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相続増税後の税務調査

狙われる現金、預貯金

家族名義は要注意

相続税は平成 年に基礎控除の引き下げが行われた。国税庁が明らかにした増税後の相
続税調査状況では、
現金と預貯金の申告漏れの発覚が大幅に増加していることが分かった。

増税前であれば課税対象にならなかった〝準富裕層〟の申告漏れが多いのが要因だ。

という見方ができる。それによ

年の相続を中心に実施したもの

年以上経過した相続を中心に実

相続税調査は相続発生から２

え、書面照会、電話確認、来署

したことを受け、実地調査に加

き下げで申告件数が大幅に増加

いう取組みだ。基礎控除額の引

により問題点を見つけ出そうと

いてのお尋ね」などの文書送付

ている。いわゆる「相続税につ

と呼ばれる調査手法に力を入れ

る文書紹介など「簡易な接触」

課税対象になるので注意が必要

ほかの資産と合わせて相続税の

名義預金と認定され、相続時に

続人の管理下にあったものなら

の名前で作った口座でも、被相

続人の配偶者や子ども、孫など

義預金」の存在の有無だ。被相

人と実際の所有者が異なる「名

チェックされるのが、口座名義

預金の中で特に重点的に

解決したものが含まれる。

ると、同年度には１万２５７６

依頼といった簡易な接触が積極

年７月～

事務年度

年６月）の調査

実績は、相続税が増税された

（

月に公表した平成

施されるため、国税庁が昨年

件の相続税調査が行われ、１万

年度の調査

実績とともに公表された 年分

増加傾向にある。

財産に占める現預金の割合は

となる。

的に行われている状況だ。

・

相続税調査での簡易な接触の実

国税庁が昨年初めて公表した

５２１件で申告漏れなど何らか

のミスが発覚した。全体の

７％が申告漏れなどの問題を指

年度には前年度

いては増税前後で大きな違いは
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のうち２６６８件で申告漏れな

件の文書照会等が実施され、こ

相続財産のうち現預金が占める

の相続税の申告状況によると、
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績によると、

ないが、申告漏れ財産の内訳を

書照会への回
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みると、現金・預貯金の申告漏
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現預金の申告漏れが多い。すな

ち現預金が占める割合が高く、

財産が少ない層ほど財産のう
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は

割合（金額ベースで）
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想い を残しやすくなる！

言とはメリットと

ない。自筆証書遺

とや紛失の心配は

遺言」は、内容が無効になるこ

人に作成してもらう「公正証書

る。一方、費用はかかるが公証

紛失のリスクを持ち合わせてい

などで内容が無効になる恐れや

気軽に書ける。だが、記載漏れ

た他人の協力が不要であるため

作成の際に費用が掛からず、ま

形式のうち「自筆証書遺言」は、

民法に定められている遺言の

すだけでも大変な手間だっただ

どその一つ一つを正確に書き写

続させる財産が多ければ多いほ

無効になる恐れもなくなる。相

書き写しのミスによって内容が

ほか、土地の番地や口座番号の

後はそうした手間が大幅に減る

ればならなかったのに対し、今

料をいちいち手で書き写さなけ

機関の口座番号などの大量の資

不動産の全部事項証明書や金融

らすことができる。これまでは

生じる可能性を多少なりとも減

しによって、記載内容に誤りが

付することも可能だ。この見直

財産目録について

なくすことはできない。その点

が多少減らせるものの、完全に

もちろん、ミスをするリスク

メリット

◦財産の価格に応じた作成費用
が必要

◦紛失リスクや発見され
ないおそれあり

◦他者の協力が必要なので気軽
に作成できない

◦他者による偽造や隠匿
が行われる可能性あり

◦作成時に同席する証人２人と
公証人に内容を知られる

を確認することになる。なお、

しの交付を請求し、遺言の中身

が発生したら法務局に遺言の写

必要はなくなる。相続人は相続

による改ざん・隠匿を心配する

での保管と異なり、紛失や親族

を交付するという制度で、自宅

に遺族からの請求があれば写し

保管した法務局が、相続発生後

度も導入された。遺言の原本を

局の保管庫に遺言書を預ける制

さらに今回の改正では、法務

デメリット

◦記載漏れや形式の不備
が発生して内容が無効
になるおそれあり

失や改ざんのおそれは

利用した際と同様に紛

法務局に預ける制度を

場に保管されるため、

公正証書遺言は公証役

を減らすことが可能となる。

こりかねないそうしたトラブル

不要となるため、相続の際に起

を利用した遺言は検認手続きが

何かと厄介だ。しかし保管制度

ない。

また、法務局の保管

制度を利用すると「検

認」が不要になる。検

認とは家庭裁判所が遺

言書の加除訂正の状態

などの内容を明確にし

て偽造を防ぐための手

続きである。通常は自

筆証書遺言を発見した

手続きができないことになって

の名義変更や預金の解約などの

検認済発行書がないと、不動産

さらに、家庭裁判所が発行する

を疑われる原因になりかねない。

ことに加え、他の相続人に偽造

万円以下の罰金処分が下される

ないが、民法の規定によって５

も遺言自体が無効になることは

ない。手続きを経ずに開封して

中身を読むことはでき

を受けてからでないと

開けてはならず、検認

て考えるようにしたい。

え、財産の残し方について改め

の使い勝手が高まることも踏ま

とができる。民法改正で遺言書

士の争いを最小限にとどめるこ

特定の人に残し、また相続人同

まく活用すれば、特定の財産を

最大の決め手となる。遺言をう

関係者全員を納得させるための

である」
とはっきり示すことは、

本人が遺言で「私の遺志はこう

やすくなるだろう。財産を残す

誰にどの財産を残すのかを決め

家族でよく話し合っておけば、

親族が集まる機会を利用して

相続人がその場で封を

いる。検認を受けるまでには１

➡ 民法改正でデメリットが減る！

カ月以上かかることもあるので

◦「検認」の手続き必要

民法改正で 遺言 の在り方が変わる

デメリットが正反

けに、今回の改正はありがたい

はパソコンでの入

では、公証人という法律実務の

◦「検認」の手続き不要

早めの準備が争族を防ぐ
昨年７月に成立した改正民法により、自筆証書遺言は文書の一部をパソコンで作成
することが可能となった。さらに、法務局が遺言書を預かってくれる新たな制度を使
えば紛失するリスクもなくなるなど、これまで自筆証書遺言の作成の際につきもの

対になる関係と

力が認められるよ

プロの手で作成される公正証書

せっかくの改正を
味方につける

だった不安材料が一部解消される。新しい規定は２０２０年７月までに適用される予

なっている。

うになる。また、

遺言の強みは変わらない。

話だ。

金融機関の通帳の

改正民法では、

コピーを遺言に添

◦他者による偽造や隠匿が行わ
れる可能性なし

◦厳重に保管している限
りは他者に内容を知ら
れない

◦紛失リスクや発見されないお
それなし
◦他者の協力が不要なの
で気軽に作成できる

◦公証人が関わるため記載漏れ
や形式の不備は発生しない
◦作成費用が不要

法務局に保管して
紛失改ざんを防止

公正証書遺言
自筆証書遺言

定だ。民法の改正を踏まえた遺言の残し方を整理してみた。

手書きでの目録
作成から解放
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診療所における
働き方改革法案の影響

国会で、いわゆる「働き方改革関連法案」が可決され、
２ ０ １ ９ 年 ４ 月 か ら 順 次 施 行 さ れ る こ と が 決 定 し ま し た。
そこで、今回は法律の施行時期や、

時間を上限とされます。

な解決策を行う必要がある

そのような場合は、根本的

同法律の施行時期は大企業で２０

タッフ間の業務配分を見直

でしょう。具体的には、ス

均

６ヶ月までで、そのうえ複数月で平

施 行 に 伴 っ て 起 こ る で あ ろ う 診 療 所 へ の 影 響 に つ い て 解 説 し ま す。

わが国では、少子高齢化に伴う、

改革」が重要課題として様々な変化
１９年４月から、診療所の属する中

出勤をお願いしている場合が

調整に困っている方にとっては悩み

なくてはならず、ただでさえシフト

に、有給取得を見越した調整を行わ

及促進に努めなく

ターバル制度の普

ます。

必要があり

行っていく

療の間に一定の休

午前診療と午後診

ます。診療所では

の施行となってい

０１９年４月から

中小企業ともに２

期が来ていると前向きに受け止めて

より効率的な診療所運営に変わる時

え、業務の見直し、標準化を図り、

なっていますが、これを契機ととら

とっては悩みの種が増える内容と

は、診療所に

き方改革法案」

今回の「働

てはいけません。

診時間が設定され

いただきたいと思います。

同法律は大企業、

ていますが、患者

数の多い診療所で

は、患者集中など

で診察が推すこと

により、インター

バルがなくなって

しまうケースもあ

ります。スタッフ

同士が交互に休み

が あ り ま す。 こ ち ら の 対 応 も 順 次

の創設（２０１９年４月施行）など

行）
、高度プロフェッショナル制度

行、 中 小 企 業： ２ ０ ２ １ 年 ４ 月 施

一賃金（大企業：２０２０年４月施

（２０１９年４月施行）、同一労働同

年４月施行）や産業医の機能強化

賃金率の猶予措置の廃止（２０２３

このほかにも、中小企業への割増

なります。

ルを取れるような環境整備が必要と

を取るなどして、確実にインターバ

出典：厚労省「医療従事者の勤務環境の改善について」より作成

生産人口の減少を踏まえて、「働き方

が始まっています。今回とり上げる

があります。

減することに取り組む必要

したり、ＩＣＴなどを活用

現時点で、慢性的に２時間を超え

することで、業務自体を削

る残業が発生している場合は、いま

小企業でも２０２０年４月からの施

わる一連の法律の改正を指していま

いちど業務の見直しを行い、早急に

行となります。

す。具体的には、
長時間労働の是正、

や労働基準法など、労働規制にかか

柔軟な働き方の実現、公正な待遇の

残業短縮策を行う必要があります。

「働き方改革関連法」は、雇用対策法

確保といった視点から改正されたも

有給休暇取得の
義務化
以上の有給休暇がある従業

まずは残業の原因を明確にし、その

員が５日間以上の有給休暇

のです。以下に、今回の改正内容の

せん。たとえば、残業の多いスタッ

を取得することが義務づけ

日間

フを掲示するなど残業の見える化を

られます。
同法律は大企業、

また、過去に年間

行っている診療所もあります。一方

原因解決に取り組まなくてはなりま

で、いくら残業を見える化しても改

中小企業ともに２０１９年

主たるものを解説します。

日勤務であれ

時間外労働（いわゆる残業）の上

善がみられないのは、特定のスタッ

４月からの施行となってい

あります。このようなスタッ

の種が増えることとなります。場合

さらに、勤務の始業時間と終業時

患者満足度
の向上

患者から選ばれる
施設へ

残業時間の上限規制

ば、 １ 日 ５ 時 間 ）
、年７２０時間に

フに業務が集中しているために起き

時間（

限が月１００時間（

日勤務であ

設定され、月

診療所では、毎月

ます。

フに対しては、確実に振替休

によっては、増員が必要になる可能

間の間に一定時間インターバル（休
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安全で質の高い
医療の提供

80

ていることが往々にしてあります。

れば、１日２時間超）を超える月は

レセプト請求時期

日を取得させることはもちろ

（月末月初）に休日

んのこと、さらに５日間の有

有給があるスタッフには、積

憩）を置くことを定める勤務間イン

勤務間インターバル制度

組みをお勧めします。

性もありますので、早め早めの取り

日を超えて

極的に有給取得を促す必要が

残数を確認し、

まずは、全スタッフの有給

ばなりません。

給取得を確実に実施しなけれ

勤務環境改善に
向けた投資

「医療の質」
の向上

経営の安定化

人材の確保・定着
生産性の向上
スキル･アップ

「雇用の質」
の向上
あるのです。シフトを組む際
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