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すが、
こんなにも毎日蛍が飛び交っているのは蛍

そこでもう一つの疑問です。

それとも毎日飛び交う体力を求められているのか

るカエルに居場所を教えているようなものなのに

には決断力が無くて相手を決めかねているのか？

草や木の葉でじっとして光っている蛍、近くにい

？或いは誰かの様に別の異性を求めて光っている カエルは蛍を食べないのだろうかという疑問です。
のだろうか？という疑問です。

意外な答えが出てきました。山口県下関市立「

ム

点

鯖江商工会議所４階大ホール

豊田ホタルの里ミュージアム」学芸員の川野敬介

鐘

先ほどの説明文の中にも
「敵への警告の為に光

る」
とありましたが、蛍が毒を持っていることを知ら
せる警告にもなっているようです。北米に生息する

さんによると、
「ホタルの発光は一般的に、
オスとメ 蛍のほとんどはルシブファジンという防衛ステロ

スの出会いのためと考えられてきました。
しかし、 イドを持つそうです。
このルシブファジンは殆どの
その必要がないはずの産卵を終えたメス、
さらに

捕食者にとって猛毒で、捕食すると心臓を刺激し

ら、
ホタルが発光する目的が、単にオスとメスとの

実際にペットのトカゲが蛍を捕食し中毒死した

はサナギや幼虫、卵までもが光を発します。
そこか
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求愛のサインといったものではないことがわかり

事例があるそうで、１匹の蛍を食べたトカゲが１

みや役割には、多くの謎が残されているのです」

皮膚が黒色に変わり２時間後に死んだと1999年

ます。いずれにしても、
まだまだホタルが光るしく
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心筋をマヒさせてしまうそうです。

時間後に口を開けて舌を噛むようになり、やがて

またイルミラボによると、全ての蛍が発光するわ の研究で報告されているそうです。

会員 けではなく、
「ゲンジホタル」や「ヘイケホタル」など
人間に害がないのか調べた処、蛍を採集してい
会員 に代表されるわずかな種類の蛍が夏の夜をイルミ た人が捕まえた蛍を小瓶に入れようとした際に蛍
ネーションのように彩ってきました。

会長

特に、
ゲンジホタルは体長も大きく、明るく強い光

「光には意味があるのか」 を出すのが特徴で、卵から幼虫、成虫と一生を通
私は仕事が終わってか して光ります。

ら夜老犬の散歩に出かけ また、夜に光りながら飛んでいるのがオスであり、
ます。最近は田んぼに蛍

が飛び交いカエルが大合唱をしています。
そこで

いつも疑問に思っていたことを調べてみました。
蛍が光るのは求愛行動だと記憶していたので

草や木の葉でじっとしているのがメスです。

蛍が何のために光るのかは諸説がありますが、主

に求愛行動や敵への警告のためではないかとい
われています。

を口に咥えたそうです。
すると蛍にストレスが加わ

り毒が噴射されたのか、すぐに唇がヒリヒリし、
だ

んだん感覚が無くなり喉を締め付けられるような
感覚になり、
これが30分ほど続いたそうです。

これらは北米の話かもしれませんが、
日本の蛍

もカエルに食べられないところを見ると、やはり猛
毒を持っているのではと私は思います。

蛍は見て楽しむだけにした方が良いようです。
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本日の卓話者は、増田公認会計士事務所の増田

様です。数年前にも経済同友会の幹事をされていた

時に経済同好会としての卓話をしていただきました。

よろしくお願いします。

「これだけは知っておきたい相続税のこと」
卓話

増田公認会計士事務所
公認会計士
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本日からコロナ対策自粛解除となり、
こちらで話し

させていただくのも何かのご縁だと感じます。飲食・接待・旅館業が景気悪い

「これだけは知っておきたい相続税の事」
た人の枠は使えなくなります。例えば父親からは使えないが母親からの贈
与は110万円が使えるという事があります。

地代とか家賃が入ってくる財産は、その地代・家賃が子どものものにな

るので、喜ばれます。

7、負債も相続します。親が相当の負債を抱て亡くなった場合や、他の人の保

証人になっている場合は、相続放棄の手続きをしておいた方が無難です。
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続き

をしなければなりません。

8、子・孫と承継が具体的に決まっているときは、孫を養子にするなど養子制
度の利用も一考の価値はあります。

日本人は亡くなった時に持っている財産が他の国に比べて多額になって
と考えていましたが、眼鏡業界が4月から受注が無く売上が減っていまして、 9、
週休3日〜4日の状態です。何とか踏ん張って乗り越えていただきたいと思っ

いると言われています。

１、相続税申告の必要な人の割合は7〜8%です。改正前は5％以下でした。

えるのが理想だとのことです。万が一のためにと蓄えて、実際は万が一が

ています。

①相続税は亡くなった人が亡くなった時に持っている財産をもとに計算
する。

②基礎控除が大きい。3000万円+法定相続人の数×600万円

③この控除の範囲内であれば相続税とは無縁の相続になる。
申告をする

必要もない。
ただし、二次相続のことを考えると通常に二分の一は配偶
者にと考えた方が良い。

2、
たとえ相続税の対象となった場合も相続財産が1億円前後以下であれば

イタリア人などは亡くなるときに余計な財産は一切持たずに一生を終

起こらずに亡くなっていくのが日本人です。最高の相続対策は、好きに生

きて相続財産なるべく残さないようにしていくことです。子ども達のために
財産を残すというよりは、
自分たちの生きている間の生活をより豊かにす

るためにどのように財産を利用していくのか、残りの人生と自分の財産と
を見比べて生きている間に、子どもたちも含め皆が喜んでもらえるような
財産の処分を考えていくのが最も賢い相続対策と思います。

税負担は思うほど大きくありません。

1億円の相続財産の場合、配偶者と子ども2人というケースの場合相続

税は合計で315万円になります。2次相続を足しても395万円です。

必要以上に相続税を怖がって節税のためにとアパート経営等に進出

して余計なお荷物借金などを抱えないようにしましょう。

3、相続税が怖いのは相続財産が3億円以上のように大きいということと、
そ

の財産の構成が非上場の自社株だったり、土地・建物のように流動性が無
いものが多くを占める時です。

4、
自社株については一定の要件を満たすことにより相続税の納税猶予が可
能となり承継時の税負担をゼロにすることもできるようになりました。

2027年12月31日までの間の対象株式の相続または贈与に適用されます。

2023年（令和5年）3月31日までに
「特例継承計画」
を作成し都道府県知
事に提出し確認を受けておかねばなりません。

要件など難しいので顧問税理士に必ず相談されると良いでしょう。

5、財産を子どもたちの遺産分割協議に任せるだけでなく、
自分の思いを残

したい時は遺言書を書きます。
自筆証明遺言が今回民法改正により利用

しやすくなりました。
また、法務局に保管を依頼することができるようにな

りました。慎重にやろうと思えば公証人役場へいって公正証書遺言を作成
してもらうのが安全です。

6、遺言書書くのもどうかと思う人は、生きているうちに相続と同じ効果を発

揮する相続時精算課税制度を利用されると良いです。
（結構使われています）
通算2500万円までの法定相続人への贈与に贈与税をかけないという

制度です。通常に贈与税を計算すると810万円ほどになります。
なぜ贈与

税をかけないかですが、将来の相続発生の時ここで贈与受けた財産が相

続財産に加算されて相続税が計算され、相続税を払うことになるからです。

その相続人の相続財産が結果として基礎控除以下で相続税が関係ない

人であれば当然相続税はないですから、相続時に清算しても税金は0とな

り、贈与税も相続税も払わずに早めに親の財産を自分のものにすることが
できます。通常の贈与税年110万円控除は相続時精算課税精度を利用し
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にこにこＢＯＸ報告

卓話をたのしみに
〃
〃
ちょっといいことがありました
卓話をたのしみに プログラム委員長として今年度はみな
さんのご協力を頂きありがとうございました。

