相 続 登 記

Ｑ ＆ Ａ

不動産の名義変更（相続登記）のご相談の中で，
よくご質問を受けるものをまとめてみました。ご参
考になれば幸いです。
Ｑ１ 相続登記はいつまでにすればよいのですか？
相続登記には，いつまでという期限はありませ
ん。法律上，相続登記の義務はなく，罰則もありま
せん。しかし，相続登記をしないで放置をしておく
と，次のような不利益があります。
①相続した不動産を処分（売却，担保設定など）
することができない。 ②さらに相続が発生するこ
とで権利関係が複雑になってしまい，時間の経過と
ともに手続きを 進めることが難しくなっていく。
③集めなければならない書類が増えてしまい，登記
にかかる費用も割高になってしまう。
このため，当事務所では，相続登記はなるべく早
めに行って頂くようお勧めしています。
Ｑ２ 故人が不動産を所有していたことは分かって
いますが詳しい所在が分かりません。相続登記はで
きますか？
不動産の詳しい所在が分からなくても，市区町村
名まで特定することができれば，当該市区町村に問
い合わせを行うことで不動産の詳しい所在を確認す
ることができます。したがって，そのような場合で
も相続登記は可能です。
Ｑ３ 相続人の中に行方不明者がいます。それ以外
の相続人だけで手続きを進めることは可能ですか？
相続人の中に行方不明者がいらっしゃる場合，そ
の方を除いて手続きを進めることはできません。行
方不明者の戸籍や住民票をたどるなど手を尽くして
も相続人の生死や所在が確認できない場合にも，法
律に定められた例外（失踪宣告）を除き，相続人全
員で協議を行わなければ遺産分割協議は成立しませ
ん。この場合，家庭裁判所に申立を行い，行方不明
者の代理人として協議に参加する「不在者財産管理
人」を選任してもらう必要があります。

モエレ沼・ママチャリ耐久リレー
弊事務所では，昨年の６月
に開催された「モエレ沼公園
のママチャリ耐久リレー」に
出場 し まし た 。 飲 んだ 勢 い
で，出場することになってし
まったママチャリ耐久リ
レー ， 参加 し て 頂 いた 皆 さ
ま，お疲れ様でした。
ママチャリ耐久リレーとは，１周３．５キロの
特設コースを４時間の走行時間内に何週できるか
を競います。ママチャリにも規定があり，①タイ
ヤのサイズが２６インチ又は２７インチ，②前か
ごに１．５リットルのペットボトルが４本収納で
きる，③３段変速以下，となっており，レース前
には車検もあります。また，１チーム５名～１０
名となっており，我が「キクミミアニマルズ」は
当事務所４人，お取引先６人の１０人体制でレー
スに出場しました。
仮装をしてレースに出場しているチームもあり
ましたが，我がチームは，ベストタイムを目指
し，全員が本気でママチャリのペダルをこぎまし
た。大会当日は，風が強く，向かい風と坂道で，
ギアチェンジを繰り返しても思ったように前に進
むことができないポイントも多数ありました。１
周して戻ってくると，息が上がり，しばらくは立
ち上がることもできなくなるほどヘトヘトになっ
てしまいます。私も，写真の椎名のように，倒れ
こんで，しばらく動けませんでした。チームみん
なの頑張りもあり，結果は，成人クラスの部で，
２１１チーム中１５６位と大健闘？でした。来年
も，ママチャリ耐久リレーに出場を予定していま
す。皆さまの参加をお待ち
しております。出場してみ
たいと興味を持った方がい
らっしゃいましたら，高井
までご連絡ください ♪
ニュースレターをお読み頂きありがとうございま
す。ご意見・ご感想がありましたら，なんなりとお寄
せください。（担当：司法書士 高井和馬）
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～事務所からのお知らせや知って
得する法律情報をお届けします～

ご あ い さ つ
皆さま，こんにちは。司法書士の椎名尚文です。
このたび，当事務所では，これまでお世話になったお客様に，当事務所で定期的に発行しているニュー
スレターのダイジェスト版として，「あいわ通信」特別号をお届けさせて頂きます。当事務所では，平成
５年の開業以来，「真の市民のための法律家を目指す」という目標を掲げ，次の５つの方針に基づいた事
務所運営を行ってきました。今後も，皆さまに少しでもお役に立てる事務所を目指して業務に取り組んで
まいりますので，当事務所をよろしくお願いいたします！
１．相談しやすい事務所であること
２．依頼を断らない事務所であること
３．利用しやすい事務所であること
４．小さな依頼でも誠実に対応すること
５．偉くない事務所であること

★ セミナー開催のお知らせ ★
相続･遺言 セミナー＆相談会
～司法書士業務の現場から見えてくる相続対策の必要性～
弊事務所では，１月２９日（日）午後１時３０分から，かでる２・７（中央区北２条西７丁目）で，相
続セミナーを開催いたします。
司法書士は，日常業務である不動産登記手続や裁判手続を通して，皆さまの「権利」，その中でも特に
「財産権」を守ることを主な仕事としています。相続の場面では，不動産の名義変更などを通して，相続
人の方に適切に遺産を承継するお手伝いをしております。また，最近では，成年後見制度を利用して認知
症の方の財産管理をサポートする仕事も増えております。
しかし，これらの相続や成年後見の手続を進めるうえで，中には手続が円滑に進まないことがあります。
例えば，一人の相続人の反対にあい遺産分割協議がまとまらないケースや，相続人の中に行方不明の方が
いるケースなど，問題解決に非常に苦労する場面もあります。
このようなケースでは，実は，事前の相続対策さえとっておけば，手続きが迅速に終わり，費用もかか
らず，親族間の対立も起こることなく，円満・スムーズに相続手続が完了することがほとんどです。
そこで，この度のセミナーでは，普段，我々が業務を行う中で，事前に適切な相続対策をとっていなかっ
たために，スムーズな相続を実現できなかったケースをご紹介することで，皆さまの今後の相続対策のご
参考にして頂ければと思い，セミナーを開催させて頂くことにしました。
セミナーでは，相続対策の基本となる遺言について，円満相続を実現する遺言の作成ポイントをお伝え
いたします。最近では，事前の相続対策の重要性も認識されつつあり，遺言を書く方が増えております。
しかし，遺言もとりあえず書いておけば安心というわけではありません。そこで，セミナーでは，具体例
をまじえながら，わかりやすく，遺言の作成ポイントをご説明いたします。
また，相続対策の基本は遺言を書くことですが，成年後見制度の制度上の限界から，遺言では対応でき
ないケースもあり，最近では民事信託を活用するなど，新たな相続対策も注目されています。セミナーで
は，このような遺言以外の相続対策の実例も，あわせてご紹介できればと考えております。
セミナー終了後は，ご希望に応じて個別相談を受け付けております。セミナーにご興味のある方がいらっ
しゃいましたら，お気軽にお問い合わせください。

～ ヤミ金と司法書士 ～
こんにちは，司法書士の椎名尚文です。数年前に比べ，いわゆる「ヤミ金」の被害は大分少なくなっ
てきました。ヤミ金とは，いろいろ種類があるのですが大雑把に言えば，数万円程度の少額を，出資法
違反の年数百％から数千％の利率で貸し付け，返すことが出来なくなると本人や周囲に脅しの電話等を
して取立をする犯罪者のことです。ほとんどのヤミ金は，携帯電話の番号しか分かりません。
当事務所では，１０年以上前からヤミ金事件を取り扱っています。ヤミ金業者は，「借りたお金なの
だから，返すのが当然だ！」と返済を強く求めてきます。しかし，ヤミ金は犯罪であり，そもそもヤミ
金に対しては一切返済する必要はありません。当事務所では，ヤミ金との契約は公序良俗に反し無効で
あり，ヤミ金から交付を受けた金銭は不法原因給付を理由に一切支払をしないという原則で事件を解決
しています。それは，少しでも支払うと，まだ金を取れると考えてヤミ金の嫌がらせはひどくなる場合
があるからです。しかし，司法書士の事務所によってはヤミ金事件を扱わない事務所があります。簡裁
訴訟代理権のない司法書士事務所で，登記事件に特化している場合は，それはそれでひとつの行き方か
と思います。簡裁訴訟代理権のある事務所で，ヤミ金事件を扱わない事務所については，私は好ましく
思いません。せっかく簡裁訴訟代理権を取得しているのになんでヤミ金被害者のために使わないでしょ
うか。少額で，司法書士の代理権の範囲内で，困っている人のためになる，という司法書士にぴったり
の仕事だと思います。「ヤミ金を受けてくれる事務所がない。」という相談をよく受けま
す。司法書士の資格を取得して，通常の仕事をすればある程度恵まれた報酬を頂くことが出
来ます。だからこそ，嫌な仕事やお金にならない仕事もしなければいけないと思います。

労働審判制度をご紹介します
こんにちは，司法書士の髙井和馬です。昨年の１０月に出席した札幌司法書士会の研修会で，平成１８
年から平成２７年までの裁判件数の推移について，お話を聴く機会がありました。地方裁判所において
も，簡易裁判所においても，通常訴訟の件数は，減少傾向にあるのに対し，労働審判の申立件数は増加傾
向にあるということでした。平成１８年（労働審判がスタートした年）は，労働審判の件数は８７７件で
したが，その後，平成２０年には２０５２件，平成２３年には３５８９件，平成２７年には３６７９件
と，年々増加をしております。訴訟件数自体は減る中，労働審判の件数は増加しており，今，労働問題が
年々増加していることが裁判件数の推移からみても分かります。
この労働審判制度というのは，どのような手続かと言いますと，労働問題を解決するためのに特別に設
けられた調停手続です。手続にも特徴があり，３回以内の期日で審理が終結するため，スピーディーに問
題解決を図ることができます。手続を実施するのも裁判官だけでなく，労働問題に詳しい民間の方が２人
加わり，合計３人で手続きを進めていきます。そのため，裁判のようにかたちにとらわれずに柔軟に手続
きが進んでいきます。さらに，通常の民事調停と異なり，話がまとまらない場合は，審判というかたちで
裁判所の判断が示されます。そのため，紛争解決の実効性があると言われています（民事調停では，調停
不成立となり何の判断も示されません）。
司法書士は，この労働審判手続において，申立書を作成するというかたちで支援をしております。当事
務所では，単に申立書を作成するだけでなく審判期日にも同行して依頼者と一緒になって問題解決を図っ
ております。依頼者の中には，裁判所に行くのも初めてという方もいらっしゃいますが，皆さん真正面か
ら問題に向き合って，ご自身の力で適切に問題解決をされています。
この労働審判という手続は，上記のとおり，民間の方２名が手続に参加されるため，通常の裁判と違っ
たかたちで，かたちにとらわれずに柔軟に手続が進んでいきます。また，ほとんどのケースでは，給料を
払わない会社，不当解雇をした会社の側に問題があることが多く，労働者のペースで期日が進んでいくの
で，依頼者本人が手続きに関与していくにも，大きな負担はありません。労働審判を利用した方の話を聞
くと，裁判所が自分の話をきちんと聞いてくれたということで，手続自体の満足度も高いように感じてお
ります。

あいわ総合司法書士事務所のスタッフを紹介します ♪

司法書士

椎名 尚文
しいな たかふみ

司法書士の椎名尚文です。３年程前から糖質制限（ご飯・パン・ケーキなどをなるべく
食べない）をしています。その結果，一時は８０kg近くあった体重が６５㎏まで落ちまし
た。糖質制限を始めてから２０代の頃のベスト体重を維持しています。お酒も糖質のない
ウィスキーや焼酎を飲むなど徹底しています。しかし，事務所のみんなに糖質制限をすす
めても，なかなか理解してくれません。今では，糖質制限に加えてグルテンフリーダイエッ
トも始めています。その成果なのか，宗谷岬まで日帰りツーリング（走行距離：７４２㎞）
を達成しました。今年は，さらに距離を伸ばし，根室日帰りツーリング（往復１０００㎞）
に挑戦しようと思います。

司法書士

髙井 和馬（たかい かずま）
司法書士の髙井和馬です。２年前から日々の運
動不足を解消するために円山登山を始めました。
私が新人のころからお世話になっている９２歳の
お客様にすすめられたのがきっかけで，子どもと
一緒に登るようになりました。今では，アイゼン
をつけて冬でも円山登山を楽しんでいます。今年
は，もう少し高い山にも挑戦したいです。

司法書士

粒来 祐介（つぶらい ゆうすけ）
司法書士の粒来祐介です。私の目標とする司法書
士像は「親しみの持てる司法書士」です。時間をか
けて依頼者の意向を聞き取り，丁寧な仕事を心がけ
ています。事務所内では「ヤミ金ハンター」と呼ば
れており，ヤミ金や消費者金融との交渉でも妥協す
ることなく粘り強く交渉するよう努めております。
債権回収でお悩みの方は，粒来までご相談ください。

司法書士

大西 司真（おおにし かずま）

司法書士

鎌田 隆徳（かまだ たかのり）
司法書士の大西司真です。依頼者様
の親身になって問題を解決できる司法書士を目指し
ております。そのためには司法書士の取り扱う業務
範囲，又その関連知識について幅広く精通する必要
があると思っています。私の出身大学は理系であり，
法律職である司法書士とは畑違いからの転身であり
ましたが，司法書士の仕事に就くことができたこと
を嬉しく思い，やりがいも感じております。まだま
だ勉強中の身ではありますが，実務や研修等を通じ
て日々精進していきます。よろしくお願い致します。

昨年７月にあいわ総合司法書士事務所に入所しま
した 司法書士の鎌田隆徳です。入所してから半年
余りが経ち，業務に携わらせて頂く中で，司法書士
としての責任や実務の厳しさを身をもって感じてい
ます。プロとしての自覚を忘れることなく日々勉強
し，正確・迅速な対応をできるよう精進してまいり
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

藤井 智恵子

小林 幸子

小野 美枝

南 日登美

事務局の経理を担当し
ている藤井です。休日は，
夫と一緒にゴルフコース
や打ちっ放しによく行き
ます。今年は，スコア１
００を切ることを目標に
しています。よろしくお
願いいたします。

事務局の小林です。パ
ソコンが大好きで，最近
はアドビのソフトでイラ
ストを描いたり，ホーム
ページを作ったりして遊
んでいます。休日は，犬
の花ちゃんと猫のたろちゃ
んとお散歩したり，ゴロ
ゴロして癒されています。

あいわ～ず事務局の小
野です。１番の楽しみは
好きなアーティストのラ
イヴを兼ねて年末の数日
間を京都過ごすことです。
神社仏閣，仏像，庭園な
ど飽きることはありませ
ん。いつかは日本以外の
古い寺院も見に行ってみ
たいです。

あいわ～ず事務局に仲
間入りして２年が経ちま
した。休日は，ヨガ，パー
クゴルフ，そして気まま
にドライブをして（もっ
ぱら助手席），リフレッ
シュしています。K-POP
や韓国ドラマも大好きで，
以前始めた韓国語を再び
勉強中です。

