開催スケジュール
日

税務研究会セミナーご案内

※全日13：50〜16：50（質疑応答を含む）※受付13：20〜

時

タイトル

第1回

10月10日

税理士が知っておくべき
「改正の全体像」
「 相続人・相続の効力の基礎と改正点」

第2回

10月24日

税理士が知っておくべき「相続の承認及び放棄の基礎」
「遺言の基礎と改正点」
「 遺言執行の基礎と改正点」

第3回

11月 7日

税理士が知っておくべき
「配偶者居住権（新設）の基礎」

第4回

11月14日

税理士が知っておくべき
「遺留分の基礎と改正点」
「 特別の寄与（新設）の基礎」

会 場

鉃鋼カンファレンスルーム

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング
（南館4階）

受講金額 各回 19,800 円［会員 17,600 円］※テキスト、消費税を含む。
申込方法 ホームページからお申込みください。 税研 セミナー

検索

3時間 4 回で着実に

資産税実務のベースを固める！

民法
（相続編）
基礎講座

このセミナーは、
会員特典
「セミナー無料クーポン
（Web クーポン）
」
の対象です。
※クーポンのご利用は
「税研ウェブサービス」から
（右記QRコードからサイトへのアクセスが可能です）。
※キャンセルの場合は、
開催日の前営業日15時までにご連絡ください（受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります）
。
代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。

開催スケジュール

第1回

※筆記用具をお持ちください。

申込先

税務研究会

東京都千代田区丸の内1- 8 -2 鉃鋼ビルディング

TEL.03 - 6777-3450

第2回
第3回

「 資産税実務のベースを固める！民法（相続編 ）基礎講座 」

第4回

10月10日
10月24日
11月 7日
11月14日

13：50〜16：50

税理士が知っておくべき「改正の全体像」
「相続人・相続の効力の基礎と改正点」

13：50〜16：50

税理士が知っておくべき「相続の承認及び放棄の基礎」
「遺言の基礎と改正点」
「 遺言執行の基礎と改正点」

13：50〜16：50

税理士が知っておくべき「配偶者居住権（新設）の基礎」

13：50〜16：50

税理士が知っておくべき「遺留分の基礎と改正点」
「特別の寄与（新設）の基礎」
※各回個別にお申込みいただけます。※後日Webセミナーとしてリリース予定

セミナーのポイント

お申込みは
税務研究会ホームページの各セミナー募集ページにある
受講申し込み からお願いします
セミナー検索

☆改正の全体像をビジュアル解説と条文詳解でコンパクトに理解
☆税理士業務と今回の民法改正がどのように関連し得るか、弁護士の観点から解説
☆最低限必要な税務に関する知識についても説明
☆相続人と相続の効力という「相続の基礎」を民法の条文を通じて学ぶ
講師紹介

お申込みは

東京弁護士会所属
葛飾総合法律事務所 所長

【ご注意事項】

学氏

日野支部、品川支部、葛飾支部、板橋支部、川崎南支部会則研修講師を担当
（「改正相続法」）
。日本税理士連合会
全国統一研修会
（中野サンプラザ）
（「改正相続法」）
、東京社労士会葛飾支部会則研修講師を担当
（「個人情報保護
法」
「解雇・残業」）。東京海上日動あんしん生命、
プルデンシャル生命、
ソニー生命社内研修講師を担当（「相続の基
本」
「 生命保険と相続」）
。日本大学法学部司法科研究室付担当講師。弁護士登録以来、弁護士法人TLEO 虎ノ門
法律経済事務所にて、相続・企業法務分野を中心とする民事事件、刑事事件を取り扱う。平成３０年４月２日葛飾区堀
切にて独立
（堀切菖蒲園の法律事務所を間借り）
。平成３０年１０月３日葛飾区金町にて葛飾総合法律事務所を開設。

東京都千代田区丸の内１-８-２
鉃鋼ビルディング
TEL.03-6777-3450

セミナー検索
お申込みは

※ 15時を過ぎてからのご連絡・当日欠席の場合、返金はいたしません。また、Webクーポンご利用時は使用したものとみなします

角

（すみまなぶ）

問合せ先

◇ 受付後、受講票をメールで送信します。請求書･郵便振込用紙は別途郵送いたします
◇ 受講票は原則として受講者へメールで送信しますが、お申込み担当者への送信をご希望の場合は、お客様情報
入力フォームでご担当者のメールアドレスをご入力ください
◇ 会員特典「セミナー無料クーポン（Webクーポン）」をご利用の場合は「税研ウェブサービス」からお申込み
ください ※クーポン対象講座に限る
◇ キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください（受講料ご返金の際の振込手数料はお客様
負担となります）

弁護士

東京弁護士会高齢者・障害者の権利に関する特別委員会委員／東京弁護士会終活部会委員／東京弁護士会相
続・遺言研究部／葛飾弁護士倶楽部
（区民相談等担当）
会員／東京税理士会浅草支部・上野支部合同、荏原支部、

相続税法と相続法（民法）では、似て非なる事項がいくつもあります。依拠する法令が異
異なるため認識の違いが生まれることは致し方ありません。
このセミナーは、
「相続」に関わる税理士のみなさまに知っていただきたい、
「相続」のベ
ベースにある民法についてのセミナーです。
。そもそもどのような制度があり、それがどうなったのか。
2019 年 1 月から順次施行されている改正相続法の内容も交えながらの解説となります。
税理士業務に関連し得るのはどのような部分なのか、弁護士の観点から説明していきます。改正や新設の背景になった考え方についても、
実際の条文にあたりながらご紹介していきます。ビジュアル解説で全体をとらえてから、各条文について掘り下げ、
心してご受講いただけます。
その注意点についても説明していきますので、民法にあまり馴染みがないという方も安心
また、最低限必要となり得る税務に関する内容についても説明します。
全 4 回の講座を通して税理士業務に必要な「相続」の基本となる法律の考え方と改正内容
容を、ひととおりおさえていただけます。
このセミナーをご受講いただき、これからの「相続」の案件にお役立ていただけますと幸
幸いです。
全回 13:50〜16:50
開催

10 10
木

第

1

回

開催

10 24
木

第

2

回

税理士が知っておくべき
「改正の全体像」
「相続人・相続の効力の
基礎と改正点」

税理士が知っておくべき
「相続の承認及び放棄の基礎」
「遺言の基礎と改正点」
「遺言執行の基礎と改正点」

第1回では、2019年1月から段階的に施行され
ている「民法（相続関係）改正法」について、そ
の全体像を確認します。
「相続」について基礎か
ら確認をしていきますので、民法の一般論は勿

第2回では、2019年１月に施行された「自筆証
書遺言の方式を緩和する方策」などを取り上げ
ながら、
「相続の承認及び放棄」
「遺言」に関す
ることを基礎から解説いたします。

論、改正内容についてもスムーズにご理解いた
だけるような流れとなっております。

取り扱う条文：民法882 条〜959 条
1 ． 改正の全体像と開始日
2 ． 相続人に関する基礎
3 ． 相続の効力の基礎と改正点の詳細
（改正の全体像をビジュアル的に
確認したうえで個別条文の説明）

取り扱う条文：民法 960 条〜1027条
1 ． 相続の承認及び放棄の基礎
2 ． 遺言の基礎と改正点の詳細
（改正の全体像をビジュアル的に確認したうえで
個別条文の説明）

3 ． 遺言執行の基礎と改正点の詳細
（改正の全体像をビジュアル的に確認したうえで
個別条文の説明）
（その他）

開催

11 7
木

第

3

回

税理士が知っておくべき
「配偶者居住権（新設）の基礎」
第3回では、新設された「配偶者居住権」等につ
いて基礎から確認していきます。条文を読むだけ
ではイメージしにくい部分もビジュアル解説して
いきますので、
「全体把握」⇒「個別条文」
と理
解を深めていただけることでしょう。立法の趣旨
や新制度を巡る実務上の注意点等解説をして
いきます。

取り扱う条文：民法1028条〜1041条
１． 配偶者居住権（新設）の詳細
（全体像をビジュアル的に確認したうえで
個別条文の説明）
２． 短期配偶者居住権（新設）の詳細
（全体像をビジュアル的に確認したうえで
個別条文の説明）

開催

11 14
木

第

4

回

税理士が知っておくべき
「遺留分の基礎と改正点」
「特別の寄与（新設）の基礎」
第4回では「遺留分」の基礎と改正点等を取り
上げます。相続させる遺言にある内容と、実際の
相続分に違いが出ることもあり、争点になりやす
い内容となります。

取り扱う条文：民法1042 条〜1050 条
1 ． 遺留分の基礎と改正点の詳細
（改正の全体像をビジュアル的に確認したうえで
個別条文の説明）

2 ． 特別の寄与（新設）の詳細
（全体像をビジュアル的に確認したうえで
個別条文の説明）

3 ． 改正のまとめと経過規定

