
空家の損する⁉得する⁉ 話
～あなたのお家も空き家予備軍～

令和４年1１月９日（水）於：大阪狭山市役所3階会議室

（公社）全日本不動産協会大阪府本部 公益事業推進講師 妹尾和江
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空き家の現状－空き家数の推移
○住宅・土地統計調査（総務省）によれば、空き家の総数は、この20年で約１.5倍（576万
戸→849万戸）に増加。

○二次的利用、賃貸用又は売却用の住宅を除いた長期にわたって不在の住宅などの「その他
空き家」（349万戸）がこの20年で約1.9倍に増加。

1988年1993年1998年2003年2008年2013年2018年

【出典】：住宅・土地統計調査（総務省）

[空き家の種類]
二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）
賃貸用又は売却用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
その他空き家：上記の他に人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

【空き家数の推移
】
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昭和25年以前, 
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昭和46～55年, 

26.7%

その他空き家の現状

３／４超が昭和55年以前（新耐震基準以前）に建設
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【出典】：住宅・土地統計調査（総務省）

100.6万戸

53.0万戸

43.1万戸
36.1万戸

「大修理を要する」
「危険・修理不能」

「腐朽・破損あり」

空家対策特措法施行
2015年

84.7万戸

（2003年は未調査）

【出典】令和元年空き家所有者実態調査(国土交通省）

一戸建
252.0万戸
（72.2%)

うち木造
240.0万戸（68.8%)

うち非木造12.0

万戸（3.4%)

共同住宅 80.0万戸
（22.4%)

うち非木造
66.1万戸
(19.0%)

【出典】：住宅・土地統計調査（総務省）

○「その他空き家」(349万戸)の内訳は、一戸建てが7割以上を占め「一戸建（木造）」(240万戸)が最も
多くなっている。また、「腐朽・破損あり」のものは約101万戸となっている。

○利用現況が、売却用・賃貸用及び二次的利用の住宅以外の空き家は、3/4超が昭和55年以前（新耐震基
準以前）に建設されたもの。

【その他空き家の建て方・構造別戸数・割合】【その他空き家のうち腐朽・破損あり等の住宅の推移】

(万戸)  120

105.5万戸

長屋建 16.5万戸
（4.8%)

【空き家の建設時期（利用現況が売却用、賃貸用及び別荘・セカンドハウスとなっているものを除いたもの、n=2,065）】

昭和56～
平成2年
10.9％

平成3年以降6.9％

不明・不詳4,7％
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空き家の取得経緯・所有者

の居住地との関係○ 空き家の取得経緯は相続が55％。

○ 所有者の約3割は遠隔地(車・電車等で1時間超）に居住。

所要1時間超が約3割

【空き家の所在地と所有者の居住地の関係（N=3,912)】【空き家の取得経緯（N=3,912)】

新築・建替
18.8%

中古住宅購入
14.0%

贈与3.3%

相続 54.6%

新築購入 5.3%

不明・不詳4.0%

徒歩圏内
35.6%

車・電車等で1時間以内
35.6%

車・電車等で1～3時間
15.7%

車・電車等
で3時間超

12.5%

相続が約55%

【出典】：令和元年空き家所有者実態調査(国土交通省） 7
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大阪狭山市の空き家状況
5

総務省の平成３０年住宅・土地統計調査において

大阪狭山市の空き家率 ３．２％

大阪府の空き家率 １５．２％

空き家にしないための、予防や管理、また利活用・処分が

重要になってくる

中学校区 空き家件数 空き家割合 建物総数 空き家率

狭山 ２０４件 ４０．９％． ５３１８件 ３．８％

第三 １８６件 ３７．８％ ５０７８件 ３．７％

南 １０９件 ２１．８％ ５０６０件 ２．２％

市全体 ４０９件 １００％ １５４５６件 ３．２％



迷惑と危険が・・・

◆風景、景観の悪化（＝地域イメージの著しい低下）

 老朽化による景観の悪化

 植木の枝が隣接地または道路へ伸びっぱなし

 落葉，雑草の放置，ポストの投函物の散乱

◆治安の低下（＝犯罪や不審火の誘発）

 不法侵入者，放火

空き家のリスクとは？
～近隣への問題点～

◆風景、景観の悪化（＝地域イメージの著しい低下）

 老朽化による景観の悪化

 植木の枝が隣接地または道路へ伸びっぱなし

 落葉，雑草の放置，ポストの投函物の散乱

◆治安の低下（＝犯罪や不審火の誘発）

 不法侵入者，放火 Copyright (C) 2021 ZENNICHI. All Rights Reserved. ※無断転載禁止
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そして・・・

 ■衛生面の低下（＝ゴミの不法投棄
や動物の棲家と化す）

 側溝のつまり 近隣への糞尿被
害

 ■安全面の低下（＝家屋老朽化によ
る落下物など）

 タイルや瓦の落下などにより通行
人がケガ→所有者責任

 空き家は所有者ではなく地域が迷惑
を被る事になる！

◆衛生面の低下（＝ゴミの不法投棄や動物の棲家と化
す）側溝のつまりや近隣への糞尿被害

◆安全面の低下（＝家屋老朽化による落下物など）
タイルや瓦の落下などにより通行人がケガ➡これは
所有者責任になる

空き家は所有者ではなく地域が迷惑を被る事になる！

Copyright (C) 2021 ZENNICHI All Rights Reserved. ※無断転載禁止
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建物におこり得るリスク

さらには・・・

１、換気をしないことによる湿気➟カビの発生、木部の腐食

２、家具の傷み、畳の腐食、フロ－リングのひび割れ

３、白ありはもちろんのこと、黒ありも繁殖する

４、排水口のトラップの水が乾燥➟悪臭、

害虫の発生、ネズミの入口にもなる

５，動物の棲家に➡天井裏・床に糞・尿
Copyright (C) 2021ZENNICHI. All Rights Reserved. ※無断転載禁止
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６、ネズミの被害➟電線をかじり、漏電のリスク

７、開閉しない建具→ゆがみや不具合が生じる

８、点検しないことによるリスク➟雨漏り、樋の破
損、ガラスの割れ

９、屋根の損傷

１０、冬場の凍結による給水管の破裂が発生する

※日頃から手入れされている建物は空き家になっても問

題が少なく、賃貸その他利活用がしやすくなります

後ろに添付のセルフチェックリスト
で自分の家を点検してみましょう！Copyright (C) 2021ZENNICHI. All Rights Reserved. ※無断転載禁止
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空き家の発生による外部不経済の実態と損害額の試算

A)火災による隣接家屋の全焼・死亡事故（想定） B)倒壊による隣接家屋の全壊・死亡事故（想定）

損害区分 損害額 損害区分 損害額

物
件
損
害
等

住宅 900万円
物
件
損
害
等

住宅 900万円

家財 280万円 家財 280万円

焼失家屋の解体・処分 135万円 焼失家屋の解体・処分 320万円

小計① 1,315万円 小計① 1,500万円

人
身
損
害

死亡遺失利益 800万円
人
身
損
害

死亡遺失利益 11,740万円

慰謝料 4,000万円 慰謝料 7,100万円

葬儀費用 260万円 葬儀費用 520万円

小計② 5,060万円 小計② 19,360万円

合計①＋② 6,375万円 合計①＋② 20,860万円

C)シロアリ・ネズミの駆除被害（想定） D)外壁材の落下による死亡事故（想定）

損害区分 損害額 損害区分 損害額

物
件
損
害
等

シロアリ駆除・点検 17万円
人
身
損
害

死亡遺失利益 3,400万円

ネズミ駆除 3.5万円 慰謝料 2,100万円

雑草草取り 3.35万円 葬儀費用 130万円

合計 23.8万円 小計② 5,630万円

（公益財団法人日本住宅総合センターホームページhttps://www.hrf.or.jp/index.html 掲載データを編集）

A）のケースで、土地の工作物の瑕疵から火災が発生した場合、工作物責任と失火責任法との関係は、最高裁判例がなく、裁判例で
も立場が分かれており、損害賠償責任を負うことになる可能性があります。
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１、相続登記をしておきましょう→放っておくと二次相続三次相続が発生し、権利関

係が複雑になり売却が難しくなります。2024年４月から相続登記が義務化されます。

２、共有かどうか確認をして単独名義へ→売却には所有者全員の合意が必要です

３、書類の点検

登記済証または登記識別情報通知書→所有権移転登記に必要です

取得時の契約書・領収書→税金の申告の際に必要です

４、境界の確定・・・境界の明示および越境物がないかどうかの確認

近隣との覚書など申合せ事項があれば準備しておく

処分（売却等）の準備をしましょう

あなたのお家も空き家予備軍！
Copyright (C) 2020ZENNICHI. All Rights Reserved. ※無断転載禁止
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１，共有の解消をする（単独名義にする）

「共有物の分割請求」

•共有者はいつでも（他
の共有者に）分割の
請求をすることができ
る（民法256条）

「分割方法」

•①現物分割

•②売却による売却代金の分割

•③全面的価額賠償
• 「共有者の一人が他の共有者の持ち
分を金銭で支払って単独名義にす
る。」

共有者全員の合意が
ないと処分できない！

準備編
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２，相続登記をしておく（相続した場合）

誰が所有しているのか
明確にする。被相続人
（亡くなった人）名義の
ままで、相続登記、もしく
は遺産分割協議が終了
していないと処分（売
却・賃貸など）できない。

法案（所有者不明
土地関係の改正等）
決定されました。詳
しくは後述。202４
年相続登記義務化
施行（罰則あり）
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３、書類の点検と境界の確定

「書類の点検」 「境界の確定」

◆登記済証（権利書）・登記識別
情報通知書（再発行はできませ
んが紛失している場合は、予め事
前の手続きが必要）◆取得時の
契約書・領収書（紛失していたら、
取得費は税務署から売却費の５
パーセントしかみてもらえない）

隣地との間に境界標があるか、確認
しましょう。なければ、土地家屋調査
士に依頼して境界の明示をしましょう。
契約してから慌ててすると決済明渡し
までに間に合わない場合があります。
また、越境物などがあれば、「覚書」
なども探しておきましょう。なければ隣
地の所有者と交わしておきましょう。

14



４，荷物の整理（断捨離）と建物の維持管理

「荷物の整理」 「建物の維持管理」

元気な間に断捨離しましょう。不要なも
の（一年間つかわなかったもの）は処
分しましょう。
専門業者に依頼すると30万円くらいか
ら100万円くらいかかります。家庭のア
ラゴミで出せたら、小さいものは1ケ月
6点（ルール有）まで無料で出せます
（各自治体にてご確認下さい）枚方市の例

日頃から手入れされた建物は、
処分の際にもスムーズにでき
ます。「住まいのセルフチェッ
ク」の習慣をつけましょう。小
さな気付きが大きな支出を防
ぎます。セルフチェックの方法
は別添資料をご参照下さい
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法務省 ホームページより
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法務省 ホームページより
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自筆証書遺言の方式緩和

【自筆証書遺言の要件】

１，遺言者が自分で手書きする

２，年月日 日付けを書く

３，署名・捺印をする。

財産目録はパソコン
作成OK
通帳はコピー添付OK

◆遺言書の種類
１，公正証書遺言（公証人と2人以上の

証人要、公正証書にする)

２，秘密証書遺言(自分で書いたあとに

秘密にしておく。公証人と証人２人以上にそ
の存在を確認してもらう

３，自筆証書遺言➡

Copyright (C) 2021 ZENNICHI All Rights Reserved. ※無断転載禁止
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Copyright (C) 2021 ZENNICHI All Rights Reserved. 
※無断転載禁止
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特別寄与分制度の創設（民法１０５０条第1～３項）
被相続人に対して無償で医療看護その他の労
務の提供をしたことにより、被相続人の財産の
維持又は増加について特別の寄与をした被相
続人の親族（特別寄与者）は相続人に対して寄
与に応じた金銭（特別寄与料）を請求できるこ
ととなった。

長男の嫁（被相続人の
親族）が相続開始後、
相続人（次男・長女）に
対して金銭の請求をす
ることができるように
なった。介護等の貢献に
報いることができ、実質
的公平が得られる。

特別寄与者

但し、相続開始を知った時から6ケ月を経過
したとき、または、相続開始から1年を経過し
たときは請求権を失う。また、家庭裁判所は
一切の事情を考慮して特別寄与料の金額を
定める。

Copyright (C) 2021 ZENNICHI All Rights Reserved. ※無断転載禁止
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預貯金仮払い制度の創設（民法909条の２）

家庭裁判所の判断を経ずに預貯金の払い戻しを受
けることができるようになった。・・・相続開始時の預
貯金債権の額（口座基準）×1/3×共同相続人の法
定相続分
（但し、一つの金融機関から払戻しを受けられる上限
は150万円まで）
例（相続人子ども2人の場合）：

９０0万円×1/3×1/2＝1５0万円

Copyright (C) 2021 ZENNICHI All Rights Reserved. ※無断転載禁止
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解説（大阪狭山市における耐震に関する補助の概要）

昭和56年（1981年）5月以前に建築確認を受けて建てられた住宅等で、対象住宅を所有する人が対象です。

○耐震診断補助制度（家の状態把握）

種類 補助率 限度額

木造住宅
耐震診断にかかる費用の
90％

戸建住宅 4万5000円

共同住宅等
1戸当たり4万5000円
（上限100万円）

非木造住宅
耐震診断にかかる費用の
50％

戸建住宅 2万5000円

共同住宅等
1戸当たり2万5000円
（上限100万円）

特定既存耐震不適格
建築物

耐震診断にかかる費用の
50％

特定既存耐震不適格建
築物

100万円
（学校、病院や老人ホーム等については133万
2000円）

○耐震設計補助制度（家の補強計画）

＜補助対象建築物＞上部構造評点が1.0未満又は0.7未満の木造住宅

種類 補助率 限度額

木造住宅 耐震設計にかかる費用の70％ 1戸当たり10万円

○耐震改修補助制度（家の補強）

＜補助対象建築物＞上部構造評点が1.0未満の木造住宅

※耐震シェルターにも利用できます。

種類 補助率 限度額

木造住宅 定額
1戸当たり70万円
（所得により90万円）

○除却補助制度（家の取壊し）

＜補助対象建築物＞上部構造評点が0.7未満又は「誰でもできるわが家の耐震診断」に

よる診断の結果、7点以下の木造住宅

種類 補助率 限度額

木造住宅 定額 1戸当たり40万円

平成31年（2019年）３月時点の補助制度の内容です。

22

大阪狭山市における空き家対策に係る補助制度（別紙ご参照）



【両法律の概要】

所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制を見直し

■民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）

■相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律（令和３年法律第２５号）

民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要

登記がされるようにするための不動産

登記制度の見直し（発生予防）

②住所等の変更登記の申請義務化
• 他の公的機関（住基ネット等）から取得した

情報に基づき、登記官が職権的に変更登記を

① 相続登記の申請義務化

• 相続人申告登記の創設などの負担軽減

策・環境整備策をパッケージで併せて導入

する方策を併せて導入

〔公布後５年を超えない範囲内で政令で定める日〕

※今後、政令を制定

土地を手放すための制度

の創設（発生予防）

○ 相続土地国庫帰属制度の創設

相続等により土地の所有権を取得

した者が、法務大臣の承認を受けて、

その土地の所有権を国庫に帰属させ

ることができる制度を創設

土地・建物等の利用に関する民法

の見直し（利用の円滑化）

① 財産管理制度の見直し

• 所有者不明・管理不全の土地・建物管理
制度等の創設

② 共有制度の見直し
• 共有者不明の共有物の利用の円滑化

③ 相隣関係規定の見直し
• ライフラインの設備設置権等の規律の整備

④ 相続制度の見直し
• 長期間経過後の遺産分割の見直し

(①につき)

令和６年４月１日施行

各制度を分かりやすく説明したパンフレットは、こちらから

令和５年４月27日施行令和５年４月１日施行

令和３年４月２１日成立
同月２８日公布

法務省民事局
令和４年６月

など など

P.3

P.4 P.6 P.5
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所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

相続登記がされないこと等により、所有者不明土地（※）が発生

○ 所有者の探索に多大な時間と費用が必要（戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい）

○ 所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い

○ 共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難

⇒ 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害

⇒ 土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生

広場等としての利用が
困難となっている例(
出典：国交省)

背景

○ 相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ない

○ 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化 ・ 土地を利用したいというニーズも低下

○ 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加

問題点

課題

〇 所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針（R4.5.27関係閣僚会議決定）

「令和５年以降の施行に向けて、新制度の内容や遺産分割の重要性、令和４年度から拡充された相続登記の免税措置等について国民に十
分かつ丁寧な周知を図るとともに、政省令等事項や具体の運用を速やかに定める。」

〇 骨太の方針2022（R4.6.7 閣議決定）

「空き家等の利活用や基本方針等に基づく所有者不明土地等対策を進める。」

政府方針

など

※所有者不明土地とは・・・

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
相続登記の未了
63％

住所変更登記
の未了33％

所有者不明土地の割合
(R２国交省調査)

原因

24%

高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれ
所有者不明土地問題の
解決は、喫緊の課題

2
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所有者不明土地の発生を予防する方策

相続人申告登記（仮称）の新設

• 相続人が、登記名義人の法定

相続人である旨を登記所に申し

出る。

（単独で申告可•添付書面も簡略化）

⇒相続登記の申請義務を簡易に
履行することが可能になる。

※ 登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登

記する（持分は登記されない報告的な登記）

不動産登記法の改正

相続に関する不動

を図る方策

【背景】 登記名義人と実際の所有者とが異なることがあるが、そうすると、

産登記情報の更新
① 登記名義人の相続人が分からないため、所有者の探索に時間と費用が掛かり用地買収等が妨げられる

② 登記名義人が死亡しているかどうかだけでも分かれば、事業用地を円滑に選定することができる

との指摘がある。

①相続登記の申請を義務化

○不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から３年以内
に相続登記の申請をすることを義務付ける（正当な理由のない申
請漏れには過料の罰則あり）。

〇 相続登記の申請義務の実効性を確保するよう、以下のような環境
整備策をパッケージで導入する。

ど）から死亡等の情報を取得し、職権で
登記に表示する（符号で表示）。

⇒ 登記で登記名義人の死亡の有無の
確認が可能になる。

②登記名義人の死亡等の事実の公示

○ 登記官が他の公的機関（住基ネットな

登記の手続的な負担（資料収集等）を軽減
登記手続の費

用負担を軽減
登記漏れの防止

地方公共団体
との連携

所有不動産記録証明
制度の新設

•特定の者が名義人と
なっている不動産の一覧
を証明書として発行

⇒ 相続登記が必要な
不動産の把握が容易に
なる。

※ 自己所有不動産の一般的

確認方法としても利用可能

※ 地方公共団体の作成
する相続発生時に必要

な手続のチェックリストに

相続登記の申請を追加

するよう要請

相続人申告登記の新設

•相続人が、登記名義人の法定相続人であ
る旨を申し出る。申請義務の履行手段の一
つとする。

（単独で申告可・添付書面も簡略化・非課税）

⇒相続登記の申請義務を簡易に履行する
ことが可能になる。

※  登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登記する

（持分は登記されない報告的登記） ３

死亡届の提出者
に対する相続登記
の必要性に関する
周知・啓発を要請

など

登録免許税の負担軽減
策の導入

（参考）

Ｒ４年度税制改正の大綱
①相続登記の登録免許税の免
税措置の延長・拡充
⇒  100万円以下の全国の土
地が対象になる。
②改正不登法により創設された職
権登記（相続人申告登記、住
所等変更登記等）への非課税
措置の導入

R6.4.1施行R8.4までに施行

R6.4.1施行 R8.4までに施行
既施行
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所有者不明土地の発生を予防する方策

【現状】

▶ 現在は、住所変更登記は義務ではない。

▶ 自然人・法人を問わず、転居・本店移
転等のたびに登記するのには負担を感じ、
放置されがちである。

※ 都市部では所有者不明土地の主な原因との
調査結果もある。

住所変更未登記への対応

➊

❷
❸

○所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から２年以内にその
変更登記の申請をすることを義務付ける（正当な理由のない申請
漏れには過料の罰則あり）。

○他の公的機関から取得した情報に基づき、登記官が職権で変更登
記をする新たな方策も導入する。

⇒ 転居や本店移転等に伴う住所等の変更が簡便な手続で登記に
反映される。

❷

❸

➊

不動産登記
システム

不動産登記
システム

自然人の場合

➊ 登記申請の際には、氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」の申出を行う。

❷登記官が、検索用情報等を用いて住民基本台帳ネットワークシステムに対して照会し、所有権の

登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得する。

❸ 登記官が、取得した情報に基づき、登記名義人に住所等の変更の登記をすることについて確認をとった上

で、変更の登記をする（非課税)。

法人の場合
➊法人が所有権の登記名義人となっている不動産について、会社法人等番号を登記事項に追加する。

❷商業・法人登記システムから不動産登記システムに対し、名称や住所を変更した法人の情報を通知する。

❸ 取得した情報に基づき、登記官が変更の登記をする（非課税）。

新たな方策の仕組み

住民基本台
帳ネットワーク

システム

商業・
法人登記
システム

不動産登記法の改正

４

R8.4までに施行

26



相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設

５

相続土地国庫帰属法所有者不明土地の発生を予防する方策

要件通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下のような土地に該当しないこと

背景 ① 土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加している。

② 相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いている。

❶ 承認申請

❸ 申請者が10年分の

土地管理費相当額の
負担金を納付

国庫帰属

）手続イメージ

❹

○審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した１０年分の土地管理費相当額の負担金を徴収する

（地目、面積、周辺環境等の実情に応じて対応すべく、詳細は政令で規定）。

（参考）現状の国有地の標準的な管理費用（10年分）は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円

○相続又は遺贈（相続人に対する遺贈に限る。）により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能と
する制度を創設する。

○ただし、管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、

一定の要件（詳細は政省令で規定）を設定し、法務大臣が要件を審査する。

⇒将来的に土地が所有者不明化し、管理不全化することを予防することが可能になる。

ア建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地、イ土壌汚染や埋設物がある土地、ウ 崖がある土地
エ権利関係に争いがある土地、オ 担保権等が設定されている土地、カ通路など他人によって使用される土地など

【申請権者】

相続又は遺贈（相続人に対する遺贈に限る）
により土地を取得した者
※共有地の場合は共有者全員で申請する必要あり

❷ 法務大臣（法務局
による

要件審査・承認

• 実地調査権限あり

•国有財産の管理担当部局等に調査への協力を
求めることができる

• 運用において、国や地方公共団体に対して、

承認申請があった旨を情報提供し、土地の寄
附受けや地域での有効活用の機会を確保

R5.4.27施行
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所有者不明土地の利用の円滑化を図る方策
民法の改正

不明共有者がいる場合への対応

▶ 不明共有者がいる場合には、利用に
関する共有者間の意思決定や持分の
集約が困難

○ 共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備

•裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の同
意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度を創設する。

•裁判所の関与の下で、不明共有者の持分の価額に相当する額の金銭の供託により、不
明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みを創設する。

⇒ 不明共有者がいても、共有物の利用・処分を円滑に進めることが可能になる。

共有制度の見直し

▶ 長期間放置された後の遺産分割では
具体的相続分に関する証拠等が散逸
し、共有状態の解消が困難

遺産分割長期未了状態への対応 相続制度の見直し○ 長期間経過後の遺産分割の見直し

相続開始から10年を経過したときは、個別案件ごとに異なる具体的相続分による分割

の利益を消滅させ、画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行う仕組みを創設する。

⇒ 遺産分割長期未了状態の解消を促進する。

隣地等の利用・管理の円滑化 相隣関係規定の見直し

土地・建物の管理制度の創設 ○ 所有者不明土地・建物の管理制度の創設 財産管理制度の見直し

▶ ライフラインの導管等を隣地等に設置す
ることについての根拠規定がなく、土地の
利用を阻害

○ ライフラインの設備設置権等の規律の整備

ライフラインを自己の土地に引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置する

権利を明確化し、隣地所有者不明状態にも対応できる仕組みも整備する。

⇒  ライフラインの引込みを円滑化し、土地の利用を促進する。

▶ 現行の不在者財産管理人・相続財産
管理人は、人単位で財産全般を管理
する必要があり、非効率になりがち

▶ 所有者が判明していても、管理されない
ことによって危険な状態になることもある

• 個々の所有者不明土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度を創設する。

※ 裁判所が管理命令を発令し、管理人を選任（裁判所の許可があれば売却も可）

⇒ 所有者不明土地・建物の管理を効率化・合理化する。

○ 管理不全土地・建物の管理制度の創設

•所有者が土地・建物を管理せずこれを放置していることで他人の権利が侵害されるお
それがある場合に、管理人の選任を可能にする制度を創設する。

⇒ 管理不全化した土地・建物の適切な管理が可能となる。

６

R5.4.1施行
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所有者不明土地関連法の周知広報に向けた取組につい
て基本的な考え方

○ 所有者不明土地問題は、土地の適切な管理・利用を妨げ、国土の保全にも関わるものであり、将来への先送りは許されない

○ 所有者不明土地関連法は、相続登記の義務化及び相続土地国庫帰属制度等を内容とするなど、広く国民にも大きく影響するもの

新しい制度の円滑な実施には、その内容や意義について、広く国民の理解を得ることが必要であり、周知広報が極めて重要

関連する主要な附帯決議等
○ 衆議院・参議院の各法務委員会の附帯決議（所有者不明土地関連法案関係・令和３年３月～４月）
▶今回の所有者不明土地対策のための見直しは国民生活に重大な影響を及ぼすものであることから、国民全般に十分に浸透するよう、積極的かつ細やかな広報活動を行

い、周知徹底に努めるとともに、本法施行前に発生した相続について相続登記等の申請義務化に関する規定・・・が適用されることについては、・・・特に周知徹底を図ること。

この際、法律専門職者との連携に努めるとともに、・・・予算の確保に努めること。

○ 所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針（R4.5.27関係閣僚会議決定） 「 令和５年以降の施行に向けて、国民に十分かつ丁寧な周知を図る」

これまでの主な周知広報活動

○ 今次見直しの意義についてのポスター・パンフレットの作成・配布

○ 法務省ホームページによる情報提供、ＳＮＳ（Twitter）の活用

○ 法律や登記制度になじみの少ない層を意識した周知広報の実施

• 不動産登記推進イメージキャラクター「トウキツネ」の作成

• 「トウキツネ」が登記制度や新しい相続登記制度について紹介するＱ＆Ａの作成

• 相続登記促進親善大使の任命・大臣による対談動画

○ 政府広報（政府インターネットテレビ動画、青木源太・足立梨花SundayCollection等）

○ 専門資格者団体（日弁連・日司連・日調連等）、経済団体等と連携した、新制度の説明会等の実施

○ 地方公共団体との意見交換（首長との対談等）・連携の好事例の把握

今後の取組

○ 地方公共団体との連携・協力（死亡届の受理時に交付されるチェックリスト等に、相続登記に関する事項を追加する取組等）

○ 新制度の具体的な手続等についての周知（各種パンフレット・手引きの作成・公表、共有私道ガイドラインの改訂・周知等）

○ 運用に関する検討の深化に合わせ、専門資格者団体、経済団体等と連携した新制度の説明会・講演会等の全国展開など

▼法務省ＨＰ▼ ポスター▼▼パンフレット

相続登記
制度等に
ついての

Ｑ＆Ａ▶

地方公共団体・経済団体などを含め広く配布

7
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