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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

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

Ｑ

実家の土地の名義を調べたところ、昭和１５年に死亡した祖父名
義のままになっていたのですが・・・

昭和１５年に相続が発
生しているのであれば、
戦前の民法が定める「家
督相続」により、比較的
簡単に相続手続きを行う
ことができそうです。
家督相続とは、昭和２
２年５月２日までに発生
した相続について、戸主
（戸籍上の家の長。現在
の戸籍では「筆頭者」と
呼ぶ）の地位を、次に戸
主となる者が単独で相続
する制度のことです。
例えば、戸主である父
に子供が何人いたとして
も長男が家督相続人とな
り、家の財産は、長男が
すべて当然に受け継ぐと
いうことです。

Ｑ

このように、前戸主の
財産をすべて受け継ぐ家
督相続人は、家の財産を
掌握して強い権限を持つ
一方で、一族の面倒をみ
る立場にありました。
なお、この家督相続の
制度は、戦後の民法改正
により廃止されました。
ところで、家督相続は
必ずしも戸主の死亡によ
ってのみ発生するわけで
はありません。隠居（戸
主が家督を他の者に譲っ
て隠退すること）、入夫
婚姻（夫となる者が女戸
主である妻の家に入る婚
姻等のこと）などによっ
て、戸主の生前中に家督
相続が発生することもあ

ります。
家督相続は、原則とし
て長男がすべてを相続す
ることになりますが、長
男がいない場合は前戸主
の直系卑属（亡くなった
長男の弟ほか）が家督相
続人になるなど、明確な
ルールが決められていま
した。また、誰が家督相
続人となったかが戸籍に
記載されています。
したがって、お尋ねの
土地は戸籍謄本に記載さ
れた家督相続人が承継し
ている可能性が高く、そ
の場合には、遺産分割協
議を経ずに家督相続人の
名義に所有権移転登記を
することができます。

遺言書を作成することのメリットは何ですか？

相続に伴う紛争防止が
期待できますし、ご家族
にご自身の気持ちを伝え
ることもできます。
相続が開始すると、遺
産は法定相続人に法定相
続分の割合で引き継がれ
ます。しかし、そのまま
では、誰がどの財産を引
き継ぐのかが決まりませ
ん。そこで、話合いをし
て具体的な遺産の分け方
を決める必要がありま
す。ところが、このとき
にお互いの利害や感情が
交錯し、遺産に関する紛
争が発生することがあり
ます。
良好な家族関係が維持
されてきたのに、相続を

きっかけとして、「骨肉
の争い」ともいわれる状
態になってしまうことも
少なくはないのです。
しかし、遺言書を作成
しておけば、このような
事態を避けられるかもし
れません。もちろん、遺
言書が相続に伴う紛争の
防止に万能ということで
はありませんが、遺言書
が作成されていればその
役割が大いに期待できる
ものと思われます。
また、遺言書には法的
効果が発生する事項（遺
産の分配方法、遺言執行
者の指定など）だけでな
く、残されるご家族に対
する気持ちを書くことも

できます。これを「付言
事項」とよびます。
例えば、遺産の分配方
法を指定した理由や、ご
自身亡き後のご家族への
希望（どのような生活を
送ってほしいのかなど）
を書いたりすることもで
きます。付言事項を活用
することにより、遺言の
内容に対するご家族の理
解が深まることもあるの
ではないでしょうか。
遺言書に紛争防止とし
ての存在意義があるのは
もちろんですが、遺言者
とご家族との間の最後の
心の交流手段としても、
大きな意義を持っている
といえるでしょう。

相談センターから
のお知らせ！！

★ 相談センターニュー
スが本になります！
相談センターニュースは、
平成２３年度から発行を始め
ました。
４年間の発行を通じて心が
けてきたことは、多岐にわたり
かつ難解なイメージのある司
法書士業務を、できるだけイ
メージしやすいようにお伝え
することです。
多くの記事をご紹介してき
た相談センターニュースの中
から、今般、「相続」「遺言」
「成年後見」の三つの分野に
関する記事を拾い出し、新た
に書き下ろした分も加えて書
籍化することとなりました。
タイトルは・・・

「はい、静岡県司法書士会
です！ ～ 相続の困りご
と、お答えします」

Ｑ

親族が成年後見人に就任することはできますか？

家庭裁判所が取りまと
めた「成年後見関係事件
の概況」(平成２５年版)
によれば、配偶者、親、
子、兄弟姉妹その他の親
族が成年後見人に選任さ
れた割合は全体の約
42％で、その他の大多
数は司法書士、弁護士、
社会福祉士等の専門職が
選任されています。
ところで、成年後見人
の選任申立てを行う際に
は、申立書に成年後見人
の候補者を記載しておく
のが通常です。
候補者として親族のど
なたかが記載されている
場合、家庭裁判所は、候

補者の方がご本人の身上
看護や財産管理を適正に
行うことができるかを検
討します。
また、財産の多寡、紛
争性なども考慮し、候補
者である親族を選任する
のか、司法書士などの専
門職を選任するのかを判
断します。このため、必
ずしも候補者が選任され
るわけではない点にご注
意ください。
成年後見人には、ご本
人の利益を第一に考えて
身上看護や財産管理を適
切に行う責任がありま
す。したがって、たとえ
成年後見人が親族であっ

ても、他人の財産を預か
って管理しているという
意識を持ち、ご本人の利
益を優先して職務に携わ
る必要があるのです。
なお、以前、成年後見
人に選任されていたもの
の家庭裁判所に解任され
たことがある方は、成年
後見人としての資質に欠
けるため、選任されるこ
とはありません。
また、本人に対し訴訟
をしたことがある方やそ
の配偶者などは、成年後
見人としての職務が適切
に行われないおそれがあ
るため、選任されること
はありません。

返済に困ったらまず司法書士に相談！
少額な金銭トラブルのご相談をお受けします！！
「司法書士総合相談センターしずおか」では、少額な金銭トラブルのご相談に
も対応しています。
アパートの賃料，知人への貸金，賃金，奨学金，損害賠償，売掛金，ヤミ金
からの借入れ などなど・・・ どんな内容にも丁寧にお答えいたします！！

相続手続きのプロである私
たち司法書士が ８８ の疑
問にお答えします。
静岡新聞社の協力の下、
２月中の発刊を予定していま
す。３月には県内の書店にも
並びますので、ぜひお買い求
めいただくとともに、県民の皆
さまにもご紹介をお願いした
いと思います！

お問合せは
県司法書士会まで！！

０５４－２８９－３７００

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

ご相談は無料です！

※ 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
〈浜松会場〉浜松市福祉交流センター
〈三島会場〉三島商工会議所
〈下田会場〉下田商工会議所
〈細江会場〉浜松市北区役所
〈天竜会場〉浜松市天竜区役所

月曜日～金曜日
毎週木曜日
毎週火曜日
毎月第３金曜日
毎月第１水曜日
毎月第１水曜日

１４時～１７時
１４時～１７時
１４時～１７時
１３時～１６時
１３時～１６時
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

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
/ 成年後見制度の利用 / 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 ・・・
法律問題でお困りの方、司法書士総合相談センターしずおか をご活用ください！！

