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第23回通常総会 及び 親睦会 開催
5月27日 (土)16:00～20:00（受付15：30～）
【新横浜国際ホテル】
セミナー開催 7月1日(土) 16:00～18:30（受付15：30～）

【横浜新都市ビル9Ｆ（そごう横浜店）ミーティングルームB】
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賀詞交歓会開催報告

賑やかに賀詞交歓会開催される
平成 29 年１月 28 日（土）、新春恒例となりました賀詞交歓会を新横浜グレイスホテルにて
開催いたしました。大寒を迎えお寒い中を、ご来賓並びに顧問の先生方、組合員とご後援者・

挨拶される渡邉理事長

提携業者様総勢 40 名余の多くの方々にご出席をいただきました。
冒頭、当組合の渡邉理事長よりご列席の皆様に対し、日頃のご愛顧と無事新年が迎えられた
ことに対する謝辞が述べられました。続いて、ご来賓を代表して神奈川県中小企業団体中央会
組織支援部の佐々木兵馬様から、県中央会の事業に対するご理解とご協力について感謝の意を
表され、今後も当組合に対して支援を惜しまない旨のお言葉を頂戴いたしました。

中央会 佐々木兵馬様挨拶

乾杯挨拶の金子専務理事

祝宴に移り、金子専務理事の乾杯の発声のあと、
市沢お囃子連の皆様による新年に相応しい縁起物
のお囃子と獅子舞で賑やかに開会となりました。
引き続いて顧問の先生方から、不動産業に関わる

大星先生

大谷先生

竹川先生

法律改正の動きや今年の社会・経済情勢等につい
てワンポイントレクチャーをそれぞれ賜ると共に、

江蔵先生

山家先生

提携業者様からは、自社企業・商品の PR を行っ
ていただきました。
宴もたけなわとなり、活発に情報交換が行われた
頃合いを見計らって、最後にビンゴゲームが行われ
ました。会場内に「リーチ・ビンゴ！」の大きな声
が響きわたり、空くじ無しのささやかながらも暖か
な景品をゲットして、皆さん幸せそうでした。
興奮 覚め遣らぬまま暫く歓 談いただいた後に、
足立常務理事の中締めにて再開を誓いつつ、２時間
余りの賀詞交歓会は目出度くお開きとなりました。

賑やかなお囃子と獅子舞
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平成 29 年度 神奈川県不動産賃貸業協同組合予定表
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「相続法改正」の問題点について
ー第 2 回ー（3 回シリーズ）

今回は、配偶者の相続分を見直そうという動きがあ

顧問弁護士

竹川忠芳

自筆証書遺言について

ることと、自筆証書の遺言書についての二つについて

全国の家庭裁判所の調査によれば、自筆証書遺言

お話ししようかと思います。そして最後に、昨年の 12

の作成数が徐々に増えてきているとのことです。昭

月 19 日に最高裁判所が大法廷決定を下しましたので、

和 60 年 に 3301 件、 平 成 10 年 で 8825 件、 平 成 25

この点にも触れてみたいと思います。

年で 16708 件の自筆証書遺言が家庭裁判所の検認手
続のため持ち込まれたそうです。

配偶者の相続分の見直しについて
戦後に制定された新しい相続法によれば、
（戦前ま
での家督相続の制度を廃止して）法定共同相続の制度

ら、やはり「遺言する」ことの大切さを自覚したと
いうことでしょうか。

に移行しました。そして、夫が亡くなると、妻は３分

確かに、遺言しないで亡くなると、その後の相続

の１、子供達は残りの３分の２をそれぞれ均分に取得

人間の争いが激しくなって、かえって親族間に溝が

すると定められました。

出来てしまうといったケースを見ることが多くなり

ところが、これでは子供が一人だったとき、子は３分
の２取得できるのに妻が３分の１ではおかしいのではな

ました。遺産を残したがゆえに親族がばらばらに
なって啀み合うようでは、何にもなりませんね。

いか
（むしろ、元々妻に半分の権利があるのではないか）

特に遺言をしておく必要を一番感じるのは、会社

という議論が起きて、昭和 55 年に相続法が改正され、

経営者の場合です。不動産その他の資産を会社が所

妻が２分の１、子は残りの２分の１をそれぞれ均分に分

有していて、その会社の大株主が父親という場合に

けることになりました。

は、株価が高く、しかも、株式が共有となると、会

そして、今回の中間試案では、妻が２分の 1 とい

社の法的手続が進められなくなくなりますので、こ

うのもおかしいのではないかとの議論がされていま

の場合は遺言しておかないと大変なことになりま

す。なぜかというと、夫と妻が互いに元気なときに

す。ほかにも、遺言しておけば、相続人の取得割合

離婚するとすれば、妻は夫の財産の２分の１を取得

を変更できます。今は妻が２分の１で、子は残りの

できます（もちろん正確には二人で築いた共有財産

２分の１を均等に取得するわけですが、遺言するこ

を二人で分けるのであって、夫が親から相続した遺

とで、この割合を変更させることができるわけです。

産とか、夫が結婚前から持っていた特有財産は入ら

私の知人に、毎年お正月になると、昨年１年を振

ないのですが、簡略化して説明します）
。だとしたら、

り返って遺言書を書き直す旨を公言している方もお

夫が亡くなったとき、子は夫の財産の２分の１を相

られます。実際に、遺言の内容を毎年変更している

続するのに、妻は離婚したときに得られるもの以上

のかは分かりませんが、周囲の相続人たちは、少し

には、相続によって何も取得できないのは不当では

緊張感を持って生活しているとのことでした。

ないかといった問題提起がされたからです。
このように、相続法の考え方は時代と共にずいぶん
と変化していることがお分かりだろうと思います。
私が弁護士になった頃は、妻の地位はずいぶんと
弱かったのですが、今や、本当に強くなったものだ
と、改めて思っております。
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公正証書遺言の数が平成 26 年に 104,490 件ですか

ところで、本題に戻りますが、今回の中間試案で
自筆証書遺言について少し見直しをはかろうとして
います。見直すことで、自筆証書遺言を作成しやす
いようにしようとする動きとご理解下さい。
一つは、現行法が遺言書の全文、日付、氏名をす
べて自書せねばならないとしていたのを変更しまし

た。余りに厳格な方式を強いると高齢者には負担が

むところです。遺言が効力を生じるのは作成したそ

大きいということで、例えば、遺言書の中に表示す

の人が死亡した後ですので、置いた場所を知らせる

る財産について、不動産や預金の表示を自書するの

術がありません。よくあるケースとしては、仏壇の

は大変だろうから、これはパソコンで作成してもよ

中へ置いておくケースですが、誰かがこれを廃棄し

いことにしました。従って、財産の表示をパソコン

てしまうとどうにもなりません。顧問弁護士でもい

で作成する場合は「別紙」に目録として作成し添付

れば、この弁護士に預けておくというケースもあり

することになります。このとき、この別紙に自署し

ますが、会社経営でもしていないと顧問の弁護士も

て捺印することになりますのでご注意下さい。

おらず、保管が心配なため、結局、自筆証書遺言の

二つ目としては、遺言書を作成している途中で間

作成が普及しないということも考えられます。

違ってしまったので、これを変更したい場合、遺言

そこで、中間試案は、作成した自筆証書遺言を何処

書の加除訂正の方式を今までのような「署名及び押

かの第三者機関が保管する制度を創りたいと提言して

印」が必要であるといった厳格の方式ではなく、署

おります。今のところ、全国組織の公的団体での保管

名すれば足ると簡易な形に変更しようとしていま

を検討しているようですが、例えば市町村役場の場合、

す。いずれにせよ、自筆証書遺言の作成にあたって

プライバシー保護との関係で難しいようです。

厳格な方式を少しだけ緩和して、作成しやすいよう
にしようということです。次に、作成された後の問

Ｈ28.12.19の最高裁判所大法廷決定について

題として、自筆証書遺言の保管制度を創設しようと

最後に、昨年末になって最高裁判所が、中間試案を先

しております。例えば、公正証書遺言を作成すると

取りする決定を下しましたので、簡単にご紹介しておきます。

公証役場で保管してく

今までは、遺産の中に不動産（自宅など）と預貯

れます。もちろん作成

金の二種類の遺産があるとき、不動産は遺産分割の

した遺言者にも「正本」

審判対象だが、預貯金は対象ではなく、分割債権と

を渡してくれますが、

して各相続人に法定相続分の金額がそれぞれ帰属し

「原本」は公証役場に
保管されています。そ
して、遺言した方が亡

ていると解釈されていました。
ところが、最高裁判所は、不動産だけでなく預貯
金も全て審判対象となる旨を決定しました。

くなれば、その相続人

どうしてこのようになったか、今まではどうして預

が何処かの公証役場へ

貯 金 が審 判対 象とならなかったのかといった点は、

問い合わせれば、日本

長くなりますので省略します。何かの機会があればお

全国の公証役場の何処

話ししたいと思います。要は、家庭裁判所の手間が

かにその方の遺言書が

増えてきたことで、家庭裁判所内は今、その対応で

あれば、その遺言書の

大変なようです。しかし、見方によっては、これでよ

写しを入手することが

り実態に即した公平な解決が期待できるようになった

できます。このように

といえ、私は賛成です。そして、中間試案が既にこの

公正証書遺言の場合

方向を示していたところに、最高裁判所が追随した

は、死亡後に探そうと

感があり、ますます中間試案の方向で、今後は実務

思えば探せるシステム

が動いていくのではないかという気がいたします。

になっています。

最後のお話しは分かりにくくて申し訳ありませ

ところが、自筆証書

ん。一般の方々には余り関係のない話かも知れませ

遺言の場合、作成した

んが、この大法廷決定は歴史的に大きな転換を意味

遺言書を何処へ置いて

しますので、存在することだけでも知っておいてい

おけばよいか誰しも悩

ただけたらと思い、少しだけ説明しました。
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不動産シリーズ

不動産学のススメ

不動産鑑定士・行政書士
え

江蔵耕一

介護⑧

1. はじめに

ぞ う こ う い ち

著者プロフィール
S22.2.6
S44.3
S44.4
S53.3

鹿児島県生まれ
中央大学法学部卒業
神奈川県庁勤務
不動産鑑定士開業
現在に至る

（図表－２）地域包括支援センターの設置主体と仕事の内容

介護保険制度ではたくさんのサービスメニューが

用意されていますが、介護保険制度以外の事業でも
各自治体独自のサービスをしている場合があります。
今回は横浜市のサービスを中心に説明します。

2. 介護保険以外のサービス

（1）介護予防事業サービス
①地域支援事業

地域支援事業のうち介護予防事業として次のよう
なものが挙げられます（図表－1 参照）。

地域包括支援センターには保健師、社会福祉士、
ケアマネージャーの専門家が配置され、チーム一体
となり支援します。
配置基準は次のとおりです（図表－３参照）。
（図表－３）専門家の配置基準

（図表－１）介護予防事業

なお、地域包括支援センターのイメージ図は厚生
労働省の資料によれば次のとおりです（図表－４参
照）。
（図表－４）地域包括支援センターのイメージ図

②地域包括支援センター事業
地域包括支援センターが行うもので 2006 年度にで
きた制度です。地域包括支援センターを設置できる
のは次のとおりです（図表－２参照）。
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③任意事業

（2）日常生活自立支援事業
従来の地域福祉権利擁護事業を改めたもので、

任意事業としては次のようなものがありますが実
施するかしないかは各市町村にゆだねられています

大きく分けると福祉サービスの利用援助と高齢者の

（図表－５参照）。

財産管理に分けられます。社会福祉協議会が事業

（図表－５）横浜市の任意事業

主体になります。
①福祉サービスの利用援助
福祉サービスの情報提供、手続きの援助、苦情
処理手続きの援助などが主な仕事です。
②財産管理サービス
日常金銭管理サービスとして預貯金の出し入れ、
年金や福祉手当の受給手続き、家賃、公共料金の
支払い、と年金証書や預金通帳、保険証書などを

このうち、成年後見制度利用支援事業について

預かるサービスがあります。

横浜市では次のように実施しています。
③対象者
対象となるのは認知症、知的障害者、精神障害

④横浜市成年後見制度利用支援事業
イ 横浜市成年後見制度利用支援事業要綱

者及び身体障害者などです。但し、社会福祉協議

対象は老人福祉法、知的障害者福祉法、精神

会との契約が必要で場合によっては成年後見手続

保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき区

きも行います。この後見を法人後見と言います。病

長申し立てになるものは次のとおりです。

院、施設入所者なども対象になります。

（イ）生活保護受給者
（ロ）中国残留孤児支援給付対象者

④専門員及び生活支援員について
上記の業務を遂行するため、社会福祉協議会に

（ハ）横浜市成年後見制度利用支援事業事務取扱
要領に定める収入及び資産の両基準を満たす者
（ニ）その他区長が認めるもの。
対象費用は後見申し立て費用と後見人の報酬両

は専門員
（相談から契約までの手続きを担当します）
と実際に定期的の訪問し、福祉サービスの利用援
助を行う生活支援員がいます。

方です。
ロ 横浜市成年後見制度利用支援事業事務取扱要領
収入基準は単身者と世帯により、年額 250 万円
以下～ 250 万円以下＋ 50 万円×世帯員以下になり
ます。資産基準は年額 350 万円以下～ 250 万円以
下＋ 50 万円×世帯員以下になります。
政令都市である川崎市、相模原市や全国のその
他の市町村もそれぞれ成年後見制度利用支援事業

⑤利用料金
イ

福祉サービス利用援助及び書類など
預かりサービス
各社会福祉協議会によっても異なりますが、

相談から支援計画作成までは無料で、生活保護
受給者や税金の市県民税が非課税者はすべて無
料でその他は月額 500 円程度になっています。

を行なっています。
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ロ

日常金銭管理サービス

②介護保険負担限度額認定証による負担軽減

Ａ～Ｄ段階があり生活保護受給者や税金の市県民

施設入所やショートステイの場合の部屋代・食事に

税が非課税者はすべて無料ですが市県民税の納付額

ついて所得に応じた限度額が設けられ自己負担が軽減

により月額 2500 円程度～ 10,000 円程度となります。

になります。この場合市町村に申請し、介護保険負担

ハ

限度額認定証をもらって、これを施設に提示して前記

住環境整備
上限 100 万円までの建物の改造費の助成を行いま

図表－の負担限度の金額まで軽減されます。

す。自己負担は所得税額によりゼロ円から全額とな
ります。
ニ

その他のサービス
食事サービス、紙おむつ給付、訪問理美容サービ

③食費と居住費について
生活保護受給者や市町村民税非課税世帯の人は 1
から 4 段階に分けて負担段階を設けて、それを超えま

ス、外出支援サービス、寝具乾燥、自立支援ホーム

すと特定入居者介護サービスの給付対象になります。

ヘルプ、生活支援ショートステイ、訪問指導などが

ただし、第４段階のひとは部屋代 ･ 食事代の軽減はあ

あります。

りませんが夫婦の場合でどちらか一方が入所して生計
が困難になった場合は一定の条件を満たせば第３段階
に変更されます。

（3）利用者負担の軽減について
①高額介護（介護予防）サービス費の軽減
1 ヶ月の利用負担額が次表の上限額を超えると高額
介護（介護予防）サービス費が払い戻されます。健康
保険の高額負担費の払い戻しと同じ考えです。但し、
福祉用具、住宅改修費は除かれます（図表－６参照）。
（図表－６）利用者負担段階と負担限度額

世帯の場合は上限額は合算されますので、次式にな
ります。
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相続手続き Q & A
顧問税理士

山家一洋

ありがとう、お母さん

週末の夜中に何度も携帯が鳴りました。何事だろうと相談員は電話に出ました。
『相談員Ｂさんですか？ 実は母Ｃが亡くなりまして…Ｃから私に何かあったらすぐにＢさんに電話するように
と言われていたので、夜遅くにすみません。私は長男のＡです。』
Ｃさんはまだ 60 歳。数年前にＡさんの祖母Ｄさんがお亡くなりになった際に相続手続きをお手伝いさせ
ていただいたご縁で、その後もことあるごとにご相談をしていました。
実はさかのぼること一年前に、Ｃさんから相談の電話がありました。
お話を伺うと、Ｃさんの一番の悩みは息子さんのお一人の行方が分からないこ
と。Ｃさんの弟さんも相続の際に行方が分からず、とてもご苦労されていました。
だからこそＣさんに万が一のことがあったときに、ご主人や子供さんたちが困らな
いようにしたいがどうしたらいいかとのこと。いろいろと相談した結果、行政書士
さんとも相談し、公正証書遺言を作成しました。その時のＣさんの顔はとても安心
して、幸せそうなお顔でした。相談員ＢもＣさんの安心した顔を見て、ホッとしたのを覚えています。Ａさ
んに聞くと、この時からＣさんの体は病気に蝕まれていたそうです。
Ｃさんが心配していた息子さんとは、Ｃさんのご心配のとおり葬儀の連絡をしようと思っても連絡が取
れません。結局、Ｃさんの葬儀は息子さん不在のまま執り行われました。あまりに若すぎるＣさんの死に、
ご家族は何も手につきませんでした。しかし、Ｃさんが遺してくれた公正証書遺言には、遺言執行者が定
められていました。遺言執行者が速やかに遺言の内容を実現し、数か月後にはすべての手続きが完了しま
した。少しずつ元気を取り戻したＡさんがしみじみと
『母が遺言を準備してくれてよかった、そうでなければ、
未だになにもできなかった。本当に助かった』とおっしゃっていたのが印象的でした。
また、悲しみのあまりＣさんが遺言を残していたことを怒っていたご主人も、
『俺も遺言を書く』といい、
行政書士さんと相談を始めています。Ｃさんが早く亡くなってしまったことはとても残念ですが、Ｃさんの
気持ちは確実に家族に届いています。家族を思いやる気持ちを相続したＣさんのご家族。ぜひＣさんの分
も幸せになってほしいものです。
（全国の相続手続支援センター相談事例集Ⅷより）
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平成 29 年度税制改正

～税制改正大綱のポイント～
顧問税理士

山家一洋

→ 26 万円（老人控除対象配偶者は 32 万円）

昨年 12 月 8 日、自公両党は平成 29 年税制改正大
綱を発表しました。今回の税制改正大綱では、就業

Ⅲ . 居住者の合計所得金額：950 万円超 1,000 万円以下

調整を意識せずに済む仕組み構築のための配偶者控

→ 13 万円（老人控除対象配偶者は 16 万円）

除の見直し、デフレ脱却・経済再生のための企業へ

結局、納税義務者の合計所得金額が 1,000 万円（給

の設備投資促進等の他、中小事業者の支援策として

与収入に換算すると 1,220 万円）を超える場合には、

事業承継税制の見直し、国外財産に対する相続税等

配偶者控除及び次の配偶者特別控除の適用はありま

の納税義務の範囲の見直しを行います。

せん。

今回は、これらの改正項目の内、資産税を中心に確

＜配偶者特別控除＞

認します。

配偶者特別控除も、上記の配偶者控除の適用と同
様、納税義務者本人の合計所得金額を３区分（900
万円以下、900 万円超 950 万円以下、950 万円超 1,000

１

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

万円以下）に分け、配偶者の合計所得金額（38 万
円超 123 万円以下→給与収入に換算すると 103 万円

以前から議論になっていましたが、配偶者に関す

超 150 万円以下）をさらに 9 段階に区分し、最高

る所得控除を受けるため、「103 万円の壁」の枠内

38 万円から最低 1 万円の範囲で、配偶者特別控除

に給与が収まるように、配偶者自身が就業調整して

を受けることができるようにしました。

いるという問題がありました。今回、大きな改正は、
納税義務者本人の所得に応じて、配偶者控除、及び

上記の改正は、平成 30 年分以後の所得税につい
て適用します。

配偶者特別控除の金額を段階的に設定したことにあ
ります。

2

積立型ＮＩＳＡ

＜配偶者控除＞
従来、配偶者控除（38 万円）は納税者本人の所

現行のＮＩＳＡ（非課税口座内の少額上場株式等

得に制限はありませんでした。あくまでも配偶者の

に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置）とは

所得が 38 万円（給与収入に換算すると 103 万円）

別に積立型のＮＩＳＡが創設されます。証券会社等

以下であることが条件でした。これが、今回の改正

で開設した累積投資勘定（年間投資上限 40 万円）

では納税義務者の所得を 3 区分に分け、これに応じ

に係る株式投資信託につき、口座開設の 1 月 1 日か

て配偶者控除の金額を設定します。

ら 20 年間、配当等や・譲渡益に対する所得税を非

Ⅰ．居住者の合計所得金額：900 万円以下

課税とします。

→ 38 万円（老人控除対象配偶者は 48 万円）
Ⅱ . 居住者の合計所得金額：900万円超 950 万円以下
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上記の改正は、平成 31 年分以後の所得税につい
て適用します。

3

居住用超高層建築物（タワーマンション）
に係る固定資産税の見直し

しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続
税又は贈与税について適用します。

タワーマンション（高さ 60m 超の居住用建築物）
に課税される固定資産税・都市計画税及び不動産取
得税について、各区分所有者への税額の按分計算上、

6

相続税等の財産評価の適正化

一定の補正が行われます。これにより、高層階の税
額を増額し、低層階の税額を減少する措置を講じる
ことになりました。

①取引相場のない株式の評価の見直し
類似業種比準方式（同種同規模の企業平均数値に

上記の改正は、平成 30 年度から新たに課税され

より株価を算定する方式）において、計算の基礎と

ることとなる建築物（平成 29 年 4 月 1 日前に売買

なる類似業種株価につき、課税時期以前 2 年間の平

契約が締結された住宅を含む建築物は除きます）に

均株価を加えて計算する方式とします。また、配当、

ついて適用します。

利益及び純資産価額の比重割合が、従前は 1：3：1

4

相続税・贈与税の国外財産についての
納税義務の見直し

現行では、日本国籍を有していても日本国内に 5
年超住所を有していない者については、相続税や贈

と利益重視となっていたところを、1：1：1 とします。
上記の改正は、平成 29 年 1 月 1 日以後の相続等
により取得する財産の評価について適用します。
②広大地の評価
広大地の評価方法について、現行での面積に比例

与税の課税対象から国外財産が除外されています。

的に全体を減額する方式から、各土地の個性に応じ

これを見直し、「5 年超」のところを「10 年超」と

て、形状・面積に基づき評価する方法に見直すとと

します。

もに、適用要件の明確化が図られます。

上記の改正は、平成 29 年 4 月 1 日以後に相続若
しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続

上記の改正は、平成 30 年 1 月 1 日以後の相続等
により取得する財産の評価について適用します。

税又は贈与税について適用します。

5

非上場株式等に係る相続税・贈与税の
納税猶予制度の見直し

納税猶予の取消し事由となる雇用確保要件の判定

税制改正関連法案は平成 29 年 2 月 27 日、衆議院

について、相続開始時又は贈与時の常時使用従業員

本会議にて賛成多数にて可決されたことにより、参

数に 80％を乗じて計算した数おける端数処理が「切

議院での審議を経て 3 月中の成立となります。税制

り上げ」から「切り捨て」に緩和されます。また、

改正についての詳細は、今後、逐次発表されること

相続時精算課税制度に係る贈与も贈与税の納税猶予

になりますので、新聞等での発表にご留意ください。

の適用対象とされ、適用範囲が拡大します。
上記の改正は、平成 29 年 1 月 1 日以後に相続若
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はえんかぜとナンコ

還暦を過ぎて早十年となる。還暦とはふたたび生ま

え

ぞ う こ う い ち

江蔵耕一

くない。

れた年の干支に還ると言う十二支からきており、数え年

そんな時は家族中で昔は雨戸にかすがい状に平板を

六十一歳で本卦還りとも言われ、現在は新しく生まれ

打ち付けて防御するが現在ではアルミサッシの窓が

変わるという意味で使われる。私もできれば生まれ

多く今ではあまり見かけない。

変わりたいと言う気持ちがあったが、どうしてどうして

自然の驚異はそれを知れば知るほど人間の弱さが自

世間の強いしがらみの中でもがいており、生まれ変わ

覚でき、自然に対し謙虚になる。東日本大震災しかり。

ることなんぞできっこないとあきらめつつ過ごす毎日

漁師はしけると絶対海に出ない。自然の怖さを知って

が憎い。

いるからだ。私はモーターボートの二級免許を持って
いるが講習会の時に海の怖さを教えられた。だから、

ところで、たいてい還暦の同窓会はどこでも盛大に

しけた海を見ると講習会を思い出す。

やることが多い。ふるさとの志布志中学校の同窓会に

ふるさとの志布志市は平成の市町村合併で市に昇格

は中学二年で川崎の御幸中学校に転校したにもかかわ

したが江戸時代から密貿易港の町であった。しかし近

らず、志布志中学でいつもけんか相手だった幹事であ

年は埋め立て事業で「青砂白松」の海岸はとうに消えた。

る隈元君が招待してくれた。だから、還暦の同窓会は

南風（みなみかぜ）のことを鹿児島弁で「はえんかぜ」

ふるさとと川崎で二回出席したのである。

と言う。はえんかぜは沖縄でも同様に発音する。薩摩

どちらが盛大かと言うとふるさとの方であった。し

藩の琉球との密貿易や支配は言葉の面でも影響を及ぼ

かも初めて会う他のクラス同級生もおり、その時は「異

した。私の先祖は琉球から来たのではないかと思われ

邦人」になった。そして、初対面の同級生はかならず

る。なぜなら、妻と結婚した時、私の顔の骨格と濃い

私に次の質問をした。

眉毛は妻の職場の沖縄出身の男性にそっくりだと妻に
｢ 江蔵 (えぞう ) 君 は 三年

言われた。また、私は沖縄の民謡が大好きなのだ。ＣＤ

のときゃ、何組じゃったけ

も何枚も持っている。

な？｣
会場でこの質問を何度も
受け閉口した。

ようである。後者の方が多感な青春時代をいっしょに

｢あんなー、おいは二年で転校しっ、三年のときゃお

過ごしており、人格形成にも同級生や教師が大きな影

らんかったど｣

響を与えるからである。高校二年生の時は七組で小山

と答えるとけげんそうに私を見つめるのであった。そこ

（旧姓斉藤）さんといっしょのクラスで二年生の時の

で私は同窓会名簿を見せながら

九州への修学旅行では斉藤さんの女子仲間と車内での

｢うんにゃ、、隈元君が呼んくれっ、こん、名簿じゃ、

交流を深めた。

七組んなっちょっとお｣
と名簿の名前を見せると納得するのである。
私のふるさとは南九州の海に面した漁師町・志布志

斉藤さんの印象はその時と今もまったく変わってい
ない。神奈川新聞に載った斉藤さんを見て変わってい
ない印象を受け、同時代の同人になっても同じである。

市である。四月から八月にかけて太平洋高気圧が発達

だから、高校二年生の斉藤さんが現在も存在し、時の

し、海から市街地に向かってはえんかぜが吹くので

流れはストップしたままだ。

ある。さらに秋になると熱帯低気圧がさらに大きく
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ところで、中学と高校の同窓会ではどうも質が違う

また、二年生の担任は山崎先生で世界史が大好きに

なって台風となり吹きまくる。南九州は「台風銀座」

なり、今でも真っ黒になった世界史の教科書を大事に

と呼ばれ、瞬間最大風速五十メートル以上はめずらし

保存し、時々見ている。その他古典の中嶋先生も文系

に進む道を決めた一つであった。理系の先生は親しみ

何回もやるとどちらも意識もうろうとなり、何をやっ

がもてなかった。単に黒板に式や公式だけを書いて解

ているのかわからなくなってしまい、しまいには、寝

説はあまりしなかった。後年私は職業訓練校や大学で

転んだり、歌い始めたり、愚痴を延々と言いだすはめ

講義したが教科書だけ読むことはせず、背景や本質を

になる。さらに取っ組み合いが始まり、長老が止めに

中心に講義した。教科書外にある背景や本質を解説す

入って収まるのだ。大人のキャラクターがよく出るの

れば理解が早いのである。そのためには教科書より周

で親しみを覚える。

到な準備が必要である。教室の中で教科書を読むだけ

そのうち、子供達同志で焼酎代わりに水をおちょこ

の教師はいらない。生徒は大事なお客様であり、教壇

に入れゲームをやりだす。大人も子供たちのゲームを

は舞台なのであるから生徒を引き付けつけなければな

見守り応援し、家族対抗「ナンコ」大会になってしま

んための授業かわからなくなってしまう。教壇である

う。今みたいにゲームのない時代はきつい農作業のあ

舞台は一期一会の世界である。教師は先生という「ペ

とに焼酎を飲みながら「ナンコ」をやることが親族交

ルソナ（仮面）
」をかぶった ｢俳優｣ だということを自覚

流の場であり。癒しの世界だったのだ。

しなければならない。観客は毎年毎年違うのである。

｢ナンコ｣ というのは広辞林では ｢何個｣ なっており、
｢蔵鈎 (ぞうこう)｣とか ｢猜拳
（さいけん）｣ とも呼ばれる。

ふるさとでの強い記憶は祖父母の家でたびたび宴

「蔵」という文字に親しみを覚えるのは私の苗字のせい

会が開かれた時のことである。農家であったので、

だけではないような気もする。学生時代に仲間とやろ

農作業は親戚一同が手伝ったりして、何かあるとみ

うとしたがこのゲームを知っている者はいなかった。

んなが集まり、宴会が始まるのである。女は台所で

親父は酒が一滴も飲めず

いそいそと食事の準備に取りかかり私もお膳運びを

宴会は苦手だった。親戚づ

やらされる。男は宴会でなまりまるだしの歌や踊り

きあいも同様だったかもし

が飛び出す。そして、最後は ｢鹿児島小原節｣ で締

れない。今でも鹿児島では

めくくられる。

酒が飲めないと一人前とは扱われない。親父が亡くなっ

薩摩藩の武士階級は大きく分けると本家である鹿児

た時、部 落中の人 達が 葬 式を手 伝ってくれ、その 御

島市内の鶴丸城の周辺や分家した藩のお城の周辺に

礼に近所回りをしたがどの家でも焼酎が出され閉口し

住む直属の武士と、普段は農業を営み「いざ鎌倉」の

た。なぜなら、親父の DNA を引き継ぎ私も飲めない

時ははせ参じる「郷士（ごうし）」に分かれており、

からだ。だから、親父は若くしてふるさとを出て国家

祖先は郷士であった。だから、一族郎党の原則が明治

公務員になったのかもしれない。しかし、公務員の世

になっても営々と続いており、明治時代の戸籍を調べ

界でも酒は待ち受けていた。親父は宴会では酒を受け

ると結婚は近隣や同じ町内からの嫁が多い。帰省した

るがこっそり別の茶碗に移し変え飲まなかったという。

時に家系図を作成したが、あまりにも同じ町内からの

私も公務員時代は宴会が嫌いで幹事ばかりしていた。

親戚が出てくるのであぜんとした。

幹事だと飲まなくてすむ場合が多いからだ。組織では酒

私が興味をもって、宴会の中の大人の世界をかいま

を媒体として情報交換をする。国会議員の密会も必ず料

みたのは焼酎を飲みながらのゲームである。それは「ナ

亭が多く酒はつきものだ。その場所で総理大臣が決めら

ンコ」と言って小さくした角材を両者がお互いに五本

れてきた。日本のような農耕民族でもヨーロッパや米国

ずつ手の中に持って後ろに隠し、｢エイや！｣ でお互

の狩猟民族でも同様である。

いに隠した自分の手の中の自分の角材の本数と相手が
持っている角材の本数の合計を当てるゲームで「合わ
せて何本」と言い当てるのである。どちらか一方が言

酒気帯び運転は厳しく罰せられるがあとをたたな

い当てると当てられなかった相手方は焼酎をおちょこ

い。公務員だと即懲戒免職が待っている。しかし酒飲

で飲み干さなければならない。

みでも紳士で付き合える人も多い。そんな人との宴会

お互いに当てると焼酎は飲まなくてよい。また、相

はなんと楽しいことか。「談論風発」とはこのことで

手の持っている本数だけ当てても勝ちである。最初は

ある。そんなわけで、「はえんかぜ」と「ナンコ」は

意識がはっきりしているから、ゲームは順調に進むが

ふるさとの貴重な思い出のひとつである。
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検索

http://www.e-ooya.com/

神奈川県不動産賃貸業協同組合は
「組合員」及び「賛助会員」を募集しています。
〒 222-0033 横浜市港北区新横浜 2-14-6 パークシティ新横浜 1F
TEL 045-985-1039 FAX 045-983-5617
E-mail info@e-ooya.com URL http://www.e-ooya.com
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