
第 1960 回例会 

６月 12 日 №45 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      本日の日本経済新聞の朝刊に、国土交通省が 

     発表した 2018年版「首都圏白書」の中で、長

期不在（別荘や賃貸、売却の予定がないにもか

かわらず、人が 3カ月以上住んでいない状況）

の空き家が首都圏に 74万戸あると掲載されて

いました。 

市街地が拡散する中で、人口密度が薄まり、

10 年で 43％増えていて、空き家でポツポツ穴

が開いて、都市機能が維持できなくなる「スポ

ンジ化」を警告し、対策を急ぐように促してい

るそうです。 

全国的には 318万戸あり、首都圏は 2割を占

めますが、地域的に 10年間の伸び率をみると、 

 

 

       

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊倉 正光 

東京都は 8％増ですが、神奈川・埼玉・千葉の 

近隣 3県は 51％、北関東 3県・山梨周辺の 4県 

は 64％増で、全国平均（50％増）よりペースが 

速いとのことです。 

 このような状況で近年、地方のみならず都市 
部においても、さまざまな理由から適切な管理 
が行われず、放置されている空き家が増加して 
います。 
この問題の解決を税制面からサポートするた 

め、平成 27 年度の税制改正では特定の空き家 
については、固定資産税・都市計画税の住宅用 
地の軽減を適用しないという規定が創設されま 
した。 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

この規定が適用されると固定資産税が６倍、都

市計画税は３倍になります。 
「特定空き家」とは空き家のうち、以下の状態に

あると認められるものをいいます。 
①そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態。 
②そのまま放置すれば、衛生上著しく有害となる 

おそれのある状態。 
③適切な管理が行われていないことにより、著し

く景観を損なっている状態。 
④その他周辺の生活環境の保全を図るためには、 

放置することが不適切である状態。 
 
この状態にある「特定空き家」に対する措置は、 

まず「特定空き家」に該当する否かを調べるため、 
立入調査、次に所有者等への助言または指導、勧 
告、命令、そして命令に従わない場合に行政代執 
行という流れになります。 
しかし、これは既に空き家になって相当程度の 

年月が経ってしまったものに対する措置です。こ 
の規定だけでは空き家の発生を抑制するには、ま

だ力不足と言わざるを得ません。 
空き家発生の大きな原因の一つとして、被相続

人が一人暮らしであった場合、被相続人の死後、

相続人が売却・修繕等をせず、そのまま放置して

しまうことが考えられます。 
 そこで、平成 28 年度の税制改正で「空き家に 
かかる譲渡所得の特別控除」という特例が創設さ 
れました。この特例は一人住まいの被相続人が亡 
くなることにより、空き家状態になった家屋及び 
その敷地を相続した相続人が、それらを売却した

場合に、譲渡所得について 3000 万円控除を適用

することができるというものです。 
この特例の適用要件は次のとおりです。 
①相続開始直前において、被相続人が１人で住ん 

でいたこと。 
②その家屋（マンション等の区分所有建築物を除 
く）が昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築されたも 
のであること。（昭和 53 年の宮城県沖地震によ 
り、大きな被害が発生したことから建築基準法

が改正されました。昭和 56 年 6 月 1 日より耐

震基準が強化され、これ以後の基準を「新耐震 
 

 
 

基準」としています） 
③相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用 
（無償による貸付も含む）、または居住の用に供 
されていないこと。 

④平成 28 年 4 月 1 日から平成 31 年 12 月 31 日 
までの間に譲渡すること。 

⑤売却金額が１億円以下であること。 
⑥相続の時から 3 年後の年の 12 月 31 日までに 
 譲渡すること。 
⑥家屋を取り壊さず売却する時は、その家屋が新 
耐震基準に適合するものであること。 

 

＜特例を適用する際に注意する点＞ 

①「相続税の取得費加算」の特例とは、選択適用 
となります。 

②家屋と敷地の両方を相続した場合に適用があり、 
敷地のみ相続した者には適用がありません。 

③売却先が配偶者、直系血族、同一生計親族など 
の場合には適用がありません。 

④1 回の相続につき、1 人の相続人ごとに 1 回し 
か本特例の適用を受けることはできません。 

⑤被相続人居住用家屋の「耐震基準適合証明書」 
または「建設住宅性能評価書の写し」や市区町 
村の都市計画課や住宅課が交付する「被相続人 
居住用家屋等確認書」などの添付が必要になり 
ます。 

⑥１人暮らしの被相続人が老人ホームに入居する 
などして、空き家となっていた場合には適用で 
きません。 

⑥「自己の居住用財産の 3000 万円の特別控除」 
と「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」の特 
例は併用することが可能です。但し、同一年内 
に併用する場合は、2 つの特例を合わせて 3000 
万円が限度となります。 

⑦同一年において「空き家にかかる譲渡所得の特 
別控除」の特例の適用を受けている場合であっ 
ても、自己の居住用財産について「居住用財産 
の買換え特例」または「居住用財産の買換えの 
場合の譲渡損失および繰越控除」および「特定 
居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控 
除」の適用を受けることができます。 

⑧売却金額が１億円以下であることが、適用要件 
 



 

         

    なので、固定資産税の精算金などは所得税法上売 

却金額に含まれるとみなされるため、全体で１億 

円を超えると特別控除が受けられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オブザーバーの大槻さん、久保田さん、木寺さ 

ん、ようこそお出で下さいました。後ほどご紹介 

させて頂きたいと思います。宜しくお願いします。 

本日はプログラムが目白押しのため、短めにご報 

告致します。 

加賀会員が今年度末で、退会されることになり 

ました。仕事や食事制限の関係から、例会には長

らく出席されていませんが、夜間例会や地区大会

には参加され、特に今年度のインターアクト年次

大会の時は大いにサポートして頂きました。 

半年前に手術を受けられたのですが、７月に別

のご病気で手術を受けることになったそうです。

平成 6 年に入会し、青少年奉仕にも熱心に取り組

んでいらしたのに大変残念ですが、29 日の最終例

会には来られるということなので、思い出話など

いろいろお話できればと思います。 

また当クラブからの送り出しで、グローバル奨

学金を受けてアメリカの大学院に留学される山

本一真さんの受入クラブがニューヨーク 7230 地

区のハーレムＲＣに決まったそうです。 

最近は、財団奨学生の受入もなかなか決まらな

い場合もあるそうなので、ガバナー事務所の苦労

もひとしおだと思いますが、とりあえず良かった

です。 

 

 

 

今月 16 日にオリエンテーションと壮行会があ 

りますので、次年度になりますが例会で山本さん 

をご紹介できるよう打合せしてきたいと思います。 

本日の会報に、2 月にフィリピンに持って行っ 

たシューズがマカティポブラシオンＲＣを通して 

パターンアソシエーションに寄贈されたとの報告 

があり、写真を掲載しましたでご確認下さい。 

来週のクラブ協議会は、今年度の反省会になり 

ますので、皆さん是非ご出席ください。 

                

（概要にて掲載） 

〇会員増強スピーチ        阿部委員長 

今年度最後の増強スピ 

ーチですが、本日は最後 

に盛り上げて頂きまして 

3名の候補者にお越し頂 

き、希望が出てきました。 

私の今年度の任期は終 

了しますが、次年度に向 

けて、現及び次年度の合 

同会員増強委員会を行う予定です。日程は次週 19 

日の夕方から予定しておりますが、また詳細は、 

ご連絡致します。会員 40名を目指しております。 

今年度は皆様に増強にご協力頂き、ありがとうご 

ざいました。 

〇ロータリーの友 6 月号紹介    小崎委員長 

 今年度最後の友の紹介と 

なります。今年度は阿部増 

強委員長と 2名で紹介を担 

当させて頂きました。 

 横書 P7～「全国の植樹活 

動」ではイアン・ライズリ 

ーRI会長の提唱で、120万 

本以上の植樹を呼び掛け、 

各地区やクラブで行われた植樹活動の写真や関連 

記事が 7ページに亘って紹介されています。 

 P14「ロータリー親睦活動グループ」が多く掲 

載されていて、驚きました。同じ興味や関心があ 

る方には、国際交流のチャンスです。 

              （裏ページに続く） 



 

 

P24～は「米山梅吉生誕 150 年」「米山梅吉記 

念館創立 50周年」「日本のロータリー100周年」 

など、これから周年を迎えるイベント内容が掲載 

されていますので、読んでみて下さい。縦書ペー 

ジの紹介は時間の関係で、割愛致します。 

〇ホームページについて      小崎委員長 

 先月、ホームページリニューアルについてクラ 

ブフォーラムを行いましたが、ご意見などを参考 

に、トップページのイメージとポイントをまとめ 

た資料を回覧しております。今後は理事会と諮っ 

て進めさせて頂きますが、目を通しておいて頂け 

ればと思います。 

 

 

●冣住会長、横溝幹事 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②伊倉会員、卓話楽しみにしています。 

③木寺様、久保田様、大槻様、本日はお越し頂き 

ありがとうございます。 

    ●川合 貞義会員 

     妻の誕生日祝ありがとうございます。最近はお 

互いに、あまり言い争いはしなくなりました。 

年を重ねて、少しお互いに大人になったかなと 

思っています。 

●佐々木 敏尚会員  

妻の誕生日祝を戴きまして、有り難うございま 

した！ 

    ●大井 達会員 

    ①川合会員、佐々木会員、奥様の誕生日祝おめで 

とうございます。 

    ②家内の誕生日のお祝をありがとうございます。 

    ●伊倉 正光会員 

    ①本日「空き家の税金」というテーマで卓話をさ 

     せて頂きます。 

    ②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●小野 孝会員 

①ご夫人誕生日祝の川合さん、佐々木さん、大井 

     さん、おめでとうございます。 

②卓話の伊倉さん、楽しみにしています。 

 

 

 

●櫻内 康裕会員 

①本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②卓話の伊倉会員、宜しくお願いします。 

③大槻さん、ようこそお越し下さいました。入会 

決まりだね！！ 

●金沢 邦光会員 

①伊倉さん、卓話楽しみです。 

②オブザーバーの皆さん入会お待ちしています！ 

●瀬戸 裕昭会員 

①本日、ご夫人誕生日祝を受けられる皆様、おめ 

でとうございます。 

②卓話担当の伊倉会員、宜しくお願い致します。 

●大塚 正浩会員 

①ご夫人誕生日お祝の皆様おめでとうございます。 

②伊倉会員、卓話楽しみです♪ 宜しくお願い致 

します。 

●田後 隆二会員 

①ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②伊倉さんの卓話、楽しみです。 

●中里 和男会員 

①ご夫人誕生日祝の川合さん、佐々木さん、大井 

さん、おめでとうございます。 

②伊倉さん、卓話宜しくお願い致します。 

●藤原 利夫会員 

①卓話の伊倉会員、よろしくお願いします。 

②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①オブザーバーでお越しの皆様、入会を楽しみに 

 お待ちしております。 

②ロータリーの友、今年度の担当最終の小崎会員 

 宜しく。 

③ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

④伊倉会員の卓話、楽しみに！ 

●大坪 征弘会員 

①ご夫人誕生日祝の川合会員、佐々木会員、大井 

会員、おめでとうございます。 

②本日は途中退席致します。伊倉会員の卓話が聞 

けず、申し訳ありません。 

本日のスマイル額 ２０，０００円 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    〇㝡住会長よりご紹介 

当社でお世話になっている、損害保険の代理店 

の方です。特に車の事故などの対応では木寺さ 

んにお世話になっています。 

    ＜久保田 広幸氏より＞ 

     グローバルライフという会社で、主に損害保険 

     を主に取り扱っておりますので、宜しくお願い 

致します。 

    ＜木寺 弥生さんより＞ 

     2年前に代理店から独立しましたが、保険の自 

由化の波で久保田さんと合併の予定で、その折 

にはロータリーも考えてみたいと思います。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    阿部 毅 

龍仁 RC の全培錫 PP からの訪問要請を受けて、

6 月 2 日（土）韓国龍仁市に、藤原国際奉仕委員

長と２名で行って参りました。↗ 

 

 

 

 

             （概要にて掲載） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇藤本会員よりご紹介 

 本日はオブザーバー参加が 3名になり、嬉しい 

 気分です。大槻さんとはお父さんと仕事を通じ 

 ての知合いです。大槻さんは青工研にも入って 

 いたので、当クラブでも知っている方は多いと 

 思いますので、宜しくお願い致します。 

＜大槻 実氏より＞ 

 会社は橋本台にあり、大槻板金工業所になりま 

 す。私は 3代目になり、父も青工研ＯＢです。 

 私は青工研は去年、卒業しました。本日はよろ 

しくお願い致します。 

  

 

 
（６月５日例会報告分） 

 

昨年の春に肺癌の手術を受けられて、当クラブ 

の 40周年式典は欠席。療養後、新たに白血病を 

患い、昨年 12月～今年 5月末まで治療に専念さ 

れておられました。 

先方クラブ内も会員 97名、出席率は 35％平均 

で、日本語の出来る会員は全培錫氏以外は皆無な 

ので、当クラブとの「友好クラブ」の意識も希薄 

な状態にあるようです。 

全氏は少し元気になったとはいえ、医者の見立 

ては残念ながら約 1年位の状況だそうです。総じ 

て双方の今後の継続に関しては、全培錫氏の明言 

はありませんでしたが、当クラブとしてはフォー 

ラムを開催しながら、具体的な検討を進める時期 

に来ているようです。（阿部所管） 

 



 
 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①来日学生歓送会・派遣学生結団式 開催の件 

 今年度は青少年交換学生をお預かり頂き、あり

がとうございました。下記にて来日学生の修了

報告及び歓送会を開催致します。来日学生には

パワーポイントを利用して修了報告（５分）を

作成ください。尚、同日には次年度派遣学生の

結団式も開催致します。貴クラブの来日学生と

クラブ関係者のご出席をお願い致します。 

日時：７月７日（土）１４～１７時   

場所：アイクロス湘南（辻堂駅）  

 

※回覧が２つありますので、日時・場所などご確認の

上、お間違いのないようご記入下さい。 

①クラブ今年度最終例会（移動例会）及び交換学生

ボトンド君送別会 

       日時：６月２９日（金）１８：３０～点鐘・例会  

１９：００頃～懇親会（送別会） 

場所：レンブラントホテル町田 会費：５，０００円 

②「大谷ガバナー＆相模原南ガバナーズクラブ感謝

の集い」（会員有志の参加） 

日時：７月３日（火）１８時～  

場所：レンブラントホテル町田 会費：８，０００円 

会費が事前振込のため、ご参加者は本日までに事

務局へ納入をお願い致します。（本日締切） 

 

例会プログラム 

６月１９日クラブ協議会：今年度活動のまとめ 

      担当：会長、各委員長 

 ※２２～２６日トロント国際大会参加 

 ２９日（金）年度最終例会（交換学生送別会） 

   18:30 点鐘 レンブラントホテル町田 

７月 ３日「新年度のご挨拶」会長、幹事 

     定例理事役員会 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・川合 貞義ご夫人 ６月 ７日 

・佐々木敏尚ご夫人 ６月 ９日 

・大井  達ご夫人 ６月１８日  

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  黛 裕治ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 河野 崇会員 

ゲ ス ト   大槻 実さん（オブザーバー） 

        久保田 広幸さん（  〃 ） 

        木寺  弥生さん（  〃 ） 

   

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、河野  崇、中村 勝彦 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 29名） 事前メイク者 
３７名 ３０名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(5/29) 
３名 ９１．１８％ ９０．９１％ 


