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笑顔相続新聞
相続診断士®最前線インタビュー
全国初 !! 富山県で「相続診断士事務所」を開業しました。

皆さんは解けるかな？

Japan Inheritance Consultants Association

小川 実 コラムなんと今月は相続診断士事務所
を開業された方に直接インタ
ビューできました。
■相続診断士資格を知ったきっか

けは？

相続診断士という資格があること

を知ったのは2012年10月ごろ、きっ

かけはインターネットで「相続」と検

索したときにヒットした相続診断協

会のホームページを見たときです。

その後、2012年12月に十数年来懇

意にしていただいている石川県金

沢市の中山会計さまに伺ったとき、

代表社員の中山雅人先生に相続

についての取り組みをお聞きした

際に、中山会計さまが相続診断士

のパートナー事務所であることをお

聞きし、メイン担当の森本さんと会

わせていただきました。

森本さんから2013年1月に金沢で

相続診断士のガイダンスがあるこ

とをお聞きし、その場でガイダンス

参加の意をお伝えし、2013年1月に

金沢にて小川先生と北陸支部の

櫛田さんにお会いしたという経緯

です。考えてみると相続診断協会と

出会ってからまだ１年も経っていな

いんですね。

（ちなみに1999年11月～2013年8月

まではプルデンシャル生命保険と

いう会社に勤務しておりましたの

で、上記はプルデンシャル時代の

お話になります）

■いつごろから相続について意識

しましたか？

プルデンシャル勤務時代のうち、最

初は営業マンだったのですが

2005年から2012年9月までの間は

営業所長をしており、2012年10月

からは思うところがあって改めて営

業の現場に戻らせていただきまし

た。再び営業マンになったとき、自

分のお客様が今後親御さんを送

る立場、つまり相続人になることが

増えてくるにあたり、保険金のお支

払いだけではなくもっと幅広いサー

ビスを保険マンとして手がけていき

たいと思い、相続の分野を勉強し

ようと思い立ちました。

■笑顔相続を広げる手順は？

まずは相続・終活・セカンドライフ・

老い支度・エンディングノートなどを

テーマにした無料セミナーを開催

し、相続というものが身近に感じら

れるような土壌を作るところからは

じめたいと思います。

よい相続とはよりよく生きることその

ものであると考えていますので、私

自身の有する知識や経験を多くの

人にお伝えしたいと考えています。

■携わったお客様からの声は？

相談をお受けすると、ご自分の親

戚関係のことやそこに起きたトラブ

ルなどを話して下さる方が多いの

ですが、皆さん一様に「こんな話は

誰にもできないと思っていた」「でも

誰かに聞いてもらって気持ちが軽く

なった」とおっしゃいます。

また、実際に相続が起きた方から

は、士業の先生方は敷居が高く、ま

た専門外のことはなかなか相談し

にくかったが、交通整理をしてくれる

人がいることは心強い、との声をい

ただいています。

■全国の相続診断士に一言

これからの大相続時代を迎えるに

あたり、相続人の傍らで相談にのる

ことができる相続診断士は社会か

ら強く求められている存在です。

我々がどのような形でお客様のお

役に立てるのかこれからたくさんの

ケースを経験し、それらを互いに

シェアし、模索しながら活躍の

フィールドを自ら広げていかなけれ

ばなりません。

相続診断士とパートナー、そして相

続診断協会の三者が協力し合って

社会に大きな価値を提供していく

同志として、これからも共に頑張りま

しょう！

■今後の展望やスケジュール等を

お聞かせください。

まずは全国初の相続診断士事務

所「ライブリッジ」を開業しましたの

で、お客様に喜んでいただきながら

適正な利益を出して行けるようにな

ること。

そして、そんな私の姿を見て相続

診断士の資格保持者が増え、相

続診断士として独立する人が多く

なることで、笑顔相続の実現へのス

ピードが上がると思っています。

大きな話になりますが、北陸のパー

トナーの士業の方と相続診断協会

の協力のもと「北陸に相続トラブル

ゼロ！」を目指します。

「No,争族、Yes,爽続！」を合い言葉

に頑張ります！

新年明けましておめでとうござい
ます。
本年も『笑顔相続』よろしくお願
いします。
新年早々、鬼に笑われるかもし
れませんが、相続税の基礎控除
が現在の60%に下がる2015年1
月1日まで1年を切りました。
相続人が子供2人の家庭は、
2014年中は遺産総額が7,000万
円まで相続税がかかりませんが、
2015年になると遺産総額が
4,200万円超で相続税が課税さ
れるようになります。ちょっとした
都会に持家があると、相続税は
もう他人事とは言っていられな
い状況になります。
この様な背景で今年は、一般の
方が相続を真剣に考える年とも
いえます。
「相続診断士」の皆様には、ぜひ
「笑顔相続の道先案内人」とし
て、より多くの方に正しい相続の
知識をお伝えいただきたいと思
います。そのために、あらゆる手
段を使って、皆様が「相続診断
士」であることを一般の方にお伝
え下さい。

毎月様々な相続事例を解説します

インターネットで検索して下さいインターネットで検索して下さい

Quick Quiz
次の相続の関連法規に関する各文章を読んで、正しいものまたは適切なも

のには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×を記入して下さい。

相続の発生により相続人が承継する財産には、被相続人の

借金や負債といった消極財産も含まれる。

相続の発生により相続人が承継する財産には、被相続人の

慰謝料請求権は含まれない。

被相続人は、遺言によっても、遺留分を有する推定相続人を

廃除することができる。
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Q3
お問合せは　一般社団法人 相続診断協会　〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2丁目 13番 9号ダヴィンチ人形町 7階　TEL：03-6661-9593 FAX：03-6661-1196 Email：info@souzokushindan.com
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過去問をクイズ形式で掲載
いたします。
楽しく覚える「相続知識」

過去問題より抜粋

※回答は裏面の下に記載してあります。

Seminar information 
●相続診断士の業務ガイダンス＆　　  
エンディングノートの本質を伝授!!

●笑顔相続ノート作成セミナー
　　　　講師養成講座!

●実践!事例シリーズ!!

相続診断士の活動事例等
「役に立つ！」との声を多数！

ᅟڷ""!ഊറદɉ൮ȺȫĂĂĂ
いざ相続になった場合に現金資産なら分ける事が容易に出来ますが、
資産が自宅だけの方は法定相続人がみんなで分けるのが困難で大きな
トラブルに発展する事が多いです。皆様の廻りにこんな方いませんか？
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LIBRIDGE  ライブリッジ
代表 相続診断士　川口 宗治

当協会を訪問してくれた川口さん　　

相続診断協会
代表理事　小川　実

LIBRIDGE  ライブリッジ  〒930－0962 富山県富山市長江本町 12-40-105 
TEL.070-5147-1431  http://www.libridge-souzoku.jp
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相続診断士を取得した
保険営業現場での活用事例とりまとめ
■地主・アッパーマーケット
へのアプローチ
地方での営業活動をしております

が、同じ時期に診断士試験を受験

した知り合いの不動産業（診断

士）の方と、地元の税理士とチーム

を組んで、ご自宅以外に土地・不

動産をお持ちのマーケットへのア

プローチをしております。年齢が高

めの方が多いですが、相続診断士

を目で見える形で提示すると、『相

続の専門家ね』という回答が返っ

てくるケースが多く、結果面談のア

ポイントがとりやすくなり、最近で

は診断士仲間である信用金庫の

営業の方も含め、地元の開業医、

経営者マーケットに対し積極的に

アプローチをしております。

■親子同席の面談で問題が
顕在化
20代～30代のお客様に『ご両親

と一緒にお時間を頂きません

か？』とお伺いしたところ、『今度

相続診断士の方と一緒に話をし

たいから、お父さんとお母さんは

○日時間ある？』と50代～60代の

ご両親を交えて面談することがで

きました。親子間だけで相続の話

をする場合、慣れや甘えに加えい

ろいろな感情が加わります。

親子だけではなく相続診断士が

同席することにより、お互いの意

志疎通や問題の顕在化がスムー

ズに行われます。

ポイントとしては

❶．親子のどちらからも平等な立

場でお話を伺うこと

❷．その場であわてて結論を出さ

ずに、次回に持ち越すこと。（『あ

の時は感情に任せてこういった

が、冷静に考えると・・・』といった

ケースも多いため）

❸．第三者である相続診断士を交

えた話し合いの場を設けることで

『適当なことは言ってはいけない

な』という雰囲気作りに徹底

❹．一回目の面談で、最初に一般

事例などを説明した後は終始聞

き役に徹し情報収集に努める

❺．話しっぱなしを無くすために

も、エンディングノートを有効活用

する

❻．2回目の面談では問題の内容

によって税理士や他の士業の方

に同席頂くもしくはご紹介する事

❼．分割できない、現金が必要で

あるという一定の結論に対して、

生命保険の有効性を親子同席の

場で提案し、問題解決への道す

じを示し、安心していただくこと。

■死亡保障に対し決断が早
い
お客様に対し保険提案をする際

にも相続診断士という支えのある

中、必要保証額を語ることで、将

来起こり得る「死」に対する注意

喚起を十分に促すことが出来るよ

うになり、ひいては死亡保障の必

要性を十分ご理解頂き保険加入

までの決断が早くなったと感じて

います。

生命保険を売り込むのではなく、

遺産分割の問題解決のための一

つの方法としての生命保険という

ことで、ご家族皆様が安心して頂

ければ、同じパターンをご希望さ

れるご家族を紹介頂くことも多く

なり、またご家族皆様が親子双方

が納得の契約ということで、高継

続率が期待されます。

活用事例を募集
しています。

お問合せは　一般社団法人 相続診断協会　〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2丁目 13番 9号ダヴィンチ人形町 7階　TEL：03-6661-9593 FAX：03-6661-1196 Email：info@souzokushindan.com

採用者には御礼します。

03-6661-9593

我家にはお金がないから相続なんて関係ないよ！！は危険です。
相続診断協会
ホームページは
こちらからでも

笑顔相続ノートが新しくなりました

A4サイズ
24ページA4サイズ

8ページ
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相続診断士の方は
@１冊 420円 (税込 )

１冊 @1,050円

クイズの解答　Ｑ1.回答○ Ｑ2.回答○ Ｑ3.回答○

笑顔相続ノートと練習帳

■事例：Ｘには，前妻Ｙとの間の子
Ａ（嫡出子），後妻Ｚ，Ｚとの間の子
Ｂがいます。
Ｘは，後妻Ｚとその間の子Ｂに財産
を遺したいと考えています。「全財
産をＺ及びＢに相続させる。」という
遺言を遺しても，Ａの遺留分が８分
の１あります。
以前に，死亡生命保険金は，遺留
分の対象とならないと聞いたこと
があります。
Ｘの全財産で死亡生命保険に加

入し，生命保険金の受取人をＺ及
びＢにすることで，Ｘの遺産をＡは
取得することができなくなると思い
ますが，いかがでしょうか。

【回答】死亡生命保険金は，遺留分の

対象とはならないため，遺留分回避の

ために生命保険を利用した本事例の

ような解決策は有効です。 　ただし，

平成16年10月29日の最高裁判所判

例は頭の片隅にいれておきましょう。

すなわち，ＡとＺ及びＢとの間に生じる

不公平が民法903条の趣旨に照らし

到底是認することができないほどに

著しいものであると評価すべき特段

の事情が存する場合には，同条の類

推適用により，当該死亡保険金請求

権は特別受益に準じて持戻しの対象

となる。

したがって，この特段の事情が存する

場合には，当該死亡生命保険金請求

権は特別受益としてＸの相続財産に

持ち戻されて，Ａはそこから遺留分を

請求できる，ということです。

【解説】本事例を簡単に説明するなら

ば，死亡生命保険金が相続財産と認

められれば、遺留分の請求ができるＡ

と死亡生命保険金は保険金受取人

の固有財産であり、相続財産ではな

い。つまり遺留分の対象ではないと主

張するＺ及びＢの争いです。 　

遺産の欲しいＡは，あの手この手と死

亡生命保険金をＸの相続財産にしよ

うと理屈をこねるわけです。 　

Ａの主張は，以下のとおりです。 

・死亡生命保険金は相続財産と言え

るのではないか。 　　

・死亡生命保険金請求権はＸに属し

ている，すなわち，相続財産ではない

か。 　

それに対して，最高裁判所は次のとお

り結論を出しています。 、、、、、、、、、　

この続きは当協会のWEBでご覧下さ

い。

※資料請求やツール購入はホームページから。※相続診断士®団体試験のご要望は協会へご連絡ください

死亡生命保険金は遺留分の対象とならない？！死亡生命保険金は遺留分の対象とならない？！相続最前線Q&A相続最前線Q&A

春の全国統一試験実施が日時決定

■日時：2014年3月１8日
　14:00～15：40まで（試験時間60分＋講習30分予定）
開催場所：札幌、仙台、東京、金沢、大阪、名古屋、福岡
各会場の詳細場所については、3月初旬に決定いたします。
申込締め切り：平成26年2月18日

春の全国統一試験実施が日時決定
相続診断士の受験方法が3つになります。

１、CBT試験（従来通りパソコンスクールで受験）

２、団体試験（10名様以上の場合には指定場所にて試験を行います）

　  ※要問合せ

３、全国統一試験（下記に記載）

当協会のホームページから申込ください。souzokushindan.com

開催場所：札幌、仙台、東京、金沢、大阪、名古屋、福岡 全国にて相続関連セミナー開催中！
※詳しくはホームページをご覧下さい。

練習ノートが付属しています。

こちらの→
QRコードを
携帯電話から
クリック


