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西 迫　　哲
常 磐 重 雄
十 亀 健 志
森 住　　等
石 村 哲 也

2016～2017　国際ロータリー会長　ジョン・ジャーム

人類に奉仕するロータリー

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊事業所開設
　戸谷宣之君（3月1日）
　栗原良幸君（3月5日）

＊会員誕生日
　西嶌洋一君（28日）

＊夫人誕生日
　戸谷宣之君
　（孝子夫人3月1日）
　森住　等君
　（美重子夫人3月5日）

＊結婚記念日
　飛鳥井豊君（3月2日）
　山口巖雄君（3月4日）
　三橋一皓君（3月5日）

＊入会記念日
　柳田純昭君（H9.2.25）
　市川信也君（H26.2.25）

点鐘　…西迫　哲会長

斉唱　…我等の生業

ゲスト紹介

信託協会 総務部 審議役　竹石　誠様

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・2017年地区研修・協議会　開催のご案内

2017年4月16日（日）12：30 ～ 18：30
立花学園高等学校（足柄上郡松田町惣領307-2）
登録料　8000円

◎RI日本事務局　より
・2016年度版手続要覧（日本語版）

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より
・ハイライトよねやま203

委員会報告

◎クラブ財政委員会
半期収支計算書

◎クラブ研修委員会
2/21（火）炉辺会談

スマイル

西迫　哲会長
11日（土）は士業の会員による市民相談会ありがとう
ございました。私はその場にいるだけの役立たずで
した。

職業奉仕委員会 髙橋　宏君
2月11日（土）アミューでの無料相談会、多数の士業の
先生方の御協力大変ありがとうございました。市民
の方々にも、又、RCの公共イメージのアップにも役
立ったかなと思います。西迫会長、事務局 浅井さん、
お手伝いありがとうございました。

無料相談会 相談担当者一同
2月11日、相談会を無事に終了させて頂きました。皆
様、ご協力をありがとうございました。

常磐重雄君
先日は多くの皆様に常磐法律事務所本厚木支店の開
所祝いに来て頂き誠にありがとうございました。こ
れから増々厚木のために奉仕をして参りますので、
宜しくお願い致します。

第2735回例会（2月14日）☆司会　前島憲司 副SAA

今日の例会（2017 年 2 月 21 日）

「私と会社の自己紹介と情報提供」
担当：畑中雄太君

次回の例会（2017 年 3 月 7 日）

「水と衛生月間」
担当：国際奉仕委員長 米山尚登君

講師：株式会社エムビックライフ 相田憲司様
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丸田隆弘君
先日の職業奉仕活動（相談会）に参加されたメンバー
の皆様、大変お疲れ様でした。特に前島先生…ほんと
にお疲れ様でした。打ち上げを途中で抜けてしまっ
てすみませんでした。また、常磐法律事務所厚木支店
のご開店おめでとうざいます。先生の益々のご活躍
を期待しております。すみません、所用により早退さ
せて頂きます。

戸谷宣之君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。今回で
丁度、丸20年となります。妻から暗黙のプレッシャー
をうけ、もんもんとした日々を送っております。どう
したものか…（悩）

永井裕敏君
お誕生日のお祝いありがとうございます。先週まさ
かのインフル…日頃の行いに気を付けます。

建部卓也君
先日の相談会は、とても貴重な経験となりました。本
日、所用により早退させて頂きます。

今日のお花

河津桜（壽永純昭君）

例会 「信託について」

担当：戸谷宣之君
講師：信託協会 総務部 審議役　竹石　誠様

１ 信託のしくみなど

２ 信託の利用例（最近注目される信託を中心として）

Trust Companies Association of Japan

信託について

平成2９年２月1４日

竹 石 誠

１．信託のしくみなど
（２）信託関係者
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「委託者」 信託を設定する者

「受託者」 信託の目的に従い、受益者のために信託財産の管理・処分等
をする者

※ 信託銀行や地方銀行などの信託業務を兼営している金融機関や信託会社な

どがあります。

「受益者」 信託の利益を享受する者

「信託目的」 委託者が信託によって達成しようとする目的

「信託財産」 信託された財産
（金銭、有価証券、不動産、知的財産権など）

（注） 委託者と受益者が異なる場合を他益信託といい、委託者と受益者が同じで
ある場合を自益信託といいます。

１．信託のしくみなど
（１）信託のしくみ
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信託とは「委託者が信託行為（例えば、契約、遺言）によってそ
の信頼できる人（受託者）に対して金銭や土地などの財産を移転
し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにそ
の財産（信託財産）の管理・処分などをする」制度(信託法1条）

＜信託の仕組み＞

１．信託のしくみなど
（３）信託協会加盟会社

＜社員（４社）＞ （平成29年1月31日現在）

三井住友信託銀行株式会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 みずほ信託銀行株式会社

株式会社りそな銀行

＜準社員（55社）＞
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ﾆｭｰﾖｰｸﾒﾛﾝ信託銀行株式会社 ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社

野村信託銀行株式会社 株式会社しんきん信託銀行 あおぞら信託銀行株式会社

農中信託銀行株式会社 新生信託銀行株式会社 日証金信託銀行株式会社

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社 日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社 資産管理ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社

オリックス銀行株式会社 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 株式会社三井住友銀行

株式会社琉球銀行 株式会社沖縄銀行 株式会社静岡銀行

株式会社常陽銀行 株式会社八十二銀行 株式会社中国銀行

株式会社広島銀行 株式会社百十四銀行 株式会社伊予銀行

株式会社福岡銀行 株式会社群馬銀行 株式会社西日本シティ銀行

株式会社阿波銀行 スルガ銀行株式会社 株式会社佐賀銀行

株式会社山口銀行 株式会社肥後銀行 株式会社東邦銀行

株式会社四国銀行 株式会社新銀行東京 株式会社千葉銀行

株式会社整理回収機構 神奈川県信用農業協同組合連合会

日立キャピタル信託株式会社 ドイチェ信託株式会社 株式会社朝日信託

楽天信託株式会社 ロンバー・オディエ信託株式会社 スターツ信託株式会社

株式会社FPG信託 株式会社山田エスクロー信託 サーバントラスト信託株式会社

ファースト信託株式会社 ほがらか信託株式会社 SMFL信託株式会社

大東みらい信託株式会社
株式会社エスクロー・エージェント・ジャ
パン信託

プルデンシャル信託株式会社
飛騨ITアセット信託株式会社

ＦＸクリアリング信託株式会社
信金中央金庫
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１．信託のしくみなど
（４）歴史にみる信託に類似した考え方
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加賀藩
（委託者）

米１００石

戦死した藩士供養の目的

商人
（受託者）

寄進米の運用益の一部を供養料として
納める

宝円寺
（受益者）

加賀藩は、大阪冬の陣で亡くなった藩士供養のため、宝円寺に米１００石を寄進し、
３人の商人が寄進米を年に利息４割で運用し、そのうち３割を供養料として宝円寺に納
めた。

１．信託のしくみなど
（６）受託者の義務

〇 善管注意義務

信託の目的に従って「善良な管理者の注意」をもって信託事務の処理

をしなければならない（信託法29条2項）

〇 忠実義務

受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければならない（信託法30
条）

〇 分別管理義務

信託財産に属する財産と固有財産（受託者の個人財産）や他の信託財

産に属する財産と分けて管理しなければならない（信託法34条）

※ その他の信託法上の義務

公平義務（33条）、信託事務処理を委託した場合における第三者の選任・監督義務（35
条）、帳簿等の作成・保存および報告の義務（37条）、損失てん補責任（40条）等

7

11

１．信託のしくみなど
（１０）信託銀行の業務

信託業務（狭義）
金銭信託
金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
動産の信託
不動産の信託
知的財産権の信託

等々

銀行業務
預金
貸付
為替

等々

併営業務

不動産業務

証券代行業務

相続関連業務

等々

信託銀行の業務

信託業務（広義） 銀行業務

◎信託銀行とは、信託業務を兼営する銀行
（「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号）」第１条の認可を受けた金融機関）

１．信託のしくみなど
（８）英会話学校の授業料保全のための信託
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生 徒
（受益者）

英会話学校
（委託者）

金 銭
（前払い授業料）

英会話学校が倒産した場合に、生徒が
前払いした授業料のうち、未受講分が
返還されます。

信託銀行等
（受託者）

前払い授業料の保全目的

英会話学校が倒産した場合に、生徒が前払いした授業料のうち未受講分を保全するための
信託です。
このような信託には、老人ホームの入居保証金など、法律上、信託で保全することが義

務づけられているものもあります。

２．信託の利用例（最近注目される信託を中心として）
（２）教育資金贈与信託

13

１．信託のしくみなど
（５）自然環境の保全を目的とした信託

6

自然環境保全
の推進先や研
究者など
（受益者）

企 業
（委託者）

金 銭
（500百万円）

緑化事業を中心とした
自然環境保全等の目的

信託銀行
（受託者）

助成先への給付など

緑化事業を中心とした自然環境の保全等に資するすぐれた活動または研究に対する助成や表
彰等を実施しています。

１．信託のしくみなど
（７）信託の機能
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〇 財産管理機能

財産権が受託者に移転し、受託者が直接、信託財産の管理処

分をする権利を持ち、信託目的達成のために信託財産の管理・

処分を行う。

〇 転換機能

財産の性状、性質、数などを信託受益権に転換することが可能

例）①量的分割（分割した各受益権の内容（質）は一緒）

②質的分割（リスクとリターンの作り込み（優先・劣後構造）

〇 倒産隔離機能

「信託財産の独立性」があるので、 信託財産は、委託者や受託
者が倒産しても影響を受けない。

信託の有する機能を様々な形で活用

２．信託の利用例（最近注目される信託を中心として）
（１）主な信託の商品等
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●相続関連業務 ＜併営業務＞個人向け

●金銭信託

●投資信託（窓口販売）●家族信託

法人向け

公益・福祉

●年金信託 ●ＥＳＯＰ信託

●資産流動化の信託

●公益信託 ●特定寄附信託

●教育資金贈与信託

●財産形成信託

●担保権の信託

●受益証券発行信託 ●証券代行業務＜併営業務＞●有価証券の信託

●不動産業務＜併営業務＞

●特定贈与信託 ●後見制度支援信託

●資産保全を目的とする信託

●不動産業務＜併営業務＞

●結婚・子育て支援信託

１．信託のしくみなど
（９）信託財産額
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２．信託の利用例（最近注目される信託を中心として）
（３）結婚・子育て支援信託
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出席報告　＜会員 43 名、出席対象 41 名＞

1 月 31 日例会　　確定出席率 84.62％ 2 月 14 日例会　　出席 35 名　欠席 6 名　出席率 85.37％
＜事後メイク＞ ＜欠席＞

　内山全浩君・栗原良幸君・近藤憲司君
　髙野昌伴君・永石あつし君・松原貴樹君

２．信託の利用例（最近注目される信託を中心として）
（６）特定寄附信託
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２．信託の利用例（最近注目される信託を中心として）
（４）遺言信託
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２．信託の利用例（最近注目される信託を中心として）
（８）後見制度支援信託
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２ ．信託の利用例（最近注目される信託を中心として）
（７）特定贈与信託
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２．信託の利用例（最近注目される信託を中心として）
（５）遺言代用信託
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