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当社は山形県天童市にある
総合保険代理店です
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相続が大きく変わる

遺留分の⾦銭請求
2019年7月1日

配偶者居住権の新設
2020年4月1日

法務局での自筆証書遺言保管
2020年7月10日

自筆証書の方式緩和
預貯⾦の払戻制度
特別寄与の制度

遺留分算定⽅法の⾒直し

居住⽤不動産贈与の優遇

従来はすべて手書きだったのが、財産目録はパソコン作成や通帳の
コピーも可。
遺産分割協議が終わる前でも、故⼈の預貯⾦を上限150万円の
範囲でおろせる。
義⽗⺟を介護した妻など、相続⼈でなくても、無償の介護の貢献
などを⾦銭で相続⼈に請求できる。
最低限の取り分である遺留分を受け取れない相続⼈は、侵害額を
⾦銭で請求。⼟地などの共有を避けられる。
相続人に生前贈与した財産は、相続開始前10年分に限って遺
留分算定の対象に含める。
婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した場合、遺産分割の対象
から外せ、配偶者が財産の取り分を増やせる。
⾃宅の価値を居住権と所有権とにわけることで、配偶者が⾃宅に
住み続けやすくなる。
⾃筆証書遺⾔は⾃宅などで保管するしかないが、新たに法務局で
預かってもらえるようになる。

2019年1月13日

制度変更内容
制度項目
施⾏年⽉⽇

解説／武田幸夫 永森忠大

40年ぶり！相続民法改正の主なポイント

相続にかかわる民法が４０
年ぶりに変わりました。
今回は民法の改正なので
相続税の問題というよりは
相続財産の分割問題に
フォーカスされています。
相続というと「我が家は財
産も無く、家族も仲が良い
ので関係ない」とおっしゃる
方が多いです。しかし、遺産
分割による訴訟件数の約７
５％は相続税を払う必要性
のない方々であり、少額の財
産の分割で争うことがいか
に多いかうかがえます。
毎年全国で１３０万人以
上の方々が亡くなっており、
その数だけ相続が発生する
ことになります。
もはや、相続は誰にでも訪
れることであり、避けては通
れないという認識が必要と
なります。
今回の改正で特に留意す
ることは「遺留分の金銭請
求」であり、特に土地や自社
株を相続時に分割共有する
のを避けるために遺留分侵
害した分を金銭で支払うよ
うになったことです。
今まで土地や自社株を
持っても価値を感じない相
続人にとって、同じ価値を現
金で請求できるとなれば、
それはもらいたいと思うの
は自然の流れだと思います。

そうなれば、土地や自社
株を引き継ぐ方が遺留分
侵害金額分の現金を用意
する必要性があります。
ただ、広大な土地や、高
額な土地、社業歴が古く
内部留保の貯まっているよ
うな会社の株式は意外な
評価額となるので、事前に
しっかり評価をして、しか
るべき現金の準備をしな
ければなりません。
特別寄与の制度において、
実際の実務では綿密な記
録が必要となり、請求し
たとしても思った金額には
ならないと思われています。
それらの問題を事前に察
知・分析して、最適な解決
法を見出す人ははたして
いるのでしょうか？
意外といるようでいない
のが現実です。そこで、相
続診断士協会、相続・事業
承継コンサルティング協会
などで常に学んでいて、実
務もこなしている当社の
ファイナンシャルプラン
ナーにご用命いただければ
と思います。
必要となれば弁護士、司
法書士、行政書士、税理士、
不動産のプロなど専門化
との橋渡しも行います。
初回相談料は無料とさ
せていただきます。

◎新入社員紹介

６月１日より、新たに３名の仲間が加わりまし

た！それぞれ個性豊か・経験豊富な社員たちの詳

細は、 ＨＰの紹介ページ（ＱＲコードを読み取りく

ださい）をぜひご覧ください！

阿部 良子

日本ＦＰ協会認定ＡＦＰ

一人一人の想いに寄り添った、皆さまのお役に

立てるＦＰを目指し、感謝の気持ちを忘れずに

日々精進していきたいと思います。

庄司 絵里

クラーク

お客様の為、明るい未来の為に日々学び頑張ってい

こうと思っております！

阿部 茂仁

営業

まだ駆け出しではございますが、親身になってお客

様がより豊かな生活を送るお手伝いをさせていた

だきます！よろしくお願いいたします！
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◎ 火災保険料値上げのお知らせ

値上げの幅は各社異なるほか、構造
（木造か鉄筋か）や築年数によっても変

れることが決まっています。

月より火災保険の保険料が値上げさ

た方もいらっしゃると思いますが、１０

償の範囲が広がるなど、良い点も多くご

料率改定に伴い、区分が細かくなり、補

り良い情報とは言えませんが、この度の

値上げというとお客様にとってはあま

わります。

火災保険といっても保険金が支払わ

新聞やニュースで既にご覧になられ

れるのは主に自然災害で、昨年は特に

８月から試算が可能となりますので、

ざいます。

大型台風や豪雨が相次ぎ、保険金支
払いが増加したことが原因です。

当社での取り扱いの有無に関わらず、今

記録された映像と位置情報

があれば客観的な証拠とな

り、事故解決はスムーズにな

ると思われます。

また、事故の衝撃を検知す

ると、損害保険会社に自動で

データが送られ、オペレータと

イスやレッカー手配まで迅速

繋がります。初期対応アドバ

「テレコミュニケーション（通

にサポートしてくれます。事

一度内容確認も含め見直しをされてみ

信）」と「インフォマティクス

てはいかがでしょうか。

故を起こしてしまった時はと

京海上日動の他、当社でも取り扱い

（情報工学）」を組み合わせ

火災保険見直し検討の方は、同封のア

ても不安になりますが、専任

の多い、あいおいニッセイ同和損保、損

た造語で、先進的なサービス

ンケートをご郵送頂くか、直接お問い合

オペレータのサポートで安心

保ジャパン日本興亜、三井住友海上火

を自動車保険に付けること

して頂けます。

わせください。

ができます。事故後の対応が

更に、事故予防として①安

災保険です。

スムーズになるだけでなく、

例えば、交差点の事故であ

ポート・・・遠方に住む父母や

ラートが鳴る。②運転診断レ

逸脱や、高速道路逆走時にア

なたが「私は青信号だ！」と

子さまの運転診断レポートを

に誰もいない、または証言者

実はこのような場合、周り

せない存在となってきました。

安心して運転する上で、欠か

このように、テレマティクスは

メールで通知。

となってくれないケースもあ

気になる方はぜひスタッフま

のがドライブレコーダーです。 でお問い合わせください。

ります。こんな時に役に立つ

と主張してきたら、、。

主張するも、相手も青信号

す。
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値上げする会社は大手４社で、東

ＦＰ 後藤 陽子
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「テレマティクス」

全運転支援アラート・・・車線

ご存知ですか？

事故の予防も可能になりま

「セカンドオピニオ ン」
をご存知でしょうか？
簡単に言うと、主治医
の診断の後、別の医師
にも意見を求めること
を言います。セカンドオ
ピニオンとはどういった
ものか、イメージしやす
い漫画がありますので、
気になる方はぜひ一度
ご覧ください。

https://t-pec.jp/ch/article/3

全文はこちらのＵＲＬから もしくは
ＱＲコードを読み取ってご覧いた
だけます。
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参加費無料
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8月 24日（土）

14：00〜16：00

2019
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自衛官のための家計見直しセミナー
講師 佐々木拓也ＦＰ
場所：【東根】さくらんぼ
たんとくるセンター２Ｆ

メリット１：ご返済が終わるまで金利は変わりません。
メリット２：最高8000万円までお借入可能。
参加費1,620円

8月 28日（水）

18：30〜20：00

メリット３：独自の基準で、住宅の質を確保。

2019年8⽉発⾏（年4回発⾏）通算106号 発⾏⼈／有限会社FPコンパス
発⾏責任者／武⽥ 幸夫 〒994-0063天童市東⻑岡2-1-34 ☎023-658-3512

メリット４：保証料、保証人不要です。

【生涯学習講座】夢を叶える家族の
未来予想図セミナー

メリット５：繰上返済手数料不要。
メリット６：ご返済口座は自由にお選び頂けま

講師 伊藤伸哉ＦＰ
場所：天童市市⺠プラザ
カルチャールーム

す。

参加費無料

9月 4日（水）

10：00〜12：00

自衛官のための家計見直しセミナー
講師 佐々木拓也ＦＰ
場所：【東根】さくらんぼ
たんとくるセンター２Ｆ
参加ご希望の方は、左記申込みフォームに
必要事項を記入して送信していただくか、
直接担当や事務所までお電話ください。

過去セミナー（5⽉〜7月）活動報告

。

日程

タイトル

講師

開催

5月25日
（土）

子育て世代のやさ
しいマネー講座

伊藤伸哉

自社開催

6月22日
（土）

自衛官の為の家計
見直しセミナー

佐々木拓也

自社開催

佐々木拓也

生涯学習
講座

6月26日
（水）

YouTuber入門講座

7月6日
（土）

やさしい積立投資
入門

佐々木拓也

生涯学習
講座

7月10日
（水）

マイホーム購入法
セミナー

佐々木拓也

まちゼミ

7月13日
（土）

知って得する
自動車保険講座

後藤陽子

まちゼミ

7月17日
（水）

知って得する
自動車保険講座

後藤陽子

まちゼミ

7月20日
（土）

マイホーム購入法
セミナー

伊藤伸哉

まちゼミ

武田幸夫

生涯学習
講座

7月27日
（土）

相続かんたん講座

８⽉１１⽇（⽇）〜８⽉１５⽇（⽊）まで
日
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損害保険各社の「事故」発生時の連絡先
携帯でも使用可、365日24時間対応

あいおいニッセイ同和
三井住友海上火災
損保ジャパン日本興亜
セ コ ム 損 害 保 険

0120-024-024
0120-258-365
0120-256-110

0120210-545

恐れ入りますが、当社では休業中、留守番電話対応となり、8月16日（金）
以降に各担当者から連絡、または訪問をさせていただきます。

ご参加いただき、誠にありがとうございました！

