市川駅南口図書館

パスファインダー（調べ方案内）
2014 年 3 月作成

2022 年 3 月改訂

「相続」について調べる
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。

◆◇◆ 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

１． 図書で調べる
(1) 基本的な情報を調べる
本の情報
『親子で知っておきたいはじめての相続と遺言』

請求記号

所蔵館

324.7/ｵ

中央・行徳

駅南棚番号

ベンチャーサポート相続税理士法人/著 合同フォレスト 2022
財産で争わないために親子で知っておきたい、正しい遺言書の書き方と円満な相続のしかたを解説。

『最新相続・贈与の法律がよくわかる本』

324.7/ｻ

駅南・中央

18

相続・贈与の法律実務研究会/著 三木 邦裕/監修 秀和システム 2021

2018 年の相続法改正のポイントを、図表を交えてわかりやすく解説。
『よくわかる相続 2022 年版』
日本経済新聞出版/編 日経 BP 日本経済新聞出版本部 2021

324.7/ﾖ/22

中央

相続発生前に知っておきたいことから、相続が発生したらやるべきこととその手順、遺産分割の基本
ルールと円満相続のポイントなどを解説。

(2) 亡くなる前に知っておきたいこと
本の情報

請求記号

『すぐに役立つイザというときに困らない最新親の入院・介護・財産

H369.2/ｽ

所蔵館
駅南・中央

駅南棚番号
7

行徳・南行徳

管理・遺言の法律入門』中村 啓一・森島 大吾/監修 三修社 2021

親の入院から成年後見制度、信託契約、遺言、身内が亡くなったときの手続きまでを網羅的に解説。

『家族を「争族」から守った遺言書 30 文例 Part1・2』
相続診断協会/編 日本法令 2018 2019

324.7/ｶ
324.7/ｶ/２

遺言書作成の疑問と解決策を３０の事例で紹介。

1

駅南・中央

18

(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

『ぶっちゃけ相続「手続大全」
』
橘 慶太/著 ダイヤモンド社 2021

請求記号

所蔵館

駅南棚番号

324.7/ﾀ

中央

324.7/ﾐ

中央・行徳

相続手続きの流れや必要書類、税務面での注意点などを解説。

『身内が亡くなったあとの『手続』と『相続』』
岡 信太郎・本村 健一郎・岡本 圭史/監修 三笠書房 2021

税金、年金、遺産分割など、身内が亡くなったときの手続きや届け出の要点をまとめ、図表付きで解説。

『身近な人が亡くなった後の手続のすべて』
児島 明日美・福田 真弓・酒井 明日子/著 自由国民社 2020

駅南・中央

324.7/ﾐ

18

行徳・信篤

身近な人が亡くなった後に行う様々な手続きをわかりやすく整理し、いつまでに何をするか紹介。

『デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた+隠しか
た』伊勢田 篤史/著 古田 雄介/著 日本加除出版 2021

J007.6/ｲ

全6館

1

スマホ・パソコン・ネット証券など、デジタル遺品やその相続手続き全般について概説。

(4) 相続税、相続登記及び農地の相続
本の情報
『最新相続登記のしくみ』
旭 祐樹/監修 三修社 2021

請求記号

所蔵館

駅南棚番号

324.7/ｻ

中央・行徳

遺産分割や相続登記に関する問題の解決法を模索できるように、基本的な知識や手続きを解説。

『図解実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動
324.7/ﾏ

産相続のプロがやさしく解説します！』

駅南

18

松原 昌洙/著 クロスメディア・パブリッシング 2021
相談事例と経験をもとに、「不動産」が絡んだ相続トラブルのプロセスと対策を図版でわかりやすく解説。
『わかりやすい相続登記の手続』

324.7/ﾜ

駅南・中央

18

日本法令不動産登記研究会/編 日本法令 2019
遺産分割、遺言、法定相続等による相続登記に必要な申請書の書き方や添付書類の作成の仕方、戸籍の調べ
方など、事例を交えて詳解。

※ 全 6 館・・・中央・行徳・南行徳・信篤・平田・駅南

２． 雑誌で調べる
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
『日経トレンディ』

特集 「大増税に打ち勝つ得する相続」

所蔵館
中央・行徳・信篤

2022 年 3 月 489 号

特集 「駆け込み！相続＆死後の手続き」
2

『週刊ダイヤモンド』

駅南・中央

2021 年 10 月 30 日号

行徳・南行徳

３． データベースで調べる
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

ヨミダス歴史館

1986 年 9 月からの読売新聞と

【キーワード：相続×改正】から探す。

（読売新聞記事デ

The Japan News(旧 THE DAILY

キーワード→横断検索→「平成・令和 ○○件」

ータベース）

YOMIURI)(英字新聞)を収録。

「相 続 時 の 免 税 措 置 拡 充 へ 」東京朝刊 2022
年 01 月 31 日 （339 文字）

D1-Law.com

法令、判例とその要旨、解説

【キーワード：相続×遺言書】
（判例体系）

（第一法規 法情

情報、また、文献情報等を検

『亡Ａの二男である原告が、A の作成した令和元年 12 月 30 日付

報データベース）

索することができる。

け自筆証書による遺言は無効であると主張して、本件遺言で指定
された遺言執行者である被告遺言執行者、Ａの妻である被告 Y2
及び A の長男である被告 Y3 に対し、本件遺言が無効であること
の確認を求める事案。』
令和 3 年 9 月 24 日／札幌地方裁判所／令和 2 年(ワ)第 3023 号

４． インターネットで調べる

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）
☛ https://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」
☛ https://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できる。各種相談の窓口情報も掲載。

3

５． 相談窓口
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
☛ https://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。（窓口：受付・審判係/手続案内、審判に関する
問合せ）
② 「千葉家庭裁判所市川出張所」
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。
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