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  自分の死後の相続を考えたとき、自分が相続人になった時、どうすればよいのでしょうか。 

  その時が来て慌てないためにも、事前に備えをしておきましょう。相続について、必要となる 

 資料や情報の探し方をご案内します。 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

(1) 基本的な情報を調べる 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『親の葬儀とその後事典』 

黒澤 計男・溝口 博敬／共著 法研 2017 
385.6/ク 

駅南・中央・行徳 

・自動車・大野 
19 

死後の届け出や遺産相続など、実際に親が亡くなってから必要となる事項を流れに沿って解説。 

『相続と遺言のことならこの一冊』 

石原 豊昭／監修 飯野 たから／[ほか]執筆 自由国民社 2018 
324.7/ソ 

駅南・中央 

行徳・大野公 
18 

争いを避け上手に相続するためのポイントを解説。手続き図、書式見本も収載。 

『今日から役立つ民法』 

鎌野 邦樹／著 ナツメ社 2018 
324/カ 

駅南・中央・行徳 

南行徳・信篤 
18 

相続財産の分け方、相続に伴う法律上の手続き、遺言について記載。 

 

(2) 相続人が知っておきたいこと  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』 

椎葉 基史／著 ポプラ社 2018 
324.7/シ 

駅南・中央 

信篤 
18 

借金や未納の税金、連帯保証人、固定資産税など、「負債の相続」について解説。 

『身近な人が亡くなった後の手続きのすべて』 

児島 明日美・福田 真弓・酒井 明日子／著 自由国民社 2017 
324.7/ミ 

駅南・中央・行徳 

南行徳・大野公 
18 

葬儀や法要、保険や年金、相続手続、預貯金の名義変更、相続税など必要な手続きを紹介。 

『相続の諸手続きと届出がすべてわかる本 ‘18～’19 年版』 

河原崎 弘／監修 成美堂出版 2018 

324.7/ソ

/18 
平田  

死亡後の手続きや遺産分割の方法、相続税の計算について解説。各種書類の作成見本も収載。 

 

１． 図書で調べる 

 

「相続」について調べる 

◆◇◆ 調べるときのキーワード ◇◆◇ 

「相続・贈与」「遺産」「遺言」「不動産」「遺留分」「相続放棄」

「限定相続」「公正証書」「贈与税・相続税」など 
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 (3) 被相続人が知っておきたいこと  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『相続・事業承継・認知症対策のためのいちばんわかりやす

い家族信託のはなし』 

川嵜 一夫／著 蟹江 乾道／税務監修  2017 

324.7/ア 中央・行徳  

 財産の渡し方・残し方「家族信託」を事例をもとに解説。認知症対策事例や金融機関への対処法を加筆。 

『図解 2 時間でわかる!はじめての家族信託』 

宮田 浩志／著 クロスメディア・パブリッシング 2018 
324.8/ミ 中央・行徳  

会話形式で相続の本質や家族会議の重要性、家族信託のイロハを事例とともに解説。 

 

 (4) 相続税  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『相続・贈与の節税をするならこの 1 冊』 

渡辺 由紀子／著 自由国民社 2018 
345.5/ワ 

駅南・中央 

行徳 
18 

節税対策から納税対策、遺産分割対策など財産を税金で減らさない対策を解説。 

『図解わかる相続・相続税』 

藤井 和哉／監修 新星出版社 2018 
345.5/ズ 

中央・行徳 

信篤 
 

財産の評価の仕方から申告手続き、贈与の上手な利用の仕方まで解説。 

『相続と遺言と相続税の法律案内』 

久恒 三平／著 幻冬舎メディアコンサルティング 2018 
324.7/ヒ 中央  

配偶者居住権や自筆証書遺言の法務局保管制度など相続法改正について解説。 

   

(5) 法律改正を知る     

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『最新民法改正の基本と勘所がよ～くわかる本』 

萩原 勇／著 秀和システム 2019 
324.4/ハ 

駅南・中央・行徳 

南行徳・信篤 
18 

民法の条文を新旧対照で掲載して違いを一目で比べられるようにし、改正のポイントを解説。図表も収

録。 

 

 

※ ビジネス雑誌で、「相続、遺産」について扱われることがあります。 

記事 雑誌名 所蔵館 

特集 相続が変わる：40 年ぶりの大改正 知ってト

クする相続税の最新事情 

週刊東洋経済 

2018.10.6 
駅南・中央・行徳 

特集 あなたの家族も必ずモメる 相続を争族にし

ない 相続の切り札となるか?家族信託の教科書 

週刊ダイヤモンド 

2018.2.17 

駅南・中央・行徳・

南行徳 
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 駅南では、新聞・雑誌記事、法律や判例を検索できるデータベースがあります。館内に設置されたノー

トパソコンでご利用ください。有料でプリントアウトすることもできます。 

 

データベース名 内容 検索結果例 

日経テレコン２１ 

（公共図書館ライ

センス） 

「日経新聞」「日経産業新聞」「日

経流通新聞（ＭＪ）」「日経金融新

聞」の記事を収録。1975 年から

の見出しと一部の抄録、1981 年

からは記事の全文検索ができる。 

【キーワード：「相続」×「遺言」】 

「事実婚の配偶者が死亡、遺産は？－遺言なけれ

ば相続できず」(ホーム法務 Q&A) 

2019/01/11 日本経済新聞夕刊 p4 1037 文字 

D1-Law.com 

（第一法規 法情

報データベース） 

法令、判例とその要旨、解説

情報、また、文献情報等を検

索することができる。 

【キーワード：相続】（判例） 

『被相続人が「すべてをまかせる」と記載した対象者

の名に訂正があるが民法 968 条 2 項所定の方式が履践

されていない自筆証書遺言が、被相続人の姪を対象と

して記載したもので、被相続人の遺産の全部を姪に遺

贈する趣旨の遺言として有効とされた事例』 

平成 29 年 9 月 13 日／東京地方裁判所／判決 

平成 28 年(ワ)19964 号 

Magazineplus 

（日外アソシエー

ツ） 

一般誌から専門誌、学術論文

まで幅広く横断検索できる日

本最大規模の雑誌記事データ

ベース。 

【キーワード：相続】 

「生前にできる死後の手続き 10 の備え：葬儀、

相続、遺言…法改正のポイント」  

週刊朝日 124(7)通号 5558 2019/2/1 p18-23 

 

  

 

 テーマに関連する機関のホームページをご紹介します。 

① 「相続に関する審判」（裁判所） 

  ☛ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_02_5/index.html 

 相続放棄の申述、遺言書の検認など、裁判所がかかわる手続きについて解説されている。 

  

② 「税について調べる」（国税庁） 

☛ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/index.htm 

「税目別情報」として「相続税」「贈与税」の項目が設けられており、相続・贈与と税金、財産の

評価方法、関連する法令とその解釈、税の申告方法などが閲覧できる。 

 

③ 「日本公証人連合会」（公証事務 遺言） 

☛ http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/ 

    一般的な遺言について、公正証書遺言についてＱ＆Ａ方式で解説されている。 

 

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_02_5/index.html
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_02_5/index.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/index.htm
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/
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④  法務省 民事局   ☛ http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html 

NEWS のページで、最近の法改正についての解説等が随時掲載される。 

相続に関連する法律の改正情報では、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律につい

て（相続法の改正）」（平成３０年７月１３日）がある。 

 

   

       

 遺言・相続の相談を受け付けている窓口を紹介します。 

(1)  市川市内の窓口 

「市川市役所 市民相談」（市民部 総合市民相談課） 電話番号：047-712-8529 

 ☛ http://www.city.ichikawa.lg.jp/res02/1111000018.html 

ホーム＞暮らしの情報＞相談＞市政・法律＞市民相談 

市民相談員が行う民事一般相談（予約不要）、弁護士が行う弁護士法律相談（要予約）、税理士が

行う税金相談（要予約）等の案内が掲載されている。 

 

(2)  千葉県内の窓口 

①  千葉公証役場   ☛ http://chiba-ko-office.com/index.html 

遺言公正証書についての解説、相談時に必要な資料(予約制)、公正証書作成の手順が説明され

ている。 

 

② 日本司法支援センター（法テラス）   ☛ https://www.houterasu.or.jp/index.html 

     法テラスは、国が設立した法的トラブルの総合案内所。遺言・相続に関する悩みについて項目

が設けられ、遺言・相続についての事項解説や相談窓口検索が掲載されている。 

     千葉県内には千葉市（050-3383-5381）松戸市（050-3383-5388）に地方事務所がある。 

 

   ③  千葉県弁護士会   ☛ https://www.chiba-ben.or.jp/ 

     ホーム＞法律相談＞相談内容から探す＞遺言・相続の項目で、県内の相談場所、相談センター

の案内、相談予約サイトを利用できる。 

     市川市には行徳に市川浦安法律相談センター(047-396-6884)がある。 

 

  ※このリストで紹介した以外の関連資料も所蔵しています。お探しの資料が見つからないときは、 

お気軽にレファレンスカウンターにお尋ねください。 

最終アクセス 2019 年 3 月 8 日 

 

市川市市川駅南口図書館     〒272-0033 市川市市川南 1-10-1 

（指定管理者 ㈱ヴィアックス）    I-link タウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト 3階 

                          TEL 047-325-6241 
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