西ロータリークラブ

　　  １０月１４日 （火） １２：３０→１０月１０日 （金） １８：３０～

　　　山暖簾　創立４５周年記念例会の為

２．来　　信

・国際ロータリー

　２０１３－１４年度新会員推薦会員への認証品

・ガバナー事務所

　①第３６回バギオ訪問交流の旅のお知らせ

　②米山奨学生の出前卓話に関するお願い

　③１０月のロータリーレートのお知らせ

　　１ドル＝１０６円 （９月は１ドル＝１０２円）

・陸上自衛隊相浦駐屯地

　創立５９年 ・ 西部方面混成団創隊１周年記念行事のご案内

・佐世保地域文化事業団　
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佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　　 雪竹　弘男様                         

　日本においては、 接種できる恵まれた環境にありながら、 接

種率が７０％程度です。 ということは、 日本においても海外から

の持ち込み感染が起きた場合、 感染者が発生する恐れもゼロ

ではありません。 以上が日本における現状です。
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ＳＡＡ：崎山信幸君

次回例会／１０月２日１２：３０～

次回献立／大根と鶏肉の胡麻味噌煮、小鉢、茶わん蒸し

香月章彦君

「相続」　その２

３，相続税を計算してみましょう

例えば、 法定相続人が配偶者と子供２

人、 遺産総額 4 億 2,200 万円、 債務

9,000 万円、 葬儀費用 800 万円の場合

の正味遺産総額は、 4 億 2,200 万円－9,000 万円－800 万円＝3

億 2,400万円となります。

　年内の基礎控除は、 8,000 万円 (5,000 万円＋1,000 万円 ×

３人 ) ですので、 課税遺産総額は 3億 2,400 万円－8,000 万円＝

2億 4,400万円です。

　相続税法では、 これを法定相続どおりに取得したと仮定して、

税額を計算します。

　配偶者の税額は、 (2 億 4,400 万円×1/2） ×40％－1,700 万円

＝3,180 万円、 子供一人の税額は、 (2 億 4,400 万円 ×1/4）

×30％－700 万円＝1,130 万円、 相続税の総額は、 3,180 万円

＋1,130万円×2人＝5,440万円となります。

　実際にそれぞれの相続人が納税する税額は、 遺産分割協議

によって取得した財産額の割合に応じて、 5,440 万円の税額を

本日の合計　　　　    7,000 円

本年度の累計　　  290,000 円

佐世保南ロータリークラブ 雪竹弘男様

久しぶりにお邪魔します。 本日は香月さんの卓話ですね。

彼が早く帰れと言うので早めに帰ります （笑）。

大久保厚司会長、浅野訓一副会長、本田実幹事

スポーツの秋、 アジア大会で日本代表は金メダルをたくさん

獲得、 オリンピックの良い前兆になれば良いですね。 今週も

「相続について」 のお話を香月君お願い致します。

牟田健市君

誕生日のお祝いありがとうございます。 ニコニコします。

香月章彦君

雪竹先生ようこそいらっしゃいました。 卓話の時間はどうか・・・

馬場貴博君

日曜に孫のお食い初めを行いました。 鯛の尾頭付きの焼き

物は水月に特注。 すごく立派でした。

■　会 員 卓 話　■

按分することになります。

　尚、 配偶者の納税する税額は、 配偶者控除により減額され

る場合があります。

４，来年からの改正後相続税は？

　平成27年1月1日の相続分から、改正相続税が適用されます。

現行法の基礎控除は、 「5,000 万円＋1,000 万円 × 法定相続

人の数」 により算出しますが、 改正後は、 「3,000 万円＋600 万円

× 法定相続人の数」 となり、 課税ベースが引き下げられます。

　

　また、 税率構造も現行法が50％が最高税率であるのに対し、

改正後は 55％が最高税率となります。 前述した例を、 改正法

に当てはめますと、 税額は 6,560 万円となり、 実効税率は約

4.6％上昇します。(実際の実効税率等は、法定相続人の人数、

遺産分割協議等の状況、 適用される税率により異なります。 )

　今回の改正は、 増税項目だけではなく、 未成年者や障がい

者、小規模宅地等所有者にも配慮された項目もあります。また、

贈与税についても改正され、 税率構造は相続税と同じく、 現

行法が 50％が最高税率であるのに対し、 改正後は 55％が最

高税率となります。 また、 直系尊属から 20 歳以上の者が贈与

を受けた場合に税率を軽減される「特例贈与」が新設されます。

これを機会に、 ご自身の財産の確認と相続税の試算をしてみ

ては如何でしょうか。

５、節税対策？の一部をご紹介

①遺言書に孫へ渡す財産を記載

「配偶者と１親等の血族」 以外の者が遺贈を受けた場合、 通

常の税額にその 20％が加算されることにはなりますが、 2 回の

相続が1回で完了するメリットがあります。

②連れ添って 20年以上の場合の特典？

婚姻期間 20 年以上の配偶者が、 居住用不動産 ( 自宅 ) また

は居住用不動産の購入資金の贈与を受けると 2,000 万円の控

除が受けられます。

③現金を賃貸住宅に変えて残しておくと

現金 1 億円の評価は 1 億円ですが、 家屋を購入した場合に、

家屋の評価は固定資産税評価額によりますので、 70％程度に

なることが多いです。 これをこの家屋全部が賃貸されている場

合には賃借人の保有する借家権 (30％ ) を控除しますので、 1

億円×70％×(1－30％)＝4,900万円となります。

　その他にも節税対策は種々たくさんあります。 しかし余りにも

節税に偏りすぎますと、 納付税額がある場合の納税資金の枯

渇、 相続人間のトラブル、 遺産分割協議の不調の原因にもな

りかねません。 相続税対策も大事かもしれませんが、 相続が

争族とならないような 「相続対策」 また 「相続税納税資金対策」

も併せてご検討下さい。
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