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  自分の死後の相続を考えたとき、あるいは、親などが亡くなって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 

『いちばんわかりやすい相続・贈与の本』’20～’21 年版 

曽根 恵子／著 上野 晃・吉田 崇子／監修 成美堂出版 2020 

324.7/ｿ 

/20 
中央  

相続に伴う法律上の手続きの流れについてケーススタディを交え記載され、しくみの概略がわかる。 

『わかりやすい相続』 

吉田 杉明／著 山川 直人／絵 自由国民社 2020 
324.7/ﾖ 

駅南 

中央・行徳 
18 

相続に関わる様々な問題を、漫画などを使って解説。 

『新しい相続のルールがわかる！』 

日本司法書士会連合会／編 中央経済社 2019 
324.7/ｱ 中央・行徳  

2019、2020 年に施行された相続法改正を、実務に詳しい司法書士が解説。イラストや図表も豊富。 

 

(2) 亡くなる前に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 

『自分で書く「シンプル遺言」』 

竹内 亮／著 講談社 2020 
324.7/ﾀ 全 6 館 18 

 遺言書の書き方を様々なケースに分けて弁護士が解説。遺言書の文例もある。 

『いつ死んでも後悔しない！かしこい「生前贈与」』 

渡辺 由紀子／著 PHP 研究所 2020 
345.5/ﾜ 

駅南・中央・行徳 

南行徳・信篤 
18 

 生前贈与に関する様々なケースを解説。 

※ 全 6 館・・・中央・行徳・南行徳・信篤・平田・駅南 

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」「寄与分」「相

続放棄」「限定承認」「公正証書」「相続税」「贈与税」など 



                       

2 

 

２． 雑誌で調べる 

 

 

 

 

 

 

 (3) 相続がはじまったとき（親などが亡くなったとき）にどうすればよいか  

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 

死後の届け出など、実際に親が亡くなってから必要となる事項を解説。 

『大切な人を亡くしたあとのお金のこと手続きのこと』 

横川 由理／著 河出書房新社 2019 
324.7/ﾖ 中央  

遺産分割、保険金、年金の手続きについて生前の準備も含め解説。著者は千葉商科大院客員准教授。 

『図解 90 分でわかる！相続実務士が解決！財産を減らさない相続対

策』 

曽根 恵子／著 クロスメディア・パブリッシング 2020 

J345.5/ｿ 
駅南・中央 

平田・信篤 
4 

 相続実務士が相続の基本をわかりやすく解説。トラブル解説事例も紹介。 

『10 分でわかる突然の相続への備え方』 

鈴木 優大・藤井 幹久／著 WAVE 出版 2020 
324.7/ｽ 

駅南・中央 

行徳 
18 

相続の手続きについて、図を用いて、弁護士や税理士がわかりやすく解説している。 

 

(4) 相続税、相続登記及び農地の相続 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『ゼロからわかる相続と税金対策入門』 

チェスター・CST 法律事務所／監修 あさ出版 2019 
324.7/ｾﾞ 

駅南・中央 

南行徳・平田 
18 

 40 年ぶりに改正された相続法の何が変わって、何が変わらないのかを詳しく解説。 

『不動産相続のプロが解決！危ない実家の相続』 

松原 昌洙／著 毎日新聞出版 2020 

324.7/ﾏ 中央  

不動産を相続したときにおこるトラブルに焦点をあて、原因と解決策、予防策について詳しく解説。 

『知らなきゃ損する新農家の相続税』 

藤崎 幸子・高久 悟／著 農山漁村文化協会 2020 
611.8/ﾌ 中央  

相続税、贈与税について基礎から節税対策まで図や事例を交えながらわかりやすく解説。 

 

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」でモメない、泣かない、損しない 

『婦人公論』 

2020 年 7 月 28 日号 

中央・行徳 

南行徳・信篤・平田 

特集 夫婦の相続 

『週刊ダイヤモンド』 

2021 年 1 月 16 日号 

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 

聞蔵Ⅱビジュアル

（朝日新聞データ

べ－ス） 

「朝日新聞」「週刊朝日」「ＡＥＲ

Ａ」の記事を収録。「朝日新聞」

は 1879 年の創刊から記事の検索

ができる。 

【キーワード：相続法×改正】から探す。 

「（いちからわかる！）相続法の改正でルー

ルが変わったの？」朝日新聞 2019 年 08 月

15 日 朝刊 ２総合 002  

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】（判例体系） 

『被相続人の子で相続人である一審原告が、同じ相続人である一

審被告 A に対し、平成 13 年遺言が無効であることの確認を求め

るとともに、被相続人から平成 9 年遺言によって本件土地を相続

したと主張して、所有権に基づき、一審被告 A 及び A の妻であ

る一審被告 B に対して、真正な登記名義の回復を原因とする持分

全部移転登記手続を求めた件につき、一審原告の請求を認容した

原判決を不服として、一審被告らが控訴した控訴審において、原

判決が取り消され、一審原告の請求がいずれも棄却された事例。』 

令和 2 年 9 月 30 日／広島高等裁判所／第 3 部／判決 

令和 2 年(ネ)88 号 

 

 

  

 

  

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・限定承認の申述、遺言書の検認、遺産分割調停など、裁判所がかかわる手続きに 

ついて解説されている。申立書等のひな形をダウンロードすることもできます。 

   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」 

☛ 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。 

④ 「法務省」 ☛ http://www.moj.go.jp/shinsei_index.html 

トップページ＞申請・手続・相談窓口＞申請・手続・相談窓口 

行政手続き、登記などのオンライン申請などが出来る。各種相談の窓口情報も掲載。 

 

 

 

３． データベースで調べる 

 

 

 

 

 

 

４． インターネットで調べる 

 

 

 

 

 

 

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

①  「市川市役所 市民相談」（市民部 総合市民相談課）  

電話番号：市民相談グループ 047-712-8529 

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

ホーム＞暮らし＞相談＞市政・法律＞市民相談 

法律相談(弁護士・司法書士)の利用方法（3 ヶ月に 1 回）、予約方法について掲載。法律相

談が受けられないケースについても掲載。 

② 「千葉家庭裁判所市川出張所 家事事件手続案内」 

市川市鬼高 2-20-20 別館３階 電話番号：047-336-3002 

☛  http://www.courts.go.jp/chiba/about2/syozai/ichikawa/index.html 

(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、公正証書作成の手順（要予約）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 

      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（0570-078315）松戸市（0570-078316）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＞相続・遺言 

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。 

      市川市には行徳駅最寄りで市川浦安法律相談センター(047-396-6884)がある。相談は有料、

予約制。 

 

  ※ 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 2021 年 3 月 1 日 

 

５． 相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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