不動産の無料査定 実施中！
お気軽にお問合せ下さい

番町幼稚園すぐそば！
スーパーやコンビニ︑
温泉施設も近くにあります！

●フジ北斎院店

新空港通り

●
津田中学校

ファミリーマート
南斎院郵便局● ●

●
道後さや温泉
ゆらら

●番町幼稚園
●
マルナカ
高岡店

●
済美平成
中等教育学校

旧空港通り

売 松山市平井町
土地
販売価格
＜物件概要＞

1,230

坪単価

約 12.5 万円

万円

土地
販売価格
＜物件概要＞

石原自動車
教習所●

●
渡辺病院

売

直通

ダイヤル

営業時間／朝 9：00〜夕方 6：00

089-948-0050

松山市南斎院
1,227 万円

●建ぺい率／70％
●容積量／200％

●地目／宅地

●交通／伊予鉄バス日吉神社口
バス停より徒歩1分
●取引形態／専属専任媒介

●都市計画／市街化区域

売 松山市石手白石
土地
＜物件概要＞

2,000

万円

坪単価

約 28 万円

●住所／松山市平井町甲3526番2･甲3620番

●建ぺい率／60％

●住所／松山市石手白石甲79番3他

●建ぺい率／50％

●土地面積／324.10㎡(約98.04坪)

●容積量／200％

●土地面積／237.28㎡
（約71.77坪）

●容積率／80％

●地目／宅地・山林

●交通／伊予鉄バス 水泥バス停より徒歩約8分

●地目／宅地

●交通／伊予鉄バス、
岩堰バス停より徒歩6分

●用途地域／第一種低層住居専用地域

●取引形態／一般媒介

●用途地域／第一種住居地域
●都市計画／市街化区域

伊予鉄道横河原線 平井駅より徒歩約14分
●取引形態／専任媒介

売 松山市平井町
物件
販売価格
＜物件概要＞

1,000 万円（税込）

●都市計画／市街化区域

売 サントノーレ松山西
物件
販売価格
＜物件概要＞

1,380 万円（税込）

●物件タイプ／戸建中古

●築年月／平成1年12月
（平成16年12月増築）

●物件タイプ／中古分譲マンション

●築年月／平成15年11月

●住所／松山市平井町甲2510番7他

●交通／伊予鉄バス 刈屋バス停より徒歩約5分

●住所／松山市南吉田1694番3

●交通／伊予鉄バス 鯛崎バス停より徒歩2分

●専有面積／78.72㎡(約23.81坪)

●校区／生石小学校・西中学校

●構造／SRC造9階建の5階

●取引形態／専任媒介

●土地面積(有効)／158.05㎡(約48.05坪)

伊予鉄道横河原線 平井駅より徒歩約9分

●延べ床面積／138.07㎡(約41.76坪)

●校区／小野小学校・小野中学校

●構造／木造2階建

●取引形態／専任媒介

松山本店

松山東支店

愛媛県松山市朝生田町 1-15-10

愛媛県松山市久米窪田町 875-2

●不動産営業部
TEL:089-948-0050/FAX:089-948-5966
●総合資産管理部（定休／水曜日）
TEL:089-915-8688/FAX:089-948-5969

●不動産営業部（定休／水曜日）
TEL:089-970-4343/FAX:089-970-3655
●総合資産管理部（定休／水曜日）
TEL:089-970-3666/FAX:089-970-3655

株式会社コヴァエステート
（公社）愛媛県宅地建物取引業協会会員

不動産公正取引協議会加盟

フジグラン重信
インフォメーションセンター
愛媛県東温市野田 3-1-13
TEL:089-955-5110/FAX:089-955-5101

愛媛県知事（6）第4229号
松山市朝生田町1-15-10
https://www.covaestate.com

2019 Sep.
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29 万円

●土地面積／139.88㎡(約42.31坪)
●用途地域／第一種住居地域・商業

株式会社コヴァエステートの不動産情報誌

09

坪単価

●住所／松山市南斎院737番6

販売価格

通信

コヴァエステート松山本店 不動産営業部

PICK UP CONTENTS !!

不動産オーナー
インタビュー

〜駐車場の整地で契約数増加 「秋元第一パーキング」
〜
ゲスト：

オーナー

秋元 丈仁（あきもと たけひと）様

Q1：駐車場を整地することになったきっかけは？
Q2：整地？工事？の内容、工事にかかった期間はどのくらいですか？
Q3：整地をするのに苦労したことはありますか？
Q4：整地をする際に工夫した点、よかった点は？
・駐車場整地の重要性

・駐車場整地の種類は？

相続よろず相談室
第６回
相 続 発 生 後 にトラブ ル となる 主 な 原 因
【その 1 の 続き】
相 続 人 が だ れ な の か 把 握 で きて い な い！
発行・編集／株式会社イーエーシー

ウラ面

土地情報
2019 年
９月

PICK UP CONTENTS !!

株式会社コヴァエステートの不動産情報誌

COVA 通信「不動産オーナーインタビュー」

駐車場の整地で契約数増加
「秋元第一パーキング」

〜不動産オーナーに向けてひとこと〜

INTERVIEW GUEST

オーナー
あ きもと た け ひ と

秋元 丈仁

実は、駐車場の整地をする前に土地の売買もお願いしており、そちらが円滑に進んだため
今回の駐車場の整地に踏み切れました。売買に関しては売買専門の営業さんが担当してく

様 (53歳)

ださいましたが、細やかな対応に感謝しています。今回の整地に関しても、営業さんとい
ろいろな話をしていく中で実現しました。小さなことでもいいので、まずは営業さんに相
談してみると状況が良い方向に進むかもしれません。

Q1：駐車場を整地することになったきっかけは？
もともとは、両親が 20 年ほど前から駐車場として土地を所有しており、管理については
コヴァエステートさんではなく別の不動産会社さんに依頼をしていました。
しかし、管理が難しいとの判断が出て、困っていた時に声をかけてくれたのが、コヴァエ

コヴァの

ステートの営業さんでした。

〜第６回〜

相続よろず相談室

相続発生後にトラブルとなる主な原因
【その1の続き】相続人がだれなのか把握できていない！

＜第 5回では、法定相続人について解説しましたが、第 6回はもう少し法定相続人と法定相続分に関して解説します。
＞
現在では“車は一家に一台”というのが当たり前になってきました。車の重量は、約 800kg 〜

駐車場整地の
重要性
BEFORE

2,500kg とバラツキがありますが、重い事に変わりはありません。毎日の車の出入りによって土地が
陥没している箇所があったり、雑草やゴミの放置等、管理が行き届いていない駐車場に関しては、敬遠
されるので整地をする必要があるでしょう。

AFTER

Q2：整地工事の内容、
工事にかかった期間は
どのくらいですか？
地盤を強固にするために、平坦に整地した上
から砕石を敷き詰めて転圧する工事と、車 1

相続と遺産分割協議
被相続人が遺言書を残していた場合は、原則としてその内容に従うこ
とになるため、相続人全員での話し合い（遺産分割協議）は行われな
いのが通常です。一方で、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分
割協議が行われ、合意に至った場合はその内容に従い、合意に至らな
い場合は調停や審判によって遺産分割方法が決定されます。法定相
続分は、この調停や審判の際に基準となります。遺産分割協議では、
相続人全員が納得していればどのような割合で分割することも許され
ますが、相続人の間で公平を保つという観点からは、法定相続分を正
しく理解し、その割合に応じて協議を進めることで、遺産分割協議に
おける争いを避けられるかもしれません。

た。期間としては、約２週間の工事でした。

タイプがあり、現場の
状況に合わせて選択す
ることができます。

①未舗装…費用を抑えて整地ができるので、主に砂利や砕石を敷いた駐車場が多い。

②アスファルト舗装…アスファルトはタイヤのゴムとの親和性がよいため、工事後すぐに利用。
③コンクリート舗装…耐久性は高いが、手間がかかるため施工費は割高の傾向。

Q3：整地をするのに苦労したことはありますか？
整地をする前は、個人で駐車場の管理をしていたので目が行き届いておらず、違法駐車している車両がありました。所有者も分か

相続が発生したら

主には、３種類の舗装

祖母

祖父

第 2 順位
直系尊属

祖父

2

母

祖母

父

第 3 順位 兄弟・姉妹
3

配偶者

本人

兄弟

第 1 順位
直系尊属
子ども

STEP１：相続順位を確認し、
法定相続人に該当するかを確認！

き直し、車止めブロックの設置工事をしまし

駐車場整地の種類は？

図1

父母がいない場合、祖父・祖母が第 2 順位

1

台あたりの面積を広くするためのロープの引

Check!!

すぐわかる相関人間関係図

Check!!

まずは、図1の中で、自分がどこの法定相続人グループに該当
するかを確認してみてください。この順位において重要なことは、
❶配偶
者は常に相続人であり、
❷上位順位の方が存命している場合には、下位
順位の方が法定相続人に該当することはありません。
※上位順位の方が
既にお亡くなりになっている場合に初めて、次の順位の方が法定相続人
に該当します。

孫

子ども

※子どもがいない場合、
孫が第 1 順位になる

さて、相続人とその割合について図を使って解説してきましたが、あなたがどのぐ
らいの割合で遺産をもらえるのか分かっていただけましたでしょうか。

らないため頭を抱えましたが、コヴァエステートの営業さんが手続きを代行してくださったので、安心してお任せできました。

孫

A：配偶者と子どもが法廷相続人

子ども

1
2

1
4

父母（親）

配偶者

1
3

1
2

C：配偶者と兄弟姉妹

兄弟姉妹

B：配偶者と父母（親）

配偶者

3
4

お気軽にご相談下さい♪

設計しました。駐車できる車両数は少し減りましたが、使っていただく方のことを考え

相続支援コンサルタント 中川 貴美

た上での決断でした。整地と工夫のおかげで、契約数は順調に増加しています。
★セミナーのお申し込み：089-935-2361

愛媛新聞カルチャースクール事務局

配偶者

2
3

D：配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹

Q4：整地をする際に工夫した点、よかった点は？
整地をきっかけに、契約者さんのことを考えて、整地前より車 1台あたりの面積を広く

姪

図2

STEP2：法定相続分の確認！
実際に順位を調べて、法定相続人に該当することになった場合には、割
合を確認します(図2)。法定相続分は、配偶者がいるか／いないかで大
きく変わってきます。

甥

※兄弟・姉妹がいない場合、
甥・姪が第 3 順位になる

（専用Tel：089-941-3333）

１

