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困らない ! 後悔しない ! 損しない !

知って、役立つ 終活便利帳

これだけは

自分のため、大切な家族のため

すぐ始めよう「大切なことメモ」

必ず準備
しましょう

知っておきたい！知って助かる！
！

相続／医療／介護、お役立ち情報など

終活交流センター【静岡】
2017.10.9000

ごあいさつ
超高齢化社会、終活を必要と考えている人は、約４人に３人といわれています。
しかし、「実際に終活をやっている人は1割にも満たない」というのが現状です。
そこで「必要なことなのにやらない」ことの理由を整理してみました。
理由
①「やらなければどう困るのか？」ということが実感できない
②何から始めれば良いのかが、よくわからない
③面倒だし、まだ大丈夫、時期がくればやろうと思っている
④自分のためというより、家族のため・・・だからどうしても後回しになる
⑤エンディングノートは書くことが多すぎて手が付けにくい
⑥お金がかかるのではと思っている……等など
そこで私たちは、やらないことの理由を克服する工夫が必要だと思い、
この冊子を作成、配布することにしました。
この冊子には、
◎どんな状況にある人が困るのか

◎今すぐ始められること

◎いざという時困らないように

◎これだけはやっておきたいこと

◎知っておきたい！損しないための情報………などを

掲載しています。
この冊子には、終活のために必要なことを専門家にお聞きして掲載しています。
「終活の手始めとして」また「いざという時」のために、お役立てください。
平成 29 年 8 月

終活交流センター
【静岡】 会長

佐々木悠次
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P１ 相続に関する基礎知識①……法定相続人は誰？・法定相続分・いくらの遺産額でもめているの？
「相続」を考える時、まず基本として理解しておきたいのが「法定相続人は誰なのか」という点です。
仲の良いご家族が相続をきっかけとして、もめてしまい、そのまま疎遠になってしまったという例は多くあります。
ここでは、まず 相続人は誰なのか？ そして、もめる理由は何なのか？を知ってしていただき、
残された大切なご家族が、いつまでも仲の良い関係であるための「ヒント！」としてください。

法定相続人は誰？

法定相続分は？

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

第2順位
父方の祖父
第２順位の人もいないとき

第1順位

父方の祖母

死亡した人（わたし）の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶
者と一緒に相続人になります。

母方の祖父

相続人の範囲

母方の祖母

(1)

法定相続人

国税庁相続人の範囲と法定相続分より[平成28年4月1日現在法令等]

死亡した人（わたし）の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属（子供や孫など）が相続人となり

死亡した人（わたし）の兄弟姉妹
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

供
孫
曾
孫

兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1／4

第3順位

子供全員で
（1/2）
2/3
直系尊属
全員で(1/3)

配偶者（2/3）

3/4
配偶者（3/4） 兄弟姉妹
全員で(1/4)

孫

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこ
の相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

曾

配偶者3／4

子

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

孫

直系尊属(2人以上のときは全員で)1／3

曾

配偶者2／3

孫

配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者（1/2）

供

子供(2人以上のときは全員で)1／2

子

配偶者1／2

1/2

孫

法定相続分

配偶者と子供が相続人である場合

供

(2)

子

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

甥・姪

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

兄弟姉妹

第3順位

配偶者

第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

わたし

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

父

死亡した人（わたし）の直系尊属（父母や祖父母など）

第１順位の人がいないとき

第2順位

母

ます。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

※「相続を放棄した人」とは、(自己のために)相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のこと
をいいます。相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人はこれに該当しません。

子供が
既に死亡
↓
孫
既に死亡
↓
曾孫

第1順位

いくらの遺産額でもめているの？
相続分割裁判での
遺産額の割合

左の円グラフは、2012年の遺産分割で裁判となった遺産額の割合です。
1,000万円以下が32％、1,000～5,000万円以下が43％、
5,000万円以上が25%。なんと75％が5,000万円以下となっています。
結果として少ない方が揉めているということになります。

5,000万円
1,000万円
以上
以下

25％

32％

5,000万円以下

43％

少ないから
大丈夫は
通じません！

「たいした財産がないから大丈夫！」は通じないのです。
「誰が面倒をみたから」「誰が介護したから」といった「感情と欲」が生まれます。
1億円以上を相続すると「こんなにもらえるんだ」という気持ちになるでしょうが、
少ない遺産であっても、「貰えるものは少しでも多く欲しい」と思うのは仕方のないことです。
相続人の置かれている状況によっては「いくらあっても足りない」ということもあり得ます。
大切なご家族がもめないようにするのは「財産を残す側の責任」でもあると思います。

P2

相続に関する基礎知識②……遺留分のことを知りましょう・相続でもめると色々困ることが……

「相続」のことを理解する上で遺留分について、知っておくことが必要です。
遺留分とは、遺言による相続の場合、相続人のために留保する相続財産の割合のことをいいます。
【民法で規定】
遺言書を書いておけば、本人の自由に財産を与えることができできますが、遺留分を考えた上での遺言書を作っておく
ことにより、争いの元を減らすことができるでしょう。

遺留分とは？
納得が
できない

遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に財産を遺贈するということもできます。
しかし、そのために残された家族が生活ができなくなるというような事態を防ぐために、遺産
の一定割合を相続人に残すための制度として民法で規定されています。

(1)

民法1028条

遺留分の帰属及びその割合

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の区分に応じてそれぞれの割合に相当する額を
受けることができます。

遺留分とは
相続人の不利益を
防ぐためです

一、直系尊属のみが相続人である場合……被相続人の財産の三分の一
二、上記以外の場合…………………………被相続人の財産の二分の一
文章だけでは解りづらいので、下に各相続人の遺留分を整理しています。

各相続人の遺留分は

※受遺者＝遺産を受ける人

子供と配偶者が相続人…………

受

遺

者

父母と配偶者が相続人…………

受

遺

者

配偶者（1/3）

兄弟姉妹と配偶者が相続人……

受

遺

者

配偶者（1/2）※兄弟姉妹はなし

配偶者のみが相続人……………

受

遺

者

配偶者（1/2）

子供のみが相続人………………

受

遺

者

子供全員で（1/2）

直系尊属のみが相続人…………

受

遺

者

直系尊属全員で（1/3）

兄弟姉妹のみが相続人…………

受

遺

者

※兄弟姉妹はなし

配偶者（1/4） 子供全員で（1/4）
直系尊属
全員で(1/６)

遺言書があれば
兄弟姉妹には
遺留分はないのね

遺留分の返還請求は
遺留分を取り返す権利の行使は、相続人個々の判断により、
「遺留分減殺請求」の裁判で争
うこととなります。
遺留分減殺請求権の行使を行なうと、受益者は侵害している遺留分額を権利者に返還しな
ければなりません。

遺言書は遺留分
を考慮して
作りましょう

そうならないためにも「遺留分を考慮したうえで遺言書を作成」することが望まれます。
遺留分請求権には時効があります。相続の開始、贈与や遺贈の存在を知ってから１年と規定されています。
またその事実を知らなかったとしても、相続開始から10年の経過により権利行使は無効となります。

相続でもめると色々困ることが……
遺産分割でもめると、色々な不都合が生じてしまいます。
■相続税の配偶者控除・小規模宅地の評価減などの各種控除等ができず、納付税額に影響します。
■預貯金の引き出し、不動産の売却や建替え・修繕ができなくなる場合もあります。
■相続税の支払いや立て替え費用の清算ができなくなります。
そして何よりも家族の関係が悪くなりますので、みんなが損をしてしまいます。
一番大切にしたい「家族の絆」を失うようなことは避けなければなりません。

争続

■弁護士費用がかかります。長期化すると大きな出費になってきます。

遺言書を
準備しておけば
よかった(ﾉ_-｡)

P3

相続「遺言書」……手書き遺言書について？

手書き遺言書の書き方・保管・検認

遺言書とは、被相続人が自分の死後に、遺産相続に関する指示を残せる最後の意思表示であり、
遺産分割方法の指定などを明記するものです。
自分の家族は仲が良いし、財産なんて少ないから大丈夫！これが、結果的に争いの元となることもあります。
「静岡県遺言書協会」に伺い、遺言書に関することを教えていただきました。

手書き遺言書について教えて？
「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
（民法960条）」とされ、
自筆証書遺言書（手書きの遺言書）は第968条に規定されています。

定められた方式
に従っていれば
大丈夫です！

自筆証書遺言書は、民法で定められている遺言の方式としては一番簡単なもので、被相続人（死亡
した方）が自分の死後に自分の財産を、誰にどのように与えるかなどを記載したものです。

遺言者が、①書面に ②遺言書の作成年月日、遺言者の住所・氏名、遺言の内容
③自署で記入（自筆が必須） ④自身の印鑑を押印（実印が確実）
つまり遺言者が自分で字を書くことができ、
印鑑を押すことができれば、
上記内容が整っていれば作成が可能です。
遺言書が無効となる

意思能力と年齢

①代理人や他人の意思が介在した遺言は無効
②遺言作成時に認知症などによって意思能力がなかった遺言は無効
③遺言適格年齢の15歳に達していない者の遺言は無効

無効にならない自筆証書遺言書の書き方・保管・検認
例）らくらく方式の遺言書文例（子供とその妻に財産を残したい場合）

遺言書って
こんなに
簡単なんだ

状況＝遺言者（静岡太郎）の配偶者はすでに死亡、長男夫婦（一郎・和子）と同居。
献身的に面倒を見てくれた長男の妻（和子）に財産を与えたいと思っている。
遺言の執行者として、知人（駿河洋子）を指定したいと思っている。

遺

言

書

私の預貯金はすべて長男の妻和子に遺贈する。
不動産とその他一切は長男一郎に相続させる。

◎全文を自筆で書いてください。
◎日付・住所・氏名・押印は必須です。
◎誰に何を与えるのか
◎登記所や銀行の人がわかるように書くこと。
◎法定相続人に与えるときは⇒「相続させる」
◎他の人に与えるときは⇒「遺贈する」
※訂正の仕方は法律で決められています。

この遺言の執行者に次の者を指定する。
洋

子

岡

太

郎

岡 太 郎

静

静

静岡市○○区○○町○丁目○番○号

遺言者

実印が望ましい

遺言者

平成○○年○○月○○日

平成○年○月○日

※上記以外の文例は、「らくらく遺言」ミーツ出版 定価800円（税込）で参照いただけます。
お求めをご希望の方は、静岡県遺言書協会までお問い合わせください。

法的には封印の規定はありません。
封印した場合は
勝手に開封することができません。

河

言 書

駿

遺

静岡市○○区○○町○○丁目○○番○○号

■自筆証書遺言書の保管
保管場所に決まりはありません。偽造・変造・破棄などの心配をされる方は信頼のできる方に預けるのも一つの方法です。
静岡県遺言書協会に委託することもできます。
■自筆証書遺言書の検認
遺言者が亡くなった後、遺言書の保管者または発見した相続人が遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求。
封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封する事になっています。
封印された封筒を開封してしまっても遺言書が無効となる訳ではありませんが、過料は5万円です。

P4

相続「遺言書」……困るのはどんな人？

公正証書遺言について？

自分で書いた遺言書の有効か不安？

遺言書を書いておかないと困るのはどんな人？
遺言があれば将来起こるトラブルや心配事を未然に防ぐことができます。

１）子供のいない夫婦の場合

６）不動産など遺産の分割が困難な場合

夫婦が苦労した財産が兄弟姉妹や甥姪などに渡ってしまいます。

２）再婚して先妻の子と後妻の子がいる場合

財産のほとんどが不動産といった遺産の分割が容易でない時は
紛争を避けるために必要です。

７）身体障害の子供に多く財産を残したい場合

後妻と先妻の子供に感情的に対立することがありますので、
遺産分割協議で争いが起こらないために。

将来の不安が大きい子には、金融資産を多く相続できるように
しておくことが必要です。

３）内縁の夫（妻）がいる場合
諸事情で入籍していない事実婚の夫（妻）に財産を残したい場合。

８）子供が外国に永住している場合
外国には印鑑証明制度がなく手続きが大変です。
米国では相続人本人が領事館に出向いて宣誓し、署名について
の証明書が必要。

４）事業や農業の経営を子供に継がせたい場合
遺言書がないと法定相続の割合となり、個人企業や農業は資産
の分散によって経営に支障をきたすことがあります。

５）子の配偶者に財産を贈りたい場合

９）相続する人がいない場合
財産が国のものになります。
遺言書があれば、指定した先に
遺産を与えることができます。

献身的に面倒見ても子の配偶者には遺産の相続権はありません
が、遺言で遺贈することを書いてあれば与えられます。

こんな場合は
遺言書を書かないと
困るんだ～

公正証書遺言について教えてください？
公正証書遺言は、様々な遺言の方式の中でも、信頼性の高い方式といえるでしょう。
とはいえ、メリットもデメリットもありますので、下記をご覧ください。

①保存が確実

公正証書作成手数料

メリット

遺言者の120歳をめどに公証人役場にその原本が保管されます。
保管期間満了後も原本を保管しているのが通常です。

②安全・安心・明確化

公証人によって、内容が法律的にも文章としても明確化。
形式の不備で無効になることはありません。

遺言書に書く財産の合計額

安全・安心
後々の
負担も軽減

③後々の手続や相続人の負担が軽減

検認手続は不要となりますので、相続人の手間や負担が減ります。

デメリット

①費用がかかる

公正証書遺言を作成する費用は、①公正証書作成手数料、②証人2人の日当、
③公証人の出張費用・交通費（公証役場以外で作成する場合）が必要です。

②公証人役場への出頭・利害関係のない証人2人が必要

遺言者ご自身が直接出向く必要があります。 本人以外に利害関係のない証人が2人必要。

③戸籍謄本・不動産の謄本が必要

相続人の戸籍取得

検認申立・検認

戸籍集めが大変

家庭裁判所にて3～4週間後

開始（死亡）

公正証書
遺
言

100万円まで

5,000円

200万円まで

7,000円

500万円まで

11,000円

1,000万円まで

17,000円

3,000万円まで

23,000円

5,000万円まで

29,000円

１億円まで

43,000円

※手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。
※財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円加算。

相続開始（死亡）から相続手続き開始までの流れ
手 書 き
遺
言

手数料

遺言執行

実印・印鑑証明が大変

遺産分割協議

協議書作成

遺言無効 および 全相続人が遺言を拒否

相続
手続き
開始

すぐに相続手続きが始められます

戸籍や実印は問題ないので、手書き遺言にしたいのですが、有効なのかが不安です？
当会では、遺言書の案文に関しての添削や助言を無料で行っております。
ご希望の方は、案文と切手を貼った返信用封筒を当会まで郵送してください。
簡単な相続人の図やあなたの電話番号もメモしていただければより丁寧な対応が出来ます。
遺言書の原案作成をご希望であれば1件1万円から、遺言証書保管も年間1万円にてお受けしています。

添削や助言が
無料！とても
助かります

また近年では、尊厳死宣言書を依頼されることが増えています。
無意味な延命治療を断るため、終末期医療の方法について医師に自分の意思を伝えておくための文書です。
宣言代書および事実証明書の作成一式を３万円よりお受けしています。
「自分らしく終う」ために、ご自身の最期をご自身で決めることが、大切だと思います。
情報提供 静岡県遺言書（いごんしょ）協会

静岡市清水区船越648-7

TEL：054-352-2000

https://www.shizuokaigon.org/
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相続「家族信託」……NHKクローズアップ現代で放映「家族で解決！最新対策」家族信託とはどういうものなの？

相続のトラブルは10年で約2倍に増えてきています。
その要因となっているのが高齢化とそれに伴う介護の負担期間の長期化。また家督相続から均等相続に変ったこと等。
そこでNHKが「変わる遺産相続トラブル、家族で解決！最新対策」として放映した「家族信託」について調べてみました。
取材のご協力をいただいたのは、静岡市でいち早く家族信託の案件を取り扱っている石川行政書士です。

家族信託とはどういうものなの？
「家族信託」とは、財産の所有者が“一定の目的”のために、信頼する家族などに自己の財産を託し、その目的を達成してもらう
ための財産管理手法です。本人に意思・判断能力があれば信託など必要ありませんが、
認知症やケガなどでその能力を失うと重要な
決定や契約は行えなくなります。すべてが“凍結”
。これでは困るので、転ばぬ先の杖として家族信託が最近注目されています。

■家族信託の基本形態
家族信託には必ず「目的」があります。例えばこの信託の目
的は「マンション管理から解放され、
かつ収益を受け取る」です。
委託者Aは同時に受益者でもあります。長男Bを受託者にしてマ
ンション管理をしてもらい、家賃などの収益を受け取ります。信託
財産は税務的には受益者のものとみなされ、
税金はかかりません。
契約書に第２受益者をCと指定しておけばAの死後、受益権はC
（図1-1）
に移り、
この場合はCに相続税か贈与税が発生します。

■親が重い認知症になると
これほど認知症の高齢者が増えていても、
認知症に伴うリスクが
あまり認識されていません。本人に意思・判断能力がなくなれ
ば契約が行えなくなり、
自分の通帳から預貯金を引き出したり保
険金を受け取ることさえできなくなります。家を売って施設に入
所したいなどという希望も実現は不可能です。だから代わっ
てしてくれる人が必要。でも成年後見人は制約が大きく費用
（図2-1）
もかかります。それで家族信託が期待されているのです。

図1 家族信託の基本形態
委

託

必要に応じて

Ｂ受託者（長男）

Ａ

委託者
兼受益者
死亡

Ｃ第2受益者（妻）

図2-1 親が重い認知症
預貯金の引出し
不動産の運用等
できません

認知症になると

凍結

親

財産

図2-2 家族信託をしておくと

■家族信託をしておくと

①

遺言書はご自分の死後に効力を発揮する遺産の仕分け書です。
これに対し家族信託は、生前から効果を発揮する“もしもの時
に備える対策”であり、かつ死後の財産の行先までを決められ
る相続の強力な手法の１つです。

託

管理･運用等
できます。

必要に応じて

Ｃ受託者（長男）
要

必

続

②

相

②夫が亡くなると妻が第２受益者。③さらに妻が亡くなると
受益者は兄弟姉３人に引き継がれ相続税が発生します。
家族信託を契約するときは、家族全員が内容を理解する必要
があります。それができれば争族は起きません。（図2-２）

て

じ

応

に

監視・監督

Ａ

委託者
兼受益者
死亡

図2-2では、
①夫が委託者兼受益者です。受託者は長男。次男と
長女が信託の監視者として信託監督人のような形で入り、長男
の管理ぶりをチェックします。

委

③

死亡

死亡

Ｄ（次男）Ｅ（長女）
監視・監督権者

Ｂ第2受益者（妻）

家族信託のメリット・デメリット
メリット
①オーダーメイドで柔軟な財産管理・運用計画
必要に応じて預金の引き出し、不動産の売却などができます
任意後見人にはできないような、
本人の指示に基づく財産管理を委託することが

④不動産を共有することによる争いを回避
共有不動産による不具合を回避することができます
家族の権利・財産的価値の平等を実現しながら管理を一人に集約します。

でき、
判断能力を失ったときにも、
本人の意向に沿う財産管理ができます。

②家族の将来を話し合う場がもてる
相続以前の本人への生活支援を準備することができます
家族の現在から始まり、将来への備えへと進みます。

③法定相続よりも「想い」を大切にする相続に
2次相続以降の資産承継者の指定ができます

デメリット
①他の手続きと同様に家族信託に関わる費用が発生
財務状況や家族との綿密な調整などのため費用がかかる

②厳しい罰則（契約に違反すると横領罪などに問われることも）
メリット・デメリットの両方がある
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相続「家族信託」……成立の流れは？・教えて！家族信託Ｑ＆Ａ・どんな時に利用？

家族信託の成立への流れは？
家族信託を成立させるには、大まかには下記のような流れとなります。
専門家による
聞き取り調査
思い・財産
お悩みや不安、
どう実現したいか
同時に財産状況を
お聞きします。

ご家族が集まり
委託者の思いの
説明と理解

財産状況の調査
確定
預貯金・不動産・
保険・株や債権などの
綿密な調査のうえ
財産を確定します。 財産の

確定

ご本人の思いを説明し、
理解をいただきます。
ご家族の意向を
聞きます。

実情に合わせた
家族信託の
内容を決定

契約書の
作成・押印

ご本人・ご家族の
実情に合わせた
家族信託の内容を
決定します。

こんな形に
して欲しい

契約書を作成し、
ご家族全員に
内容を確認のうえ、
押印をいただきます。

本人の思い
みんなの思いが
伝わります

家族の結束が以前より強くなってくれました。
これで安心して暮らせます。
家族信託は何十年も続く可能性がある契約です。
その後も必要に応じてサポートを続けます。

教えて！家族信託Ｑ＆Ａ
Ｑ．委託者の資格は？
Ａ．委託者は、意思能力を持っている人なら誰でもなれます。
既に認知症になり自分が誰であるか分から
ないような人は、契約ができませんから、
既に認知症
家族信託を組むことは無理です。
組めません

Ｑ．受託者は家族でなくてはいけませんか？
Ａ．「家族信託」は家族で行うと限ってはいません。
信託法が改正となり民事信託が組みやすくなり、家族単位
でも実現できるようになったため、通称として家族信託と
言われます。ですから受託者は家族でなくても、友人で
も、士業者でも法人でもなることができます。
Ｑ．家族信託と税金の関係を教えてください。
Ａ．ひとことで言えば、家族信託をしても税金的には中立で、
信託したから節税になることもありませんし、信託したの
で税金が重くなることもありません。
税務的には信託がされていないものとして利益を得た人に
税金がかかっていきます。

Ｑ．受益者は何人まで？ 次の受益者も決められますか？
Ａ．受益者の数に制限はありません。また遺言では「次の次」
の受遺者は決められませんが（「この財産をＡに相続させ
る。Ａが死んだ後はＢに相続させる」という遺言は認めら
れません）家族信託では、受益権を「子→孫→孫の子」と
代々譲り渡していくことも可能です。

子

孫

孫の子

もっとも「永久に」は無理で、信託がされて30年たった
以降は受益権の新たな承継は一度しか認められません。
Ｑ．どんな財産を信託できますか？
Ａ．不動産は所有権移転の登記と信託の登記を同時にします。
移転登記だけだと外見上、本当に移転したようにしか見え
ないため同時に「信託である」ことを表示させます。
現金などは別の通帳（「委託者Ａ 受託者Ｂ信託口」といっ
た通帳）を作り受託者の自己の通帳とは異なることを明示
して管理します。

家族信託、どんな時に利用？
・脳梗塞などで施設に入る時、自宅を売って資金にする

・大規模土地開発にあたり後継者候補に学ばせるため受託者に

・私が認知症になっても成年後見制度を使わず財産管理させる

・何人もの共有財産になってしまった不動産を一括管理する

・私が認知症になっても相続対策や生前贈与を継続する

・マンションの所有権と賃料収入を分け複数の者に相続させる

・親亡き後、自宅で知的障がいを持つ子が暮らせるようにする

・先祖が守ってきた財産を私の直系の者に代々継がせる

・引きこもりの子に親亡き後も長期にわたり一定額を渡す

・無関心な家族に代わって信仰仲間に信託して永代供養を頼む

・未成年の子に遺産が行くが、親権者に浪費されない仕組み

・発言権を残したまま自社株を後継者候補の長男に渡す

・私亡き後、認知症の老妻が安心して暮らせるようにする

・認知症に備え複数幹部に自社株を託し後継者決定権を委ねる

・遺言を書けない妻に財産を遺し妻亡き後は甥に財産を承継

・遺言では確定しないので生前に全相続人に受益権を分ける

・父の収益マンションを売り、同居用の住宅を新築する

・空き家を収益用建物に建て替え地域を活性化

・母所有の賃貸アパートの土地収用問題で私が矢面に立つ

・結婚前から持っていた財産を夫と別管理し承継者も決める

・収益不動産の管理を息子に任せて“楽隠居”する

・音信不通の子の遺留分請求が心配。受益権を与えて済ませる

情報提供 石川秀樹行政書士事務所

静岡市葵区沓谷1-3-16

TEL：054-374-1430

http://yuigonsouzoku.net/
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成年後見制度・司法書士の仕事……成年後見制度・司法書士について・土地の名義変更について

最近「成年後見制度」という言葉をよく耳にします。
成年後見制度のこと、また司法書士の業務内容や土地所有者の名義変更などについて、
駿河区南八幡町にある田嶋・さくら司法書士事務所の坪内志のぶ司法書士にお話をお聞きしました。
坪内司法書士は、とても優しい感じでお話をしやすい雰囲気をお持ちの方です。

まずは成年後見制度のことを教えてください。
成年後見制度の概略は、精神上の障害 （知的障害、精神障害、認知症など）により判断能力が十分でない方が不利益を被らないよ
うに 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります。

任意後見制度

法定後見制度

判断能力があるうちに、自分で任意後見人を選んでおける制度。
公正証書により契約が締結します。
こんな方

身寄りがなく将来の生活に不安
判断能力が低下しても、自分らしい生活がしたい

任意後見制度は自分の信頼できる人を選べるのですか？

既に判断能力が低下している。
家庭裁判所が選任し、本人を保護・支援します。
こんな方

相続人の判断能力低下により遺産分割協議ができない
知的障害、精神障害などにより財産管理が困難
判断能力低下により契約内容の理解が難しい

生しません。しかし成年後見人は大変な仕事です。

自分の将来を託す人を選べるというのが一番の魅力です。

弁護士・司法書士などの専門家への費用の目安は、
月額2万円以上

※見守り契約をセットすると、定期的に
連絡・訪問しますのでさらに安心です。

だとお考えください。※管理財産の総額などにより異なります。

信頼できる人
だから安心ね。

※他に、裁判所が別途決定する成年後見監督人への
費用がかかります。

任意後見をお願いする場合の費用のことを教えてください。

任意後見契約は、認知症になった
とき、はじめて効力が発生します。

選任された方が親族ですと、報酬の請求をしなければ費用は発

司法書士の業務内容について教えてください。

司法書士しかできない仕事ってあるのですか？

依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務は、多岐にわた

弁護士・行政書士・司法書士の業務は重複するものがあります

ります。

が、できることを全てやる訳ではありません。

一般の方にわかりやすいように、業務の一部を説明させていた

特に弁護士は全ての業務を行うことができます。

だきます。

しかし、得意分野というものがあり、実際に弁護士が土地・会

①不動産・会社の登記

社などの手間のかかる登記業務をやっているという話は聞きま

②裁判所に提出する書類の作成

せん。土地などの登記は司法書士の得意と

③相続登記・相続放棄・遺言書の作成・遺産管理

する分野の仕事だといえます。

④成年後見制度（提出する書類の作成）

登記は
おまかせ！

上記に関する相談などが一般的な業務です。

相続財産の大半を占めるという不動産。その名義変更について教えてください。
相続登記をして
おかないと
売却ができません

法律上はいつまでにしなければならないといった決まりはありません。
しかし、相続登記を行わないと売却が出来ません。
何世代にも渡り、変更をしていないと、相続人が数十人ということもあります。
そうなると必要書類を集めることが困難になってしまいます。
以前、相続発生時にご依頼された方のお話をします。
被相続人は県外生まれ、しかも転勤族で、転居を何度もされた方でしたので、
各機関での手続きや相続に必要な書類を集めるのが困難という相談を受けました。
そこで名義変更に必要な書類と一緒に集める提案をし、お願いされました。
手数料もそれほどかかりませんし、何よりご自分でやるという手間は無くなります。
「手続き関連の書類集めもお願いでき、助かったよ！」と、お礼の言葉をいただきました。

葬儀後、土地の名義変更と各機関の必要書類収集をご依頼
葬儀後
すぐにご相談

名義変更
必要書類の
ご依頼

依頼に基づき
各機関の
必要書類を収集

各機関の
必要書類を
お渡し

登記完了
登記書類お渡し

情報提供 田嶋・さくら司法書士事務所（坪内志のぶ） 静岡市駿河区南八幡町5-15 TEL：054-283-4750 http://shizukai.biz/pdf/zz-tajima.pdf
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医療・介護「訪問診療」……訪問診療とは？

急変時の対応・利用料金・利用するには

国は、地域包括ケアシステムの構築による在宅介護を推進していく方向です。その大きな役割となるのが在宅診療。
駿河区中田で在宅診療に積極的に取り組んでいる「静岡ホームクリニック」に伺い、お話しを聞いてきました。
Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

Ｑ 利用料金はいくらくらいかかるのですか？
Ａ ご利用料金の目安は（1ヶ月）1割負担の方では、

在宅診療について教えてください？
在宅医療とは、
具合が悪くなったときだけ医師が診察に伺うもので
はありません。お一人で通院が困難な患者様
のお宅に、日ごろから医師が定期的に診療に
お伺いし、
転倒や寝たきりの予防、
肺炎や褥瘡 定期的に
などの治療、
栄養状態の管理など、
予測される 伺います
リスクを回避し、入院が必要な状態を未然に
防ぐことも重要な役割を担っています。

目安として5,000円～12,000円となります。

※重症度、
自宅、
ホーム等によって変わります。
※生活保護等の公費受給者証をお持ちの方であれば、
負担金は補助されます。
（往診範囲：静岡市全域、
他、
応相談）
※当院では往診にかかる交通費はいただきません。

Ｑ
Ａ

急変したときなどの対応はしてくれるのでしょうか？
定期的な訪問にくわえて、緊急時には365日×24時間体制で
対応や必要に応じて臨時往診や入院先の手配などを行います。
万が一の際に入院や、在宅医療では対応できない検査を受け入
れてくれる高度医療機関と連携し、緊急時のバックアップ体制
を確保することや、地域の病院や介護事業者の方々と連携・協
力しながら、患者様が在宅で安心して療養生活を続けられるよ
う、在宅患者さんを総合的にサポートします。

Ｑ
Ａ

必要に応じ

どの在宅診療も同じなのですか？
今までのご質問の答えは当医院を例に挙げています。
各在宅診療医により異なります。
ご利用の際は各診療医にご確認ください。
当医院では外来診療も行なっています。

伺います

外来診療から訪問診療への流れがスムーズです！

情報提供 静岡ホームクリニック 静岡市駿河区中田4-6-1
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ご自宅で療養中の方は、訪問診療を開始するにあたり、まず面
談日をご予約いただきます。（ご本人様もしくはご家族様）入
院中の方は、退院前カンファレンス等で病状等を確認させてい
ただき、訪問診療の計画を立てます。
○健康保険証・各種医療証をご準備ください。
また、以前の治療情報などがございましたら、ご準備ください。
薬剤師による訪問指導には患者様の「同意」が必要です。
○訪問診療は保険診療対象です。地域のケアマネジャー・訪問看護師
さんと連携をとっています。
「主治医の意見書」を作成します。
ご不明な点やお悩みなど、
お気軽にご相談ください。

24時間365日
いつでも対応！

連絡

利用するにはどうすればいいのですか？

TEL：054-269-6777

http://szokhc.jp/

医療・介護「補聴器」……補聴器Ｑ＆Ａ・聞こえのチェックリスト

老人性難聴は適切な時期に適切な補聴器を使用することによって、改善できる可能性があります。
静岡新聞の専門家サイトでコラムを書いているイヤサポート静岡葵の古川様にお話しを伺いました。
Ｑ 聞こえの衰えについて簡単に教えてください？
Ａ 私の経験から、難聴がだいぶ進行してから相談する方が圧倒的に多く、

1

日常生活やご家族、
友人との会話にも苦労されたことが想像できます。
専門家から見ますと、
「もう少し早く相談すれば良いのに」と感じます。

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

①ヘッドホン、イヤホンを大音量で長時間聞かない。
②工事現場等大音量の場所では耳を保護する。
③耳かきをしない、なるべく少なくする。
④鼻を強くかまない。
⑤生活習慣病の予防
⑥定期検査をしましょう。

補聴器はどこで購入しても同じでしょうか？
補聴器の販売はお客様の状態を対面で確認して販売しなければなら
ない管理医療機器です。
補聴器専門店、眼鏡兼業店、家電兼業店、通信販売等があり、それ
ぞれに良い所、悪い所があります。
補聴器専門店は、補聴器のみ扱っていますので、経験、知識とも他の
販売店と比べ豊富である場合が多いでしょう。

補聴器はいつから装用すべきですか？
ご自分で聞こえの衰えを感じ始めた時や、周りの人から耳が遠くな
ったと言われた時に、早めに補聴器専門店や耳鼻咽喉科医院で相談
される事をお勧めします。
「聞こえのチェックリスト」にて、
ご自身や周囲の方と判定してください。

情報提供 イヤサポート静岡葵

静岡市葵区一番町8-1

□ひそひそ話や小さな声が聞き取りにくい。
□ざわざわしていると会話が聞き取りにくい。

当てはまらなければ、衰えは無いようです。
１つでも当てはまる方は②もチェックしてみて下さい。

聞こえの低下を防ぐために注意はありますか？

聞こえのチェックリスト

Ｑ
Ａ

□会話をしていてしばしば聞き返すことがある。

2

□テレビの音量が大きいと注意される。
□銀行や病院で呼ばれても気が付かない事がある。
□大勢の中で会話をする事が困難。

1つでも当てはまることがあれば、軽度難聴かもしれません。
早めに補聴器相談される事をお勧めします。

3

□電話の声が聞き取りにくい事がある。
□正面で話していても聞き取りにくい事がある。
□後ろから来た自動車の音に気が付かないことがある。

１つでも当てはまることがあれば、中度難聴かもしれません。
ご自身・周囲の方のためにも補聴器相談をお勧めします。

4

□大きな会話のみ聞き取れる。
□電話の呼び出し音に気が付かない。

この様な状態でしたら高度難聴かもしれません。
日常生活にも不便されることが多いと思います。
早期に補聴器装用される事をお勧めします。
チェックリストは目安です。気になりましたら、お早めに
耳鼻咽喉科医院やイヤーサポート静岡葵までご相談ください。

TEL：054-251-3591

https://www.ear-sup.com/
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医療・介護「認知症」……認知症の基礎知識・認知症ともの忘れの違い・認知症の予防方法

65歳以上の４人に１人が認知症とその“予備軍”となると報告されています。
また年代別では、74歳までは10％以下なのに対し、85歳以上では40％超となっています。
男女別では、ほとんどの年代で女性の方が高いという報告がされています。
いち早く医療・介護の両面から認知症治療に取り組んでいる大石内科循環器科の大石院長にお話しを伺いました。

認知症の基礎知識を教えてください？
認知症の種類からお話しします。認知症には「三大認知症」と言われる全体の約90％を占めているものがあります。
約60％を占めるアルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症と続きます。

アルツハイマー型認知症

その他
10％

レビー小体型
10％

ここでは、三大認知症に関しての簡単な説明をします。
脳の神経細胞が減って脳が小さく委縮することによる症状。
徐々に進行。女性に多い。

脳血管性認知症

脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの、脳の血管の病気に起因。
男性に多い。

レビー小体型認知症

特徴としては幻覚や幻視が見られます。
男女比は男性2：1女性と、男性に多い。

血管性
20％

アルツ
ハイマー型
60％

「認知症」と「老化によるもの忘れ」の違いは何ですか？
認知症は何かの病気によって起こる症状や状態の総称で、
「老化によるもの忘れ」とは全く違うものです。
「約束を忘れて迷惑をかけた」
「どこに片付けたのかを忘れてしまった」などというのは、高齢になるとよくあることです。
「約束したこと」
「片付けたこと」はしっかりと覚えています。

「認知症」と「老化によるもの忘れ」の違い

認知症は「約束したこと」
「片付けたこと」自体を忘れてしまうのです。

認

右表は「認知症」
と
「老化によるもの忘れ」の違いです。
判断がつかず不安な方、自身の持てない方は、認知症専門医
にて検査してください。

知

症

老化によるもの忘れ

もの忘れ

ヒントがあっても思い出せない

ヒントがあれば思い出せる

自

もの忘れの自覚がない

もの忘れの自覚はある

症状の進行

進行する

あまり進行しない

判

力

低下する

あまり低下しない

日常生活

支障がある

支障は少ない

覚
断

「認知症」にならないための予防を教えてください？
アルツハイマー型認知症と血管性認知症では、生活習慣病（高血圧や糖尿病等）が発症のリスクが高まります。
食生活の改善や運動により、脳を健康な状態に保つことが予防につながります。
また、人との積極的な関わりや知的行動を意識した交流をすることも必要です。
バランスのとれた食生活

人との積極的な交流

血糖値の上昇は認知症のリスクを高めます。
砂糖を使用したものは控え、野菜を先に食べるように心がけましょう。
米・麺類など炭水化物の摂取を抑えることも大切です。
大豆などの良質なタンパク質また良質な油を
使うようにしてください。

コミュニケーションによる脳の刺激が認知症の
リスクを減らすことになります。
ボランティアなどの社会活動やサークル活動、
友人知人との積極的な交流も大切です。

■認知予防に効果のある食べ物
青魚・野菜や果物・緑茶、赤ワイン、
クミン・ココナッツオイル など

定期的な運動
運動を定期的に行なうことにより脳の血流が良くなります。
それにより認知症のリスクを減らすことになります。
ウォーキングなどの有酸素運動は記憶力を高める効果があります。

知的な行動を意識した生活をする
新聞･雑誌を読んだり、絵を描いたり、頭を使い活動で
脳を刺激することが脳の老化予防となります。
最近では、認知トレーニングなどを地域や施設などで
実施しています。積極的な参加を心がけてください。

充分な睡眠
睡眠が不足すると脳の老廃物の沈着が増えたというマウスによる実験
報告があります。
年齢とともに睡眠時間は短くなります。
睡眠環境を整え、質の高い睡眠を心がける
必要があります。

P10 医療・介護「認知症」……認知症の治療・認知症薬の効果は？・医療/家族/介護の連携
「認知症」の有効な治療方法はあるのですか？
現時点では認知症を完全に治すといった治療法はありません。
症状の進行を遅らせることが治療の目的となります。
生活習慣の見直し
生活習慣を見直しをすることで認知症の進行を抑えることになります。
認知症の発症後も、バランスのとれた食生活をすることが予防と同様に症状の進行抑制への効果となります。

薬による療法
認知症薬は、認知症の進行を遅らせる効果のみが期待できます。
アセチルコリン「神経伝達物質」を増やす薬
（アリセプト・レミニール・イクセロンパッチとリバスタッチパッチ）。
過剰なグルタミン酸を抑えて、脳神経の損傷を抑える認知症薬（メマリー）。
妄想、徘徊、興奮なども症状に合わせて抗精神病薬等が使われます。
また血管性認知症は、症状にあわせた必要な薬物治療が行なわれています。

本人の気持ちを尊重し
ながら、前向きに関わって
いくことが必要です。
発言には、否定はせず優し
く受け入れてください。
専門医と家族・介護施設等
との協力が大切です。

リハビリテーション ①体を動かす・②考える・③心の満足
この三つを同時に取り入れることが効果的と言われています。
考えながら体を動かすことで脳への刺激があり、心の満足感も得ることができます。
簡単な計算や回想法、音楽療法、芸術療法などが脳の機能低下を抑えます。

認知症薬は効果なし？むしろ悪化？といった話しを聞きましたが本当ですか？
そのような誤解が生ずるのは・・・・・

認知症薬の効果（時間経過と症状の変化）

①認知症薬の効能効果に認知症の症状の進行抑制と記載

良好

②認知症薬は効果の判断が難しいため
認知症の進行を抑制する薬のため、症状が変わらない。
もしくは、症状が悪化していく場合もあります。

服薬する

症状の変化

認知症薬が根本的治療薬ではないことを拡大解釈して「認知症薬は効果なし」
と思ってしまいます。

服薬しない

上記のようなことが要因して誤解を生んでいると推測されます。
若年性認知症に比べると、高齢での認知症の進行は遅いので、効果もわか

悪化

時間の経過

りにくいといえます。まずは専門医の意見に耳を傾けてください。

専門医・家族・介護の連携についてのご意見をお聞かせください。
認知症の症状の進行を抑えるためには、「専門医」「ご家族」「介護サービス」の連携は、必要不可欠な要素です。
認知症の診断を受けた方は、介護度に合わせて介護サービスを受けることができます。
認知症対応型デイサービスは、一般的なデイサービスと異なり、より認知症の方に適した
サービスを提供することができます。

医療と介護が連携して
「心の安心」と「症状の安定」を

先にお話しした「認知症」の進行を遅らせるために、食を始めとする生活習慣の見直し。
専門医による薬による療法の指示に従った服薬。リハビリテーションも認知症に効果的な
「体を動かす・考える・心の満足」を考慮したリハビリテーションメニューの提供します。

ご本人
ご家族

しかし、医師はその経過報告を受けるだけで、認知症の方を判断しなければなりません。
当医院が介護を始めた一番の理由が、連携の強化の必要性を感じたことがきっかけです。
「専門医院」と「介護サービス」が併設することで、ご利用者の様子を見ることができ、些細
な変化にも気づくことができます。また個々のスタッフに直接指導することで、より的確な
対応が可能になり、症状の抑制に効果的と考え、開設しました。
認知症といっても、その症状は千差万別です。どの機能がおちているのか？
化するのか？

今気を付けることは何か？

数年後どう変

不安

安心

認知症
専門医

利用

情報
指示

安定

介護
サービス

何を補うことで、日常生活が成り立つのか？

個々に合わせた、適格なアプローチをすることで、本人には快適な生活環境、ご家族には無
理のない介護のしかたを提供いたします。

認知症が心配になったら、早めに専門医に相談してください！
情報提供 大石内科循環器科医院

静岡市葵区鷹匠2-6-1

TEL：054-252-0585

http://www.k4.dion.ne.jp/̃shunkei/

P11 医療・介護「介護」……入院から介護サービス利用への流れ・どうしたらいいの？誰に相談すればいいの？
お元気な高齢者が「転倒→手術入院→そして介護状態」、そんな時の介護サービス利用への流れをご説明します。
ウェブサイトにて静岡の介護情報を提供、また、ご高齢ご家族のお困りごとや判らないことなどを、
企業などのご協力により、社会的活動として、無料にて相談やサポートをしている
静岡の介護「みなサポ」
（http://shizukai.biz/）より、ご協力・情報提供をいただき掲載します。

入院から介護サービス利用への流れ
地域包括支援センターなど

病院ソーシャルワーカー
等より、退院後のことを
決めるように
お話しがあります。

要介護申請

早急な決断を
迫られます

約1ヶ月

要介護度決定
要支援1・２
要介護1～5
非該当

まずは

早い方は、手術の翌日

平行して

面倒をみる人がいる

自宅では無理！

定額にて提供

入居を希望

在宅介護を希望

※同一事業所でのサービスで
柔軟な対応がしやすい。

上記にプ ラ ス 訪問看護

居宅ケアマネジャーは
ケアプランを作成する
ことができません。

ケアプランを
作成する

介護サービス
利用開始

看護小規模多機能型
居宅介護
P13に
掲載！
！

自宅での介護が無理に

施設より選定
見

学

施設決定
契

約

老人ホーム
入居

どうしたらいいの？ 誰に相談すればいいの？

各入居施設ごと、種類・入居条件・
利用金額・サービス内容が異なります。

×

200以上の

要介護度によって入居先は限定されます。

居宅ケアマネジャー
を決める

小規模多機能型
居宅介護

種類により在宅サービスを利用できます。

介護サービスを利用しながら

通い・訪問介護・お泊り

老人ホーム

在宅

面倒をみる人はいるが・・・

誰か教えて！

お住まいの地域にある「地域包括支援センター」にてご相談いただけます。
ただし、地域以外のこと、住まい・生活・相続・老人ホーム入居などの総合的なご相談には対応しきれません。

そんなときには……
お困りごと

みなサポへお電話

ご自宅orご指定の場所

面談にて相談

各種サポート

「住まい・相続・生活・介護・介護・老人ホーム入居など」のお困りごとや疑問を、無料相談・無料サポート！

P12 医療・介護「介護」……要介護（要支援）申請の方法・申請→認定への流れ

介護保険サービスの利用には、まずは申請しましょう！
！
認定申請窓口

申請に必要なもの

区役所の高齢介護課など。
代行で

地域包括支援センター

居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）、保健福祉センターなど。

□介護保険被保険者証
□診察券（主治医が総合病院の場合）
□医療保険の被保険者証（64歳以下の方）
□被保険者の認印
※マイナンバー（個人番号）の記入が必要になります。

認 定 調 査

認定調査では、どんなことを聞かれるの？
◎寝返りができますか？
◎歩行は一人でできますか？
◎排泄後の後始末は、
ご自分でできますか？
◎ひどい物忘れはありませんか？
◎夜はよく眠れますか？ など、

市の調査員や委託された居宅介護支援事業者などが
訪問し、心身のことや介護の状況について調査します。
◎調査は1時間程度かかります。
◎調査日は事前に連絡します。
◎ご家族におたずねすることもあります。

ご本人の心身のことや介護の状況について伺います。

申 請 ↓ 認 定への 流 れ

主治医意見書
市の依頼により、主治医が介護が必要な
主な病名や心身の状態についての
意見書を作成します。
主治医がいないときは、
市が指定した医師の
診断を受けていただきます。

一 次 判 定
コンピュータでどのくらい介護の手間が
かかるかを推計します。

介護認定審査会

審査判定（二次判定）
どのくらいの介護が必要か審査します。
介護認定審査会で調査の判定結果や認定調査による特記事項、
主治医意見書などをもとに、介護を必要とする程度に応じ、
非該当、要支援1・2、要介護1～5の区分に審査判定します。

認定

医師・介護福祉士など、
保健・医療・福祉の専門家で構成

結果

認定結果通知
認定結果は申請してから、通常30日ほどで
市から郵送されます。

要介護1～5
介護サービス
が利用できます

通知

約30日

要支援1・２

非該当（自立）

介護予防・生活支援サービス事業
が利用できます

生活機能の低下がみられた方

65歳以上の方

一般介護予防事業
が利用できます

自立した生活が送れる方

地域包括支援センターにて、
「基本チェックリスト」を実施
情報提供 静岡の介護「みなサポ」 静岡市駿河区丸子3-8-7（相談はご指定の場所にて） TEL：054-256-1135

http://shizukai.biz/

P13 医療・介護「介護」……小規模多機能型居宅介護とは？
在宅での介護を決めるときに、知っておきたいサービス！が「小規模多機能型居宅介護」。しかし、まだその存在は
あまり知られていません。葵区山崎の小規模多機能ホーム「やまや」にお話しを伺い、要点をまとめました。
自宅で暮らしたい、でも・もう限界！・・老人ホーム
に入るしかない・・そんな時・・あきらめないで！

それが小規模多機能型居宅介護です。

小規模多機能居宅介護
ご利用イメージ

体操

施 設

向いているのは、どんな方？

1事業所あたりの
登録は29名以下 入浴

例えば、こんな場合・こんな方

・ご本人の状態が不安定な方
・介護サービス自己負担外の出費が多い方

概ね9名以下

・介護者の勤務が不定期で早めの予定が立てられない方
・介護者が急な病気になった時

宿泊

医療行為が必要な時は
訪問看護を利用

・介護者の不定期な出張が多い方
・介護者の終業時間が遅い方………等

通い

ご利用は定額！
！

柔軟な対応が魅力！
！

食事・宿泊は別料金

泊

い

・必要に応じ、日程・時間に利用できる
・緊急時にも臨機に対応できる

・本当に必要な時に利用できる
・通いなれた施設で宿泊できる
・馴染みの職員・利用者と宿泊できる
・急な宿泊も対応できる

情報提供 小規模多機能ホーム「やまや」 静岡市葵区山崎1-20-7

お迎え

住まい
訪問介護

・利用する時間や曜日が個々に設定できる

お送り
様態や希望により訪問

自宅・住宅型有料老人ホーム
サービス付高齢者向け住宅など

宿

通

小規模多機能型居宅介護の特徴

概ね18名以下

訪問
介護

ひとつの施設で、
通い・訪問・宿泊までを提供
またケアプランも担当しているので
要支援１・２・要介護１～５

食事

見馴れた
スタッフで
安心です

・一人ひとり異なる時間や回数で設定できる
・必要に応じ、サービスの利用がができる
・緊急時にも柔軟に対応できる

TEL：054-276-1400

https://www.yamayacns.com/

P13 医療・介護「介護」……ケアマネジャーを決めるには？
ケアマネジャーは、ご本人ご家族の大切なパートナーです。担当ケアマネを決める際の参考となる
面談時のチェックポイントを、駿河区東新田の「株式会社とやまかいご」にご協力いただきました。

① 経歴や保有している資格の確認

ご本人の状態やご家族が、介護 or 医療のどちらを重視して
いるかにより異なります。介護職経験・医療関連職経験

② ケアマネとしての緊急時の対応経験

緊急時には、正確な状況の報告と対応能力が必要です。
経験がなくても、ごまかさずに伝えられることが重要です。

③ 現在担当している要介護者の人数
人数があまり多いと、対応にも限界が生まれます。

④ こちらの話しをよく聞いてくれるか
ご本人ご家族の気持ちに寄り添ってくれる。
メモをしっかりと取っているかの確認。

相性が合わない！ 信頼できそうにない！
そう感じたときは、他のケアマネジャーと再度面談を

最終的には、その人の人格と相性が決め手です！

情報提供 株式会社とやまかいご

面談時のチェックポイント

ケアマネジャーを決める！

⑤ 質問に的確に答えられるか

介護に関することはもちろん、介護以外の相談にも、
向き合ってくれる人は信頼できる人といえます。

⑥ 関連する事業所の確認

運営会社により、介護に対する考え方は異なります。
関連する事業所の評判も判断の基準となります。

⑦ 中立性を保てる人かの判断

関連事業所以外のサービスも提案してくれるのか。
また色々なサービスを利用しているのか。

⑧ 医療連携の確認

主治医との連携の確認。
主治医との連携経験があれば安心できます。

※実際に利用してみたら、関係がうまくいかない！ 要望に対応して
もらえないなど、そんな時のケアマネジャーの変更は可能です。
※知り合いや知り合いからの紹介は、遠慮してしまうことがあり、
それが不満へと発展する可能性があります。

駿河区東新田2-16-30 サンコーポ池ヶ谷102 TEL：054-269－5365 http://www.toyamaclinic.net/

P14 医療・介護「老人ホーム選びフローチャート」
超高齢化社会の問題のひとつに挙げられているのが、ご自宅での介護が無理な方のための入居施設の問題。
有料老人ホームは高額すぎる、特別養護老人ホームは入居条件が厳しくて待機者も多い。
一般の方はこのようなイメージを持っています。でも実際は、色々な老人ホームがあり、ご利用金額も幅広くあります。
今回、老人ホーム無料案内【静岡】の協力のもと、老人ホーム選びのフローチャートを掲載します。

老人ホーム選びフローチャート
START

老人ホームは多種多様化しています。
各事業所によりサービス内容・入居条件は異なります。
基本的な目安として参照してください。

医療ケアは？

不 要

夜間の医療処置？

現時点での介護は必要？

必要
必
要

日中のみ

必 要

不 要

認知症は？

将来の不安は？

重 い

軽 い

大きい

小さい

生活支援・サービス
大きい

小さい

特別養護老人ホーム（特養）
介護付 有料老人ホーム

※夜間看護師対応
施設に限る
医療内容による

介護老人保健施設（老健）
住宅型 有料老人ホーム

小規模多機能型居宅介護併設施設など

サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）※入居条件は
各事業所様々

認知症対応グループホーム

軽費老人ホーム（ケアハウス）
高齢者向け優良賃貸住宅

基本医療行為が必要な方が対象※介護度が高い方が多い
介護療養型医療施設（療養病床）（医療区分
1 以上、2 以上は施設により異なる）

■介護度と利用料金

認知症対応グループホーム
軽費老人ホーム（ケアハウス）
高優賃（高齢者向け優良賃貸住宅）
介護療養型医療保険施設（療養病床）★

20万円

25万円

30万円

ユニット型個室
個室

多床室

介護度

ユニット型個室

個室
個室・食事提供など施設により異なる
個室
個室・月額利用料は前年収入による

低い

住宅型 有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）

15万円

多床室

高い

特別養護老人ホーム（特養）★
介護付 有料老人ホーム
介護老人保健施設（老健）★

10万円

高優賃

1R ～ 2DK・食事提供はなし・金額は家賃のみ
多床室の場合（医療費等による）※全て含み14～17万円目安

医療施設

静岡市内の老人ホーム
（老人ホーム無料案内
【静岡】
調べ）
※上記の月額利用料には、
その他の費用が含まれません。
（注1）
その他の費用＝介護保険自己負担額・医療費・理美容代・共益費・水光熱費・日用品代（おむつ等）など
（注1）★介護保健施設では、介護保険自己負担額など含まれる場合があります。また自己負担額の軽減も利用できる場合があります。
【各施設詳細やその他にかかる費用は、静岡の介護「みなサポ」ウェブページをご参照ください。
】

老人ホームのことを知りたい！ 入居を考えている！ 無料相談・無料サポートします。

必 要

情報提供 老人ホーム無料案内【静岡】 TEL：054-256-1135《みなサポエムウィンド》 ■ご相談は「どこでも」ご指定の場所で

P15 準備しておきたいこと！葬式……基礎知識・良い葬儀社選び・自分らしく終う
自分らしく生きることも大切ですが、「自分らしく終う」ことも大切です。
葬式は、生前関わりを持っていた、全ての人たちとの正式な別れの場となる、人生最後のセレモニーです。
「自分らしく終う」には、
「どこで」「誰に」
「賑やかにまたは質素に」・・・などをご家族に伝えておくと安心です。
葵区の新通りの株式会社石萬（セレモニー会館 殯《もがり》）さんへ伺い、お話しをお聞きしました。
葬儀社・葬祭業者の種類について教えてください？
おおよそ3種類に分けられます。
①葬儀社・葬儀屋といった「専門の葬祭業者」
②積立金を基に葬儀を行う「冠婚葬祭互助会」
③組合員を対象にした「JA（農業協同組合）」
・
「生協」

現在、多くの方が病院で亡くなるとのことです。
病院で亡くなった時の流れを教えてください？
病院で亡くなった場合、
すみやかにご遺体を自宅など
所定の安置場所まで搬送しなくてはなりません。

8割が
病院で

自分らしく終うために葬儀は決めておくべきですか？
葬儀はご本人にとっての人生最後の大切なセレモニーです。

①ご遺体の搬送先を決める（葬儀社に依頼）

自分の思いを伝える最後の機会です。

②死亡診断書の受け取り

また葬儀は、ご遺族が故人を思うときに、心の奥深くに刻まれ

③自宅またはご遺体安置場所に向けて出発
④菩提寺（檀那寺）への連絡（葬儀日程を決めます）
⑤近親者への連絡

ます。ご自身が望む葬儀を決めておくことで、
ご家族の悲しみも少しは和らげられると思います。

⑥葬儀の打合せ（当日までの流れや費用の確認など）
※担当者と、出棺・火葬・遺影写真・祭壇・香典返し・礼状・精進
落としなどの内容と大まかな数も決めていきます。

自分はどんな葬儀にしたいの？

良い葬儀社選びをするためには？

規模と内容

菩提寺がある方は、まずお寺にご相談ください。
自分はどんな葬儀をしたいのかを明確にすることです。
その上でその費用とサービス内容を比較することが大切です。
自分が葬儀に参列したときに、良い印象を
受けたところがあれば、一度そこに費用と
サービス内容などを確認しに行くことも、

そうだ一度
見に行こう

下記の表を元にご自身の希望をチェックしてみてください。
□家族・親族だけの家族葬にして欲しい
□葬儀はせず火葬だけにして欲しい
□一般的な通夜と告別式の葬儀にして欲しい
□家族（

）の判断に任せる

予算について
□世間に恥じない一般的な金額にして欲しい

必要なことだと思います。

□できるだけお金はかけないで欲しい

大手の葬儀社と地元の小さな葬儀社との違いは？
大会場での大きな規模の葬儀を行うのなら、大手の方が安心だ
と思います。マニュアル化されていますので、スムーズな進行

□準備している費用で、可能な限り盛大にやって欲しい
□家族（

）の判断に任せる

場所について

が期待できます。また費用はかかりますが、いくつかのオプシ

□できれば自宅でやって欲しい

ョンも用意されています。

□葬儀施設でやって欲しい（

地元の小さな葬儀社の利点は、人情味深く担当者の判断での融

□宗教施設でやって欲しい（

通が利かせやすいということもあります。

□家族（

）
）
）の判断に任せる

地元で長年営んでいるとことは、信頼と実績があります。
費用面でも、比較的安いところが多いようです。
当社のセレモニー会館 殯《もがり》では、1日に1組ですので、他の
ご家族に気兼ねすることなく、ご利用いただけます。

葬儀に関わる全て（場所、葬儀会社、予算、そしてサービス内
容など）をご自分でお決めになることが理想です。
ご自身のために、またご遺族のためにも、決めておくことは大

家族葬にすると、費用は安くすむのですか？
参列者が少なければ、費用が安くすむと思われている方がほと
んどです。しかし、寺院費用など、葬儀に最低限必要なものは
あまり変りません。

自分らしく終うために葬儀とは？

切なことだと思います。
お気に入りの遺影写真も準備しておきたいものです。
よい表情の写真を残したい方、ご相談ください。

そうなん

お香典は、いただいた範囲内でお返しします。 ですね！
その差額が費用の一部になるのです。
家族葬は、逆に費用が高くなる場合があります。

ご自身、ご家族のためにも準備しておきたいですね！

情報提供 株式会社 石萬（セレモニー会館 殯《もがり》） 静岡市葵区新通2-4-7 TEL：054-251-4242 http://mogari-ishiman.com/

P16 準備しておきたいこと！仏壇……仏壇って必要なの？・選ぶときのポイント・ハイクォリティ造花
仏壇は、故人の霊が安心して休める場所です。
従来、仏壇は仏間にありました。しかし畳の部屋がなくなるなど住まいの洋風化に伴い、重厚感のある仏壇はお部屋に
合わなかったり、家の隅に追いやられたりと、仏壇の意識が変ってきているようです。
駿河区中島で、創業1965年という製造販売「仏壇協販静岡」さんへ伺い、仏壇について色々教えていただきました。
そもそも仏壇って必要なのですか？
核家族化が進み仏壇のない家庭で育った方は、

なぜ、
必要なの？

選ぶときのポイントを教えてください？
現代は住まい環境が変ってきています。そのためお仏壇の種類

お仏壇の必要性を知らないのだと思います。

も、
従来のスタイルから洋風なものやコンパクトサイズのもの、

必要な理由を整理して、簡単にご説明します。

ペット用のお仏壇まで色々とあります。

悲しみを癒す場所
現代でも、愛する人を失う悲しみは昔から変わりません。
大切な人を偲び、故人と語らい、悲しみを癒す
大きな役割がお仏壇にはあります。

心のよりどころとなる場所

お仏壇をお選びの際のポイントとしては、従来の概念を捨て、
お部屋に合ったもの・生活スタイルに合ったもの・次の世代の
ことなどを考えてお選びください。

手元供養コンパクト仏壇・絆

実用新案登録番号 第3208294号

単身赴任・老人ホーム・海外へ持っていきたい……など

人の一生は、良いときばかりではありません。
時には気持ちが沈んだり、身体が悪い時はあります。
祈ることで心は楽になります。
お仏壇は心を支えてくれる大切な場所なのです。

生きていることを感謝する場所
生命の誕生は奇跡の連続です。
お仏壇のある生活には、命のつながりと先祖への感謝の
気持ちを生活の中で自然と学ぶことができます。

仏壇には大きな役割があるのですね
仏壇を買い替えるのは失礼になりませんか？
新しくすることにためらう気持ちはよく理解できます。
家の建替えやリフォームなどと同様、仏壇を新しくすることは
ご先祖様の供養でもあり、
次 の世代 に つ な げ る ため
に必要なことです。
和室においてあった仏壇も、
住まいの環境の変化に伴い、
現代では約半数のご家庭で
は、リビングに置いている
ようです。

仏壇を買い替えるのはいつが良いのですか？

寸法（小）高170×巾240×奥行110㎜

１．スペースをとらないのでスッキリ
２．御本尊・お位牌・思い出の品などがコンパクトに納まる
３．持ち運びに便利

製造販売店での購入のメリットを教えてください？
各店違いがありますので、自社について説明いたします。

製造から販売、補修などのアフターサービスが万全
お客様の声が直接届きます。作れば良い、売れば良いということ
はありません。いつまでもご安心いただけます。

こだわりが違います
販売店と製造者のふたつのこだわりで、お客様によりご満足いた
だける良質な商品をお届けすることができます。
オーダーメイドから部分特注まで柔軟に対応いたします。

豊富な展示商品・価格面でもメリットがあります
商品は豊富に展示、材質・色合いなど、実際に見て決めていただ
けます。また価格面でもご満足いただけます。

ご先祖様や故人を敬う気持ちが一番大切です。

仏壇に生花じゃないものが増えているのですか？

そのためお仏壇の買い替え時期はいつでも構いません。

高齢化が進み、
「毎日お花をお供えするのは大変」という方には、

引越し、新築・リフォーム、実家から引き取り時など、住まい

「アーティフィシャルフラワー（ハイクォリティ造花）」
・
「プリザーブ

の状況変化により買い替える方が多くいます。

ドフラワー」をお薦めしています。

半数以上の方が身内を亡くした時となっています。

造花は安っぽくて嫌だという方も、
実際に商品をご覧いただくと、

子供が生まれたときに新しく購入されるという方も……
次の世代の負担にならないようにと、

「えっ、
これが造花なの！」と、
驚かれご購入いただいています。
お墓のお花もアーティフィシャルフラワーにされる方もいます。

早めに購入される方もいます。
※お仏壇は相続税がかかりません。

お仏壇のある生活は
自然にできる子供への情操教育！

店舗にて実物を
ご覧いただけます
アーティフィシャルフラワー
(ハイクォリティ造花)

情報提供 仏壇協販静岡 駿河区中島2844-3 TEL：054-281-8610 【工場】駿河区西島869-1 http://butudan-kyohan.com/

P17 準備しておきたいこと！お墓・墓石……お墓のもつ意味・墓石の金額・墓石ギャラリー
「自分はお墓なんていらない」という方も増えているようです。お墓参りも面倒ですし、お掃除も大変です。
しかし、お墓のもつ意味を本当に理解している人は、どれくらいいるのでしょうか。現在お墓を持っている方、これか
ら作ろうとしている方、お墓を不要だと考えている方に、まずはお墓のことを知っていただきたいと思いました。
駿河区石田のタナカ石材株式会社さんへ伺い、お墓のことについて色々教えていただきました。
Ｑ
Ａ

お墓のもつ意味を教えてください？
お墓とは自然界から生まれた人を「自然に還す」場所です。
「墓石」と言う形態になったのは諸説ありますが、大地に

Ｑ
Ａ

を見た心ある人間は、地中に埋葬を始め、獣避けと目印に

現代は、総称して「御影石（みかげいし）」と言われる
産地は、日本国内、中国、インドなど世界中で採掘されて

「石」を使ったことが始まりいう説等々・・・

おり、輸入石材を使用した墓石も多くなりました。

「石に霊が宿る」というような宗教や神話に基づいた考え

強度もあり劣化に強く墓石に相応しい石種と言えます。

方は、古事記以降とも言われ、以降色々なお墓が作られる

形状は、昔からよく目にする「和型」と横型の洋風な「洋型」

ようになりました。

と大別でき、墓石店で見ることができます。

現代においても、自然に還すことは勿論、その人が生きた

最近は、お客様独自のデザインを希望される方も増え、当

証として、また「家族」が後世に繋がっている証として

社でもお客様のご希望の形状を三次元CADで分かり易く

「墓石」が一番相応しいことは間違いありません。

ご提案させて頂いております。
この場合、ある一個人がこだわった形状は後世受け継がれ

お墓にはそういう意味が
あるのですね。

Ａ

墓石の素材は当然「石」です。
「花崗岩」が一般的です。

放置されていた遺体が獣に荒らされたり、腐敗していくの

Ｑ

墓石のことを教えてください？

る「家族の墓石」として相応しいかどうか、予めご家族で
よく話し合うことをお勧めします。

新しくお墓を作りたい時、どうすれば良いのですか？
既に墓地がある場合や現在ある墓石を建て替える場合は、

和型

まずはお寺院等に相談するのも良いでしょう。

和型

洋型

墓石は値段やデザインも気になるところですが、建立後
代々使用していきますので、墓石店との永きに亘る信頼関
係が大変重要です。出来るだけ多くの墓石店に行って、ご

市営
芝墓石

家族が納得できる「墓石屋さん」を選び、相談しましょう。

Ｑ
Ｑ
Ａ

墓地を決めるときの注意点を教えてください？

Ａ

墓地を有するということは、「永代に亘りこの墓地を借り

墓地面積4尺（1.2m）
×4尺（1.2m）想定で、90万円前後

や民間霊園があり、墓石建立以降後世に亘りお世話になる

の価格帯が相場です。※当社実績より

のですから未来永劫続くであろう場所を選ぶことです。

代供養墓やペット埋葬などの施設が充実しているか等々、
ご家族全員で話し合って決めることが重要です。

決まります。「石種」は産地やランクがあり、日本国内、

静岡市内で墓石一式を新規建立した場合の目安として、

墓地探しのポイントとして、墓地はお寺の他にも公共霊園

その他、費用や宗旨宗派、一般的な寺院墓地か霊園か、永

基本的には、「石種」と「体積（石の使用量）」により価格が

このように墓石の価格は石種と形状により様々ですが、

いことをまずご注意ください。

でしょうか。

墓石の金額はどれくらい？

また「体積」は墓地面積や石塔の形状に関係します。

ない場合は墓地管理者（お寺など）に返還しければならな

るだけ手軽にお参りできる場所にあることが理想ではない

洋型

インド、中国等産地や外観上のランク分けにより異なります。

る権利を持つ」ことです。借りるのですから、後継者が居

もうひとつは、「お墓参り」です。残されたご家族が出来

市営
芝墓石

Ｑ
Ａ

墓石を実際に見ることができるのですか？
当社「墓石ギャラリー菩提樹」では、国産銘石から輸入石
材を使った和型・洋型墓石からデザイン墓石、ペット墓石
に至るまで、30基以上の墓石を常設展示しています。
事前連絡は必要ありません。お気軽にお越しください。
■開店時間
平日
9：00～17：30
土日祝
9：00～16：00

情報提供 タナカ石材株式会社

静岡市駿河区石田3-18-11

TEL：054-282-0044 http://www.tanaka-gp.co.jp/sekizai01.php

P18 準備しておきたいこと！生前整理……意味は・いつから始める？・アドバイス・トラブル回避
終活で準備しておきたいことのひとつが「生前整理」です。生前整理というと、まるで死を前提にきれいにしておくこ
とのように思われがちですが、全く逆の意味を持っています。なぜ生前整理をしたほうが良いのか、何歳から始めたほ
うが良いのか、正しい整理のやり方などの知識を持つことが大切だと思います。
一般廃棄物の許可「ゴミ片付けのプロ」株式会社ホワイトの代表徳永さんに生前整理について教えていただきました。
Ｑ
Ａ

生前整理をすることの意味を教えてください？
生前整理というと不要になった家具や不用品などの「物」を
片付けるというふうに思われがちです。

Ｑ
Ａ

手始めは絶対に捨ててはいけないものを整理します。
できればひとつの場所に片付けるようにしてください。

もちろん「物」の片付けは必要ですが、心の片付け（思い

衣服などは、2年間着なかったものは不要なものです。

出の品・写真・情報）も大切です。

誰かに「着てもらえるかも」と思う

生前整理は、今までの人生を振り返り、

ものは、その時点でその誰かにあげ
てください。

これからの人生を考える良い機会になります。

ある程度片付いたら、家具などの

もちろん「いざという時が訪れたとき」のためにも大きな

大きなものと一緒にご自分で廃棄

意味をもっています。

するか、もしくは業者にご依頼ください。

思い出の
整理も大切！

Ｑ

生前整理をするときのアドバイスはありますか？

大きなものが片付くと部屋が広々となります。
同時に転倒などの危険も少なくなります。
絶対に無許可業者を利用しないでください。
業者が不法投棄をした場合、頼んだ人の責任（排出者責任）と
なる場合もあります。
廃品回収をめぐるトラブル相談件数（国民生活センター調べ）は
無許可業者への処分によるトラブルが増えています。

何歳くらいから始めるといいのですか？

Ａ 断捨離（だんしゃり）という言葉が流行りました。

不要な物を減らすことで、生活に調和をもたらすという考
え方です。生前整理はこの断捨離と同じように、これから

Ｑ
Ａ

の人生を「より良い生き方」にするため、そして「いざと

一般廃棄物の許可を受けていることを確認してください。
この許可を所持している会社だけが、ご家庭からでる粗大
ごみ、不用品、廃品を回収することができます。

いう時のため」にも、
「やろう」と思ったその瞬間から始める

産業廃棄物の許可や古物商の許可を受けていても回収する

ことをおススメします。

ことはできません。

高齢になるほど

不法投棄による
トラブルが
増えています！

「いざやろう」と
思っても
体力的に大変に
なります。

無許可業者かどうかの判断を教えてください？

より良い生き方したい！

Ｑ 捨てることができない人が多いと聞いていますが…？
Ａ 勿体無いという心理から、自分の物でもなかなか捨てること
を決意することは難しいです。

いざという時には、ご家族がやってくれると思われるかも
知れませんが、自分の物ではないのですから、ご家族は捨
てるという行為に、大きな重圧を与えてしまいます。

一般廃棄物の許可は、取得のハードルが高く、違法なことをす
るとすぐ剥奪されてしまうので安心できる会社といえます。

Ｑ
Ａ

生前整理以外には何をされているのですか？
空き部屋や家屋の片付け・残置物の撤去・家屋の解体・遺
品整理・産業廃棄物収集運搬などを行なっています。
市の委託で、孤独死をされた方のお部屋の片付けに伺った

自分のために、そして何よりもご家族のために、ご自分の

ときは、何よりもその臭いには参りました。

手で捨てることを決意して欲しいと思います。

おひとりで暮らされている方は、特に「人との係わり合いを

捨てるのは ツライ！

高齢になればなるほど、いざという時のために
持ち物を減らしたいものです。

大切にしなければならないことを実感」しました。

買取りリサイクルも行なっていて、お得です！

情報提供 株式会社 ホワイト 静岡市葵区山崎2-23-20 TEL：054-277-6181 http://white-tm.jp/

P19 知っておきたい！住まい「太陽光照明」……暗い部屋を太陽の光で健康に
人間の生活や身体にとって、太陽の光が良いということだけは何となくは知っていました。
以前、明るかったお部屋も周辺の環境の変化により、陽の入らない部屋になってしまった！という話しを聞きます。
「何とかならないの？」ということで、環境省のホームページや小学校の理科の教科書にも掲載された「太陽光照明」
設置のお仕事をされている「スカイライトチューブ静岡」に伺い、太陽の効果など色々教えていただきました。
Ｑ
Ａ

Ｑ

太陽光照明について教えてください？
太陽光照明（スカイライトチューブ）は、屋根の上に取り
付けた採光ドームから太陽の光を採りこみ、特殊なアルミ

Ａ

はい、太陽の光が弱いときは、同じように暗くなります。
しかし、曇りの日の日中にお出かけした際に暗さを感じる
ことはあまりありませんよね。それと同様に曇りでも雨で
も相応の明るさはお部屋の中で感じることができます。

Ｑ

太陽の光の効果について教えてください？

チューブを通ってお部屋に届けます。
採り
込む

Ａ
導く

効率よく採光し、真夏の太陽の光のギラツキを抑えたり、
有害な紫外線も97％以上をカットします。
そのためしみ・そばかすなどの面での

③適量の紫外線で認知機能の改善

美容にも良く、
家具や畳の日焼けの心配

紫外線は美容や皮膚の健康にとって有害とされています。
しかし、悪い面ばかりではありません。
紫外線により生成されるビタミンDは、殺菌効果・免疫能力
を向上、骨密度や筋力を維持する効用があり、また脳の認知
機能の改善にも効果があるとされています。

も少なくてすみます。また天窓とは違い、
暑さが伝わらない工夫も特徴です。
お部屋に届いた光は、太陽の自然な光

Ａ

朝一番に太陽光を浴びることで体内時計がリセット。
そして15時間後に眠くなり、寝る時には質のいい睡眠をと
ることができます。
太陽の光により脳内でセロトニンの生成されます。
その効果は、うつ病や気分の落ち込み・パニック障害、不安
障害・不眠を治したいなどに効果があります。
またセラトニン⇒メラトニンという経路で合成され、メラト
ニンは体中の細胞をサビつかせてボロボロにし、老化や病気
を招く活性酸素を除去する働きがあります。

採光ドームは、秋・冬や朝・夕の低い位置の太陽の光でも

Ｑ

①体内時計を正常に保ちます！

②幸せホルモンといわれる「セロトニン」が生まれます

広げる

を気持ちよく拡散します。

曇りの日や雨の日は暗いのですか？

採光ドーム

真下の部屋しか明るくできないのですか？

適量の紫外線
脳の認知機能の改善

太陽の光は直進し、その光はまた反射されます。
チューブ内は、99.7%の驚異的な反射率（通常の鏡で80

紫外線97%カット
美容に良い
体内時計
質のいい睡眠

～90％）の特殊なアルミチューブが太陽の光をしっかり

幸せホルモン
活性酸素を除去

と必要な場所まで導いてくれます。
夕方でも採光ドームが
低い太陽の光を
取り込みます

Ｑ
Ａ

2F
1F

Ｑ
Ａ

延長チューブで必要な場所へ

雨漏りの心配はないのですか？
雨漏り等のトラブルは一切ありません！
発売開始から現在まで、全国で約5000件の施工実績があ

費用のことを教えてください。
「リフォームは高いから」とお部屋を明るくすることをあ
きらめていた方から、低予算で喜ばれています。
外の光を集めて、反射を利用して室内に運ぶ。
シンプル構造ですので、施工はカンタン＝低予算。
工事もほとんど一日で完了します。
シンプルな構造に、最新技術が凝縮されています。
金額は、設置条件により異なりますが、一番簡単な工事でおよ
そ30万円～。電気代がかからないのも魅力のひとつです。

シンプル構造・簡単施工＝低予算

りますが、雨漏り等のトラブルはゼロ！
また、夏の暑さ・冬の寒さなど、住宅の断熱効果への影響
もなく、安心してお過ごしいただけます。
※根葺き材に合わせたルーフベース（雨押さえ板）を各種取り
揃えていますので、雨漏り対策は万全です。
光を集めて

情報提供 スカイライトチューブ静岡

静岡市清水区宮代町11-17

0120-968-955

運んで

拡げます

http://sukatyu.web.fc2.com/

P20 知っておきたい！住まい……シニア向けシェアハウス
健康な生活を送るためには、社会参加・運動、そして何よりも大切とされているのが人との語らいと言われています。
一人で暮らす高齢者のためのシニア向けシェアハウスを進めている優良中古住宅流通推進協議会にお聞きしました。
お得なサポート！ 安心サポートが受けられます

シニア向けシェアハウスとは？

こん な 生 活 を お く り ま す

高齢社会の様々な問題解決につながる可能性を秘めています。
イラストイメージをご覧ください。
今まで住んでいたお住まいは、売ることも・貸すこともできます！

シニア向けシェアハウス用のお家を探しています！
4LDK以上が対象です！
！

広すぎる家を持て余している方

2世帯住宅や大家族で生活。現在は独居やご夫婦だけ。
空家になった家には若いご家族が
入居！ 地域が活性化します！

お子さんを預り、子育てサポート！
子育て世代との交流をします！

空家をシェアハウスにしたい方
ご負担がかからないよう、そのままでお借りします。

こんな方
知りま
せんか？

リフォーム代や入居者募集活動は
協議会で負担します！

地域にとって、必要な存在となります

情報提供 （一社）
優良中古住宅流通推進協議会 静岡市駿河区高松2-28-3

TEL：054-237-6632（株式会社あすなろ設計事務所内）

P20 知っておきたい！住まい……健康でいるためのリフォーム
内閣府高齢社会白書では、自宅で介護を受けたいが1位・自宅で最期を迎えたいが1位で過半数以上という調査結果。
高齢者の健康でいるためのリフォームという観点から、鷹匠にある株式会社クラッセにお話しをお聞きしました。
良いリフォーム業者を選ぶためのアドバイスは？

予防医学と同じ。本当はケガをする前の対策が望ましいのです！

①よい提案をしてくれる業者
ご要望に対して、プロとしてどのような良い提案
ができるのかが重要です。

いつリフォームするか？タイミングが大切です。
できれば元気なうちに使い勝手の良い生活環境に整え、新しい生活
に慣れる時間を持つこと。そしてできる限り長く自分の足で歩き、
健康に楽しく自分らしい時間を過ごす事をおススメします。

事故の7割が
家庭内で起こります！

家庭の屋内での怪我は、
こんなことで？というような些細な事で起こります。
ちょっとつまずきやすいかな？など、ご自分の体のことを
知ることもリフォームするきっかけの一つになります。

例えば、IHは便利で安全。
しかしガスに慣れた高齢者には扱いにくく、結果
食事を作ることが減り、前向きな気持ちの減退、痴呆がすすむケースも。

健康リフォーム！

①転倒・転落を防ぐ、階段の手すりと滑り止め！
②足腰が弱っても気軽に外出できるよう、玄関の段差を解消！
③トイレスペースは充分な広さ、扉は引き戸で75㎝以上！
④多くの事故の発生を防ぐための浴室の改修！
⑤風通しや照明も明るくして、気分が明るくなるキッチン！
⑥転倒のリスクを減らす段差の解消！
⑦足元に物を置かずにすむための収納棚！

静岡市葵区鷹匠2-3-2-102

②詳細な見積もり内容の提示
良い業者は、
しっかりとした見積書を提出します。
ざっくりとした見積もりしか出さずトラブルに
発展する可能性があります。
また詳細な見積もりがあれば、予算調整時に役立ちます。
③建設業許可番号の確認
建設業許可を取得している業者の方が安心といえます。

新しい設備や環境の中で暮らすことは、慣れるまでに時間がかかり、
かえって不便に感じたり、
ストレスになるようなこともあります。

情報提供 株式会社クラッセ

ご提案

転倒して体が不自由になってからでは遅い！転ばぬ先の杖。

④自事業者が作業するのかか
全てを下請け業者に任せるところはダメ。
責任を持ってやってくれるのかが大切です。

お任せ
ください

⑤低予算での提案があるか
「こんな方法を使えば、低予算で済みます」といった、お客様目
線で考えてくれるところは良い業者だといえます。

高齢者住宅リフォームには、福祉住環境コーディネーターの
専門知識やアドバイスがあると安心です。また、ただ単に設備
を新しく機能的にするだけでなく、お客様の好みの色やデザ
イン性を考え「心が明るく、豊かな気持ち」になるような機能と
感性が調和した住まい作りが大切です。いつまでも自分の足で
歩き、美しい物に感動できる時間を過ごしましょう。

TEL：054-269-6666

http://classe-home.jp

P21 知っておきたい！住まい……おそうじ
元気なうちは、お掃除も楽しみのひとつ！きれいになるのは気持ちの良いものです。プロじゃなければできない掃除が
あります。また年齢とともに掃除は負担になってしまいます。おそうじ本舗 静岡登呂店にお話しを聞いてきました。
どのような人からの依頼が多いのですか？

気になるのは料金ですが・・・？

40代後半から50代の主婦の方からのご依頼を多くいただきます。
最近は、
出産後の方や夫婦共働きのご家庭からの依頼も増えています。

まずは、
お電話にてお申込みください。
必要により無料お見積もり訪問をいたします。
キッチン

どんなお掃除頼まれることが多いのですか？

エアコン

エアコンのお掃除が、1番多いですね。
特に、お掃除機能がついてるエアコンは、
内部にたくさんの配線があり、故障する恐れ
があります。
内部のお掃除は、決してご自分ではやらないでください。
プロが責任を持って掃除します。安心してご依頼ください。
分解をして、内部に潜むカビやホコリ、バクテリアなどを
徹底的に綺麗にいたします。

お電話にて

キッチンクリーニング

￥15,000～￥18,000/1式

冷蔵庫クリーニング

￥10,000～￥15,000/1台

換気扇クリーニング

レンジフードタイプ

換気扇クリーニング

プロペラタイプ

エアコンクリーニング

《スタンダード》

壁掛けタイプ

《エコ洗浄》

￥7,000～￥10,000/1台
￥11,000/1台
￥12,000/1台

お掃除機能付きエアコン

別途お見積り/1台

エアコンクリーニング

《スタンダード》

￥30,000～￥35,000/1台

天井埋込タイプ

《エコ洗浄》

￥33,000～￥38,000/1台

〃

《簡易清掃》

￥5,000/1台

浴室クリーニング

どのような方に利用してもらいたいですか？

トイレクリーニング

￥7,500～￥11,500/1式

浴室乾燥機クリーニング
〃

￥10,000/1台

浴室とセット

￥20,500～/1セット
￥14,000～￥17,000/1台

洗面所クリーニング

その他

できることはご自分で、そして
大変なことは、無理をせず、依頼して欲しいと
思います。

￥13,500～￥17,000/1式

洗濯槽クリーニング
エアコン

ご高齢の方は、掃除を人に頼むことに遠慮や抵抗があるようです。
身体の自由が効かなくなると、大変な掃除はできなくなり、手付か
ずということになってしまいます。
良くない住環境での生活は、身体・心の健康に
悪い影響を及ぼします。

水 回 り

私たちに全てお任せください！

￥13,500～￥17,000/1台

￥7,000～￥10,000/1式

フローリングクリーニング

洗浄 & ワックス仕上げ

￥1,000～/1帖

カーペットクリーニング

￥1,200～/1帖

ガラス・サッシクリーニング

￥1,000～/1㎡

クロスクリーニング

￥500～/1㎡

お墓のおそうじ代行サービス
ベランダ・外回り高圧洗浄

￥18,000～/1式
￥10,000～/10㎡まで同一料金

料金の一部を掲載

情報提供 おそうじ本舗【静岡登呂店】駿河区稲川3-2-20 ハートワンビル1階 TEL：054-202-9898 http://osouji-shizuokatoro-advan.com/

P21 知っておきたい！住まい……自宅の処分・整理
不動産が「全然売れない」時代になっています。ここでは最終的に住まいを解体処分となったときのお役立ち情報を掲
載します。創業33年を迎えた静岡市で老舗といわれる駿河区西大谷の米澤工業さんに色々教えていただきました。
解体工事のよくあるトラブルは？

解体費用はいくらかかるの？

①近隣とのトラブル
騒音・臭い・振動・車の出入など近隣には、
必ず迷惑をかけることになります。

おおよその坪単価は
木
鉄

②悪質な業者によるトラブル
下請け業者へ丸投げし、様々な対応が悪いという業者がいます。

骨

造

2万円～3万円

造

3万円～4万円

鉄筋コンクリート造

あくまでも
参考金額です。
条件により
異なります。

4万円～5万円

③不法投棄によるトラブル
最悪の場合は頼んだ方が罪に問われることも……。

平屋と2階建て・重機が必要か不要・道路幅や敷地などの立地によります。
またアスベスト含有建材が使われている場合は大きく変ってきます。

④料金面でのトラブル
見積もり金額と実際の請求金額に大きな違い。
これが一番多いトラブルです。

この仕事をやっていて良かったと思うことは？

トラブルに巻き込まれないようにするには？
①解体工事業登録・産業廃棄物処分業の許可の有無は、必ず事前に
確認してください。
②近隣対策にも精通した信頼できる会社を選んでください。
③見積もり時に、追加請求になる金額を確認をしてください。
※解体工事だけで廃棄などのその他の費用を見積もり計上しない業者もいます。

表面的な金額だけで比較せず、内容を確認！

信頼できる
会社を選んで
ください！

情報提供 株式会社米澤工業

静岡市駿河区西大谷1-7

請求

事前確認

お客様よりご連絡があり「見積もり計算書に他社には入っていない
内容も記載され、高かったけど信頼できると思い決めたよ」とのこ
とで、ご依頼いただきました。
その後も近隣の方から「いい解体業者だね」と言われたと、喜びと
感謝のお言葉をいただきました。その時は感激しました。

みなさんへ伝えたいことはありますか？
高齢化が進む中、遺品整理・不用品整理
のニーズが高まっています。
当社では、司法書士・お掃除専門業者などと
連携しながら、
晩年の様々なニーズにお応え
しています。

遺品整理・不用品整理も行ないます。ご相談ください！
TEL：054-237-3373

http://shizukai.biz/zy-yonezawa.pdf

P22 知っておきたい！土地活用……95％の入居率の理由・土地はあるけど借金はしたくない方には
財産の多くは不動産といわれています。老後の生活を支えるためにも不動産の活用は重要な役割を担っています。
また相続対策のために賃貸住宅は増えています。しかし、全国では22.7％（2013総務省）の空室率となっています。
そのような状況の中、95％という驚きの入居率を誇っているのがユーミーマンション。
ユーミーFC加盟店の藤枝市で創業80年以上の歴史を持つ「杉村工務店」に伺い、その理由をお聞きしました。
Ｑ
Ａ

Ｑ

95％の入居率、最初だけということは？
工事完成時、満室お引き渡しがユーミーマンションの基本
です。完成１カ月前に数部屋仕上げ、完成したお部屋が確

Ａ

どれくらいのコストなのですか？
RC造（鉄筋コンクリート造）のマンション建設の坪単価は
65～80万円が一般的です。

認できる構造見学会を開催します。そのため完成前に賃貸

ユーミーマンションの建設の坪単価は

契約が可能となり、完成引き渡し後即入居ができます。

そのため低家賃にしても、充分な運用益

また退去後は素早く原状回復を行い、いつでも次の入居者

が確保できるという仕組みです。

45万円～／坪

（２LDK基本間取りによる）

の内見ができる体制を整えます。

Ｑ

これは マンション施工会社が賃貸管理業務を
行う 最大のメリット です。

ローコスト
だから
少ない負担

+

完成時
満室にて
お引渡し

+

Ａ

賃貸
管理業務も
サポート

ローコスト・低家賃・高い入居率

ローコストになる理由を教えて？
その秘密は独自のコストダウンの工夫にあります。
ユーミーマンションでは設計を一元化し、コストダウンの
ノウハウを設計段階から取り入れています。
規格化された施工方法で資材の無駄をなくし、手間を効率化
することでコストダウンを実現しています。またシステム化
された現場管理により工期の短縮も実現。そのほかにも様々

安心

な工夫をとりいれて、
今までの鉄筋コンクリート造のマンション
より約20％のコストダウンを可能にしているのです。

Ｑ

なぜ、そんなに入居率が高いの？

Ａ

①低家賃こそが、最も効果的な入居者へのアピール。

①部材の大量一括仕入れで徹底コストダウン。
②よりグレードの高い部材・建材を国内一流メーカーが協賛。

昔も今も同じような条件であれば家賃の安いことが入居の

③システム化された近代的な工法管理で短工期・低コスト。

ユーミーマンションはローコストを追求し、
その結果「低家賃
(市場家賃より安い設定)」を実現しています。

近代的な
広報管理

だからオーナーの採算性は変えずに競争力のあるマンショ
ン提案をすることが可能なのです。

高い
入居率

低い家賃だから入居率が
高くなるというわけです！

高い
家賃
Ｑ
Ａ

安い
家賃

マンションの土地、必要な広さは？

安定のマンション経営

高いグレード
メーカー協賛

③ローコストだから低家賃を実現。

高い入居率

ユーミーマンションは「低家賃だから入居率が高い」、
従って
オーナーは安定したマンション経営が行えます。

低い家賃設定

部材大量
一括仕入れ

②低家賃だから入居率が高い。

ハイグレード・ローコスト

決め手となります。

鉄筋コンクリート造は、木造や鉄骨造といった他の工法よりも「耐震
性」
「耐久性」に優れていることは業界人でなくても理解している人
は多いと言えます。
しかし、鉄筋コンクリート造がコスト面で最も高く
なってしまう理由が「型枠材」にあることは知られていません。ユー
ミーマンションのイノベーションは、この「型枠」にあります。

Ｑ
Ａ

土地はあるけど、借金はしたくないという方には？
安定した老後を過ごすための「智恵」と「アイディア」が詰まっ
た弊社の資産活用のノウハウでサポートさせていただきます。
「そんな方法があるんだぁ～」

運用効率を最大限に発揮できるのが300坪～の土地です。

とお客様に感心されるようなご提案をいたします。

200坪でも充分に運用益は期待できます。

投資家に
分譲で
老人ホーム
工業用地

200坪タイプ

情報提供 株式会社杉村工務店

貸土地

300坪タイプ

藤枝市駅前2-10-7

TEL.054-643-1473

http://www.sugimura-kk.jp/

P23 知っておきたい！自動車の安い車検、大丈夫なの？ 安さの「わけ」
お車をお持ちの高齢者にとって、クルマの維持ための費用は少ないほうが助かります。
そんな中、ウルトラ車検という格安な車検システムがあります。比較すると確かにすごく安いようです。
しかし、安心できるの？ なぜこんなに差があるの？ このような疑問が生まれます。
ウルトラ車検を取り扱っている「株式会社Myu」に色々聞いてきました。
Ｑ
Ａ

Ａ

まず、右の料金表をご覧ください。
ご覧の通り、一般の車検との大きな違いは、全車種一律の検査費用が13,000円。
申請代行料等が不要という点です。
もちろん「追加整備」
「交換部品」が無い場合の金額です。
また車両重量2トンを超える大型トラックなどは対象となりません。

■ウルトラ車検料金表（例）

車両重量1.5トンまで中型セダン・ワゴン

検査費用

10万円以下で車検ができるなんて驚きです。何故こんなに違うのですか？
通常１人の整備士が３時間ほどかけて車検作業をやります。
ウルトラ車検では、受付・説明・車検整備・部品提案・検査作業・書類作成などの作業
を総勢５人で１台を仕上げます。時間の短縮を観点におき、お値打ち車検を実現しまし
た。また代車洗車の作業も省きました。

Ｑ
Ａ

追加整備や部品の交換など、終わってみると高額な請求なんてことがあるのでは？

Ｑ
Ａ

それなら安心ですね、お願いするにあたって注意事項はありますか？

全車種一律 13,000円

0円
27,840円
24,600円

申請代行料等
法定費用

Ｑ

まずは、安いといわれる車検の料金を教えてください。

自賠責
重量税

1,100円

印紙代

－1,000円
66,580円

1ヶ月前予約割引
費用合計

※13,000円は税別表示

車検を出した後、追加作業の電話連絡を受け、最終的に請求額が３万円くらい多かったなんて話ありませんでしたか？
ウルトラ車検では、受付が終わった頃には、お車が分解されていて１つ１つ部品の説明をしていきます。
ご自分の車を前にして、部品を交換するか否かを自分で判断できるのも特徴です。
後から支払が増えることのない、テーマは「透明感のある車検」です。

ウルトラ車検では、車検もオイル交換も国産車のみとさせていただきます。
輸入車の方はご容赦ください。違法改造車は、車検もオイル交換も全て受付けできません。

輸入車・改造車は
できません！

※普通車の4WD車は3,000円アップ、商用車のダブルタイヤは6,000円アップになります。
※自賠責は当社で付保していただくようにお願いします。★分割ローンも可能です。
※1ヶ月前予約の適用は、車検受付30日前までにご予約いただいた方のみとなります。※テスター代が別途かかる場合があります。
※料金は平成29年1月現在の料金です。詳しくはスタッフにお尋ねください。

Ｑ
Ａ

車を引き取りに来てくれないのですか？

Ｑ
Ａ

車検時に用意するものを教えてください？

Ｑ
Ａ

車検の時の流れを教えてください？

ウルトラ車検では来店されて１時間ほどで車検を終わらせるのが特徴です。
ご来店をお願いしています。引取作業や代車の用意などを省くことで、お値打ち車検を実現しています。
万が一、交換部品等により、時間内で終わらないときは、無料にて代車をお出しします。

①納税証明書、②車検費用、③車検証、④自賠責保険証、⑤認印、⑥任意保険証券（できれば）

下の「車検の流れ」をご参照ください。

ご予約のうえ、ご来店いただくと
お待ちになることがありません。

クルマの持ち込み

問診立会い

お客様と一緒にクルマの
整備箇所を決定します。

整備＆
完成検査
その場で
即整備。

車検完了

検査結果の説明

スタッフが整備内容を
丁寧にご説明致します。

受

スピーディーに対応

受付カウンター

有難うございました。最後に伝えたいことはありますか？
低料金でご提供するために、車両の引取りを始め、予約をお願いすること、また立会いなど決まりがあります。
全ての方にお得だとは言い切れませんが、自信を持って薦められる車検だと思います。

この車検のやり方で充分だと思われる方、是非ご利用ください。
情報提供 ウルトラ車検 静岡・葵

静岡市葵区古庄1-7-4

TEL.054-267-0961

http://myu-s.net/syaken

らお帰り
ま

付か

最短

で

車検
の流れ
Ｑ
Ａ

お引取りには
伺いません！

P24 知っておきたい！自動車「免許返納、その時はいつ？」……ドライブレコーダー
高齢者にとって自動車は大切な交通手段です。いずれ免許を返納しなければならない「その時がいつなのか？」の判断
を誤らないようにしなければなりません。静岡県警では、ドライブレコーダーを搭載することを推奨しています。
ドライブレコーダーとは？

どのような機能があるの？

交通事故や急ブレーキ等により車両に大きな衝撃が加わった時、その
前後の映像や走行データ等を記録する車載カメラ装置です。

全機種共通

機種別オプション

・映 像…前方映像
・加速度…前後

・映 像…車内映像
・加速度…左右、上下 、その他

どのように役に立つの？
■交通事故抑止効果

費用はどのくらいかかるの？

「自分の運転が記録される」
という意識から、
ドライバーの
注意力・緊張感を持った運転を心掛けるきっかけに。

■交通安全教育への活用
「記録された映像を確認できる」ことから、
ドライバーがヒヤリハットや交通
事故を起こしやすい運転操作や運転行動を振り返り客観的に確認できる。
反省……………あの時どうしてこの運転操作をしたのかな？
ヒヤリハット…事故を起こす一歩手前だったな
再確認…………気がつかなかったけど危険だったのかな？

どんな映像が撮れるの？
運転しているすべての時間の映像を記録するのではなく、荒い運転をし
てしまい「ヒヤッ」
「ハッ」とするようないわゆる「ヒヤリハット」を経験した
場面や事故が発生した前後約10秒の映像を記録することができます。
前後約10秒

ヒヤリハットや事故の

※遡る秒数は機種により異なる

参考価格：コムテックHDR-351H 18,000円（税別）
ウルトラ車検の株式会社ミュー

高齢者事故が多発、社会問題になっています。
終活交流センター【静岡】
では、運転免許の返納を考える上でも
ドライブレコーダーの搭載をおススメします！

返納

記録された映像から交通事故原因の特定のための証拠となります。
自らの正当性を証明することができ、事故後の示談交渉にも有効活用。

※記録データの種類が豊富、画質が良質になほど高価に。

免許返納の時期の判断材料

■交通事故原因の解明

本体1台あたりの価格は、一般的には3万円から7万円程度。
安いものではFULLHD画質（200万画素）と
加速度センサー搭載で1万円を切るものもあります。

①ご自身の運転が安全性の確認
②ご家族に見てもらい、判断材料に
③他の方に見てもらい、判断材料に
④心配している家族から本人への説得材料として

勿論、事故が起きた場合の自らの正当性の照明にもなります。

是非、ご検討ください！

情 報 元 静岡県警ホームページ「ドライブレコーダーを搭載しましょう！」http://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/dorareko.html

P24 知っておきたい！自動車「車買取の高額査定、その理由は？」
車を買い替えるときに下取りよりも、買取の方が高額になるというのはよく耳にします。どうせなら少しでも高く買い
取ってもらいたい！そこで「どこよりも高く買い取ります」という車買取の「ブル」にその理由等をお聞きしました。
買取の方が得な理由は？

査定は車の持ち込みが必要ですか？また費用は？

人気装備などが反映され、高値なることがあります。
また数店に回ることで、比較し一番高い値段をつけてくれたところ
へ売却することができます。
高値
お店が得意とするブランド（輸入車など）の場合、

お客様の都合に合わせて、
弊社スタッフが
無料出張査定 に伺います。
静岡県内どちらにでもお伺いします。

通常よりも高めの値段をつけてもらえます。
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査定金額が変更になることはありますか？

得意ブランド
人気装備

M＋

人気車種

即日現金 でお支払いします。ご安心ください。
名義変更も7日以内で済ませますので、
税金面での不安はありません。

どんな車を買い取ってくれるのですか？
どこよりも高いという査定の理由は？

エンジンさえ付いていれば、何でも買い取ります！

買い取られた車の約90％はオークション。
残りの約10%が系列の中古車販売店・輸出・廃車となります。
買取業者は利益を出すために、
落札金額より安く買取ることが必要です。
オークション出品費用、
落札金額のリスク分が加味されます。
車買取「ブル」は、多くの取引先への販売ルートがあります。
オークション費用もリスク分も不要、その分高い査定を実現します。

動かない車、
ぶつかったままの現状車、
バイクのエンジン単体、
大型重機、
コンプレッサー、
農業機械、
大型バスまで何でもＯＫです。

オークション利用買取業者の場合
買取業者
オークション
業
者
購 入 者
買取費用 + オークション出品費用 + リスク分 + 仲介修理費用

車買取「ブル」の場合
ブ

ル

買取費用 + 仲介修理費用

購 入 者

情報提供 車買取「ブル」【静岡店】駿河区中村町122-1

複数の買取店を比較しても失礼にあたりますか？
査定の際は、
後で「こんなはずじゃなかった」と後悔しないため
「査定金額が変ることがあるか？」を確認をしてください。
他社と比較することで、
ブルの査定金額がご満足いただける
査定だと、
より実感いただけると自身を持っております。

0120-21-50-21・【焼津店】焼津市八楠1-28-1

0120-15-15-27 http://bull.wb.to/

終活をテーマとするセミナーに参加すると「FP（ファイナンシャルプランナー）」が講師をしています。
老後を安心して暮らすために、一番必要なものは何といっても、老後の生活資金です。
そこで、FPってどんな仕事？ どんな相談？ どんな人を選べばいいの？・・・など、
多くのセミナーで講師を務められている合同会社トールプランニング岩本さんにお話しを伺いました。

老後

P25 知っておきたい！生活（老後の生活設計：相続プランニング）

FP（ファイナンシャルプランナー）とは?
総合的な資金計画を立て、結果に結びつける方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。
そして、金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を備え、サポート
する専門家が、FP（ファイナンシャル・プランナー）です。
ご高齢の方で、ご家族のために生前贈与等の相続プランニングを検討される方が多く見られます。
そんな方たちが一様に心配されるのは「いくらまで生前贈与するのが良いか？」という疑問です。
金融関連や不動産関連、税制や年金制度などの幅広い知識を基に、そんなお悩みにお答えするのが、私達
FP（ファイナンシャル・プランナー）です。

老後の生活資金

どのような相談ができるのですか？
FPの仕事は幅広く、企業オーナー様には、公的機関から派遣され、Ｍ＆Ａ・事業承継・ＢＣＰ(災害
対策)・銀行との交渉事・補助金申請等をご支援します。
個人相談は、家計や老後に関わる、住宅資金、生活設計、資産運用、保険、相続・贈与などです。
お悩みにお答えします

ＦPを選ぶときのアドバイスはありますか？
FPを選ぶときは、そのFPがどんな「分野の知識に精通しているのか」ということが大切です。
老後の相談であれば、金融や不動産、保険や年金制度に精通している人の方が向いています。
セミナーで、ご相談内容に詳しい人やお話しが解かりやすいという人も、良いと思います。
FP本人のプロフィールも参考になります。
「どんな分野の相談に精通しているのか」「信頼できる人なのか」をご判断ください。

解かりやすいセミナー内容

相談料は、どのくらいなのですか？

日本FP協会の調査（2011年）によると、1時間当たりの相談料は5000円未満が25％、5000円～1万円が41％、
1万円～2万円未満が28％、2万円以上が2％となっています。
目安は1時間あたり
基本時間制にしているFPが多いですが、月額5万円というように顧問形式もあります。
5,000円～1万円
キャッシュフロー表を作成などには、別途作成料が掛かかります。
しかし、相談料はFPが独自に決めていますので相談前に確認してください。
トールプランニングでは、個別のご相談（相続・贈与・Ｍ＆Ａ・事業承継等）は事前お見積りご提示いたします。
企業さま向け活動は、静岡県中小企業支援センター等の専門家派遣事業（助成金支給）対象です。

最後に、岩本さんご自身のことを教えてください。
理系出身の文化を背負いながら、銀行・証券・保険業界を横断的に活動してきました。
現在、
静岡県商工会連合会等様々な公的機関の専門指導員として、
企業オーナー様のＭ＆Ａ・事業承継・
ＢＣＰ
（災害時の事業継続計画）、
助成金申請・ＨＰ見直し等のサポートをさせて頂いています。
また、
静岡市広報「しずおか気分」から告知される日商ＰＣ検定関連セミナー等継続して講師・試験官を担当。
金融業界の経験を活かした生保・損保・投信等を活用した解決策のご提案が得意です。
【プロフィール、経歴】
・静岡銀行に30年以上勤務（うち静銀系 I T 企業に10年以上出向）
・静銀ティーエム証券に5年以上勤務
ネット証券システム運用管理責任者・開発プロジェクト・リーダー
・国内最大級の総合保険代理店に所属し、生保・損保約50社の
保険商品比較と販売を経験
・金融商品仲介業者（東海財務局長（金仲）第148号）
・ミライサポート (中小企業庁事業) 委託専門指導員
・静岡県ＢＣＰコンサルティング協同組合 理事
・静岡県消費者教育推進 認定事業者(同サイト登録)
・東北大学理学部卒 静岡商工会議所 牧之原市商工会 会員
・防災士（日本防災士機構認定）

【過去の主な講演テーマ】
・H29.06 静岡商工会議所さま主催BCPセミナー講師
・H28.10 静岡県中部機工会さま主催 ＢＣＰセミナー 講師
・H27.04 静銀ティーエム証券さま主催 相続/贈与セミナー 講師担当
・H26.10（一社）静岡県建築士事務所協会中部支部さま主催
相続/贈与セミナー 講演
・H24.12「静岡県商工会連合会」中部地区女性部会様向け、
災害発生時のＩＴ活用/資産保全 講演
・H24.07～12 あさひテレビカルチャー様静岡・三島にて、
災害発生時のＩＴ活用・命とお金を守るセミナー講師
・H24.01 静岡理工科大学・静岡産業技術専門学校様にて
金融業界・システムの現状、ビジネスルール等 講演
・公益財団法人静岡市まちづくり公社 北部勤労者福祉センター様主催
ＩＴ系セミナーで 継続的に講師担当
日商PC検定対策講座講師･試験官（静岡市広報“しずおか気分”から告知されるセミナー)

情報提供 合同会社トールプランニング 清水区相生町6-17 静岡市清水産業・情報プラザ705号室 TEL:054-277-9107 http://proﬁle.ne.jp/pf/yuuji/

P26 わたしの家系図……この機会に家系図を整理してみましょう
自分は知っているけど、子供や孫は知らないのが親戚関係。
ご自身のためにも、また残されたご家族のためにも、家系図を残しておきたいものです。
また相続が発生したとき、特に独身の方の相続は、両親・祖父母へとさかのぼっていかなければいけません。
この機会に家系図を整理してみましょう。
父方の祖父

父方の祖母

母方の祖父

母方の祖母

義父の父

義父の母

義母の父

義母の母

おじ・おば

配偶者

おじ・おば

配偶者

父

母

おじ・おば

配偶者

おじ・おば

配偶者

義父

義母

いとこ

いとこ

兄弟姉妹

配偶者

兄弟姉妹

配偶者

わたし

配偶者

配偶者の兄弟姉妹

配偶者

配偶者の兄弟姉妹

配偶者

甥・姪

甥・姪

甥・姪

甥・姪

子供

配偶者

子供

配偶者

子供

配偶者

孫

孫

孫

P27 すぐ始めよう！
「大切なことメモ」……これだけは必ず準備・自分のためそして大切な家族のために
「終活」は必要、でも今は大丈夫、時期がきたらやろうと思っている。
しかし「いざという時」は、いきなり訪れます。
そんな方のためにご用意したのが、この「大切なことメモ」。
ご自身、そして大切なご家族のために、最低限これだけは書いておいてください。

名

前：

（旧姓：

生年月日：

年

電

－

話：

月

日生まれ

－

支：

－

型（RH ＋・－）

出生地：

携帯電話：

－

緊急時1（続柄）：

干

血液型：

）

－

－

） 2：

（

勤 務 先：

－

－

TEL：

－

（

）

－

現 住 所：
本籍住所：
家
（続
学

族：
柄）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

歴（小・中・高校・大学・専門など）：
・

・

・

健康保険証番号：

老人保険証番号：

介護保険証番号：

運転免許証番号：

そ の 他 の 保 険：

■預貯金（金融機関・支店・種類・口座番号・名義人）・不動産・株式・有価証券・動産（宝石・骨董品等）等：

■借入金・貸付金・借金の保証等：

基本情報・預貯金・借入れ・病気・延命処置・尊厳死・介護について・遺言書・遺産分割

■病

気（重症のとき）

告知について（□病名を告知して欲しい）
（□余命を告知して欲しい）（□家族に任せる）

回復する見込みがないとき（□病院で過ごしたい）
（□自宅で過ごしたい）
（□専門施設）
（□家族に任せる）

どのように過ごしたい（□心静かに過ごしたい）
（□家族や知人と時を過ごしたい）
（□食事・外出など楽しみたい）
（□家族に任せる）

■延命措置：して欲しい場合は「○」、したくない場合は「×」
基本的に延命措置は（して欲しい・状況により・して欲しくない）
社会復帰が無理なら（手術・気管挿管・心臓マッサージ・点滴・中心静脈栄養・鼻からチューブ栄養・胃ろう）
口から食べれないなら（手術・気管挿管・心臓マッサージ・点滴・中心静脈栄養・鼻からチューブ栄養・胃ろう）
家族が解らないなら（手術・気管挿管・心臓マッサージ・点滴・中心静脈栄養・鼻からチューブ栄養・胃ろう）

■尊厳死について：
尊厳死宣言書（持っている・持っていない）・延命治療拒否：代弁者（氏名・続柄間柄・連絡先）

■介護について：希望に「○」をつけてください。
誰にして欲しい（家族・ヘルパーなどプロ・家族に任せる）

どこで（自宅・病院や施設・家族に任せる）
利用したい病院や施設がある：

介護費用（私の年金や預金・財産を処分・家族に任せる）

■遺言書について：
□遺言書はない

□自筆遺言書：作成日

□公正証書遺言：作成日
証人氏名
■遺産分割についての希望：

保管

公証役場名
遺言執行者

高齢ご家族には、解からないことやお困りごとは、次々と増えてきます。
相続のこと、住まいのこと、生活のこと。
そして介護のこと、老人ホームのこと……など。
そんな解からないことやお困りごとを
静岡の介護「みなサポ」では、社会活動の一環として
無料にて相談いただけます。
また、下記「協力メンバー」でも相談に対応。
信頼ある専門家へお繋ぎいたします。

協力メンバーリスト
会社名

専門分野
相続

住所

連絡先

静岡県遺言書（いごんしょ）協会

清水区船越648-7

054-352-2000

〃

石川秀樹行政書士事務所

葵区沓谷1-3-16

054-374-1430

〃

田嶋・さくら司法書士事務所（坪内志のぶ）

駿河区南八幡町5-15

054-283-4750

静岡ホームクリニック

駿河区中田4-6-1

054-269-6777

〃

イヤサポート静岡葵

葵区一番町8-1

054-251-3591

〃

大石内科循環器科医院

葵区鷹匠2-6-1

054-252-0585

〃

静岡の介護「みなサポ」

駿河区丸子3-8-7（相談はご指定の場所にて）

054-256-1135

〃

小規模多機能ホーム「やまや」

葵区山崎1-20-7

054-276-1400

〃

株式会社とやまかいご

東新田2-16-30 サンコーポ池ヶ谷102

054-269-5365

〃

《みなサポエムウィンド》
老人ホーム無料案内【静岡】

駿河区丸子3-8-7（相談はご指定の場所にて）

054-256-1135

終活準備

株式会社石萬（セレモニー会館殯《もがり》）

葵区新通2-4-7

054-251-4242

〃

仏壇協販静岡

駿河区中島2844-3

054-281-8610

〃

タナカ石材株式会社

駿河区石田3-18-11

054-282-0044

株式会社 ホワイト

葵区山崎2-23-20

054-277-6181

スカイライトチューブ静岡

清水区宮代町11-17

0120-968-955

医療・介護

〃
生活（住まい）
〃

（一社）優良中古住宅流通推進協議会

駿河区高松2-28-3

054-237-6632

株式会社クラッセ

葵区鷹匠2-3-2-102

054-269-6666

〃

おそうじ本舗【静岡登呂店】

駿河区稲川3-2-20 ハートワンビル1階

054-202-9898

〃

株式会社米澤工業

駿河区西大谷1-7

054-237-3373

〃

生活（土地活用） 株式会社杉村工務店
生活（車）
〃
ライフプラン

藤枝市駅前2-10-7

054-643-1473

ウルトラ車検 静岡・葵

葵区古庄1-7-4

054-267-0961

車買取「ブル」

駿河区中村町122-1

0120-21-50-21

合同会社トールプランニング

清水区相生町6-17 静岡市清水産業・情報プラザ705号室

054-277-9107

終活交流センター【静岡】 事務局：静岡市駿河区丸子3-8-7（みなサポエムウィンド内）

TEL054-256-1135

