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ソメイヨシノ(撮影野村)

相続対策は「節税対策」なのか？

相続対策の第二は、複雑な家族関係の場合こそ、
「遺

そのような面もあるにはあるが、それがすべて

言書」を書いておくことだ。

ではない。

再婚の場合や、先夫先妻の子がいる場合などがこれ
にあたる。

相続は、相続税の金額より、円満に遺産が承継

遺贈寄付など、介護などで生前お世話になった方へ

されることが、最も大切なことといえる。

の遺贈なども前向きにご検討頂きたい。

最近の事例で、親の相続を境に子ども達がいが

第三は、土地家屋など不動産の整理、不要な土地山

みあい、以後法事にすら出席しないという家族

林など生前に整えておくことである。

がある。

法改正により、相続開始後３年以内に登記し、所有

悲しいことだ。これでは、親は死んでも死にき

をはっきりさせないと罰金が科せられることにな

れない。

った。

しかし、そのタネを蒔いたのは親である自分で

出来れば、所有不動産の測量（境界確定）も済ませ

あるともいえる。

ておきたい。

これ実に、孫子（まごこ）の代まで不仲が続く
こともよくある。

其の他に、事業の承継も重要だ。

恐ろしいことだ。お金には代えられない。

子には継ぐ意思がない。ならば第三者はどうだ？
時間はかかるが、その道を探り続けて頂きたい。

相続は普段の延長線上にある。普段がいかに大

窮屈な承継税制はやがて改正されるだろう。

切か。財産が有るから面倒になる。

税制改正による後押しがあれば、大企業の歯車を脱

納税の見込みと納付資金、納付段取りも考えて

出するような、意欲ある若者も増えるだろうと期待

おきたい。

している。

自分で使うことや、寄付することを考えても良
いだろう。

余計な事だが、自分の終末期医療について、痛みを
排除し、延命治療はしない旨書き残しておくのも有
益かもしれない。
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2022 年（令和 4 年）に実施される「IT 導入補助金」の概要資料が 1 月 19 日、中小企業庁より公表されま
した。
IT 導入補助金の正式名称は「サービス等生産性向上 IT 導入支援事業」です。
中小企業・小規模事業者が生産性の向上を目的として IT ツールを導入する際、その経費の一部を国が補助
するものです。
2022 年の IT 補助金においては、インボイス制度の導入を見据えた企業間取引のデジタル化を強く推進し
ていく狙いがあるようです。
2022 年の IT 導入補助金は次のような拡充・変更があります。
【2022 年の IT 導入補助金のポイント】
1.会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、EC ソフトの補助率引き上げ
補助額が 50 万円以下の場合、補助率を 1/2 から 3/4 に引き上げ
補助額が 50 万円超～350 万円の場合、補助率を 1/2 から 2/3 に引き上げ
2.IT ツールがクラウド化していることを踏まえ、最大 2 年分のクラウド利用料を補助。
3.PC やタブレット、レジや券売機等の購入も補助の対象に追加
PC やタブレットに加え、小売店や飲食店などで使用するレジ・券売機等の導入費用も支援されるようです。
PC・タブレットについては、補助上限額 10 万円、補助率 1/2 で支援。
レジ・券売機等については、補助上限額 20 万円、補助率 1/2 で支援。
上記については「デジタル化基盤導入類型」と括られ、中小企業・小規模事業者に、インボイス制度も見
据えたデジタル化を一挙に推進していくため、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ＥＣソフトの導
入費用に加え、PC・タブレット、レジ・券売機等の導入費用も支援する方針となっています。
類型

デジタル化基盤導入類型
IT ツール

補助額
補助率

～50 万円以下
3/4

50 万円超～350 万円

PC 等

レジ等

～10 万円

～20 万円

2/3

1/2

ソフトウェア購入費、クラウド利用費（クラウド利用料 2 年分）、
対象経費

ハードウェア購入費、導入関連費

申請開始の時期は未だ発表されていませんが、前年度(IT 導入補助金 2021)は 4 月ごろから 1 次受付を開始
し、12 月締め切りの 5 次まで、計 5 回に分けて申請を受け付けていました。
補助金申請をご検討の際にはまず「導入検討中のツール等が補助金の対象になるかどうか」の確認から。
確認はまず「検討しているツール等のベンダー様」までご相談頂くのがスムーズです。
今後のスケジュールのアップデートなど、最新情報は事務局の Web ページからも確認できます。
→IT 導入補助金 2022 https://www.it-hojo.jp/2022/
(業務支援事業班)
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民法改正により、2022 年４月１日から
成人年齢が 18 歳に引き下げられました！
民法改正で成人年齢が 18 歳に引き下げられましたが、20 歳からできていたこと全てが 18 歳からできるわけで
はありません。他の各法律で、「未成年者」などと規定されていれば、20 歳から 18 歳に変わりますし、「二十歳」など
と規定されていれば、20 歳が維持されることになります。いくつか具体例を紹介します。

18 歳に変わるもの

20 歳が維持されるもの

① 一人で有効な契約ができる。

① 飲酒

→・クレジットカードをつくる

② 喫煙

・携帯電話の契約

③ 競馬、競輪などの公営ギャンブル

・ローンを組む

④ 国民年金の被保険者

・アパートの契約 など

⑤ 養子をとること

② 結婚

etc...

→男女ともに 18 歳に。
(従来女性は 16 歳から可能でしたが、
18 歳に引き上げられます。)
③ 公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師免
許などの国家資格の取得
④ 10 年有効のパスポートを取得
etc...

志保

私のマイブーム！はずっとお茶です。
ごはんのときは烏龍茶。甘いものをいただく時は日本茶、ときどき紅茶。
日本茶の中でも香ばしい味がする『ほうじ茶』が大好きです。
★ほうじ茶には…
①血流を良くするピラジンが含まれていて冷え性を改善する効果が期待できます。
②テアニンにはリラックス効果があるほか、快適な睡眠の促進効果、集中力を高める効果も期待できます。
テアニンはお茶特有の成分で、ほうじ茶の他には、緑茶、玉露、抹茶、紅茶にも多く含まれているそうです。
★ほうじ茶を飲む時の一番相性がいい食べ物は『チョコレート』だそうです。
チョコレートの甘みがほうじ茶の苦みと香りを引き立てます。
私はチョコレートというよりも大福か草餅で一番大好きなのがシンプルな
あんころ餅です！
ほうじ茶とあんころ餅でおやつなんて最高なご褒美です。
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Emotet（エモテット）」

最近、「

4 月カレンダー

という言葉を聞く機会が増えてきました。

10 日 源泉所得税・特徴住民税納付
21 日 申告所得税振替納税(※)
26 日 消費税振替納税(※)

コンピュータに害を及ぼすマルウェア(悪意のあ
るソフトウェアなど)の名称です。
日本国内でも 2021 年末ごろから感染が拡大

※振替納税・・・事前に登録した口座より、自動で引き落と

したことをきかっけに、報道などでも話題にな

されます。口座に残高があるか確認お願いします。

っています。

また、コロナの特例で所得税・消費税の申告・納付期限

Emotet は 2014 年ごろから確認され始めて

を延長(4/15 まで)された方は、上記の 21.26 日の日付

いるマルウェアで、その当時はオンラインバンキ

ではなく、所得税が 5/31、消費税が 5/26 です。

ングを目標にしたものでした。

その後 Emotet は成長を続け複雑化・高度化し、2019 年末ごろ

EmoCheck の画面

には日本でも感染が確認されるようになりました。
国際的な協力もあり一度は収束したものと思われましたが、ここに
きて感染再拡大。現在では「最恐のマルウェア」とまで呼ばれ、その
悪意性はますます深刻になるばかりです。
紙面の都合もあり具体的な特徴や被害などの説明は省きますが、
「とにかく怖い！」という方には、一般社団法人 JPCERT コーディ
ネーションセンターより、感染確認用ツール「EmoCheck」が公開
されています。わかりやすく感染の有無を確認できます。
事前の対策・日頃の意識に加えて、ぜひツールもご活用ください。
万が一感染していたら、早急にネットワークを切って即時対処を！
（松下）
毎週日曜日 18 時～18 時 29 分 FM83.1
今年も、日曜日の夕暮れ時は、
『ざいつきげんの音楽鍋』 でよいひと時を♪

が 問
た は
り ず

森林ボランティア 8 月 20 日（土）今年こそやります！！
2 年ぶりとなります。里山に行って下草刈りをやりましょう！
場所は 21 世紀の森
（南足柄市内山 2870-5 貸し切り往復バス利用）
森を育てるお手伝いです。森の役割も学びます。
小中学生の子供たちの参加を特に募集しています。勿論大人の参加も。
問い合わせ（詳細）は、宇久田進治(0466-36-0627)までご連絡下さい。

所長・職員一同、みなさまからのご意見・ご感想をお待ちしております
発行・編集 宇久田進治税理士事務所/㈱経営センターグロウ
〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町 1-1-2 クロスポイント湘南 6F
TEL 0466（36）0627 / FAX 0466（33）4892

さわやか土曜塾
しばらくお休みいたします。

