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　明けましておめでとうございます。
　平成 29 年の新春を迎え、組合員並びに提携先企業・諸団体ご後援者皆様のご繁栄とご多幸を心から
お祈り申し上げます。
　さて、昨年を省みますれば、念願であった新青森・新函館北斗間に北海道新幹線の開通や夏季オリ
ンピック・パラリンピック競技会リオデジャネイロ大会に於ける日本選手団の大活躍。大隅良典東京
工業大学栄誉教授のノーベル医学・生理学賞の受賞など喜ばしい出来事も多々ありましたが、不動産
賃貸業を営む私たちにとり気掛かりな自然災害の多い年でもありました。東日本大震災の傷痕覚め遺
らぬ 4 月に熊本・大分圏域を襲った熊本地震、10 月には鳥取中部地震も発生しました。梅雨入りが早く、
遅い梅雨明けと台風の上陸の多さが相まって、各地で農作物や住まいに大きな被害をもたらしたのも
記憶に新しいことです。被害に遭われました方々には、心よりお見舞い申し上げる次第でございます。
　今一度、この様な大災害が不動産賃貸業を営む私たちの地域を襲ったと想定してみますと、如何に
無力で対応が不十分であったかがわかり、身の引き締まる思いでいっぱいです。オーナーの皆様にお
かれましては、大切な物件の耐震・耐火・防水など防災工事と、復旧費用を補完するための保証（保険・
融資）対策は如何でしょうか。万全な対策を講じてこそ、借り主様に安全安心で快適な物件が提供で
きるものと思います。その一助として安全対策をほどこす際には是非、当組合の提携業者様や後援者
様をご検討いただき、ご採用くださいますようお願い申し上げます。
　一方、日本経済の状況はどうだったでしょうか。平成 18 年、図らずも当組合の理事長職を拝命した
際の念頭の挨拶の中で、組合創設 10 周年を迎えた喜びと感謝を申し上げるとともに、国内景気が ｢緩
やかに回復、持続している｣ と表し、全国主要企業 100 社のアンケート調査結果から、｢緩やかに回復｣
と ｢拡大回復｣ が 9 割にも迫ると解説しておりました。以来 11 年、紆余曲折も有りましたが、景気は
緩やかに回復だ回復だに翻弄されて今日までまいりました。しかし、どの様な角度やスピードで回復
してきたのかと、疑問とするところでございます。昨年 11 月に朝日新聞が主要企業 100 社を対象に実
施した同様の景気アンケート調査では、国内の景気の現状を ｢足踏み状態にある｣ とみる企業が 6 割。
年度末の見通しも過半数が、｢ほとんど変化なし｣ と回答したと報じています。
　平成 31 年 10 月へ先送りされた、8％から 10％への消費税増税問題も大変気掛かりなことですが、
何ともしがたい少子高齢化・世帯数減少という恒常的な日本の人口構成下にあっては、私たち不動産
賃貸業者を含め中小企業主様には大変厳しい状況下に置かれていると認識すべきでしょう。この様な
時代背景ゆえに組合員の皆様には、共に学びあい支え合って難関を乗り切っていただきたいと念願い
たしております。組合といたしましても引き続き解決策の一端を担い、誠心誠意ご支援させていただ
く覚悟でございます。何とぞ宜しくお願い申し上げます。
　末筆となりましたが、関係者皆様方の積極的なご参画と温かいご支援を重ねてお願い申し上げ、
新年のご挨拶といたします。

神奈川県不動産賃貸業協同組合

理事長  渡邉 多喜男

新しき丁酉年に寄せて
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　明けましておめでとうございます。

　新しい年が皆様にとって幸多きものとなりますよう、

心からお祈り申し上げます。

　WHO・世界保健機関が作成した世界各国の超高齢社会

の進展ぶりを明示した地図があります。2015 年の地図では、

日本が世界の中でも際立って真っ黒に塗られているのが印象的です。ところが、5 年刻みで未来に

向かっていくと、あっという間に世界のあちこちが真っ黒になっていきます。

　今、神奈川県は超高齢社会を乗り越えるために、食・運動・社会参加により病気にならないように

する「未病＝ ME-BYO コンセプト」を軸に、最先端の医療・技術を融合させたヘルスケア・ニュー

フロンティア政策を進めています。これに WHO が全面協力を約束してくれたのはなぜか、この地図

を見れば一目瞭然です。

　昨年は人生 100 歳時代の設計図を描こうと、県民の皆様と対話を重ねてきました。それとともに、

シニア起業家応援サロンを設置し、シニアベンチャーを手助けする具体策を打ち出しました。県内の

全大学の学長らに対し、シニアの学び直しなど 100 歳時代にふさわしい大学の在り方を検討してほし

いと要望も行いました。

　ラグビーワールドカップ 2019TM、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会も近づいてき

ました。それに合わせて、たくさんの外国人観光客に神奈川県で楽しんでいただくため、商店街観光

ツアー、ミュージカルや伝統芸能で人を引き付けるマグカル、新たな観光の核づくり、幹線道路ネッ

トワークの整備など、これまで進めてきた施策を磨き上げ、つないでいく作業に入ります。

　昨年は津久井やまゆり園での悲しい事件が起きました。今年はその悲しみを力に、「ともに生きる

社会かながわ憲章」の理念を日本全国に一層広めてまいります。「いのち輝く神奈川」と私が言い

続けてきた言葉の意味を改めてかみしめながら、今年も全力で 3 歩先行く神奈川づくりにまい進し、

神奈川から経済のエンジンを回してまいります。

神奈川県知事

黒岩　祐治

ともに生きる
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　会員並びに関係者の皆様、明けましておめでとうございます。お健やかに平成２９年の新春をお迎

えになられたことと、心よりお慶び申し上げます。

　さて、昨年は６月に英国の欧州連合からの離脱が決まり、１１月には米国大統領選で共和党候補が

勝利するなど、予想外の展開に世界は驚くとともに、これまで以上に不安感、不透明感が漂う年と

なりました。

　国内では、大手自動車メーカーの燃費不正表示問題など、企業のコンプライアンスが問われる事件

が続発しております。また、４月の熊本地震、そして今夏北海道に相次いだ台風、１０月には鳥取県

中部を震源とした地震の発生など、度重なる自然災害による地域経済への影響が懸念されます。更に、

深刻な人手不足、個人消費や国内投資の停滞が続き、中小企業、地域経済の本格的な景気回復とはな

りませんでした。

　このような状況下、政府は、景気回復途上の増税は「内需を腰折れさせかねない」として、消費税

増税を先送りし、また、脱デフレ、個人消費喚起から「最低賃金」が大幅に引き上げられております。

一方、大磯町に住む東京工業大学の大隅良典栄誉教授が、ノーベル生理学・医学賞を受賞し、国内、

地元は喜びに沸きました。

　新たな年を迎え、いよいよオリンピック・パラリンピック、ラグビー W 杯に向けた準備が本格化し

てまいります。道路や競技施設の整備、ホテルの建設など、まちは、目に見える形で変ぼうをとげて

いくことと存じます。中小企業にとっても様々なチャンスが訪れることでしょう。

　皆様におかれましては、「中小企業等経営強化法」をはじめとする各種支援施策を最大限活用し、

協同の精神の下、「連携」をキーワードに、経済の好循環を神奈川県より実現させるため、経営基盤の

強化による本業の成長と経営革新、付加価値の創造に取り組まれ、この変化の激しい時代を乗り切っ

ていただきますよう心より念願するものであります。

　本会では、神奈川県の補助支援メニューはもとより、中小企業連携組織の専門支援機関として中小

企業の真価を存分に発揮していだだけるよう、全力でご支援する所存です。特に、平成２４年度より

５年連続の補正事業で、延べ約１，９００社の支援実績のある「ものづくり補助金事業」については、

今回も神奈川県地域事務局として事業を推進して参ります。　

　中小企業・小規模事業者の存続、振興と持続的発展に向け、きめ細やかな経営支援に努めて参りま

すので、皆様には、昨年に変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上げ、年頭のご挨拶といたします。

神奈川県中小企業団体中央会

会 長  森　　洋

年頭のご挨拶



講師　（株）ヒューマンリソースみらい
特定社会保険労務士　荒木康之

上：おもて見本　下：うら見本

6

セミナー開催報告セミナー開催報告
「マイナンバー制度の運用とリスク管理の
具体的な対策」

　いよいよマイナンバー制度が平成 28 年の年末

調整から利用が開始され、来年早々には源泉徴収

票や給与支払い報告書にマイナンバーの記載が必

要となるなど、運用が本格化してきます。そんな

中、組合では中央会様のご支援を受け、昨年に引

き続き株式会社ヒューマンリソースみらいの代表

取締役 荒木康之様を講師にお迎えしてセミナー

を開催いたしました。約 10 名の組合員様のご参

加を頂き、「マイナンバー制度の運用とリスク管

理の具体的な対策」と言うタイトルで、崎陽軒ヨ

コハマジャスト１号館会議室にて行いました。

　以下、セミナーの概要を講師の荒木康之先生に

まとめて頂きましたので、掲載いたします。

　平成 27 年の年末に配

布されたマイナンバー

ですが、本格的に使い

始めるのは平成 28 年の

年末調整とそれに伴う

源泉徴収票や支払調書

の提出からになります。

一年前に大騒ぎしなが

ら始まりましたが、一年経過の中でまだまだマイ

ナンバー制度については理解が浸透していないと

感じています。本欄では今一度、マイナンバー制

度について確認していきましょう。

　マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個

人の情報を、同一の人の情報であるということの

確認を行うためのもので、社会保障制度や税制度

の効率的な運用や、透明性の高い運用のために使

うことで、国民にとって利便性の高い、公平公正

な社会を実現するためのものです。今まではそれ

ぞれの行政機関にて管理されている特定の個人の

情報を、同じ人の情報であることの確認する手段

は、紙の証明書しかありませんでした。そのため

私たち国民が様々な行政手続きにおいて、各種行

政機関を回って証明書を取得し、その書類を添付

していました。取得に要する時間とコストを国民

も行政も負担していたことになります。縦割り行

政による無駄を無くし、不正な行為を防止するこ

とがマイナンバー制度の目的です。

　マイナンバーカードについては、制度開始当初

システム上の不具合から、発行に手間取りました

が、現在はスムーズな発行が出来ています。マイ

ナンバーカードは身分証明書になるほか、健康保

険証や印鑑登録カードなど多目的な利用が考えら

れています。また自治体によってはコンビニで住

民票の発行を自分で行うことが出来ます。県内で

は既に川崎市、相模原市、藤沢市、茅ケ崎市、厚

木市、大和市、座間市の７市で実施済みで、１月

後半には横浜市でも住民票のコンビニ交付が始ま

ります。全国のコンビニで住民票の発行が出来ま

すので便利になります。またカードがあればマイ

ナポータルというインターネットを使って各種行

政の手続きをオンラインで

行うことが出来ます。平成

29 年の秋からは保育園の加

入申し込みがマイナポータ

ルで行うようになるなど、

マイナンバーカードの活用

は順次拡大していく予定に



セミナー風景
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なっています。現時点でマイナンバーカードを所

有している人は限定されていますが、今はあまり

活用する場面が無くても早めに取得しておくこと

をお勧めします。

　今回の年末調整からマイナンバーの利用が本格

化するに伴い、マイナンバーを各方面に提供する

機会が増えてきていますが、その提供の仕方に多

くの問題を感じます。本人確認の仕方、被扶養配偶

者の取り扱いの仕方、税理士などの委託先への提供

の仕方に、漏えいのリスクを予測させます。政府

が出しているマイナンバーの取り扱いに関するガ

イドラインを今一度確認して頂きたいと思います。

　また事業主にとっては年末調整が一番マイナン

バーに関係してくる業務です。１月末に提出する

源泉徴収票や給与支払い報告書にマイナンバーを

記載しなくてはいけません。そのため従業員から

集める扶養控除等申告書にはマイナンバーの記載

欄があります。従来の扶養控除等申告書の回収方

法ですと、クリアファイルに入れるなど、個人

情報の管理方法としては問題がありました。この

書類にマイナンバーを記載すると情報漏えいのリ

スクが一気に高まります。また毎年扶養控除等申

告書にマイナンバーを記載すること自体がリスク

になります。そこで扶養控除等申告書にはマイナ

ンバーを記載しないことをお勧めします。扶養控

除等申告書の欄外に『私並びに扶養家族のマイナ

ンバーは、既に会社に提供済みのマイナンバーと

相違ありません』と記載すれば、扶養控除等申告

書にマイナンバーを記載しなくても良い

と、国税庁も認めています。

　社会保険関係でのマイナンバーの取り

扱いですが、雇用保険では平成 29 年か

らは必ず記載を求めてくるでしょう。健

康保険では、大企業など加入する健康保

険組合が平成 29 年１月から利用開始と

なり、中小企業が加入する協会けんぽで

は７月からを予定しています。実際にマ

イナンバーを記載する手続きについては、高額療

養費や限度額適用認定証など限定される見込みで

す。日本年金機構に関しては、入社の手続き等事

業主が行う手続きについては同７月から取り扱い

が始まる予定です。

　最後にマイナンバーの漏えいに関して、実際に

起きた紛失事故を２つご紹介します。まず横浜市

の小学校で起きた事故。教職員５４人分のマイナ

ンバーを記載した書類を持ち運ぼうと、電車に

乗った事務職員が、下車した横浜駅において書類

を紛失していたという内容です。ふたの閉まらな

い鞄に入れ、持ち運んでいる最中にトイレに寄っ

たり、電車では足元に鞄をおいていたことが判明

しています。

　もう一つは大手外食のフランチャイズに加盟す

る企業が従業員 400 人分のマイナンバーを記載した

扶養控除等申告書を郵便局に持ち込もうと車で運

ぶ途中、コンビニに寄った際に車上荒らしに遭い

盗まれたものです。会社は従業員に対し口止め工

作を行ったのですが、従業員から大きな反感を買

いテレビ局が報道をする事態に発展したものです。

　いずれの事故も関係する人の不注意が要因です。

個人情報漏えいの８割は会社の内部から起きてい

ます。情報漏えいを防ぐには関係者の意識を注意

喚起していくことが一番重要です。定期的な研修

などの教育訓練を欠かさず行っていきましょう。
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　介護保険制度ではこれまでお話したもの以外にも
まだたくさんのサービスメニューが用意されていま
す。特に高齢化に伴い地域のサービスが重要になっ
てきています。

 （１）地域密着型サービス
　住み慣れた自宅や地域で介護を受けたい場合に有
効です。

①認知症対応型共同生活介護（要介護 1～ 5 対象）
･ 介護予防認知症対応型共同生活介護（要支援 1･2
対象）
　いわゆる、グループホームのことで認知症高齢者
で 5 人～ 9 人が共同生活をしながら日常生活の介護
サービスと生活機能向上にも配慮したサービスを受
けます。
　自己負担額の目安は横浜市の場合、要介護で一ヶ
月あたり 26,052 円～ 28,215 円です。
　要支援 26,052 円です。但し食費、部屋代及び日常
生活費は別途自己負担が必要です。

②認知症対応型通所介護（要介護 1～ 5 対象）･ 介
護予防認知症対応型通所介護（要支援 1･2 対象）
　認知症高齢者が特別養護老人ホームや認知症の方
のグループホームに行き入浴、食事の介護、リハビ
リ、レクリエーションなどのサービスを受けます。
　自己負担額の目安は横浜市の場合、要介護で一日
あたり 7 時間以上 9 時間未満で 1,072 円～ 1,539 円
です。要支援 927 円、1,0366 円です。但し食費、部
屋代及び日常生活費は別途自己負担が必要です。

③小規模多機能型居宅介護（要介護 1 ～ 5 対象）・
介護小規模多機能型居宅介護（要支援 1･2 対象）

　住み慣れた地域でスタッフが利用者宅へ訪問した
り、通所によりショートステイのサービスが受けられ
ます。定額料金で1箇所の事業所しか利用できません。
このサービスを利用すると、一般の訪問看護、通所介
護やショートステイなど一部の在宅サービスや他の
地域の地域密着型サービスの利用はできません。
　自己負担額の目安は横浜市の場合、要介護で一ヶ
月あたり 11,229 円～ 29,212 円です。
　要支援 3,708 円、7483 円です。但し食費、部屋代
及び日常生活費は別途自己負担が必要です。
　小規模には上記のほか看護小規模多機能型居宅介
護（旧複合型サービス）もあります。
　自己負担額の目安は横浜市の場合、要介護で一ヶ
月あたり 13,427 円～ 33,882 円です。

④夜間対応型訪問介護（要介護 1～ 5のみ対象）
　夜間の定期巡回のほかに随時訪問介護や利用者の
通報に応じて調整対応するオペレーションサービス
を受けられます。
　自己負担額は横浜市では夜間訪問サービスでオペ
レーションサービスⅠが 1 ヶ月 1,091 円、Ⅱが 2,966
円、定期巡回が 1 回当たり 410 円、随時訪問サービ
スが 1 回当たり 623 円です。

⑤地域密着型特定施設入居者生活介護（要介護 1～
5のみ対象）
　定員が 29 人以下の小規模介護付有料老人ホーム

（介護専用型特定施設とも言います）など特定施設入
居者生活介護とほぼ同様なサービス（食事、入浴な
どの介護やリハビリ）が受けられます。
　自己負担額の目安は横浜市の場合一ヶ月あたり
17,142 円～ 25,664 円です。
　但し食費、管理費及び日常生活費は別途自己負担
が必要です。
　看護と介護両方利用できる地域密着型サービスと
しては「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」があ

1.はじめに

不動産学のススメ
　介護⑦

著者プロフィール
S22.2.6	 鹿児島県生まれ
S44.3	 中央大学法学部卒業
S44.4	 神奈川県庁勤務
S53.3	 不動産鑑定士開業
	 現在に至る

不動産鑑定士・行政書士

江
え

蔵
ぞ う

耕
こ う

一
い ち

不 動 産 シ リ ー ズ

2.地域や認知症に対応する介護保険制度



3.介護保険対象外施設と生活保護者
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ります。自己負担額の目安は横浜市の場合一ヶ月あ
たり 9,180 円～ 32,692 円です。
　　
⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（要
介護 1～ 5のみ対象）
　定員が 29 人以下の特別養護老人ホームで特別養護
老人ホームとほぼ同様なサービス（食事、入浴など
の介護や機能訓練、健康管理、療養上の世話など）
が受けられます。
　自己負担額の目安は横浜市の場合、相部屋で一ヶ
月あたり 17,592 円～ 26,179 円です。ユニット型個室
で一ヶ月あたり 20,100 円～ 28,751 円です。但し食費、
部屋代及び日常生活費は別途自己負担が必要です。

 （２）施設サービス
　入所施設は次の 3 種類があります（図表－１参照）。

2012 年度の介護保険法の改正では次のようなことが
見直されました（図表－２参照）

 （1）対象施設名
　介護保険対象外施設名は次のとおりでそれぞれ独自
に法律が適用されます。障害者支援施設、重症心身障
害児施設、同病棟、ハンセン病療養所、救護施設、労
災特別介護施設などです。
　但し、生活保護受給者は 65 歳以上になりますと、
介護保険が介護扶助より優先されます。保険料は生活
保護費の介護扶助によります。



4. おわりに
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（２）65 歳以上になった時
①第 1号被保険者（65歳以上の被保険者）の届け出
資格と喪失について 14 日以内に市町村に届出ます

（図表－３参照）。

②保険料の徴収
　イ　第1号被保険者
年金からの天引きになります。
無年金者や低年金者（年額 18 万円未満の人）は普通
徴収と言って市町村が直接通知書を送って納付を求
めます。
滞納者には介護サービスの制限があります。所得の
低い人や災害の被災者は減免があります。
　ロ　第２号被保険者
各健康保険の各医療保険者（国民健康保険、組合健
康保険、共済組合など）が決め、サラリーマンの場
合は給料天引きとなります。また、社会保険と同様
に事業主負担で折半となります。自営業者は国民健
康保険と一緒に集められます。所得割、被保険者均
等割、資産割や平等割によって決められます。

③生活保護者などの場合
　医療保険の給付と同じもの（介護療養型医療施設
など）は介護保険が優先します。
　さらに、公費負担医療（障害者自立支援法や感染
症予防法、母子保健法など）の医療系の介護サービ
スも介護保険が優先します。
　また、高齢者が虐待を受けていたり、認知症の一
人暮らしの場合は市町村が措置制度により、介護保
険が利用できるようにします。
　生活保護を受けている 65 歳以上の人は第 1 号被保
険者になりますが介護サービスは介護保険給付とな
ります。40 歳以上 65 歳未満の生活保護者は介護の
被保険者とならず、生活保護の介護扶助から給付さ
れます。

④保険料の 1割負担が高額になった場合の高額介護
サービス費について
　世帯単位で 1 割負担の合計が世帯の納税額及び収
入基準による負担上減額（1 万 5,000 円～ 3 万 7,200 円）
を超えますと月ごとに高額サービス費の援助が受け
られます。また低所得者に対して食費 ･ 居住費の特
例減額措置や社会福祉協議会による生活福祉資金貸
付制度等があります。

　次回は介護保険以外のサービスについてです。
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相続手続きQ&A

顧問税理士  山家一洋

　農地を遺贈できますか？

70 歳代のご相談者Aさん。
自分に万が一のことがあった時に残されたご家族が安心して過ごせるように、とエン
ディングノートを活用し、弊社の相談員と一緒に様々な意見を交わしながら生前の相
続対策を考えています。
そんなAさんから、ある日このような質問が。

「農地だけを弟に遺贈したいのだけれど、公正証書遺言を作ればできるの？」

Aさんはお父様より相続した農地を持っており、退職後の現在
は趣味と健康維持を兼ねて農業を営んでいます。Aさんには娘
さんが二人おられますが、共に嫁がれて遠方で暮らしており、
将来田畑を維持してくれる人がいないことが悩みの種でした。
Aさんの弟は近所に住んでおり、同居している長男もいるため、
将来の田畑の維持を考えるとその方が良いだろうとAさんは考
え、奥様や娘さんも了承しました。しかし奥さまや娘さんがい

るため現状では弟さんは相続人となりません。相続人に当たらない人にも農地が遺贈
できるのか疑問に思い、このようなご質問をされたのでした。

農地を相続人でない第三者に遺贈することができるのは、包括遺贈（すべての財産を
遺贈する）の場合のみであり、個別の農地を遺贈により取得する場合には農業委員会
の許可もしくは届け出（地域による）が必要になります。農業人の地位のある人への
遺贈もしくは農地の転用目的のある場合の遺贈でなければ許可を得られませんが、A
さんの弟は農業人でなく農地の転用予定もありません。そのため現状ではAさんの弟
さんが遺贈により取得することはできません。

その旨をAさんにお伝えすると、「そうですか‥‥」と一瞬残念そうな表情をされまし
たが、「それでもエンディングノートがきっかけで相続についていろいろ考えるように
なって、農地の事も分かって良かったです。何も知らないまま妻や娘が相続すること
になって後々大変な思いをさせたくないですしね」と気持ちを切り替えて、今後農地
をどのようにしていくのかを改めて考えることになりました。その後の話し合いにお
いて近隣で事業を営んでいる農業生産法人への譲渡や、農地転用して太陽光発電設備
を設置する案等を検討しています。

世帯状況の変化により農業を営む人がいなくなり、農地の維持管理が難しい方や農地
を保有することで固定資産税や相続税の納税負担で苦労される方が多くなっています。
先祖代々引き継いできた農地をどのようにしていくのか。残されたご家族の負担にな
らないためにも、早めに検討して準備をしておきたいものですね。

（全国の相続手続支援センター相談事例集Ⅷより）
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「相続法改正」の問題点について
ー 3 回シリーズー

14

　１、はじめに

　平成 28 年７月になって、法務省から相続法改正

についての中間試案が発表されました。

　民法の債権法関係についての改正案だけでなく、

相続法まで改正されそうな気配となって来たわけ

です（債権法改正については大谷先生がお話しされ

ていましたので、相続法改正は私が・・・という

ことになりました）。相続の問題は、組合員の皆様

にとって、より身近な問題と感じておられるでしょ

うから、興味もあるでしょう。そこで、これから

３回に分けてシリーズで相続法改正の問題をお話

ししたいと思います。

　２、改正の経緯

　最初に何故、相続法の

改正なのか、という点

からお話ししましょう。

　直接の引き金となっ

たのは、平成 25 年９月

４日の最高裁判所大法廷決定による憲法違反の判

断でした。この決定は民法 900 条が相続人の法定

相続分を定めるにあたり、「嫡出子でない子の相続

分は、摘出子である子の相続分の二分の一」とす

る旨を定めておりますが、この規定が法の下の平

等を定める憲法 14 条１項に違反して無効であると

判断いたしました。この決定を受けて、同年 12 月

には民法のこの規定が改正されましたが、この改

正の論議の中で、「嫡出子」と「非嫡出子」につい

ては子供の立場から見たら平等に扱うのが正当か

もしれないが、法律婚を尊重するためには、法律上

の妻（配偶者）の立場にもっと配慮するべきであっ

て、バランスをとるべきではないかという考えが

示されました。

　そこで、残された配偶者の生活への配慮の観点か

ら、相続法の見直しが検討されることになったわけ

です。加えて、相続法は昭和 55 年に配偶者の法定

相続分の引上げと寄与分制度を創設した改正以来、

30 年以上にわたって実質的な見直しがされていな

かったことから、実務的にみても改善した方がよ

いと思われる点について、この機会に改めて見直

しを行ってはどうかということになりました。

　３、改正範囲について

　中間試案が示す改正案は以下のとおり、大きく

分けて５点になります。

１、配偶者の居住権を保護するための方策

２、遺産分割に関する見直し

　（1）配偶者の相続分の見直し

　（2）可分債権の遺産分割における取扱

　（3）一部分割の要件及び残余の遺産分割における

　　　規律の明確化等

３、遺言制度の見直し

　（1）自筆証書遺言の方式緩和

　（2）遺言事項及び遺言の効力等に関する見直し

　（3）自筆証書遺言の保管制度の創設

　（4）遺言執行者の権限の明確化等

４、遺留分制度の見直し

　（1）遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の

　　　見直し

顧問弁護士  竹川忠芳
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　（2）遺留分の算定方法の見直し

　（3）遺留分侵害額の算定における債務の取扱に

　　　関する見直し

５、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

　４、配偶者の居住権保護について

　難しい議論は省いて、以下では簡略化して、分

かりやすくお話ししてみたいと思います。

　「配偶者の居住権保護」というのは、夫が亡くなっ

たとき、本妻がその居住建物（自宅）にそのまま

住み続けられるように法律で定めたらどうかとい

うことです。

　現在の実務では、夫が亡くなると、夫所有の自宅

は遺産になり、遺産分割の対象となります。そこで、

自宅に住む本妻は遺産分割により、夫所有の自宅

を相続しないと住み続けることができません。遺

産分割の協議が長びいて何年もかかっているとき、

本妻はこの間、ここに住んでいてよいのか、その

場合無償でよいのかという問題があります。また、

遺産分割協議が順調に進んで、本妻が取得できれ

ばよいのですが、例えば、遺産が自宅の土地建物

しかない場合で、他の相続人から自宅を売却して

その売却代金を相続分で分けよう、と提案してく

ると困ってしまいます。また、夫が遺言していて、

愛人に自宅を遺贈する、と書いていると、自宅は

愛人の所有になり、本妻は明け渡さなければなら

なくなります。

　こんな事態が生じたとき、本妻を保護できるよ

うにしようというのが、この項目の議論です。短

期居住権と長期居住権の二つが議論されています。

短期居住権というのは、

　①夫の死亡時から遺産分割時までの間、本妻が

自宅にそのまま無償で住めるようにする

　②遺言で愛人が取得した場合、本妻は夫の死亡

時から６か月間は自宅に無償で住めるようにする

という案です。６か月については、この期間が相

当であるのか否かはこ

れからの議論となりそ

うです。

　長期居住権というの

は、本妻が死ぬまで、あるいは一定の長期間、自

宅に住めるようにするが、その長期居住権を価値

に換算して、遺産分割の場面では、この価値分を

本妻が取得したことにするという案です。つまり、

長期居住権という、収益権限や処分権限のない新

しい権利を創設しようという試みです。

　長期居住権を認めようというのは、例えば、夫

が自宅と預貯金を残したとき、本妻が自宅をとる

と預貯金を他の相続人に渡すしかなく、結局、生

活資金に困るといった場合に、本妻が自宅の長期

居住権と預貯金のいくらかを取得できるようにす

ることで、生活に困らないようにできると考えて

いるわけです。また、高齢者同士の再婚の場合に、

自宅を所有する夫が亡く

なった場合に、再婚妻に

長期居住権を与え、夫の

子供に建物の所有権を与

えるということで、最終

的に妻の側の親族へ渡さず、夫の子供の側に自宅

の所有権を残せるということが出来、遺産分割の

新しい選択肢が可能となるというものです。

　結局、遺言を上手に活用できる社会にはいまだ

至っていないこともあって、遺言がなくても（あ

るいは、夫がひどい遺言を残した場合でも）、残さ

れた本妻が遺産分割の話し合い時に困らないよう

にしようということから、この長期居住権、そし

て短期居住権なる概念を新しく創設しようという

わけです。もちろん背景には本妻の保護を強化す

べしとの世論があるわけです。

　次回以降は、皆様の興味のありそうな項目をと

り上げて、分かりやすく説明したいと思いますの

で、ご要望があれば事務局までご連絡下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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電車内の心象風景

　｢みなさまにお知らせします。優先席でのケイタイ

電話はお切りいただき、それ以外の場所ではマナー

モードにし、通話はご遠慮ください。ご協力お願いし

ます」

　わたしが通勤している京浜急

行の車内でいつも耳にする官製

のフレーズであるが近年乗客に

対するサービスが向上するに連

れ、乗客への負担が多くなって

いる。車内のマナー違反と言う

ことらしいが、オウム真理教事件以来、ホームや公共

の場でゴミ箱がまったく見受けられなくなり、ゴミは

持ち帰りの精神が定着してしまった。今や ｢護美箱｣

の字はどこにも見当たらない。死語になってしまった

のである。

　にもかかわらず、車内でのマナー違反は相変わらず

多い。特に近年は車内で食事をしたりする人も多い。

マナーの本質は他人を不愉快な気持ちにさせないこと

だと思うのだが、官製のマナーは増えても、心からの

自発的マナーは芽生えていない。

子供や赤ちゃんを抱っこした主婦や高齢者にも席を譲

る人はいるにはいるがまだ少数派である。

　みんな、ケイタイのメールやスマホで音楽など聴い

たり、ゲームに夢中になって知らん顔をしている。本

を読んでいる人も書斎代わりに使っている。

　つまり、車内は書斎であり、食事室であり、化粧室

であり、居間であり、遊び場であり、なんでもありな

のだ。

　そんな、電車の車内であるが、わたしは就職して以

来、電車通勤がかれこれ四十三年になる。おかげで車

内で「座る術」を身につけてしまった。

　座る術といっても誰でも経験していることである。

三つほどの術がある。

　ひとつめは電車の前と後ろの車両には席が見つから

ず座るチャンスが少ないことである。なぜなら日本の

都心部の駅はほとんどがホームの真ん中に階段を設け

て乗降させているからである。

　すると、短距離通勤客はおのずと真ん中の車両に乗

りたがる。一方、長距離通勤客は乗降が多小の不便で

も前と後ろの車両に乗ってゆっくりと過ごしたほうが

落ち着く。その結果、真ん中の車両はいつも込んでいる。　　

　にもかかわらず、座るチャンスは真ん中付近の車両

の方が確立は高い。

　なぜなら、降りる客が多いのは真ん中付近の車両の

方が多いからである。

　しかし、朝の通勤時はもみくちゃにされ、空いても

すぐ座られてしまうので通勤時にはお勧めしない。そ

れでも、チャンスはあるのだ。

　それは次の駅で降りそうな人の前になんとかしてた

どりつけばよい。

　前に座っている人がどんな状態か観察することである。

　よく眠っている人やブックカバーをして本を読んで

いる人は長距離通勤者であり、書類を広げて仕事して

いる人も同様で敬遠したほう

がよい。通勤時間をたっぷり

使うことができるからである。

　しかし、それでも眠っていて

も降りる人は薄目になったり、

首を左右に動かしたりしてなん

となく、落ち着かなくなる。本を閉じたり、ケイタイ

をしまったりするようになればしめたものである。

　ただ、非常に込んでいる場合は観察ができないので、

ある程度車内が見渡すことができるぐらいの込み合い

であればこの方法は通用する。

　反対に短距離通勤者は週刊誌やコミック、朝刊を読

んでいる人が多い。短時間で読み終えるからすぐに次

の行動に移すことができる。

　ふたつ目は、始発電車に並んで乗車する時確実に座

れる方法がある。

　それは、不動産鑑定評価理論の応用で左回りの法則

を活用すればよい。

　人間の行動は一定のパターンがあり、駅前の商店街

江
え

蔵
ぞ う

耕
こ う

一
い ち
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は駅を降りたとき必ず左側の商店街が栄える。横浜駅

西口を見れば明らかである。昔、駅の右側に三越があっ

たがいまはモアーズだけで大型店はない。スーパーの

品揃えでも左回りの法

則は生かされている。

つまり、人間は時計と

反対方向にまわるくせ

があるのだ。

　したがって、始発電車に乗る時はできるだけ電車に

向かって右側に並んで、ドアが開いたら、右側の方に

いけば座れるチャンスが多い。

　わたしは金沢八景駅で始発に乗りかえるが、ドアの

前に三列縦隊で十五人ならんでいてもこの法則を利用

すればチャンスが見つかる場合がある。

　この法則は非常に確立が高い。是非お勧めしたい法

則である。

　三つ目は車内でもドアの近くに座っている人がねら

い目である。

　ドアの近くに座っている人の心理としては早く降り

たいと言う心理が働くのでできるだけドアの近くに座

りたがる。

　シートの真ん中付近に座っていると、込んでいた場

合、ドアまで行くのに人を押しのけないと出れないか

らである。

　ただ、大変込んでいると、ドアの外に押し出される

場合があるので注意が必要である。

　電車の中は人間観察でも非常に面白い。

ボディーランゲイジとしての行動心理学が発揮される

舞台なのである。

　ひとつの例として座っている人の足の組み方に注意

していただきたい。

　もっとも、現在は車内マナーにより、足を組むことは

禁止されているのだが、以前は良く見かけたものであり、

現在でも車内がすいてくると時々見かけるのである。

　まず、右足を左足の上に乗せて座っている人の性格

であるが、保守的、引っ込み思案、慎重派である。

　反対に左足を右足の上に乗せている人は革新的、行

動派でなんでもチャレンジするタイプである。

　女性で足を組む人はあまり見かけないがそれでもた

まに見受ける。その人はかなり、男性的性格が強い人

かもしれない。

　また、男性で足を広げて座っている人は肥満型が多い

がそうでなければ親分肌の人物である。ただし、女性の

場合はだらしがないと思われるから注意が必要である。

　また、足を交互にからませて座っている人を時々見

かけるがその人の性格はここでは「ひ・み・つ・？」

とだけ答えておこう。

　電車の中では知らない人がいっしょに集まり、駅で

降りるという団体行動をしているが、このように観察

していると、自然とそれぞれの人の過去なり、現在の

状態がかいま見えることが多い。

　夫婦の会話、子供と両親の会話、友人同士の会話、

サラリーマン同士の会話、学生同士の語らい、赤ちゃ

んを乳母車に乗せて、立ったまま数人で話し出す若い

主婦達の会話、席がひとつでも空くとわれ先に座る中

年女性が座ったら大きな声で話し出す。

　グローバル社会の延長としての外人さんの会話、会

話の内容、立ち振る舞いから見える乗客の過去と現在

が電車の中で表現され、乗っていてもいっこうに飽き

ないのが不思議である。

　電車の中という舞台の中でそれぞれの人が勝手に演

技をこなし、退場して行く。お互いに演技者であり、

観客としてふるまう。それは、まさに人生の縮図と言っ

てよいかもしれない。

　幾万人というそれぞれの人生を乗せて今日も電車は

走っているのである。

　そして、明日もあさっても日本がなくならない限り

それは永遠に走りつづけるだろう。

　明治五年（一八七二年）に新橋と横浜間に陸（おか）

蒸気列車が走り始めてちょうど百四十年以上経過した

が今や全国縦断の形で新幹線が走るようになった。

　それほど、長い歴史をもつ鉄道は今も全国を走って

おり、日本にはなくてはならない存在である。今後も

その重要性はかわることはない。

　なぜなら、電車内は人生の一部であり、そこは大衆

劇場の舞台だから。
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　　第 16 回 理事長杯ゴルフコンペ 開催報告

参加者の皆様

表彰式後の歓談風景優勝カップを渡邉理事長より受ける
足立剛行常務理事

　昨年 11 月 29 日火曜日、福利厚生
事業の一環で開催しております、第16
回理事長杯ゴルフコンペを、東京都
多摩市に所在する桜ヶ丘カントリー
クラブにて開催いたしました。
　組合員ほか提携業者様やご後援者
様のご参加を得て、５組 17名による
競技となりました。前回の小雨まじり
で厳しい寒さの中のプレイとは打っ
て変わって、麗らかな菊日和に恵ま
れ、参加者皆様が気持ち良くラウンド
されたようです。
　コンペ後の成績発表・表彰式は、
場所を長津田の日本料理店「米宗」に移して執り行いました。渡邊理事長の挨拶の後、賑やかに会食が
始まり懇談の進んだところで成績発表が行われ、優勝は組合の足立剛行常務理事。準優勝には荒木三郎
事務局長。3位には、やはり組合の伊東厚彦理事。以下、4位はADインシュアランスサービス横浜緑
支店の西川公高支店長様。5位は組合員の井上泰一様が入賞されました。
　成績発表・表彰式後は、カラオケやゴルフ談義に花が咲き、約 2時間ほど懇親を深め合いつつ再会も
誓い合って解散となりました。参加者の皆様、大変お疲れさまでした。



（広告掲載は、順不同です）

不動産コンサルティング技能者（3）第22518号

よろしくお願い申し上げます

監事   鴨志田 眞司
〒 278-0027  野田市みずき 1-19-14

TEL：04-7125-5494

代表者

謹　賀　新　年
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神奈川県不動産賃貸業協同組合は　　　　
　「組合員」及び「賛助会員」を募集しています。

〒 222-0033  横浜市港北区新横浜 2-14-6 パークシティ新横浜 1F
TEL 045-985-1039　FAX 045-983-5617
E-mail  info@e-ooya.com　URL  http://www.e-ooya.com

 

当会のホームページを
どうぞご覧ください！

e -ooya 検 索
http://www.e-ooya.com/http://www.e-ooya.com/
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