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--------------------------------------------------------------------- 
今年分のふるさと納税は 12 月限り 

筆者は 4月にふるさと納税寄付で酒を「買い」、12

月になって税金を意識して米等を見知らぬ自治体か

ら「買い」増しました。今や、ふるさと納税は「寄

付」などではなく「税金メリット付の通販」です。 

前回も今回も「ふるさとチョイス」というサイト

を使いましたが、半年程で随分と進化しています。 

多くの自治体でクレジットカード決済可になって

いました。寄付はカードが当たり前になりそうです。 

人気のためか品切れも数多くあり、品切れには

「SOLD OUT」…売り切れ、と表示されます。「寄付を

するとお礼の品が届く」との建前も忘れ、通販サイ

ト同様に「売り切れ」と堂々と書きます。 

京都府宮津町が1000万円寄付のお礼を750万円の

土地にしたら、総務省にダメ出しされました。それ

でも寄付 100 万円以上の高額商品が数多くあります。 

和歌山県高野町へ 500 万円支払う(寄付する)とお

礼(商品)は姉妹都市のあるイタリア 10 日間の旅。静

岡県焼津市へ 100 万円ならセイコー・シチズン等の

50 万円の時計。工場所在地ではなさそうですが…。 

国税庁はＨＰで、ふるさと納税で自治体から贈ら

れた特産品等の経済的利益は一時所得(特別控除額

50 万円あり)として所得税を課税すると注意喚起を

しています。ふるさと納税から所得税を取ります。 

年内最後の節税はクレジットカードでの寄付です。 

カード決済での年内ネット購入(寄付)なら銀行引

落しや商品配送が来年になっても、年内日付の領収

証(証明書)となるようです(各ご確認下さい)。 

ふるさと納税で減る住民税は寄付者の住所地の住

民税です。つまり自治体間での住民税奪い合いです。 

納税者が地元住所地への負担(ごみ収集等行政サ

ービス費用や郷土愛？)を放棄すれば、見知らぬ自治

体が商品を送ってきます。寄付に「志」など無用、

各自治体は税金を「餌」にしたネット通販業者です。 

ふるさと納税は暦年単位です。お急ぎ下さい。 

添付当バードレポート 2014.4.28 号を参照下さい。 

--------------------------------------------------------------------- 
投信満期償還金預り金は預金と違い不可分債権  

銀行預金は可分債権です。親が残した 1000 万円の

預金で相続人が 4 人ならば、遺産分割協議不調のま

までも、相続人一人が銀行窓口に行けば 250 万円を

払い出してくれます(実務ではこの手続きをいやが

る銀行が多いのですが)。(最高裁昭和29年4月8日) 

投資信託(委託人指図型投資信託受益証券)で同様

に払戻請求した相続人がいました。しかし投資信託

は預金と違い、仕組上で帳簿閲覧権等の委託者を監

督する権利が投信受益権に付着し、それは分割でき

ないから、可分債権ではないとされました。遺産分

割協議が必要です。(最高裁平成 26 年 2月 25 日) 

満期済み投資信託で満期償還金(元本と分配金)が

遺されました。つまり預り金です。相続人の一人が

預金同様に払戻請求をします。しかし証券会社はそ

れを拒否し裁判所に判断を委ねます。平成 26 年 12

月 12 日最高裁判決。満期償還金の払い戻しを受ける

権利は投信受益権に付着しておりそれは分割できず、

可分債権ではなく、遺産分割協議が必要です。 

(日本経済新聞 2014.12.13.) 

--------------------------------------------------------------------- 
管理費未払いの「違約金としての弁護士費用」 

国交省によるマンション管理組合の標準管理規約

では、管理費等滞納なら遅延損害金の他に「違約金

としての弁護士費用」を請求できる、とあります。 

あるマンション管理組合が管理費等滞納額 460 万

と年 18％遅延損害金130万円を払えと滞納者を訴え

ます。弁護士費用実額 103 万円。問題は裁判所が「違

約金としての弁護士費用」をいくら認めるのかです。 

東京地裁は「実額ではなく…その請求に要する相

当額ということになり、これは裁判所によって認定

されるべきもの」、実額 103 万円でも 50 万円が相当

と認定、つまり 103 万円は高過ぎだと認定します。 

しかし東京高裁平成 26年 4 月 6日判決。悪いのは

払うべきものを払わない滞納者であり、管理組合は

それを払えと求めるだけ。そのために管理組合が103

万円を負担し滞納者から 50 万円しか取れなければ

53万円は管理組合(つまり所有者全員)の負担になっ

てしまう…それはおかしい。「したがって…趣旨から

して、管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費

用と解される」と、103 万円の支払いを認めます。 

管理組合には、「これ以上滞納すると弁護士を頼む

ぞ、弁護士費用はあなたの負担になるし、高くつく

ぞ」と滞納者を説得し脅すカードになります。そし

て弁護士には、安心して稼げるビジネスになります。 

(プロパティマネジメント 2014 年 12 月号) 
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税金キャッシュバックお買い得通販ショップ…ふるさと納税 
年収1200万円のＡさんは被災

地に100,000円を寄付します。 

所得税住民税の寄付金控除対

象となり98,000円の所得税住民

税が減ります。実質自己負担

2000円だけの「ふるさと納税」。 

ふるさと納税で被災地寄付と

総務省が呼びかけ一般化します。 

Ａさんの寄付で被災地自治体

は10万円を得、Ａさん住所地自

治体と国は9.8万円を失います。 

軽井沢町のある町民が被災地

寄付７億円。住民税源泉徴収済

みの株式売却益なので7900万円

還付(他に所得税と県民税)です。

町は還付金に4700万円不足し財

政基金から持ち出して還付しま

した。(信濃毎日新聞2012.5.29) 

ふるさと納税とは、自治体間

の住民税の奪い合いの制度です。 

年収1200万円で10万円を寄付

すると税金が9.8万円安くなり

ます。つまり10万円寄付しても

実質自己負担2000円なのです。 

自己負担2000円で済む寄付金

限度額目安は3人家族(妻と高校

生)で、年収300万円なら8千円、

500万円で2.4万円、1000万円で

8.5万円、1500万円で18.4万円、

1億円なら190万円(総務省資料)。 

他自治体の税金を奪い取るた

めお礼(モノ)の商品を競います。 

1万円寄付すれば例えば5割5000

円相当のお礼。10万円寄付で5

万円。商品は牛肉・名産品・人

間ドック・PS3ゲームソフト…。 

合計で10万円を寄付すると税

金が9.8万円安くなり、5万円の

モノがもらえます。 

5万円のモノ(お礼商品)を10

万円で買う(寄付する)と9.8万

円の税金キャシュバック(正確

には所得税と住民税の減額又は

還付のこと)です。つまり5万円

の商品を2000円負担で買えます。 

自治体にとっては儲け5万円

の通販ビジネス。地元農産品や

名産品の販促支援にもなります。 

振込票が送られてきますが、

クレジット対応も。さすがに商

品代引き寄付は無いようです。 

ふるさと納税通販ショップ 

長野県のふるさと納税の品揃

えは米・ワイン・酒・果物・野

菜・そば・ミソ…と充実です。 

筆者は1万円を寄付、寄付金使

途に「美しい山岳環境の保全」

を指定し、お礼の商品には限定

900本の大吟醸酒を選択。4320

円で売っている酒でした。 

筆者の祖父母は長野県生まれ。

筆者心情的には「ふるさと」な

ので当然「ふるさと納税」です。 

NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」。

官兵衛ゆかりの姫路市の品揃え

は姫路城等「市内10施設の入場

券」のみ。申し訳ないがパス。 

黒田官兵衛と離反し秀吉軍と

合戦する別所長治ゆかりの三木

市。1万円寄付で酒2本セットを

ネットで選択。買えば4800円。 

三木市ではＨＰで寄付者を公

表するそうですが「公表を望ま

ない」。通販(寄付)の度に幾ら

買ったか公開されては迷惑千万。 

筆者は三木市とは縁がないの

ですが、ふるさと納税の対象。 

故郷や被災地でなくても、ど

この自治体への寄付(通販)でも

対象で、税金キャッシュバック。 

酒ばかりだと家内が怒ります。

あとは米か牛肉か、家内がふる

さと納税通販ショッピングです。 

サイト「ふるさとチョイス」

で全国の商品をネット検索です。 

例えば…阿南町は1万円で新

米収穫後に新米20キロ、また1

万円で8000円分の特産品。送料

や経費をいれれば儲けなしでも、

地元農家への支援なのです。 

中之条町は四万温泉の宿泊券。

10万円寄付なら5万円分。家族

旅行の宿泊費が自己負担2000円

です。三朝温泉や戸狩温泉も同

様。きっと、全国各地で観光地

支援にと宿泊券を品揃えします。 

何と、イオンの商品券(日吉津

村)やＴポイント(市川市)。1万

円寄付で2割2000円ですが税金

キャッシュバック付の金券です。 

震災直後の当レポート(添付)

では「本末転倒でバラマキのア

ホ制度」とボロクソに評しまし

たが、状況も用途も変わり、ま

あいいでしょう。ふるさと納税

は、キャッシュバック付のお買

い得通販ショップに育ちました。 

「ふるさと納税」は平日テレ

ビワイドショーでは話題で、会

社にいるお父さんは知らなくて

も、家庭の主婦には常識です。 
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