例年にない暖冬と言われる新年から早1ヶ月を過ぎ、皆様におかれましては日々忙しくお過ごしのことと思います。
本年もより一層皆様のお役に立てる様、社員一丸となり「心を込めて、お手伝い」させて頂きます。どうぞ何なりと
ご用命くださいませ。この一年も皆様にとって素晴らしい年となります事をお祈り申し上げます。

《２０２０年東京五輪の聖火リレー》大分県は九州では最初
となり、４月２４、２５両日に行われる。別府市から始まり、
２日間で全１８市町村をつなぐ。
聖火リレーは３月２６日に福島県から始まり、大分県は１５番目。
４月２４日に愛媛県から別府市に引き継がれ、国東市や宇佐市など県
北部を回り、日田市の中央公園でセレブレーション（聖火到着式）を
行う。 翌２５日は玖珠町を出発し、由布市や津久見市など県南部を
めぐり、大分市のＪＲ大分駅前で整備が進む「祝祭の広場（仮称）」
で到着式を行う予定。
『東京 2020 オリンピック聖火リレートーチ』

【日本の高度技術光る】
桜をモチーフとしており、５つの花弁から上がる
炎が一つの赤い聖火を作る。

東京五輪聖火リレーのコースと走者発表 大分県内は１７０区間
２０２０年東京五輪国内聖火リレーの詳細が大会組織委員会から発表され、大分県内はタレントの指原莉乃さん（２７）＝大分市出身、競泳の渡辺一平選手（２２）＝
津久見市出身＝ら１７０人を超すランナーが来年４月２４、２５の両日で全１８市町村を走る。コースには日本泳法「臼杵山内流」で泳ぐ区間もある。リレーは３月２
６日に福島県からスタートし、４７都道府県８５８市区町村を巡る。
県内は１７０区間で計３１・８キロ。このうち４４区間は公募などで聖火リレー県実行委員会が選んだ５３人が走り、残る１２６区間はスポンサー枠となっている。
日田市では市民１０人が一緒に走る区間があり、１７年の福岡・大分豪雨被害からの復興をアピールする。
著名人は俳優の石丸謙二郎さん（６６）＝大分市出身、「坊がつる讃歌」の歌手芹洋子さん（６８）＝東京都＝ら。競泳で東京五輪を目指す渡辺選手は「故郷でラン
ナーを務めるのは誇り。ジュニアスイマーたちに夢を与えたい」とのコメントを寄せた。
アテネ、北京、ロンドンの３大会連続で五輪に出場した女子ホッケーの岩尾幸美（さちみ）さん（４３）＝九重町野上＝やスーパーボランティアとして知られる日出
町川崎の尾畠春夫さん（８０）も参加する。
最年長は日田祇園山鉾振興会長で９７歳（日田市隈）。「復興支援への感謝を伝えるためにも大役を果たしたい」と意気込む。最年少は小学校６年生（１２歳）で
「夢のような気持ちでいっぱい」という。
聖火は愛媛県から別府市に入る。初日は別府国際観光港から杵築市の城下町や豊後高田市の昭和の町、中津市を経て日田市でフィニッシュ。２日目は玖珠町を出発し、
豊肥、県南地区へ。九重町の九重〝夢〟大吊橋を通る他、臼杵市では臼杵山内流の泳者が臼杵川を泳いでリレーし、最後は大分市中心部を走り祝祭の広場でセレモニー
を開く。各市町村で走る距離は０・７キロ～５キロ。
※大分合同新聞掲載分より

東京五輪、嵐の活動休止、アナ雪2……2020年は日本に様々な熱狂が訪れる——。筋力を拡張するアシストスーツ、スマホで鍵を開けるスマートキーと夢の技術が
次々と実を結ぶ。令和を迎え新時代の消費ニーズも見えてきます。激動の20年に起こること、そして注目されるであろう出来事を調査しました！

【特等席が全国に】 どこでも東京五輪＆応援村 【アシストスーツ(作業支援ロボット)】
説明不要のビッグイベントが列島を
作業員の負担を軽減する
のみ込む。フェス感覚で楽しめる
“進化版パブリックビューイング”
が各地に出現。東京は各国の「テー
マパーク」で彩られ、“巨大万博会
場”と化す。会場に行かなくても、
皆で集まり応援すると盛り上がりま
す！

【応援熱クライマックス】
嵐ロス
活動休止に向けて、史上最大の
応援と感謝の渦が巻き起こる。
ファンクラブ会員は活動休止発
表後30万人増。ツアーやアル
バムなどによる一連の経済効果
を3000億円と見積もる声も

【2020年注目度予想ランキング】

「アシストスーツ」は、作業者の体に装着す
ることで、荷物の上げ下ろしや中腰姿勢の維
持などを“アシスト”し、作業者の身体的負
担の軽減や作業効率の向上を行う作業支援ロ
ボットです。価格面においても10万円台と、
これまでとは大きく下回ってきました

【お家の鍵もスマホで開ける時代へ】

防犯対策としても使ってみたい
「Qrio Lock」
ここ数年でスマホがあれば何でもできる時
代。そしてまた新たに、スマホを使ってお
家の鍵を開ける事ができる家電「キュリ
ティーロック Qrio Lock」が誕生。スマホ
が鍵に早変わり♪これでもう鍵自体を持ち
歩かなくても大丈夫！？
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●節分の⾖まきといえば、「⻤は外！ 福は内！」という掛け声が連想さ
れますよね。
地域によってこの掛け声は変わるようですが、⻤を外に払い、福を呼び込
めるようにという意味が込められています。
家庭で⾖まきをする際は、家のドアや窓を開けてから「⻤は外！」と⾔い
ながら⾖をまき、払った⻤が戻らないようドアや窓を閉めてから「福は
内！」と⾔って部屋に⾖をまきます。この⾖まき方法も地域によって多少
の違いがあるようですが、一般的なのは部屋の奥から玄関に向かって⾖を
まく方法です。
●節分では年男・年女、そして厄年の人が⾖をまくと良いとされます。
年男・年女とは生まれた年の干支の年を迎えた方。
2020年は子年なので、子年生まれの方々が当たります。(当社では、倉堀
社⻑！倉堀副社⻑！ボタニーク倉堀社⻑！不動産部矢頭が子年です
！）年男・年女は年神様のご加護をたくさん受けられる縁起の良い年
と⾔われています。年神様のご加護を受けてより強力な邪気払いの効果を
もたらすため、年男・年女が⾖をまくのです。
一方、厄年の方が⾖をまく理由は異なります。
厄年とは人生の節目となる年で、一年を通じて体調や環境が変化しやすい
年とされます。病気や事故にあいやすいなどとも⾔われ、その大きな厄を
払うために⾖をまくのです。

表
に該当する改修 工事 （
工
事費用が
万円超 ）を施 した
場合 にお いて適 用されます。
⑤ の省 エネ改修 の対象 は、 ２
００８年 月 日に存 して いた
住宅 （
賃貸 住宅を除く ）です。
表
に該当する改修 工事 （
工
事費用が
万超 ）で、それぞ
れが現行 の省 エネ基準 に適合す
るも のを施 した場合 にお いて適
用されます。

3

◎市 町村 への申告

減税を受けるため には、それ
ぞれ の工事内容等を確認する こ
とが できる 一定 の書類を添付 し
て、そ の改修 工事が完 了した 日
から カ月以内 に市 町村 （
東京
区は都 ）に申告する必要があ
ります。また、現行 の耐震 （
省
エネ ）基準 に適合 した 工事 であ
る こと に つき、地方 公共団体 の
長、建築士、指定確認検査機関、
登録住宅性能評価機関、住宅 瑕
疵担保責任法人 のいずれかが発
行 した証明書を添付する必要が
あります。詳 しくは、市 町村
（
東京
区は都 ） の固定資産
税課 に問 い合わせくださ い。
23
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税理士 ・不動産鑑定士
千葉商科大学大学院会計 フ ァイナ ンス研究科客員教授
井出 真

1

自宅 の改修と固定資産税 の減税 に ついて

2

【
ご相談 】
「
自宅 の増改築 リ フォームを検
討 して いるお客さまから相談を受
け て います。 一定 の改修 工事 に対
しては、固定資産税 の減税が受け
られると聞 いた のですが、詳 しく
教え てくださ い」

65

◎固定資産税 の減税

固定資産税 では、表 １ の住宅 に対す
る減税措置があります。そ のうち、①、
② は新築 住宅 に対するも のですが、③
～⑤ は、既存住宅 の改修 に際 して のも
のです。
③ の耐震改修 の対象は １９８２年
月 日以前 から存 して いた住宅 です。
このような住宅は、現行 の耐震基準 に
適合 して いな いので、適合させるよう
一定 の改修 工事 （
工事費用が
万円
超 ）を施 した場合 にお いて適 用されま
す。
④ のバリ ア フリー改修 の対象 は、新
築された 日から
年 以上を経過 した
住宅 （
全体 の
分の
以上が居住
用 で貸家 以外 の人 の居住する部分を有
する こと ）で、
歳 以上 の方、要介
護または要支援 の方、障が いがある方
が居住するも の （
賃貸 住宅を除く ）で
す。
1

材 料（４人分）
ご飯 茶碗大盛り３杯分
☆酢 大さじ２
☆砂糖
大さじ１
☆塩
小さじ１／３
海苔 大判４枚
サーモン刺身(サク)
約１００ｇ
まぐろ刺身(サク)
約１００ｇ
カニカマ １２本
卵 ２個
★みりん
大さじ１
★砂糖
小さじ１
★塩
ひとつまみ
桜でんぶ１袋
かんぴょう ４本

今年当社に飾った生花です(^^)美しい花に迎えられて、とて
も良い新年のスタートとなりました！

【冠婚葬祭他、特別な植物・生花を届けします】

ボタニーク イノベーション

botanique innovation
flower shop

〜編集後記〜

OPEN 9：00〜CLOSE 19：00
TEL ０９７−５４５−４５４５
FAX ０９７−５４５−４５４４

今年は特に暖かいお正⽉でしたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。私は⽵⽥市の祖⺟の家の庭でバーベキューをしました。毎年雪が積もり、暖かな部屋の中で
寒い寒いと外を眺めていましたが、今年はとても気候が良く、外でわいわい食事ができるなんて・・・驚きです( ﾟДﾟ)そして毎日ニュースを賑わせている中国の新型コ
ロナウイルス怖いですね！！「新型コロナウイルスは潜伏期間中に症状がないため、自覚症状が出る前に他の人にうつす可能性がある」と発表されています。病気だか
らマスクをするのではなく、病気にならない為の予防としてマスクがかかせない。そんな時代になってしまいました。自宅から帰った時は手洗い・うがい・除菌をしっ
かりしてウイルスに負けないよう、どうぞお気をつけ下さいませ。そして元気にオリンピックイヤーを楽しみましょう！
編集部： 廣瀬

