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2014年分路線価、平均▲0.7％下落
６年連続下落も上昇都道府県は８つに増加
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全国の国税局・税務署において７月１日、相続税や贈与税の土地等の課

税評価額の基準となる2014年分の路線価及び評価倍率が公表された。今

年１月１日時点の全国約33万96千地点（継続地点）における標準宅地の前

年比の変動率の平均は▲0.7％下落し、６年連続の下落となった。

しかし、近年の下落幅の縮小傾向は続いており、2011年分からは3.1％

→2.8％→1.8％→0.7％と着実に下げ幅は縮小傾向をたどっている。

都道府県別の路線価をみると、昨年分で上昇に転じた宮城・愛知の２県

に加え、福島・埼玉・千葉・東京・神奈川・大阪の１都１府・６県に増

え、沖縄県も横ばいまで回復している。下落率が「５％未満」の都道府県

は昨年の41道府県から38道府県に減少したが、下落率が「５％以上」の都

道府県は昨年の４県から今年分はゼロとなった。ちなみに、東京は＋1.8％

（前年分▲0.3％）、大阪は＋0.3％（同▲0.8％）。

一方、都道府県庁所在都市の最高路線価が上昇した都市は昨年の７都市

から18都市に増え、横ばいの都市は昨年と同じ８都市、最高路線価が下落した都市は昨年の32都市から21都市に減少した。

このうち上昇率「５％以上」の都市は、昨年の３都市から８都市に、また、上昇率「５％未満」の都市は、昨年の４都市から10都市

へと大幅に増えており、地価の上昇傾向が地方の中心都市にも広がりつつある。

2014年分路線価、平均▲0.7％下落
６年連続下落も上昇都道府県は８つに増加

税理士の

路線価とは宅地１㎡あたりの土地評価額のことをいい、相続や贈与により取得した際の税金計算の基となる重

要な価格です。

平成27年１月１日からは相続税の基礎控除額が現在より４割引き下げられ、妻と子１人の場合では7,000万円が

4,200万円になります。

都心部を中心に路線価が上昇していることもあり、今までは相続税は自分には関係がないと思っていた方も納

税の可能性が出てきます。

路線価は国税庁のホームページで閲覧することができます。この機会に地積×路線価の簡易計算で土地評価を

して相続対策をする必要があるか確かめてみましょう。

大阪事業部　野口貴彦



チラシに載せる情報は伝えたいことだけに絞ろう

チラシを制作する際「あれも入れたい」「これも入れたい」とあらゆる情報をぎっしりと掲載したくなりませんか。

しかし、それでは逆効果。チラシづくりで最も重要なことは、情報を絞ることなのです。

例えば、イベントの告知チラシを制作すると仮定しましょう。イベント名から日時、会場の場所、概要、主催者あいさつ、イベン

トの詳細、各イベントに関する問い合わせ先などが、掲載に必要と思われる項目です。しかし、これら情報をすべて掲載したらどう

なるとお考えですか？

関係者以外、誰も読みそうにない情報がチラシスペースの半分以上を占めてしまうのではないのでしょうか。これはもったいないこ

とです。情報すべてを掲載しても、ほとんど読まれず伝わらないのです。

消費者の目線になって考えてみましょう。情報過多の現代は、できるだけ不必要な情報をシャットアウトしようと、無意識のうち

に情報を選別しているのです。

そうしたことからチラシづくりは、情報に優先順位を付け、伝えたい要素だけに絞ることが最も重要なのです。

この例で見ると、イベント名と日時、会場の場所が第一優先順位にあたります。これら要素をチラシに大きく掲載するとよいでしょ

う。第二優先順位はイベント概要と目玉となるイベント紹介。これらはあまりスペースを取らなくても構いません。その他の要素は

思い切って掲載しないほうが、多くの人にイベントが伝わるでしょう。

チラシを制作するには、まとまった資金が必要です。投資した金額を回収するため、あれもこれも盛り込みたいという気持ちは理

解できます。しかし、ここはグッとこらえて、掲載する情報を絞ってみると、今までとは違った効果が期待できるでしょう。

コンサルの

チラシ作成において最も重要な要素は分かりやすさです。チラシを手にした人が一瞬で

内容がわかることが大事です。わからないと読んでもらえません。そのために情報を絞

るのです。売る側の視点に立つと、どうしても多くの情報を入れようとしてしまいます。

そこを我慢して情報を絞ることを意識してみましょう。中小企業診断士　山本淳一

情報過多の現代は不必要な情報を無意識にシャットアウトする
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