託を活用した財産管理手

としての権利・財産価値

族信託を活用して共有者

れば処分できないが、家

携して社会への周知を図

する業界・団体などと連

の資産管理、相続に関連

及が進んでいない。個人

メリットがあるものの普

コストも不要だ。多くの

きる。また、ランニング

め、安心を得ることがで

は受託者が家族になるた

だ。芳屋氏は「家族信託

のが家族信託普及協会

ことを目的に設立された

の販売業者や仲介業者、

どの法律専門職、不動産

士、弁護士、公証役場な

ほ か、 税 理 士、 司 法 書

ナンシャルプランナーの

者、保険代理店、ファイ

融 機 関、 保 険 営 業 担 当

では、保険会社などの金

ートなども推進する。③

別案件に関する実務サポ

の提供を行う。また、個

グ業務に関するノウハウ

託設計のコンサルティン

構築したい」と

内する仕組みを

顧客に制度を案

し、それぞれの

への理解を促進

ど、会員の制度

険業界関係者な

親和性のある保

続や財産管理に

芳屋氏は「相

円となる。

で２万４０００

以降は２年更新

制度確立へ活動本格化
法の一つとして今後、社

を維持しながら、管理処

っていきたい」と話す。

強調する。

もないため、家

の法改正から間

いく。専門家同士のディ

けた情報として提供して

会に浸透することが確実

ーなど、相続問題に対応

族信託の組成事例はまだ

スカッションも行い、同

視されている。

する企業・団体とアライ

そう多くはない。今後、

分権限を共有者の一人に

アンスを組み、同制度の

家族信託を活用する中で

同協会の宮田浩志理事

年

建設業者、ハウスメーカ

活 用 を 拡 大 す る。 ④ で

集約することで不動産を

同協会は、保険募集人

は、制度運用の自主ルー

がある人なども考える

流動化することができ

や司法書士、税理士、公

と、財産を適切に管理・

事務所代表）は「家族信

しかし、家族信託に関

認会計士、弁護士などを

ユーザーの利便
性も高める

する正しい情報を提供

数は推計で約４３９万

により、資産の所有者が

案できる専門家がまだ全

る。

制度、遺言の優れた機能

し、家族に対する最適な

制度のユーザーの利便性

承継することが難しい人

元気なうちから、資産の

託は委任契約と成年後見

を兼ね備えている」と強

さまざまな好事例を収集

（司法書士宮田総合法務

保険募集人の有効な提案手法に

家族信託普及協会が活動を本格化させる。高齢者や障がい者のため
の相続対策と財産管理の必要性が高まる中、信頼できる家族・親族に
財産を託す家族信託制度の確立を実現する。専門家および保険募集人
などを正会員として同制度の正しい知識と情報を提供。保険募集人は
それぞれの顧客に同制度を活用した相続対策や財産管理を提案でき
る。芳屋昌治代表理事（プロサーチ代表取締役）は「生保と相続は親
和性がある。家族信託は保険募集人にとって有効な提案手法の一つに
なる」と強調する。

調する。家族信託の活用

ル策定や関係機関との情

人、予備軍といわれるＭ
が増えている。現在、資

歳以上の患者

正会員として活動する。

向 上 も 図 る。 宮 田 氏 は

ＣＩ（正常と認知症の中

１０年の

相続対策や財産管理を提

し、的確な提案方法や活

日本では人口の高齢化
間の状態）有病者数は約

相 続 対 策、財 産
管理を模索

報交換によって、同制度

巨樹氏のほか実務者と顧客が意見交換する
主な活動内容は、①家族

するとともに、プルデンシャル生命の本多

「家族による家族のため

氏と宮田氏が家族信託の仕組みなどを解説

の信託として同制度を定

と可能性を学ぶシンポジウム」では、芳屋

用方法を抽出。正会員の

家族信託普及協会が６月13日に開催する

知識向上、実務支援に向

同協会設立記念イベント「家族信託・制度

に関する知識を悪用して

３８０ 万人と推計されて

を搾取しようとする個人

方で、資産の所有者が認

った指摘もある。その一

の流動性が低下するとい

見制度を利用すると資産

ていない状況で、成年後

いてはほとんどケアされ

った場合の財産管理につ

産の所有者が認知症にな

策、資産の積極的活用が

約、生前贈与、相続税対

認作業が不可欠な委任契

となる。「本人の意思確

積極的な資産運用が可能

合も引き続き家族による

が判断能力を喪失した場

家族に任せ、所有者本人

管理・運用・処分などを

預かることはできるもの

い。信託会社は不動産を

ーズに応えきれていな

相続対策・財産管理のニ

らないため、一般個人の

信託のみで不動産は預か

信託銀行は基本的に金銭

ないというのが現状だ。

国的に見てもほとんどい

機関との連携。

運営ルールづくりと関係

制度の悪用防止のための

や団体への働き掛け④同

活用に向けた関係各機関

質向上③同制度の円滑な

談対応とプラン設計の品

認知・普及②同制度の相

しい活用方法の社会への

信託制度のあらましと正

聴による受講と試験を受

の初回登録時にビデオ視

ては、ウェブサイトから

正会員の登録に当たっ

業務を担う。

るため、「信託監督人」

能していることを監視す

長期にわたって適切に機

れた家族信託の仕組みが

護する。さらに、導入さ

・団体からユーザーを保

知症になり判断能力を喪

の、管理会社としての役

研修ツールの閲覧、同制

できない成年後見制度の

度の普及と相談業務を遂

失した後も家族にとって

促進を図るため、セミナ

行するためのコンテンツ

け る。 登 録 料 は ２ 万 円

ーやホームページから情

類のダウンロードや、同

（税別）。正会員は各種

報を発信するとともに、

協会が主催するセミナー

①では、一般ユーザー

ほかの不動産に組み替え

出版物を発行する。②で

などに会員価格で参加す

の同制度についての理解
また、法定相続の概念

るといった柔軟な対応は

は、ユーザーにアドバイ

ることができる。これら

割にとどまっており、預

に捉われない資産承継も

こうした状況を踏まえ

できない。

スする専門職に対して実

かった不動産を売却して

できる。通常の遺言では

て、家族信託をめぐる課

務研修会やスキルアップ

限界を超えて柔軟な対応

二次相続以降の資産承継

題を解消するとともに、

ができる」と言う。

託法改正で可能になった

先の指定はできないが、

制度設計の自由度が高い

最適で柔軟な財産管理を

家族信託が注目されてい

家族信託ではそれが可能

したいとのニーズは高ま

る。家族信託は、信頼で

になる。

っている。

きる家族・親族に財産を

策を実現できるため、信

柔軟な財産管理と相続対

共有者全員が協力しなけ

さらに、共有不動産は

策や財産管理を模索する

家族信託で最適な相続対

活用事例などの情報や信

研修会を実施するほか、

００円（税別）。次年度

の年間利用料は１万２０

こうした中、 年の信

託すことで費用を抑えた
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家族信託
制度と可能性を学ぶシンポジウム

高齢者や障がい者の財産

に伴い認知症の患者数が

宮田氏

家族による家族のための信託

増加している。厚生労働

芳屋氏

いる。また、知的障がい
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省の資料によると、２０
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2 0 1 4 年（平成 2 6 年）6 月 6 日（金曜日）
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【日時】
6月13日 午後3時半～5時半

【会場】アルカディア市ヶ谷（私学会館）

【定員】
100人

【住所】東京都千代田区九段北4-2-25

【参加費】無料

【問い合わせ】info@kazokushintaku.org

としている。

化を図ることができる」

度を用意することで差別

切り口の一つとして同制

にとっても顧客との話の

着させたい。保険募集人

パネルディスカッションが行われる。

