
今年度から相続税法が改正されました。
相続診断協会では数多くのセミナーを開催しています。
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笑顔相続新聞
相続落語で相続の意識改革に
落語家 桂ひな太郎師匠による笑顔相続落語を開催しました。

皆さんは解けるかな？

相続診断協会　コラム相続診断協会では相続診断士の活動補助として、桂ひな太郎師匠と合同で「天国からのラブレター」という演目を創りました。

生前に想いを残す事の重要性を笑いながら伝えていく事をテーマにしています。

参加者の方のアンケート評価もわかり易いなどと大好評でした。

講演依頼も受付しておりますので、協会までご連絡下さい。

※希望者にはダイジェスト版DVDもお送りしています。（先着順）

皆様、日頃より笑顔相続にご尽力
いただき感謝しています。
平成27年1月1日、相続税の基礎
控除額の４割縮小や、所得税の最
高税率の引き上げ（40％→45％）
などの富裕層への課税強化を目
的とした税制改正が適用時期を
迎えました。
改正により、これまで重税感とは
縁のなかった方も、今後は考え方
を改めしっかりと対策しないとい
けない、そんな時代が既に始まっ
ているのです。
一方で、昨年末に与党から発表さ
れた平成28年の税制改正大綱に
は、住宅取得資金贈与による非
課税制度の拡充や、結婚・出産・
子育て費用の一括贈与による非
課税制度の新設などが明記され
ており、国として子や孫への財産
移転を引き続き推奨していく意図
もうかがえます。本改正が実現す
れば、こうした動きは今後さらに活
発になっていくことでしょう。
このように、平成27年は税制が目
まぐるしく変化し、より複雑になっ
ていく年になるでしょう。相続診断
士の皆様におかれましては、増税
の影響を直に受ける人はもちろ
ん、受けない人にも必要な情報を
正確に伝え、適宜、税理士などの
相続の専門家への橋渡しを行う
ことが求められます。その意味で
は、相続診断士の真価が問われ
る年にもなるでしょう。

Quick Quiz

相続放棄をしようとする者は、相続の開始があったことを知った

時から６か月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。

自筆証書遺言を発見した者は相続開始を知った後、その遺言書

を遅滞なく相続人に提出し、検認を請求しなければならない。

笑顔相続ノートによって記した相続分の指定は、法律的に有効な

ものとはならない。

税理士資格を有しない相続診断士が、笑顔相続ノートを利用し

て、顧客から家族構成や財産のヒアリングを行い、一般的な相続

税の説明をしても税理士法に抵触しない。

行政書士は登記手続の専門家であり、司法書士は権利義務又

は事実証明に関する書類の作成の専門家であり、不動産の相続

による登記名義の変更手続について相談された場合、行政書士を紹介す

ることが望ましい。
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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 2015.1.7 現在

名次の相続の関連法規に関する各文章(Q1～Q5)を読んで、正しいもの または適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×

告知サンプル→

詳細は当協会ホームページにて
ご確認下さい。
www.souzokushindan.com

■税制改正セミナー
昨年末に与党より「平成 27 年度
税制改正大綱」が発表されました。 
今回の改正の柱は、? 法人税率の
引き下げ、消費税増税に対する備
えであり、「相続」に直接関係する
改正項目はそれ程多くありません。 
しかし、贈与税関係（住宅取得の
贈与、子育て資金の贈与）や
NISA、海外移住者への課税強化、
住宅関連等、それなりに押さえて
おくべきポイントは存在します。
一方、それよりも重要なのは、過
去の税制改正で決まった「相続」
関連の項目の開始時期のほとんど
が平成 27年1月になっていること
です。 相続税の基礎控除や税率
構造はもちろん、小規模宅地等の

評価減、取得費加算、各種税額
控除、贈与税の税率構造、教育
資金の一括贈与、給与所得控除
等、「相続」に携わる専門家が踏
まえておかなければならない改正
項目が目白押しです。 また、税制
改正とは異なりますが、高額療養
費や公的年金のマクロ経済スライ
ド発動等の社会保険も平成 27 年
からは高齢者にとって負担増となっ
ていきます。
そこで、相続診断士として押さえて
おくべき数年前から平成27年度ま
での税制改正を一通り確認し、そ
の活用方法、落とし穴、実務ポイ
ントをまとめて解説するセミナーを
開催することに致しました。 単に平
成 27 年度の税制改正項目をその

まま説明するのではなく、「相続」
に関係する項目に特化した、相続
診断士のためのセミナーです。
是非この機会に、最新情報の入手
として、知識や情報の再確認とし
て、今後のビジネスのヒントとして、
受講をご検討下さい。

■相続診断士の第一歩セミナー
相続診断士を取得したばかりの方、
相続診断士としての活動方法がイ
メージできていない方にぜひ参加
していただきたいセミナーです。

” 相続診断士が求められている事
とは？”
” 争族と笑顔相続の分岐点とは？”
” 活躍している相続診断士の活動
方法とは？”
分かり易く解説いたします。
皆様の相続診断士としての活動の
ヒントとしてご活用下さい。
そしてエンディングノートの書き方
講座も付いていますので、お客様
に勧める前にまずご自身で体感し
てください。

桂ひな太郎 プロフィール
群馬県安中市出身
１９７７年（昭和５２）古今亭志ん朝に
入門し、１９９３年（平成５）真打昇進。
2003年（平成１５）九代目 桂文楽門下
に入門。
2014年（平成26）に相続診断協会と
天国からのラブレターを発表。
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相続診断士としての活動報告
心底喜ばれる専門家となる事！私と同じ専門家を育成する事
今月は当協会のセミナーでもお馴
染みの吉澤さんに直接インタ
ビューしました。
■相続診断士を知ったきっかけは？
以前の勤務先（あおぞら銀行）

で近代セールス社の「ファイナン

シャル・アドバイザー」を定期購

読していたため、新しい資格が出

来たことは知っていました。

平成26年3月に退職・同年4月

に独立するに際し、有休消化の間

に何か相続関連の資格を取得し

ようと思い、CBT で気軽に受験で

きる相続診断士を選びました。

■相続診断士を知ったきっかけは？
相続診断士の資格は知り合いか

ら聞いていました。2014年の春位

に、メットライフ生命代理店会か

ら案内があり申込みました。

■いつごろから相続について意
識しましたか？
去年の前半くらいからですね。何

か難しいイメージで、そこは専門

家に任せた方がいいかなと思って

いました。セミナーを多く聴く機会

が増え、どんどんと関心が深まり

ました。実際にお客様のところで

質問するようになりました。

■笑顔相続を広げる手順は？
去年からドクターの方々向けに相

続セミナーを開催しています。不

動産からみのご相談が多いので、

相続の特に不動産に強い方と一

緒にに定期的に開催しています。

今後一般向けにも拡げていき、

相続に強い FP 会社としてブラン

ディングしていきます。

■お客様からの声は？
資産評価額をはじき出してお見せ

すると、改めて驚かれます。なん

とかなるでしょう⇒なんとかしな

きゃに変わります。

■全国の相続診断士に一言
争族を減らしていくことがわれわ

れの最大の使命だと思います。い

わゆる分割対策ですね。円満な

相続をするために、どうすれば良

いかという視点に立ち、提案をし

ていきます。同時に納税対策と相

続税対策を解決していけば、相

続診断協会の理念である” 笑顔

相続” は全国の診断士の手で実

現できると思います。みなさんで

その輪を拡げてまいりましょう!!

■いつごろから相続について意識
しましたか？
平成元年 4 月に大学を卒業し就

職した住友信託銀行において、た

またま最初の配属となった藤沢支

店が、当時遺言信託受託件数全

国 No1の支店だったため、日頃の

業務に相続が密接に関連していま

した。

その後も、個人富裕層、不動産、

土地持ち資産家のコンサルティン

グ、銀行ＦＰ責任者と、常に相続

が関係する業務に従事していまし

た。

■笑顔相続を広げる手順は？
「相続」の問題は「税金」だけの

問題だけではありません。

相続は一生に一回しかなく、揉め

たり、トラブルがあっても、その情

報が一般の人に共有されることは

ほとんどなく、自分の事として考え

られない方が大勢いらっしゃいま

す。

当方は相続で困った方や、困りそ

うな方を中心に相談に応じている

こともあり、思いつかないようなト

ラブルや解決策のノウハウ・事例

が沢山蓄積されています。

そこで、セミナーや研修等

で事例を多用することで、

身近な問題として捉えても

らうよう努めています。

■お客様からの声は？
当方のモットーは「答えを

出す」であり、崖の上から

「大丈夫ですか？」と声を

掛けるだけのコンサルティン

グはしたくありません。

相談に応じた依頼者は、皆

「他では解決がつかなかっ

た」「相談して良かった」と言って

下さいます。

■全国の相続診断士に一言
相続税改正に伴い、相続対策ブー

ムが到来しています。

ビジネスを考える上で、「相続」は

外せないキーワードになっていま

す。

また、同じような相続関連資格が

乱立し、お客様から見たら、「誰に」

「何を」相談したら良いのか分か

らない状況になっています。

しかし、今後、高齢人口の増加に

伴い相続発生件数が飛躍的に増

えるのは間違いありませんから、

是非、相続相談の「本物」として、

困っている人を助け、困りそうな人

のトラブルを未然に防ぎ、相談者

から心底喜ばれる専門家を目指し

ましょう！

「本物」への近道として、『吉澤塾』

『吉澤塾１日集中講座』をよろしお

願いします。

そして、「相続の相談は『相続診

断士』」という流れを確立していき

たいです。
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キーワード「専門家」

相続診断士としての活動報告
正しく資産評価をする事で相続対策内容は変わります。

キーワード「資産評価」

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×

※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

相続診断士向けツールを各種ご用意しています。
笑顔相続ノート・練習帳・ヒアリングシート・相続診断士シール・ご案内ハガキ

相続診断士としての第一歩セミナー等好評受付中

※詳しくはホームページをご覧下さい。

吉澤　諭 プロフィール
1966年 東京生まれ。大学卒業
後、住友信託銀行に入社し、個人
富裕層・資産家取引、不動産開発
事業、企業年金等の業務に従事。
その後、独立系財産コンサルティ
ング会社に転職し、都市型農家を
中心とした土地持ち資産家の相
続対策等コンサルティング業務に
従事。
2002年6月あおぞら銀行に入社
し、ＦＰ営業推進室長として、個人
富裕層・中小企業オーナーを対象
とした相続対策・事業承継・遺言・
不動産等のＦＰ業務に従事。年間
約300件の個別相談に応じ、10年
間で講師を務めたＦＰセミナーは
約300回、ＦＰ研修・勉強会は約
500回、セミナー出席者は延べ
10,000名超にのぼる。

笑顔相続新聞より

TEL03-6661-9593
FAX03-6661-1196

info@souzokushindan.com

相続診断協会では相続診断
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

←セミナー講師風景
吉澤塾申し込み先http://yoshizawafp.co.jp/news/2014/12/871/

株式会社　ジートレンド 『FP FOR DR』
代表取締役　寺本　剛 プロフィール

公務員時代に株にはまり、大儲け。公務員を辞め大手先物会
社や上場証券会社で営業一筋23年。H21年にIFAおよび保
険代理店として独立し現在に至る。『攻め(証券)と守り(保険)
を兼ね備えた生涯担当FP』と標榜し、質の高い少数精鋭部
隊を作っています。

相続診断協会では毎年12月1日を「笑顔相続の日」としました。家族への思いを毎年再確認しましょう。

想いを残す文化を創る
相続診断士®


