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いよいよ年末の足音が聞こえてきました。毎年12月
は税制改正大綱が発表されますが、令和3年度の大綱
(2020年12月10日発表）の内容は、「暦年贈与が廃止さ
れるのでは！？」との情報もあり注目されていたことは
ご存じでしょうか。

もし廃止となれば、今後の相続対策に影響が出るこ
とは必至。今のうちにできる対策を知ったうえで、少し
でも早く行動開始するのが良さそうです。

►非課税譜与の基本、暦年課税制麿9こメス！？

日本の贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間
に贈与された財産の合計額に応じて課税される「暦年
課税方式」によって課されます。ただし、この制度には年
間110万円の基礎控除が用意されているため、年間110
万円以下であれば非課税での贈与が可能。控除枠を活
かし、毎年少しずつ非課税で贈与していく「暦年贈与」
は相続対策の基本として活用されてきました。

あえて「非課税」を許容してきた背景には、塩漬けに
なっている父母祖父母世代の財産を流動させ、日本経
済の活性化につなげたいという国の思惑があります。し
かし、近年は後述の「結婚・子育て資金の一括贈与」「教
育資金の一括贈与」といった特例も含め、非課税枠が本
来の目的と異なる「節税策」として利用されるケースが
目立つ状態に。「冨裕層への優遇策だ」という批判の声も
高まり、特例適用のルー ルも年々厳格化傾向です。

そして、令和3年度税制改正大綱には、今すぐの改正
こそなかったものの、「相続税と贈与税をより一体的に
捉えて課税する観点から、（中略）暦年課税制度の在り
方を見直すなど、（中略）本格的な検討を進める」と明記
されました。ついに暦年贈与廃止の噂の飛び交う事態
となったわけです。
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►改正は何年後？できる対策は今年のうちに

いきなりの暦年贈与廃止は、社会のインパクトが大
きすぎるため非現実的です。しかし、これまでの流れか
らも「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税」とい
う検討は進みそうです。例えば、現在の日本の税制下で
は相続発生3年以内の贈与は、相続税の扱いとなって
110万円控除の対象外（暦年贈与の対象外）となります
が、同様の制度をイギリスは7年、フランスは15年、ア
メリカは無期限で運用しています。日本が現在3年で
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ある期間を5年、10年へと延長することは十分あり得
る話です。

加えて、昨今はさまざまな場面で富裕層に対しての課
税強化の風潮が見られます。賃貸経営者としては現行制
度下で、どれだけ早めの対策を打っておけるかが将米の
相続財産額を左右しそうです。生前贈与による節税を考
えている方は、少しでも早いスタ ー トを検討するととも
に、年内駆け込みでできる対策は今年のうちに始めてお
きましょう。
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人気設備ランキングをどう活かす？
ニーズに応え 『プラスa』で
差をつける空室対策

お悩みQ&A

ルール違反のこ、み
中身のチェ

税制に変化の兆し！？

相観対策の定番
生前贈与はお早めに
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l この設備があれば周辺相場より
家賃が高くても決まる roP10 
一 一

インタ ーネット無料 〇 ィンタ ーネット無料
----------··----------··--------------------------------------------------------------------

宅配ボックス«» ]こは翌
の

----------------------------------------------------------------------------------------

ェご謬◎宅配ボックス
--------------------------------------------------------------------------------------------

高速インターネット E日日 システムキッチン
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

浴室換気乾燥機 EEE’ 追いだき機能
------------------------------------------------------------------------

独立洗面台 EE塁＇ 浴室換気乾燥機

システムキッチン E日日 ホームセキュリティ ー

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24時間利用可能こみ置き場 EEE〗 高速インタ ーネット
----------------------------------

防犯カメラ E日目 ガレージ
----------------------------------------------------------

ウオークインクローゼット E回回 24時間利用可能こみ置き場

毎年恒例、全国賃貸住宅新聞社による「人気設備ラン

キング」の2021年版が発表されました。大方の予想通

り、「この設備があれば周辺相場より家賃が高くても決

まる」ランキングで独走を続けるのは、インターネット

無料。宅配ボックスエントランスのオー トロックがこ

れに追随。もはやインターネットと宅配対応は、必須設

備となりました。

こうした人気設備は空室対策の強い武器。しかし、多

くの競合物件が導入する設備でもあるため、「せっかく

導入したのに横並び」となることも少なくありません。

そこで今回はランキングの確認とともに、「人気設備プ

ラスa（アルファ）」で、設備の組み合わせによる競合物件

との差別化を考えてみましょう。

1コロナ禍ニーズを捉えた設備の遍加
まず注目したいのは、人々の生活スタイルを大きく

変えたコロナ禍。自粛生活の中で変 化したニーズに応

える設備を、ランキング内の人気設備に「プラス」して

みてはいかがでしょうか。例えば、非接触でのやりとり

を叶える「宅配ボックス000」「テレビモニター付き

インターホン00」に加えて、空気清浄機能つきエアコ

ンや空気清浄機を設置できれば、安心感から入居者の

心を掴めるかもしれません。

また、巣ごもりで高まったDIYブームに応え、入居者

l湿忠塁芸乃oPl0一
室内洗濯機置き場 6» テレビモニタ ー付き

インタ ーホン
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----ょ—
テレビモニタ ー付¢ «» ....... インタ ーホノ 至内洗濯機置き場
--------------------------------------------------------------------------------·-----------·-------

インタ ーネット無料 、》 独立洗面台
-----------------------------------------------------------------------------

洗浄機能付き便座 EE塁＇ 追いだき機能
-----------------------------------------------------------------

独立洗面台 EEE〗 洗浄機能付き便座
---------------------------------------------------------------------------

エントランスのオートロック E回3 ィンターネット無料

宅配ボックス E日＇〗 システムキッチン
----·----------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

備え付け照明 E日国 ガスコンロ（2ロ ・ 3口）

高速インターネット E日目 ェントランスのオートロック
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ガスコンロ（2ロ ・ 3口） E回日 浴室換気乾燥機
--------------------------------------------------------------------------

※掲載の情報は2021.10.1が全国賃貸住宅新聞」より抜粋

が手を加えてもいいDIV可能な壁を設けたり、そこま

で本格的でない入居者向けにピクチャ ー レール、有孔

ポー ドマグネット対応の壁シートなどを施工して、壁

に自分好みのアイテムを取り付けられるようにするの

も手。それほどコストも掛からないので手軽に導入で

きる設備です。

1家事負握を減らす『家事ラク設傭』
夫婦共働きも多数派となった現代。ランキング常連「シ

ステムキッチン000」などの生活設備に、「入居者の家

事負担を減らせるひと工夫」を加えるのも面白そうです。

例えば、キッチン周りなら食器洗い乾燥機。最近は後

付けの卓上設置型もスリムタイプが多く登場してお

り、ファミリー ・単身ともに十分訴求できそうです。ま

た、「浴室換気乾燥機00®」が人気である一方、ファミ

リーでは浴室だけだと洗濯物を干し切れない、という

悩みも。室内糊干しをプラスして、増加している部屋干

しニーズに応えるお部屋にするのも一案です。

そのほか、流行りの家事ラクアイテムといえば、口

ボット掃除機やコー ドレス掃除機。これらを部屋の設

備として用意するかは別にしても、「掃除機の充電ス

ペース」を求める入居者は増えています。コンセントの

増設や設置位置再考も、家事ラクのアピ ー ルになるか

もしれません。

「周辺相場より家賃が高くても決まる」ランキング… ... ビZUEZEU昌tZE 「この設備がなければ決まらないJランキング•••じじtzビlEZEU三3Zil

1プラスa!次世代の暮らし 『スマー トホーム』
今年は初集計「高速インターネット000」の存在感

も衝撃でした。「インターネット無料0080」を一歩進

ぬスマートホーム化で差別化を図るのも手かもしれま

せん。

スマートホ ームとは、インターネット回線に接続され

たさまざまな機器やセンサーによって、近未来的かつ快

適な生活を送れるお部屋のこと。スマ ー トフォンやス

マートスピ ーカ ーからあらゆる機器を操作できるため、

例えば「帰宅前にスマホからエアコンをつけて適温にし

ておく」「玄関でただいまと言うだけで必要な家電がす

べて起動する」といった多くの人が憧れるハイテク生

活を叶えることができます。

インターネット無料をWi-Fiで提供していれば、以下の

ように目的に合う専用機器を用意するだけなので、比較

的導入もしやすいでしょう。

【スマー トリモコン】…スマートホーム化を手軽に叶え

られる、言うなれば、「赤外線リモコンで操作する家電

ならなんでも動かせる総合リモコン」です。これ1台をイ

ンターネットに接続すれば、一般的なテレビやエアコン

も室内外を問わずどこからでもスマートフォン等で操

作できるようになります。

【スマー トロック】•••スマ ートフォンで操作できる玄関

錠です。外出先からも施錠できるうえ、製品によっては

オートロック機能や指紋認証・顔認証の機能もあり、防

犯面でも優れもの。低コストで始めるなら鍵交換のい

らない後付けタイプがいいでしょう。

【スマー トドアホン】…インターネットに接続可能なテ

レビモニター付きインターホンです。インターホンが撮

影する映像•音声をスマートフォンで確認できるので、

外出先でも来客対応が可能に。モー ションセンサーを

搭載し、ちょっとした防犯カメラのように使えるモデル

も登場しています。

空室対策のポイントはお部屋の「総合力」を如何にし

て上げるか管理会社と相談しながら、お部屋に価値を

プラスするのに有効な設備の組み合わせを探してみて

ください。
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＇ Q．ルール違反のこみ、中身のチェックは可能？ | 


