相続 に伴 い、 不動 産 の所有名義 を 親 から

起きた のは弟 が最近、 妻 と 子供を残し て急 死

な い」 それほど相続登記は大切になる。

妻 は生活 の先行きに 不安になり、 Ａさん が

き、 名義 が故人 のままだと当然、 売却したく

何 らか の理由 で家を手放 す必 要が生 じたと

【
相続 人が２桁に】

住ん でいる家 の財産価値 に興味を抱 いた。 そ

ても、 契約書を作 る ことさえ できな い。 自宅

相続登記」 。 した のがき っかけだ。
子供など へ変更する手続きが 「
相続 関連 の手続 き の中 で後 回しにされがち
だが、 放置し ておくと様 々なト ラブ ル の元に
なりかねな い。

し て 「一部を自分と 子供に分け てほし い」 と

法律上は彼女ら の言 い分は 正し い。 夫 の急

い。

を担 保に融資 を受 けた いときも同様 だ。 故人

法的 な義 務はなく、 相続 税 の申請と違 って

死に伴 い妻 子は、 Ａさん の父 の遺産を相続 で

名義 を書き換え る手続 き では、 遺産分割協議
書 の添付が必要になる。

Ａさんに要求し てきた のだ。

申請期 限もな い。 すぐに名義 を変えな いから

き る立場 にな ったからだ。 生前、 弟 は 兄によ
る相続 に賛 成し ていたため問 題は無か った。

これは、 す べて の法定相続 人が話し合 い、

【
法的義務なし】

と い って直ちに遺族 に 不都合 が生 じるわけ で
はな い。 手続 き の煩雑 さもあり、 故人 の名義

亡 くな った今 はそ の妻 子に法定相続 割合 に応

名義 で金融機 関が金を貸し てくれるわ けがな

を変え ておかな いと将来 どんな問 題が起きう

じ て不動産を受け 取る権利がある。

うなケー スでもめ事に つながり やす い。 左 図

相続 登 記を済ませ て いなか った場合、 次 のよ

利を 取り 下げず、 これからＡさんは自宅 の分

りはな いと説得 したが後 の祭り。 弟 の妻 は権

家を相続 した事実を妻 子に伝え、 分 ける つも

Ａさんは、 弟ら の快諾を得 たうえ で自分 が

な い」

る。 「
相続 人が２桁 になる のは決し て珍 しく

がり、 法定相続 人 の数 が増 え る ことはよくあ

だ。 年 月がた てばた つほど、 親族 の範 囲が広

著名 し、 実印を押す必 要があり、 大変 な手間

遺産 の分け方を決め て形にした文書。 全 員が

る のか。

を参照しながら 見ていきまし ょう。

割 に ついて彼女らと協議 しなければならなく

そうなれば面識 や交流 がな い相続 人だら け、

◆ ５０代 のＡさんは６年前、 父を亡 くし、

な っている。

■野菜＆芋類

■豆類

仲は良 く、 特 に書 面にする ことはなか った。

ととし、 弟 や妹も快く応じ てくれた。 家族 の

見る代わり、 自宅はＡさんが所有し て住む こ

な で話し合 った。高齢 の母 の面倒をＡさん が

記を怠 ると、 「
いざと いうとき所有権 が移転

を登 記簿 によ って証明 できたからだ。 相続 登

起きなか った。 所有権 が移転済み である こと

せ、 自宅を自分 の名義 に変え ていたら問 題は

このケー スでＡさんが仮に相続 登 記を済ま

フ ァイナ ンシ ャルプ ランナー

惑をかける ことを認識 す べきだろう」

自分 の世代はまだしも、 「
子や孫 の世代 に迷

作るのはますます難しい。相続登記の放置は、

と いう複雑 な状況 になり、 遺産分割協議 書を

遺産をどうするかを家族 （
法定相続 人） みん

■き のこ類

自宅 の持ち主が亡父からＡさんに移転 した こ

司

したと いう ことを他者に主張する ことが でき

濱尾

とを形にする相続 登 記もしなか った。 問 題が

■良質 の油

■果実類

■種実類
■海藻類

ります。

る生活 で老化 のスピードは遅くな

玄米を中心に野菜をた っぷり摂

具だくさん味噌汁

＋

全粒穀物
（
未精製穀物）

穀菜食 の基本は

◆穀菜食 （
身体 が若返る源）

◆若 さを保 つ暮 らしの コツ◆
◆小食を習慣づける
※日本 人はとにかく食 べ過ぎ で、
肉類 など の高 タ ンパク ・高脂肪を
好む傾向 があります。
食事を減らすだけ で、 消化 への負
担 が減り、細胞 が元気 に働き始 め
ます
空腹時にア ップする５ つの力
①体内 の有害物質 の排出力 ア ップ
②酵素 の節約 で体 の治癒力 ア ップ
③内臓を休ませる ので機能 がア ッ
プ
④余分な栄養 が減り、代謝 ア ップ
⑤血液 サ ラサ ラ効果がア ップ
◆よく噛ん で食 べる
※咀嚼 によ って分泌される唾液は
植物 の消化 や栄養 の吸収を スムー
ズにするほか、 口腔内 環境 も整え
ます。
唾液 の５ つの働き
①消化 アミ ラーゼを分泌 し て消化
を助ける。
②滑りをよくし て飲 み込みやすく
する。
③食 べ物を溶かす こと で、 味覚 が
鋭くなる。
④唾液により 口の中を殺菌 し、 免
疫 が高 まる。
⑤粘膜を保護 し て、 口内を保湿す
る。

◆相続登記を忘れずに◆

