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調布市の住宅支援
建物の安全性は、安心な暮らしのためだけでなく、建物の資産価値を保つという点でも重要です。
調布市ではさまざまな住宅支援メニューがあります。
制度をうまく活用して、スマイのミライの可能性を広げましょう。

我が家を空き家にしないために一緒に考えよう！
耐震アドバイザー派遣制度
昭和56年5月末以前に建てられた一戸建て木造住宅を対象に、調布市

少子高齢化、働き方改革…家はどうなる？

が認める団体から耐震アドバイザーを無料で派遣。耐震化へのアド
バイスを行います。

アンケート調査に見る調布市の実態
ある家族と家の将来シミュレーション

耐震診断助成制度

リフォーム・活用・住み替え例

昭和56年5月末以前に建てられた一戸建て木造住宅を対象に、必要な
耐震性が十分かを調査。15万円を限度に、耐震診断調査費用の3分の

スマイのミライのために今できること

2を助成します。

やっぱり気になる相続・財産管理Q&A

耐震改修助成制度

調布市の住宅支援

耐震診断の結果、改修が必要と認められ、地震に対する安全性を向

調布市空き家

ほか

額は80万円。

発生抑止対策の
協力事業社です

ブロック塀等の撤去費用助成制度

ミサワホーム不動産（株）

道路に面していて、高さ1.2メートルを超える部分があるブロック塀

ミサワリフォーム（株）

上させる住宅の改修に対し、その費用の2分の1を助成します。限度

の撤去に対して10万円を上限に、助成を行っています。

住宅課 住宅支援係 042-481-7545

京王運輸（株）
京王ほっとネットワーク
多摩信用金庫
東京都行政書士会

耐震基準適合住宅に係る固定資産税の軽減
旧耐震基準に基づく住宅が、現在の建築基準に適合した改修工事を
行った場合、固定資産税を一定期間、減額します。

資産税課 家屋償却資産係 042-481-7208
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調布市の「空き家予防プロジェクト」
調布市では、大学や研究機関、NPO、民間事業者などと連携し、
「予防」をテーマに共同研究を進めています。さまざま
な角度から“調布市らしさ”を活かしたプロジェクトを展開。セミナーや相談会にぜひ、ご参加ください。
調布市都市整備部 住宅課 空き家施策担当 電話番号：042-481-7817
20

スマイのミライ

令和元年度東京都
「先駆的空き家対策東京モデル支援事業」
採択事業
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ス マ イ の ミ ラ イ

少子高齢化による人口減少。

少子高齢化、働き方改革…
家はどうなる？

働き方改革による、仕事と暮らし方の多様化。

変わっていく
家族のかたちと家

調布市のまちの
課題は？

少子高齢化で
まちが変わる？

家族のかたちは、時の流れと

働き方改革で
多彩になる住まい方

住む人がいなくなり管理され

社会の変化は、わたしたちの暮らしとも無関係ではありません。
このまちでのスマイと暮らしは、どう変わっていくのか？

調布市都市整備部住宅課
空き家施策担当係長

都市整備部住宅課の松元俊介さんにお話を伺いました。

松元俊介さん

調布市が進める
魅力的なまちづくり

スマイのミライを
どう考える？

一方、働き方改革は、仕事と

調布市の総人口は、現時点で

大切なのは、将来における暮
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仕事と子育ての両立を可能にす

ち576軒（2015年調布市空き家
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※総務省「平成30年住宅・土地統計調査」
より

調布市「空き家予防プロジェクト」
調布市では、大学や研究機関、NPO、民間事業者などと連携し、
「 予防」をテーマに共同研究を進めています。
さまざまな角度から“調布市らしさ”を活かしたプロジェクトを展開。セミナーや相談会にぜひ、ご参加ください。
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電話番号：042‑481‑7817
スマイのミライ
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ス マ イ の イ マ

スマイのミライを考える前に、現状を把握しておきましょう。

アンケート調査に見る調布市の実態

人々の家への意識が浮き彫りにされました。未来の家族と地域が健やかであるために、

調布市が行った調査では、空き家が4年後にはどうなっているかという建物の現実と、

4年前に空き家だった家の半分が
「空き家」を解消。
半分は空き家のままで、中でも

10軒に１軒は
「特定空き家相当」に！

家について「売却」
「診断」
「リフォーム」
は考えるけれど、
「相続」や
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想定しない！？
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になる家も少なくないからです。
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スマイのミライ

家族で話し合い、
早めのアクションを！
その他、実際にリフォームをした人77名への調査で
は、リフォームのきっかけが「 建物の老朽化のため 」「 修
繕が必要な箇所ができたため 」といった回答が多いこと
がわかりました。つまり、必要に迫られた対応しかでき
ていないことが多いようです。
こ う い っ た 現 状 を 鑑 み る に、
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また家を新築した人に聞いた別の調査から
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令和元年度空き家追跡調査
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ある住宅メーカーが築20年以上経過した建物所有者と
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新築住居の将来に
ついての関心有無

将来（30〜40年後）の
居住者見込み有無

ない
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ある
21.2%

あまりない
27.9%
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42.3%

独立
空き家予備軍の住まいに関する意識調査

市内新築物件購入者に対するアンケート調査

令和元年度空き家追跡調査

平成27年度に実施した「 空き家実態調査 」結果に対する追跡調査
ル事業 」採択事業時に、調布市が独自調査を実施したもの。

家の将来に関心を持ち、家族

空き家所有者に対するアンケート調査

実施時期：令和元年8月／調査対象者：令和元年度に実施した空き家実態調査の結果「 空き家 」または「 特定空き家相当 」
と判定され
た建物所有者／調査方法：郵送配布・郵便回収方式／有効回答数：104票

で話し合い、早めのアクショ

空き家予備軍の住まいに関する意識調査

分析に用いるデータ：概ね築20年以上の住宅オーナーを対象に、連携事業者が電話し、住宅全般に関するヒアリングを行った際の会
話の概要（テキスト形式 ） ／調査対象範囲：調布市および近隣市計12市／対象サンプル数：393件／分析方法：テキストマイニング

ンが大切だといえそうです。

市内新築物件購入者・リフォーム施工実施者
に対するアンケート調査

実施時期：令和元年10月／調査対象者：調布市において直近3~8年のミサワホームの新築物件購入者・リフォーム施工実施者／調
査方法：郵送配布・郵便回収方式／有効回答数：137票

空き家を増やさないためには、

平成27年度国土交通省「 空き家対策の担い手強化・連携モデ

スマイのミライ

07

ス マ イ の ミ チ

家は、そこに住まう家族ともに月日を重ね、変化し、

父（35歳）、母（32歳）
、長
男（3歳）の3人家族。お母

老いていきます。家族にいくつかのターニングポイントが

ある家族と家の将来シミュレーション

さんのおなかの中には赤

あるように、実は、家にも将来を考えるポイントが

ちゃんがいて、4人家族

いくつかあります。ある家族を例に、

築することに。新しい家

になるのを機に、家を新
での新たな生活を楽しみ

家とスマイの「ミチ」をシミュレーションしてみましょう。

長男が就職！

一人暮らしを始めた
長女も大学進学で

長女が
生まれた！

長男が高校生。

4人家族に
長女が小学生。
毎日楽しそう

家を新築！
スマイくんの誕生です

にしている。

父、他界
母、施設に
入居

長女が就職

一人暮らしに

野球部で
頑張る

長男が結婚！
孫が誕生した

ス マ イ の
ポ イ ン ト

1

広い一戸建てに夫婦二人
になり、老後どのように
暮らしていくか夫婦で相
談するタイミング

ス マ イ の
ポ イ ン ト

2

一次相続が発生し母が世
帯主に。子世代への相続
に向けて親子で相談する
タイミング

ス マ イ の
ポ イ ン ト

3

居住者がいなくなり、い
よいよ空き家に。スマイ
をどうするか子世代で決
定するタイミング

住み継ぐ

転用する

住み替える

管理する

子世代がスマイに戻り住む

空き家・空室の賃貸経営、
オフィスや店舗などに転用する

売却や賃貸をして
新しい家に住み替える

スマイを手放すことなく
管理して保有し続ける

「スマイのミチ」制作にあたり，ソニー生命保険株式会社新宿ライフプランナーセンター第３支社
（鷲尾氏、福田氏）
のアドバイスを頂いています。

08

スマイのミライ

スマイのミライ

09

リフォームする？建て替える？売却する？
いろいろとスマイの相談をしたい人は
スマイの今後を考えると、選択肢が多くてどこから

資産活用、さらには高齢者施設への入居まで、ミサワ

始めていいかわからず、途方に暮れてしまうことがあ

ホームグループ全体で対応してくれるので、家族の悩

ります。そんなときには、まずはスマイの専門家に聞

みや気がかりを丸ごと相談することが可能。それぞれ

いてみるのもひとつの手。気軽に相談できる窓口に、

の家族に合った解決策を提案してくれます。

ミサワホームの「 住まいるりんぐDesk」があります。
新築・建て替え、増築、リフォームの他にも、売却や

ワンストップ相談窓口

住み替えに際しての売却

01

実家をリフォームして
同居しました

「転勤先で新築を建てることを考えたこともあるんで

証など安心のサービスも。

帯住宅への建て替え。

1

リフォーム

アパートや賃貸併用住宅

家族構成や年齢の変化に

への建て替えから、相続税

合 わ せ た 増 改 築、 介 護 リ

対策など不動産の有効活用。

フォームや設備交換。

さまざまな
リフォームを
ご提案

帰ってきたMさん。父親が独居になったのが直接の

いつまでも健やかに
住み続けたい方には
バリアフリー・
介護リフォーム
◆

ウェルネスリフォーム

す。でも、実家には土地も建物もあり、この家は父が

老朽化による建て替えや、
家族構成の変化による二世

我が家に
住み続けたい方に!

築40年の実家をリフォームし、妻と息子とともに

新築・建て替え

や賃貸、買取や借り上げ保

資産活用

父の家への思いを引き継ぎつつ、
自分たちに合ったスマイに

きっかけですが、実家のことはずっと頭にあったそう。

長く付き合える相談窓口です。

おすすめの相談窓口

売却・賃貸

case

実家や空き家についての相談にも対応してくれる、

安全に、安心して
住み続けたい方には
耐震診断

家族構成が変わっても
住み続けたい方には
二世帯三世代同居
リフォーム

◆

耐震+制震リフォーム

こだわって建てたということも知っていましたから」
折々で家や相続のことを話し合っていたというMさ
ん親子。建て替えではなくリフォームを選択したのは、
金銭面だけでなく、家への思いもあったから。
同居にあたっては、世帯を分けることを望んだため、

2

3

リフォームではそれぞれの居住スペースにキッチンと
洗面台、洗濯機を設置。構造上の理由で玄関と浴室は
共同となりましたが、お互い変に気遣い合うことも干渉
することもなく、いい距離感での同居が実現したよう。
「私が祖父母と父母、弟の６人で暮らした家に、息子
も暮らして４代目。この家が彼の実家になり、このま
ちが彼の地元になるというのはおもしろいですよね」
10

スマイのミライ

⒈ 傾斜地に建つため、玄関が２階にあるM邸。階下にある１
階と地下室がお父様の居住空間。⒉ かつてお母様の音楽部屋
だった地下室。現在は、お父様の書斎兼くつろぎスペースに。
⒊ 脱衣所にある棚に、４人それぞれの“お風呂セット”が置か
れ、入浴するときに浴室まで持っていくのがM家のルール。浴
室にモノを一切、置かないことで掃除もラクに。
「 家族それぞ
れにどう暮らしたいかの希望があり、二世代だとそれが交差し
ます。家族のルールを明確にしたほうが、リフォームに活かせ
ますし、同居後のストレスも解消できると思います 」

住み慣れた我が家で永く快適に暮らす
バリアフリー化や間取りの変更、設備交換など、建物の中をリフォーム
することで生活の快適性が大きく変わりますが、建物の寿命を延ばすため
には、屋根や外壁のメンテナンスが重要になります。ミサワリフォームで
は、いつまでも住み続けられるスマイを実現するため、適切なメンテナン
スと定期的なリフォームを提案しています。

スマイについて
相談したい！
▼

お問い合わせ先
ワンストップ総合相談窓口
（ミサワリフォーム調布店）

Tel.0120-371-308
（365日・24時間受付）

スマイのミライ
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02

充実したセカンドライフを過ごしたい！けど、
何から考えよう？という人は

リビングルームを
カフェにしました

「 自分の家で何か新しいことを始めたい 」「 家を地

来のライフプランや不安に思っていること、希望など

域の福祉やまちづくりに活用できないかしら 」――。

専門スタッフがじっくり相談にのってくれます。相談

こうした思いを抱いたら、まず人に相談してみること

内容をもとに、データや資料を活用しながら、実現ま

をおすすめします。家族や知人など周囲の人はもちろ

でにどんな準備が必要か、一緒に考えてくれるんです。

んですが、今、自治体や地元の信用金庫などによる相

誰もが「 何をしたらいいかわからない 」ところから始

談窓口がとても充実しているのをご存じでしょうか。

めています。こうしたサポートをうまく活用すると、
“思い”はより具体的な形になっていくはずです。

たとえば、多摩信用金庫の「 すまいるプラザ 」。将

セカンドライフにおける、さまざまな悩みや疑問に
たましん「すまいるプラザ」が応えてくれる！
子どもの自立
（卒業）

孫の教育費
を贈与

子どもの
結婚

保険の
見直し

住みかえ
を検討
退職金
の運用

◆

家を地域の人が集う場に！
充実したセカンドライフ

遺言・贈与・
相続対策

創業・起業

スポーツジム
で健康維持

暮らし、住まい、お金のこと ◆

セカンドライフを相談したい！
お問い合わせ先

ゆっくり相談できる
コンサルティング
スペース

まずは地域で仲間づくりをしたほうがいい」
ングを使ったカフェの開業。
「なんとかなる」とは思っ

老後の
不安

▼

「この場所に住み続け、楽しく過ごしていくには、
そう考えたＳさんご夫妻が選んだのが、自宅のリビ

自宅を
リフォーム

孫の誕生

定年・
年金受給

自分・家族の
介護

親の相続

1

平日夜7時まで
土日も営業

「知りたい」に
応える
セミナー・相談会

2

すまいるプラザ府中

Tel.0120-009-246

受付時間

平日9：00〜19：00

土日10：00〜17：00
祝日、12/31〜1/3㊡

ていたものの、オープンしてみると「想像以上にいろ
んな方が来てくれて驚きと発見の連続だった」
そう。
情報交換をする子育て中のママさんグループがいれ
ば、犬の散歩中にひと休みをする方、毎週、体操教室
のアフタートークに花を咲かせるグループもいて、ま
さに、地域のみなさんの「第二の応接間」。

3

4

また、ライブや絵画展といったイベントもお客さん
発信で開催しているそうで、夫妻が目指した「地域を
つなぐ居場所と出番のある場」となっているようです。
「将来、２人の息子がこの家をどうするのかはわかり
ません。でも、もし相続したとしても、住む、売る以
外の使い方、地域のために活用するという選択肢があ
るということは見せられたのではないでしょうか」
12

スマイのミライ

⒈ 住宅街に佇み、看板がなければカフェだとは気づかない外
観。⒉ 旦那様は海外赴任が長く、50代半ばで再び海外勤務の
話が持ち上がったのを機に退社を決意し、カフェ開業へ。奥
様も
「からだがまだ動き、子どもたちの手が離れた、今だから
できると思った」とのこと。⒊ 奥様のお母様もカフェの重要な
戦力。オーダーが入ると、3人がテキパキと動きはじめます。
⒋「人が集まりやすい家」を意識して設計したため、もともと
リビングはゆったり。開業にあたって大きなリフォームはせず、
「極力お金をかけずにやりました」。

セカンドライフでの
創業に安心のサポートも
創業・起業を考えるなら、
「創業支援

創業塾●経営・財務・人材育成・
販路開拓などノウハウを学べる

創業したい！

交流会●先輩創業者の講演も聞け

お問い合わせ先

センターTAMA」もおすすめ。 多摩信

る情報交換の場。大きな刺激に！

用金庫が運営するもので、多摩各地の

セミナー●補助金・ビジネスモデル構築・

創業支援機関とネットワークを結び、創

マーケティングなどさまざまなテーマで開催

業・起業したい人を応援するプロジェクト

相談会 ●事業計画書の策定から資

です。まずは相談してみては？

▼

創業支援センターTAMA

（事務局／多摩信用金庫）

Tel.042-526-7766

受付時間
平日9：00〜17：00

金調達など具体的に無料でアドバイス

スマイのミライ
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03

戸建てからマンションに
住み替えました

スマイを手放さず貸したい！けど、
空室リスクは負いたくない、という人は
住み替えを考えたとき、どうしてもネックになるの

ければ、空き家同然になってしまう……。
こうした悩みにすべて応えるのが、移住・住みかえ

が、これまで住んできた家をどうするか、ということ

支援機構（JTI）の「 マイホーム借上げ制度 」です。この

ではないでしょうか。
売却はひとつの選択肢ですが、「 家族の思い出が詰

制度を利用すれば、空室や賃料未払いなど、賃貸オー

まった家を手放したくはない 」
「 将来的には子どもに

ナーが抱えがちなリスクは一切なし。大切な家を売却

残してあげたい 」という方も少なくありません。

することなく安全に活用できるとして、シニア世代の

また、賃貸に出すとなっても、入居者が見つからな

注目を集めています。

JTIの「マイホーム借上げ制度」とは…
マイホームを借り上げ、安定した賃料収入を保証します
家を貸したい人がJTIと借家契約を結び、JTIが転貸するのがこの制度。貸主は入居者と
直接関わることはなく、借り手がつかなくても賃料は保証されます。また、JTIが入居者
と結ぶのは定期借家契約なので、再び家に戻ることも可能。50歳以上が利用できる制度で、
建物についてもいくつか条件があるため、興味のある方はまずお問い合わせを！
移住・住みかえ支援機構

マイホームを貸したい人

家に手をかけるのをやめ、
生活が便利に楽しくなった

定期借家
契約

借家契約

賃料収入

築25年の戸建てから、駅近くのマンションへと住

賃貸物件を借りたい人

空き家
保証

準備金
積立

賃料支払い

み替えをした I さんご夫妻。
「義母が病気がちになり近くにいてあげたいという
のがいちばんのきっかけですが、夫婦のこれからを考

1

2

公的制度に基づく安定した
家賃収入

えると動かない理由がなかった」と旦那様は言います。
自分たちは年をとっていくし、戸建ての家は老朽化

入居者との契約終了時に
解約可能

していく。メンテナンスに今後ますます手間もお金も
かかることは明らか。
「年とともに体力も気力も思いきり
3

住み始めて気づいたのは、病院や銀行、公共施設、
買い物、どこにでも歩いていける便利さ。
「休日の過ご
し方が変わって楽しい」
（旦那様）、
「以前と比べ気持ち
がゆったりとしました」
（奥様）と大満足。住み替えが
もたらしたメリットは想定以上だったよう。
14
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万が一の

場合の保証

高齢者住宅財団の基金

4

い取ってもらい処分。売却金で購入できる駅近物件を
探し、決断から3カ月後には引っ越しを完了させました。

内部準備金

土地・建物は子供に相続

のよさもなくなる。１日でも早く動くことにリスクはな
い」
との判断だったそうです。前の家は不動産会社に買

制度利用者

⒈「 新しいことを始めようかな 」と、習いごとの１日体験をは
しごしているという奥様。アロマにしようか、朗読にしようか
思案中。それも「 楽しい 」
。⒉ 引っ越しを機に断捨離をしたけ
れど、新婚旅行先のグアムで買った木彫り人形は新居のリビン
グに大切に飾ることに。⒊ ここ数年で寒さにめっぽう弱くなっ
たという旦那様。
「 戸建ては寒い！」というのも住み替えの理
由のひとつ。マンションの断熱性にも満足。⒋ 戸建て住まい
のころは電車で通っていたスポーツクラブも徒歩圏に。週3回
からだを動かします。

「マイホーム借上げ制度」の取り扱いはもちろん、
その他の安心できる住み替えサービスがたくさん
ミサワホーム不動産なら
「マイホーム借上げ制度」について詳しく解説し
てくれて、制度の活用もお任せ。その他、賃貸管理だけでなく売買のサポー
トや買取サービスもあるので安心して相談できます。

子育て世代など
良質な貸家の環境
敷金なし、壁紙など
自ら一定の改修可
入居を継続したい場合は
優先して再契約

家を貸したい！
▼

お問い合わせ先
ミサワホーム不動産
（不動産開発部）

Tel.03-3345-7994
受付時間／10：00〜18：00

第一日曜日、火曜、水曜㊡

スマイのミライ
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スマイのミライのために今できること

住んでいても、空き家になったとしても

早い段階で家をスリムに、快適にしておく

家を使える状態に保つことが資産価値につながる

「 何かに利活用する 」「 住み替える 」などさまざまな選択肢がありますが、

日頃から家のメンテナンスを心がけることで、家の劣化を防ぎ、資産価値を維持することが

いずれにせよ、まず必要になるのは「 家の整理 」です。

できます。空き家になったとしても、その先の利活用のためにも「 放置しない 」ことが重要です。
雨漏りの確認

屋根塗装

外壁塗装

お部屋のお掃除

住んでいる「今」できること
「空き家になったら」すべきこと

換気・通水

庭木のお手入れ
郵便物・施錠の確認

庭木・雑草の確認
建物診断

害虫駆除（シロアリ他）

住んでいる「今」できること

「空き家になったら」すべきこと

家の資産価値を保つには、住んでいる間のメンテ
結婚、出産、子どもの成長など、ライフステージ

モノが溜まれば溜まるほど、片付けには手間もお金

ナンスが重要です。室内では、日常の掃除が大切な

状態が続くと、家の劣化は一気に進みます。また、

の変化に応じてモノは増えていきます。「 片付けな

もかかります。また、モノが落ちてきたり、つまずい

ことはもちろん、シロアリなどの害虫被害にも注意

ポストに郵便物が溜まっていたり、庭木や雑草が伸

きゃ」と思いながらも、家族のモノを無断で捨てるこ

たりと、家の中のリスクも増えます。だからこそ、家

が必要です。室外では、定期的な庭木の手入れ、家

びている家は、空き家と認識されやすく、空き巣や

とはできませんし、モノへの愛着や思い出もあって

のスリム化は「 なるべく早いうちから 」がおすすめで

の外壁や屋根の劣化への対応も必要となるかもしれ

ゴミの不法投棄などのリスクが高まってしまいます。

処分できないという方もいるのではないでしょうか。

す。少しずつ不要なモノは処分をする。残しておきた

ません。まずは、建物診断を実施し、どこに不具合

月に一度でも様子を確認して、換気や通水をし、家

さらに年齢とともに、片付ける側の体力や判断力は

いモノはしまう場所を決めておく。家がスッキリする

があるか調査をしておくのも、住んでいる間にでき

を使える状態に保つことができれば、利活用の選択

落ち、整理する気力もなかなか湧かなくなります。

と、今の暮らしも安全で快適なものになるはずです。

るメンテナンスのひとつです。

肢は広がります。

どう整理すればいいか…専門家に相談してみる

サービスを上手に使ってできることからはじめてみる

いざ、整理をしようと思っても、どこから手をつけていいのかわからない、重い荷物の移動や自分一
人ではとてもできない、ということもあるでしょう。そんなときは、プロの力を借りてみては？
京王運輸の引越センターは、家財の整理、家具移動はもちろん、
「売却したい」
「部屋のレイアウト替え
をしたい」という要望にも応えてくれます。

京王電鉄が運営する生活サポートサービスの
「京王ほっとネットワーク」には、家のメンテナンスをお
手伝いするサービスが充実しています。

住んでいる「 今 」 「 家事代行 」サービス：経験豊富なスタッフが日常の掃除など家事全般をお手伝い

「 ハウスクリーニング 」サービス：水回りやエアコンを専用機材・洗剤で徹底洗浄
「 住まいのサポート 」サービス：庭木のお手入れや害虫駆除、建物診断からちょっ
としたリフォームまで

「 片付けたい 」
「 動かしたい 」「 売りたい 」「 差し上げたい 」
にもお応え
お 問 い
合わせ先

16

もし空き家になってしまった場合、人が住まない

スマイのミライ

空き家になったら 「 空き家巡回 」サービス：月1回、換気・通水や郵便物の確認を行い、家の様子を

京王運輸株式会社引越センター

Tel.0120-076-110

営業時間／10:00~18:00

京王の整理

検索

お 問 い
合わせ先

京王ほっとネットワーク

Tel.0120-84-5410

写真付きで報告

営業時間／10:00~18:00

ほっとネットワーク

検索

スマイのミライ

17

Ｑ

や っ ぱ り 気 に な る

相続・財産管理など

Ｑ＆A

私たちには子どもがいません。
妻にすべて相続できますか？

Ｑ

家のミライを考えたとき、避けて通れ
ないのが相続にまつわるあれこれ。素
朴な疑問、ひとまず知っておきたい基

A. すべて妻に残したいなら遺言書を

住んでいる人が認知症になったら、
家の管理は誰が行いますか？

本的な情報を、行政書士の谷治博史さ
んに伺いました。
回答者
行政書士・マンション管理士

子どもがいない場合、法定相続人となるのは配偶者と両親ですが、両親が先に亡くなっ
ていることのほうが多いかもしれません。その際、相続人は妻と兄弟姉妹となり、法定
相続分は妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹には遺留分（ 最低限保障

A. 家庭裁判所が決めた代理人が行います

谷治博史さん

東京都行政書士会 調布支部 副支部長
東京都行政書士会空家問題サポートセンター委員

されている権利 ）がありませんので、もし、「 妻にすべてを残したい 」という希望がある
場合は、遺言書の作成が必要です。

自分ひとりで判断が難しくなった人に対し、代理人（ 成

Ｑ

年後見人 ）を立て、必要な契約や財産の管理などを行う「 成
年後見制度 」があります。成年後見人は、家庭裁判所に自
薦を含め候補者を申請し、裁判所が決定します。

Ｑ

家の相続に関して
知っておきたいことは？

家は、住んでいる人が
亡くなった場合、
誰に相続されますか？

Ｑ

A. 共有名義での相続は

家の相続対策のために
やっておくといいことは？

おすすめしません

よほどの事情がないかぎり、家の名義
は共有にしないほうがいいでしょう。相
続後、売却するにしても、賃貸に出すに

A. 日頃から家族とのコミュニケーションを

しても、基本的には所有者全員の同意が

A.

必要となります。相続人それぞれ、家に

誰が相続人になるか確認を

遺言書がない場合、
「 法定相続人 」が家など
の財産を相続します。相続人全員の合意があれ
ば遺産分割の方法は自由なので、家だけでなく
預貯金などの遺産もある場合、法定相続人の話

義とする方法のほか、誰かが相続して、他の相

父

生存していれば
常に相続人となる

配偶者

子

第1順位

第2順位

本人

前配偶者

し合いで誰が家を相続するかを決めます。
一方、財産が家だけの場合、相続人の共有名

らないというケースは少なくありません。
母
兄弟
姉妹

兄弟姉妹
の配偶者

第3順位

子

子の配偶者

方法もあります。
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孫

し合っておくこと。そして、遺言書を作成しておくと
安心です。遺言書は何度でも書き換えられますので、
思いたったときに作成するといいでしょう。

甥
姪

第1順位の相続人
となる可能性あり

相続や財産管理については、ケースによって例外や注意すべきことが多々あります。
気になることは専門家に相談してみましょう。

第3順位の相続人
となる可能性あり

続人に金銭で精算するという方法があります。
また、家を売却してその売却金を分けるという

まずは、日頃から誰が家を相続するのかを家族で話

対する思い入れが違うため、話がまとま

甥姪
の子

お 問 い
合わせ先

東京都行政書士会 市民相談センター

Tel.03-5489-2411

https://www.tokyo-gyosei.or.jp/conference/index.html

は「本人」
が死亡したときに相続人にはなりません。

スマイのミライ
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