相続支援コンサルタント
認 定 登 録制 度のご 案 内

安 心 で き る 住 まい を 提 供 す る た め

今 こ そ 、賃 貸 管 理 業 か ら 資 産 管 理 業へ

相続支援コンサルタントってなに？
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各種講習会・講演会・セミナーで講師
を務める等、運営に携わる。

相続支援が求められる時代がやってきた
少子高齢化・空き家問題・増税・入居者ニーズの多様化…
賃貸住宅市場はめまぐるしい環境の変化が起きている
相続についての賃貸住宅所有者の悩み
悩みの種は「不動産」

困ったな…
誰に相談しよう…

財産の大半が不動産。分割できない、納税資金が足りない。
相続税
の基礎
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小

賃貸物件を相続する際、どこに気を付ければ良いのか。
所有している土地の相続税が多そうで心配。あらかじめ、どのような対策が必要なのか。
放置したままの空き家を何とか有効活用し、相続したい。
借入金が多く、今後どのように返済計画を立てていけば良いのか。
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図1：平成26年分 国税庁 相続税の申告事績

図2：平成26年度 最高裁判所・遺産分割事件のうち
許容・調停成立件数 遺産の価額別

（財産額が5,000万以下で
全遺産争い事件の7割超）

相続支援コンサルタント
相続支援コンサルティングに必要な
基礎知識を習得するためのスタート地点
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相続支援コンサルタント
登 録 番 号 （ 1 ）0 0 0 0 0 1

Nikkan Ichiro

日管 一郎

認定登録への第一歩として、多岐にわたる
「相続支援についての知識」
を公式テキストに
沿ってスクール形式で学ぶ全8回の講習です。当講習の特徴は、専門家だけでなく、上級
相続支援コンサルタントも講師を務めることです。単なる知識習得だけでなく、具体的な相
続支援業務の内容や実際のコンサルティング事例等を学べます。

登録年月日 平成25年8月1日
有 効 期 限 平成28年7月31日

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
東京都中央区八重洲2-1-5東京駅前ビル8階
URL http://www.jpm.jp

相続支援コンサルタント証

講習概要
●講習カリキュラム 月1回の講習が約9ヶ月間にわたる充実の内容
回

講座名

第1講
第2講
第3講
第4講
第5講
第6講
第7講
第8講

●講師

概 要
相続人
遺産分割
遺 言
後見制度
相続税
相続財産評価
賃貸不動産をとりまく税金
贈 与
生命保険
登 記
税制改正のポイントと実務
測 量
民事信託
相続支援コンサルティング
（前編）
相続支援コンサルティング
（後編）
相続支援コンサルタントの倫理
演習講座

※平成28年9月現在のカリキュラム

主な内容（一部）
相続支援業務の原状と必要性、相続支援コンサルタントの社会的役割と倫理
相続人の範囲と順位、戸籍の読み方、相続人の確定と相続分、相続放棄
財産承継時の知識、遺産分割協議のポイント
公証役場の役割と活用、賢い遺言書の作成方法、遺留分と寄与分
相続に活かす成年後見制度、任意後見契約について
相続税の計算方法、債務と相続対策、資産の組換え
不動産の路線価評価
所得税、不動産業務に関する消費税、固定資産税、法人を利用した節税
相続と贈与
（生前贈与で相続対策、一世代超えた孫への贈与等）
生命保険と相続対策
（相続対策の活用方法）
相続と登記簿
最新の税制改正の解説
（相続税等）
相続と測量
（道路に関する基礎知識、土地の物納等）
概論、民事信託の活用方法
賃貸管理業者と相続支援コンサルティング
相続支援コンサルティングの実例
士業との業際問題
演習問題の解答・解説

各専門分野に精通したスペシャリスト

会員及び産業界又は学会等の有識者
（上級相続支援コンサルタント、税理士、弁護士、不動産鑑定士、
測量士、土地家屋調査士、司法書士等の各種専門家）
東京会場の講習風景

認定試験の概要
■試験日：年2回
（毎年5～6月）
予定
■概 要：全40問の4肢択一
（マークシート形式）
、試験時間120分
■内 容：税法、民法、遺言、遺産分割、路線価評価、財産評価、測量、生命保険、贈与等の
相続全般に関わる知識や相続コンサルティング事例に関する問題で構成。※平成28年度実績

認定登録までのプロセス

9月

講習開始

翌年4月

講習終了

合格

5月～6月

認定試験

6月末

合格発表

7月～8月

登録手続

9月

認定登録

上級相続支援コンサルタント
さらなる高みへ
超実践的講習で講師力を身につける
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上級相続支援コンサルタント
登 録 番 号 （ 1 ）0 0 0 0 0 1

Nikkan Ichiro

日管 一 郎

相続をテーマとしたセミナーの講師を務められる程、専門性の高い相続支援コン
サルタントの育成を目的とし、
『インプットした知識を如何にアウトプットするか』
に主眼
を置いた内容です。相続支援コンサルタント登録者を対象とした、
グループ形式で行う
全8回の講習です。

登録年月日 平成25年8月1日
有 効 期 限 平成28年7月31日

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
東京都中央区八重洲2-1-5東京駅前ビル8階
URL http://www.jpm.jp

上級相続支援コンサルタント証

講習概要
●講習カリキュラム 実際の事例を使用した内容
プレゼン資料作成のノウハウが学べる
講師として自信を持って講演できるスキルが身に付く
活きたコンサルタント事例で実践対策ができる
専門業務（遺言書作成、不動産評価）
を体験できる
同じ目標に向かった仲間との新しい
ネットワークができる

※平成28年9月現在のカリキュラム

回数

講座名

第1講
・
第2講

セミナーを活用した相続支援の取組みのいろは

第3講

セミナー講師実践 ～相続対策の必要性～

第4講

セミナー講師実践 ～相続税増税に向けた対策～

セミナー講師のツボ ～講師を務めるための基礎知識～
相続対策 バズセッション
相続対策 コンサルティングロールプレイ

受講者は毎テーマに沿って
レジュメを作成

第5講

セミナー講師実践 ～上手に財産を継がせるコツ～
相続対策 バズセッション

第6講

税制改正のポイントと実務対応策
相続対策 バズセッション

第7講

セミナー講師実践 ～相続対策と生命保険の活用～
遺言書作成の実践

第8講

セミナー講師実践 ～相続発生後にできる対策～
不動産評価の実践

＊バズセッション＝少人数制のグループで自由に討議し、結論を代表者が発表し、
さらに参加者全体としての討議を進めること。

●講師 全国各地のセミナーで活躍中
会員及び産業界又は学会等の有識者
（上級相続支援コンサルタント、税理士、
弁護士等の各種専門家）
バズセッション：活発な意見が飛び交う 遺言書作成の実践：受講者の前で発表 認定試験：先生と呼ばれる日も間近

認定試験の概要
■試験日：年1回
（毎年5月）
予定
■内 容：オーナーを対象とした相続セミナーの講師を務めることを想定し、
受講者自ら考えたテーマでプレゼンテーションを実施する。※平成28年度実績

認定登録までのプロセス

9月

講習開始

翌年4月

講習終了

合格

5月

認定試験

6月

合格発表

7月～8月

登録手続

9月

認定登録

賃貸管理業者が相続支援に取り組む必要性とは？
賃貸住宅居住者に安心・安全・快適な住環境を継続して提供する使命がある。
賃貸住宅所有者の高齢化が進み、相続支援の必要性が高まっている中、

賃貸不動産を中心とした資産を次世代にスムーズに継承させる必要がある。
賃貸住宅所有者の最も身近な存在である賃貸管理業者が相続に関する知識・実務を身に付け、
相続発生前から相談を受け、適切にアドバイスする必要がある。

事業領域を広げ、継続して健全かつ専門的な管理業務を行うことで、
会社の成長や安定した経営・安定した住まいの提供ができる。

物件の管理だけでなく、資産の管理まで行える
相続支援コンサルタントへ

相続支援事業の取り組み事例
「年6回の相続対策セミナー開催で信頼関係を強化」
上級相続支援コンサルタントとなり、当社が相続対策できるということを多くのオー
ナーに伝える為、今までの年1回の相続対策セミナーを年6回の開催に増やしました。
セミナーの効果もあり、少しずつ相談が増え、実を結んだケースも出ています。相続支援
を継続していくことで、安定した住まいの提供にもつながると考えています。

「年間10件を超える相談から遺言書作成支援」
これまでは相続が発生すると、代々管理を任せられたオーナーでさえ、
こちらに相
談されることはありませんでした。
しかし、相続支援コンサルタントになってからは、
生前から相続のアドバイスができるようになり、遺言の作成に関わるケースが増え
ました。結果、執行人として指名され、相続執行まで行う機会も出てきました。この
講習で培ったものを、今後もできる限りオーナーや入居者のために活かしていきた
いと思っています。
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Ｗｉ
ｎ-Ｗｉ
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講義の中で、知識の習
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催しています 。私 たちは

に取り入れ、対応していま

難しいのは業際の問題

とは非常に良い経験にな

生を出しているけど、将来

不動産のスペシャリストで

す。相続支援コンサルタン

ります。相続支援コンサル

を見据えた先行投資と思

はないので今までにない

トの普及が賃貸住宅市場

タント登録後の実務に大き

えばいい。今やらないと後

幅広い提案が可能になり

の 整 備・発 展につながる

く活かしていきたいです。

悔しそうです。

ました。

ことを期待しています。

相続支援コンサルタント認定登録制度のＱ&Ａ
Ｑ1．公益財団法人日本賃貸住宅管理協会に所属して
いない企業ですが受講はできますか。賃貸管理
実務経験等の要件はありますか。

A1．受講できます。但し、講習費用が異なります。受講に当たり実務経験等
の要件は必要としません。

Ｑ2．相続支援コンサルタントは現在、どのぐらいの

A2．2階級合わせて全国各地に約1,000名（平成28年9月時点）が登録

Ｑ3．受講者募集の開始時期はいつ頃ですか。また、

A3．募集開始は毎年6月1日からです。当協会ホームページ等、インター

人数が登録されていますか。

申し込み方法を教えて下さい。

されています。毎年約300名ほどの登録増を見込んでいます。

ネットから必要事項を入力して頂き、受講料の振込みをもって申し込み

手続きの完了となります。募集開始から間もなく定員に達し、締切と

なる会場もございます。

Ｑ4．講習の開催期間と開催地を教えて下さい。

A4．講習は毎年9月から開講し、ほぼ毎月１回の開催頻度で、翌年の4月ま
で実施されます。東京を含め全国の主要都市で開催されますが、開催
地域は毎年一律ではなく、変更の可能性がございます。

Ｑ5．開講後の受講申し込みは可能ですか。

A5．会場の定員に空きがある場合のみ可能です。

Ｑ6．相続支援コンサルタントとして協会へ登録される

A6．協会認定の相続支援コンサルタント証（カード型）の発行や名刺への

と、何か特典はあるのでしょうか。

名称記載が可能となる他、実務面のサポート体制についても充実化を
図っていく予定です。

他、各地域で登録者を対象とし、成功事例や現場ノウハウの共有を

目的とした情報交換会を開催するとともに、税制改正の動向等、旬の

テーマでの研修会も実施していく予定です。

Ｑ7．認定登録されないと相続支援業務は行えないの
ですか。

A7．相続支援業務は認定登録されなくても行うことができます。当協会が定め
た一定以上の資質を備えた方が登録している制度ですので、自身が相続

支援のプロフェッショナルであることを賃貸住宅所有者へ説明できます。

Ｑ8．上級相続支援コンサルタント講習から受講するこ

A8．相続支援コンサルタント登録者を対象とした講習になりますので、上級

Ｑ9．相続支援コンサルタント登録後の有効期限ありま

（更新要件や更新料の詳細は事務局にお問い
A9．有効期限は3年間です。

とは可能でしょうか。

すか。

からの受講受付はできません。

合わせください）

詳細は相続支援コンサルタント

専用ホームページをご覧ください
http://www.jpmsouzoku.jp

協会HP
からも
入れます

協会の目的
当協会は、賃貸住宅が住生活の安定の確保及び向上の促進において重要な役割を担っていることに鑑み、
賃貸住宅における健全かつ専門的な運営・管理業務の確立並びに普及を通じて、

賃貸住宅市場の整備・発展を図り、豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とする全国組織です。
会員１,437社（平成29年3月現在）
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