
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こんなとき、 
ご相談ください 

 
 
貸家を無断で転貸された 
滞納家賃を支払ってほしい 
敷金を返してくれない 
大家が賃料を受取ってくれ

ない 
裁判所から訴状が届いた 
借金の保証人を頼まれた 
英会話学校との契約を止め

たい 
高額のサイト利用料を請求

されている 
未公開株を買わされた 
購入した車が事故車だった 
車の修理代を請求したい 
お金を確実に返してもらえ

るか心配だ 
マンション管理費を支払っ

てもらえない 
隣の地主と境界について争

いがある 
隣の犬に噛まれた 
相続人のひとりが行方不明

である 
遺言を書きたい 
遺留分請求とはどういう請

求？ 
畑の名義がひいお爺さんの

ままだ 
離婚した夫の厚生年金を半

分もらえると聞いたことが

あるが 
元夫に財産分与の請求をし

たい 
会社をつくりたい 
会社の役員を変更したい 
売掛金を回収したい 
子供に会社の事業を譲りた

い 
 
 

 
 
 
 
 
 

孫）が代襲相続するとい

う民法の規定は、原則と

して適用されないとする

のが、最高裁判所の考え

方なのです（平成２３年

２月２２日判決）。 

遺言者は、相続人以外

のお世話になった方に財

産を遺贈したいと考えた

かもしれません。あるい

は、相続人に行方不明者

や成年被後見人がいるた

め円滑な遺産分割協議が

困難な事情を考慮し、遺

言を遺したのかもしれま

せん。また、予測される

親族間のトラブルを回避

しようと思われたのかも

しれません。 

しかし、遺言がなかっ

遺言の効力が発生する

前に、遺言で遺産を承継

すべき者が先に死亡して

しまった場合、遺言がな

かったこととされてしま

います。この結果、遺言

による指定がない遺産と

して、共同相続人全員に

よる遺産分割協議の対象

となってしまうのです。 

以上の結論は、相続人

以外の者に対し「遺贈す

る」という内容の遺言で

あっても、相続人に対し

「相続させる」という内

容の遺言であっても異な

りません。 

後者の場合、親よりも

子が先に死亡したときに

は子の子（親からみた

  

０５４－２８９－３７０４ 
平日午後２時～５時 

お気軽にお電話ください！ 

司法書士を紹介しています 

農家の方の場合、農業

を継ぐ相続人がお一人で

すべての農地を相続する

ことが多いようですね。 

 ところで、農地の所有

権を移転する場合、原則

として農業委員会の許可

が必要です。農地として

使用したい人に所有権を

移転する場合、譲受人が

農業従事者として適格か

どうかという観点で審査

が行われますし、農地以

外の用途として使用する

ために所有権を移転する

場合には、その転用が一

定の基準に合致している

どうかが審査されます。 

しかし、相続を原因と

して農地の所有権が被相

農業を営む父が亡くなり、たくさんの農地が遺されました。農地

を相続する場合には、何か注意することはありますか？ 
 

続人から相続人に移転す

る場合には、農地法の許

可は不要ですので、農地

以外の相続と同様、話し

合いによって農地の帰属

を決められます。 

次に、遺言がある場合

は、その内容によって許

可の要否が変わります。 

相続人のどなたかに

「相続させる」遺言の場

合、農地法の許可は不要

です。また「Ａに包括的

に遺贈する」という遺言

（包括遺贈）も、同様に

許可が不要です。 

しかし、「どこそこの

農地をＢに遺贈する」と

いうように、遺贈する物

件が特定されている場合
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たこととされる結果、こ

のような遺言者の思いを

現実化することができな

くなってしまうのです。 

そこで、このような事

態を避けるためには、予

備的遺言条項を設けてお

く必要があります。 

つまり、受遺者や相続

人が遺言の効力発生より

も先に死亡した場合に備

え、このような場合には

「受遺者の子●●に遺贈

する」とか、「孫の●●

に相続させる」等の条項

を設けておきましょう。 

これにより、財産は予

備的に指定された相続人

や受遺者に承継されるこ

とになるのです。 

（特定遺贈）は、農地法

の許可が必要となります

ので、ご注意ください。 

ところで、農地を相続

した場合には、相続発生

から１０か月以内に農業

委員会に届出をしなけれ

ばなりません。増え続け

る耕作放棄地の解消を図

るため、耕作の行われて

いない農地の所有者に対

し、農業委員会が貸借な

どを斡旋するねらいがあ

ると言われています。 

この届出をしなかった

り、虚偽の届出をしたり

した場合には、１０万円

以下の過料が課せられる

ことがありますので、ご

注意ください。 

 

Ｑ 

Ｑ 
受遺者が遺言の効力発生前に死亡しました。遺言の効力に影響は

ありますか？  

 



 

「相続・何でも無料相談会」の結果報告 
 

10月11日（土）、県下3会場で開催された東海税理士会静岡県支部連合

会と当会との合同相談会には、合計103件の相談が寄せられました。 

来年1月1日の改正相続税法施行を目前に控えていたためか、相続税の心

配をされる方、生前贈与や節税に関する相談をされる方が目立ちました。 

待ち時間を利用して行われたミニ講演も好評の様子でした。次年度もさら

に工夫を重ねた相談会を企画・開催してまいります！ 

 

 

 
 

★ 女性のための 

女性司法書士による  

暴行・ＤＶ相談会 
 

■【電話相談】 

１１月２５日(火)～２７日(木) 

１０時００分～１４時００分 

☎ ０５４－２８９－３７０４ 
 

■【面談相談】 

  １１月２８日(金) 

  １０時００分～１６時００分 

  女性会館あざれあ(静岡) 

 

■いずれも、女性司法書士

が対応する女性のための

犯罪被害者相談会です！ 

 
 

※ 無料/面談のみ要予約 

ご予約は県司法書士会まで 

☎ ０５４－２８９－３７００ 
 
 

★ 成年後見制度施行

１５周年記念事業 

「地域で支えるあなたの生活」
～成年後見制度のこれから 
 

■平成２７年２月２８日（土） 

１３時００分～１７時００分 

ホテルアソシア静岡 

３階 駿府の間 

 

■【基調講演】 

   １３時０５分～１４時０５分 

「成年後見制度の現状と課題」 

 講師・新井 誠(中央大教授) 
 

■【パネルディスカッション】 

   １４時２０分～１６時５０分 

  第１部 

「認知症になっても安心し

て暮らせる地域」 

  第２部 

「意思決定支援のあり方と

成年後見の課題」 

 
 

※ 入場無料/予約不要 

お問合せは県司法書士会まで 

☎ ０５４－２８９－３７００ 
 

相談センターから

のお知らせ！！  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  

司法書士総合相談センターしずおか 常設相談のご案内 
 
【電話相談】 月曜日～金曜日 １４時～１７時 
          ☎ ０５４－２８９－３７０４  
 

        ※ 毎週火曜日は成年後見制度に関する専門の相談員を配備して 
おりますので、ご活用ください！ 

 
【面談相談】 〈静岡会場〉静岡県司法書士会館 月曜日～金曜日 １４時～１７時 
 〈浜松会場〉浜松市福祉交流センター 毎週木曜日 １４時～１７時 
 〈三島会場〉三島商工会議所 毎週火曜日  １４時～１７時 
 〈下田会場〉下田商工会議所 毎月第３金曜日 １３時～１６時 
 〈細江会場〉浜松市北区役所 毎月第１水曜日 １３時～１６時 
 〈天竜会場〉浜松市天竜区役所 毎月第１水曜日 １３時～１６時 

 

※ 各会場とも予約制となっております。 
お問合せ・ご予約はこちらへ ☎ ０５４－２８９－３７００ 

 

Ｑ 

県の統計では、全世帯

の11.6％が高齢独居世

帯とのことであり、将来

の財産管理に不安を感じ

ながら生活されている方

は、相当数に上るものと

考えられます。 

このような場合に、今

できる対応のひとつとし

て「任意後見制度」があ

ります。なかには「契約

を締結したらただちに自

分で自由に財産の処分や

管理ができなくなるので

は？」と誤解される方も

いらっしゃいますが、そ

うではありません。 

任意後見制度は、判断

能力が減退する前に、信

頼できる第三者との間で

任意後見契約を締結して

おき、判断能力が減退し

たときに、はじめて任意

後見人が財産管理を担う

制度です。 

ところで、後見制度を

利用した財産管理の方法

としては、任意後見のほ

かに法定後見（成年後

見・保佐・補助）があり

ます。どちらも成年後見

人等が財産管理を担いま

すが、任意後見の場合に

は、任意後見人となる方

をご自身で決めることが

できますし、契約締結ま

でに十分な打ち合わせを

することにより、ご自身

の意向に沿った生活を送

ることが可能となるた

め、ご自身の思い描くラ

イフプランを実現しやす

い制度といえるでしょ

う。 

任意後見人になるため

に国家資格等が必要なわ

けではありませんので、

ご家族のどなたかとの間

で契約を締結することも

できますが、ご自身の大

切な財産の管理を安心し

て任せ、希望する生活を

送るためには、司法書士

との間で任意後見契約を

締結しておくことをお勧

めします。 

ご自身の将来に不安が

ある方は、任意後見制度

の利用を検討してみては

いかがでしょう。 

 

相続登記 / 遺産分割調停の申立て / 遺言の作成 / 不動産の名義変更 / 

会社の登記手続きや株式の管理 / 成年後見の利用 / 金銭トラブル / 賃貸住

宅をめぐるトラブル / 損害賠償請求 / 多重債務相談  などに対応いたします！  

ご相談は無料です！

一人暮らしをしています。年々衰えを感じるようになり将来の財

産管理が不安です。今からできることはありますか？ 
 

予告！ 


