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笑顔相続新聞
相続診断士®最前線インタビュー
一件でも多く争族から笑顔相続にできたら最高ですね！！

相続診断協会のおすすめ教材

皆さんは解けるかな？

小川 実 コラム今月は保険の営業をされている相

続診断士に直接インタビューでき

ました。

■相続診断士資格を知ったきっか

けは？

社内の資産法人部門担当者と話し

ているときです。

「笑顔相続」を理念に掲げた、新し

い組織が出来たらしい、という話を

聞いたので「笑顔？」と興味を持ち

ました。

■いつごろから相続について意識

しましたか？

はじめは、プロコンサルタントとして

保険業界に入った5～6年前

（2008年9月）、保険業界に転職し

た月に、リーマンショックが起こりま

した。

私は、保険=資産と捉えていますの

で、相続も気になっていました。

しかし、この時は相続よりも、外貨を

」る守らか気病を金お「、でとこつ持

と言うことに重きをおいてました。

そして、相続診断士を知ったとき

相、はのるせや増を」続相顔笑「、に

談を受ける税理士の方だけでな

」人内案先道「、で階段の前のそ、く

として、普段からお客様の身近にい

て、気持ちに寄り添える私達プロコ

ンサルタントだと気付いたことです。

昨年は北海道にて相続診断士とし

てセミナー講師をさせていただきま

した。

■笑顔相続を広げる手順は？

対象となる方の心と向き合うことな

ので、手順(マニュアル)は、無いと思

いますが、保険証券に自分の資格

証のコピーを入れて。お客様に私

は全力で取り組んでいる姿勢を見

せるようにしています。

そして普段からお客様の身近にい

て、気持ちに向き合える人間関係

が大切だと考えています。

その時に、自分が相続診断士で

内案先道「、らかとこう言とたっあ

人」となれるのではないでしょうか？

相続の問題は、一般的に敷居の高

さを感じられている士業の方 よ々り

も、 私達プロコンサルタントや資

産の動くタイミングのハウスメー

カー担当者が、相続診断士となるこ

とです。

カーディーラーの営業職の方など

も、 良いかもしれませんね。

■携わったお客様からの声は？

相続税対象の方は、税理士へ依

頼します。非対象の方は相続に関

する情報をヒアリングしています。

お客様からは「話をできる相手が

いて良かった。誰に話していいか分

からなかった、ありがとう」と言って

頂く事が増えてきました。

■全国の相続診断士に一言

自らの学びで、生涯に１件でも、相

続診断士として、争う相続を笑顔

相続へ変えれるとしたら、素敵なこ

とではないでしょうか？

私は、その中の一人で在りたいと

思っています。

■今後の展望やスケジュール等を

お聞かせください。

今年度中には私のスカウトしたメン

バーや今後スカウトする方にも、相

顔笑「、いらもてし験受を士断診続

相続」を増やせるプロコンサルタン

トチームを作り上げて行きたいで

す。来年には税制改正もありますの

で急いでチームを作ります。

皆様のおかげで、協会設立から

2年を経過し、本年3月1日からい

よいよ相続診断士の更新が始ま

りました。

2年間で1万人以上の相続診断

士が誕生し、相続に対する関心

の高さに私自身も驚いています。

さて、「相続診断士」を取得した

けれども、特に相談を受けること

もない・・・という声を聞くことが

あります。

そんな方に「相続診断士」の資格

を取得した事を何人の方に伝え

ましたか？

と聞くと、「特に伝えていませ

ん・・・」とお答えになります。

」士理税「、がすで」士理税「は私

であることを多くの方にお伝えし

ているので「税金」の相談がたく

さん来ます。

「相続診断士」も同じです。

「相続診断士」を取得したことを

100人の方に伝えてみてくださ

い。必ず「相続」の悩みを持った

方に出会えます。

「相続診断士」を取得したことを

たくさんの方に伝えることが「笑

顔相続の道先案内人」のスタート

です。「相続診断士」を取得した

けれども「どうしてよいかわから

ない」という方。

ぜひ、協会の業務ガイダンスセミ

ナーに参加してください。

「相続診断士」として、やるべき事

をお伝えします。

毎回様々な相続事例を解説します

インターネットで検索して下さいインターネットで検索して下さい

Quick Quiz

弁護士資格を有しない相続診断士が、相続セミナーの講師を務め

た際に、一般的な法律相談に応じる事は弁護士法に抵触しない。

弁護士資格を有しない相続診断士が、相続に関する個別法律相

談会を開催することは、弁護士法に抵触するおそれはない。

税理士資格を有しない相続診断士が、顧客から家族構成や財産

のヒアリングを行い、相続税の試算をしても、無償であれば税理士

法に抵触しない。

司法書士資格を有しない相続診断士が、遺産分割協議により不

動産の名義を被相続人から相続人へ変更する相続登記（権利

登記）の申請の相談に応じても、無償であれば司法書士法に抵触しない。

公正証書遺言の証人は、弁護士のみが業として行うことができる。

相続診断士はできない。
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お問合せは　一般社団法人 相続診断協会　〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2丁目 13番 9号ダヴィンチ人形町 7階　TEL：03-6661-9593 FAX：03-6661-1196 Email：info@souzokushindan.com

Q3Q2 Q2
Q
1過去問をクイズ形式で掲載いたします。楽しく覚える「相続知識」

過去問題より抜粋 ※回答は裏面の下に記載してあります。

®

現在の相続診断士数 2014.3.1 現在

名

氏名：長谷川　優
前職：テニスコーチ
大学：中部大学経営情報学部 (愛知県 )
 愛知県生まれ 1980年 12月
現職：外資系生命保険会社

相続診断士　長谷川さん

笑顔相続ノート練習帳
大切な人に贈るメッセージ

一般社団法人 相続診断協会 「相続診断士」は、一般社団法人 相続診断協会の登録商標です。

笑顔相続のための

■ A4判 24ページ ■ A4判 8ページ

大好評

笑顔相続ノートと練習帳のセット
1冊1,080円

笑顔相続ノートを書く事で、これからの生き方
が見えてくる！！
今をより豊かに生きる為に「片付け・病気・介護・葬式・お墓」など

に関する考え方・決め方・伝え方を一冊にまとめました。

練習ノートを付属していますので、いっそう活用しやすくなっています。

（本体価格1０80円 税込・送料別）

相続診断士の方は1冊432円 税込・送料別・購入条件有

相続診断協会
ホームページは
こちらからでも

活用事例を募集
しています。
採用者には御礼します。

345666758984

関連業法とコンプライアンスに関する各文章（で、正しいものまたは適切なものには 〇 を、誤っているものまたは不適切なものには×を。
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相続診断士としての活動報告
協会のセミナーがきっかけで相続診断を実現しました。
相続診断士を知ったきっかけ

は？

所属しているマニュライフ生命保

険大宮営業所長から薦められて 

いつごろから相続について意

識しましたか？

個人的には結婚し、子供が生まれ

てから、、、そして相続診断士として

は試験に合格して実際にお客様

から相続の相談を受けたとき

笑顔相続を広げる手順は？

生命保険営業なので契約者であ

るお客様より相続問題で悩んでい

る方をご紹介いただきました。その

際、単に保険の営業マンという肩

書きではなく、所属している会社が

カナダ本社なので欧米では弁護

士、医師と同じ位大切なブレーン

であるファイナンシャルプランナー

であり、相続診断士ですと紹介い

ただいた。その結果、終始お客様

からは先生と呼ばれていました。そ

の方は2年ほど前から相続に対し

悩んでおられて資産をご主人では

なくお子様2人の中のご長男に引

き継ぎたいという願いを持ってお

られた。私はその方の家系図を書

いてその悩みを解決するには生命

保険が有効であるという提案と共

に遺言書の作成をお奨めしまし

た。次に相続診断協会パートナー

の司法書士事務所を紹介し公証

人役場にお連れして、その方は作

成した遺言書を提出しました。

携わったお客様からの声は？

万一の場合に自分が願っている通

りの相続が出来るので、これでい

つでも安心してこの世とお別れで

きると大変喜んでおられました。

全国の相続診断士に一言

相続問題でだれに相談してよいの

か悩んでいる方はわれわれのまわ

りにたくさんいらっしゃいます。私

の場合、相談時には必ずその方の

家系図を書いて問題を顕在化さ

せて具体的な解決の方法のひと

つとして生命保険を提案させてい

ただいております。

今後の展望やスケジュール

私のお客様はもとよりひとりでも多

くのご相談者様の相続争いが起

きないように相続診断協会のセミ

ナーで教えていただいた相続診断

を続けて笑顔相続を実現してまい

りたいと思います。

お問合せは　一般社団法人 相続診断協会　〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2丁目 13番 9号ダヴィンチ人形町 7階　TEL：03-6661-9593 FAX：03-6661-1196 Email：info@souzokushindan.com

キーワード「相続診断」
相続診断協会
ホームページは
こちらからでも

クイズの解答　Ｑ1.回答○ Ｑ2.回答× Ｑ3.回答× Ｑ4.回答× Ｑ5.回答×

■父は、相続対策として、子を契約
者とした保険に加入し、毎年その
保険料相当を子に現金で贈与し
たいと考えています。しかし、税金
に詳しい知り合いにそのことを相
談すると「何年にもわたって毎年同
じ金額を贈与（連年贈与）すると、
将来、贈与初年度に遡ってその総
額を一の贈与だったとして課税さ
れる」との指摘を受けました。年間
の保険料は100万円にも満たない
ので、毎年の贈与金額は基礎控
除額以下のため贈与税はかからな
いはずですが、これは一体どういう
ことでしょうか？

【回答】

連年贈与は相続税の負担を減らすた

めに有効な方法ではありますが、毎年

決まった時期に同額を贈与すること

は、１年ごとの贈与としてではなく、連

年贈与の初年度において定期金に関

する権利の贈与を受けたものとして、

税務当局に認定される可能性を孕ん

でいます。

＜解説＞

連年贈与について、このような課税の

取扱いをすることは、条文や通達で直

接規定されている訳ではなく、国税庁

で発表しているタックスアンサーにお

いて、同様のケースについての以下の

ような見解が示されていることに由来

します。

国税庁　タックスアンサーより

No.4402　贈与税がかかる場合

このタックスアンサーの見解によった

場合には、本件贈与は相続税法第２

４条の有期定期金の評価（以下参

照）によることとなり、①～③の評価方

法のうち、③の方法によって評価額を

計算することになります。

100万円×9.945(予定利率0.1%の10

年の複利年金現価率)＝994,5万円

※複利年金現価率とは、毎期末に一

定金額を一定期間受け取れる年金

の現在価値を求める際に用いられる

率をいいます。

（994,5万円 －110万円※）×40％－ 

125万円＝228,6万円
連年贈与を行うことがすなわち有期定期金の贈与
ということはありませんが、将来、税務当局にあらぬ
疑いをかけられないためにも、連年贈与を行うに
あたっては、次のことを心がけておくとよいでしょう
１．贈与の都度、贈与契約書を作成する。
（「10年間毎年～」といった内容の契約書で済ませ
ようとすると、それこそ有期定期金になってしまいま
す。）
２．贈与契約書には、贈与者と受贈者が直筆で署
名する。
（双方が同意した上での契約に基づく法的に有効
な贈与であることを証明します。）
３．年間の贈与金額を基礎控除額の110万円を少
し超えるようにして、贈与税の申告と納付を行う。
（年間120万円の贈与なら、贈与税は1万円です。）

※資料請求やツール購入はホームページから。※相続診断士®団体試験のご要望は協会へご連絡ください

毎年の贈与金額は基礎控除額以下なのに、、、毎年の贈与金額は基礎控除額以下なのに、、、相続最前線Q&A相続最前線Q&A

全国にて相続関連セミナー開催中！

相続診断協会ポスタープレゼント！

※詳しくはホームページをご覧下さい。

中島秀樹プロフィール

大学卒業後、アメリカンファミ

リー生命保険会社の大手の法人

代理店にて12年間勤務、支社長、

営業部長を経て外資系の生命保

険会社よりスカウトされ5年間営

業所長職に携わる。金融ビッグバ

ンの折その会社は合併吸収され

消滅。その後縁あって3年前より

株式会社マニュライフ生命勤務

相続診断協会事務局に訪問された中島様

Ｑ.親から毎年100万円ずつ10年間にわ
たって贈与を受ける場合には、各年の受
贈額が110万円の基礎控除額以下です
ので、贈与税がかからないことになりま
すか。
A.各年の受贈額が110万円の基礎控除
額以下である場合には、贈与税がかか
りませんので申告は必要ありません。た
だし、10年間にわたって毎年100万円ず
つ贈与を受けることが、贈与者との間で
約束されている場合には、1年ごとに贈
与を受けると考えるのではなく、約束を
した年に、定期金に関する権利（10年間
にわたり毎年100万円ずつの給付を受け
る権利）の贈与を受けたものとして贈与
税がかかりますので申告が必要です。

相続税法第24条  抜粋（平成22年改正）
１．有期定期金：次の①～③のいずれか
多い金額
①解約返戻金の金額
②定期金に代えて一時金の給付を受け
ることができる場合には、当該一時金の
金額
③一年間に受けるべき金額×残存期間
に応ずる予定利率の複利年金現価率※

一般の方に相続の大切さを伝える事のできるポスターです。
身近にいる相続診断士がお手伝いをします。という内容です。

サイズ：A2
2 枚セット

HPより申込下さい。
先着５０名様

笑顔相続新聞より

TEL03-6661-9593
FAX03-6661-1196

info@souzokushindan.com

協会では相続診断士の
活用事例を募集しています。
「私のこんな一言がお客様を
変えた」など、こんな事から
笑顔相続へ導く事ができまし
た。など広く募集しています。
お気軽に当協会までご連絡く
ださい。
採用者の方には御礼致します。

編集部一同

相続診断士のバイブルに“笑顔相続”のススメ
【相続診断協会のおすすめBOOK】

1冊 2,916円

相続診断協会代表理事の執筆本
相続税の軽減を目的とする「生前贈与」に、相続トラ
ブルを生前に遺言で解決しておく「生前相続」をミッ
クス。最近話題のエンディングノートの活用法も具体
的に提案します。  定価2916円 出版社ぎょうせい

相続診断士の場合1冊 ２500円（税込）送料別
※専用の申込書にて協会へお申し込みください。

（本体価格2700円＋税・送料別）

■ A5判 本文251ページ


