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 はじめに 

 

 わが国では、少子高齢化や都市部への人口集中が進む中で、土地利用のニーズの

低下や地縁・血縁関係の希薄化により、資産としての土地に対する国民の意識に変

化が生じ、その結果、不動産登記簿等の公開情報から所有者が直ちに判明しない、

又は判明しても連絡がつかない土地、いわゆる所有者不明土地が発生し、公共事業

等の支障となっていることが指摘されています。 

所有者不明土地問題の発生原因は様々ですが、相続を契機に発生することも少な

くありません。また、司法書士にとって、不動産登記は、業務の中でも大きな比重

を占めています。所有者不明土地の増加は、司法書士業務にとっても大きな問題で

す。 

これらの社会問題に関して、国は、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」、

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」、「表題部所有者不明土地

の登記及び管理の適正化に関する法律」を制定するなど、対策を進めています。 

これらの新たな制度については、司法書士が十分に理解して、活用することが大

切です。 

このうち、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法についての理解

の一助とするため本Ｑ＆Ａを作成しました。本法律では、①所有者不明土地を円滑

に利用する仕組み②所有者の探索を合理化する仕組み③所有者不明土地を適切に管

理する仕組みが定められています。また、本法律において、不動産登記法の特例も

定められています。 

そこで、第Ⅰ部では所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別特措法の概要

について解説し、第Ⅱ部では長期相続登記等未了土地の解消事業に関連する中で、

市民の方から質問を受けると想定される事案並びに不動産登記法の特例について、

さらに詳しく解説しました。 

今後、法務局から相続人に対する通知が本格化することにより、各地の司法書士

会相続登記相談センターや個人の事務所に、法務局からの通知書を持った相続人が

来られることになります。本Ｑ＆Ａがこれらの相談や相続登記を受託する司法書士

の皆様に活用いただけたら幸いです。 

なお、本Ｑ＆Ａは、現時点における一つの考え方を示すものであり、今後法務局

における運用等が変更されることも予想されるため、個別具体的事案においては、

管轄する法務局と協議し、適切に対応してください。 

 

 

 

 

 

令和３年 11 月 

日本司法書士会連合会 

空き家・所有者不明土地問題等対策部 
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第 49 号） 
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施行規則 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別特措法施行規則（平成 
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Ⅰ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別特措法の概要 

 

＜総則＞ 

 

Ｑ１ この法律の目的は何ですか？ 

Ａ 不動産登記簿からでは所有者の氏名や住所が分からない土地、いわゆる「所有

者不明土地」が全国的に増加していることに対応するため、「所有者不明土地」

の円滑な利用と効果的な探索をするための様々な措置を講じて、国土の適正で

合理的な利用を推進することを目的としています。       （法第１条） 

  そのために、次のような措置が定められています。   

  (1) 所有者不明土地を円滑に利用する仕組み 

    ・公共事業における収用手続の合理化・円滑化 

    ・地域福利増進事業の創設 

  (2) 所有者の探索を合理化する仕組み 

    ・土地等権利者関連情報の利用及び提供 

    ・長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例 

  (3) 所有者不明土地を適切に管理する仕組み 

    ・財産管理制度に係る民法の特例 

 

Ｑ２ この法律に出てくる「所有者不明土地」、「特定所有者不明土地」、「地域福利増

進事業」、「特定登記未了土地」、「長期相続登記等未了土地」、「土地使用権等」の

用語の意味は何ですか？ 

 Ａ(1) 所有者不明土地 

相当な努力が払われたと認められる探索を行っても、所有者の全部または

一部を確知することができない一筆の土地。（探索の方法の詳細についてはＱ

４に記載。）       （法第２条１項） 

  (2) 特定所有者不明土地 

所有者不明土地のうち、現に建築物（物置、作業小屋又はこれらに類するも

ので、床面積が 20 ㎡未満の平家建の建築物は除く。）が存せず、かつ、業務の

用その他の特別の用途に供されていない土地。  （法第２条２項） 

  (3) 地域福利増進事業 

一定の事業のうち、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図

るために行われるもの。（詳細についてはＱ５に記載。） （法第２条３項） 

  (4) 特定登記未了土地 

所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等がされていない土地であって、

土地収用法第３条各号に掲げる収用適格事業を実施しようとする区域の選定

その他の公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため所有権の登記名義人

となり得る者を探索する必要があるもの。   （法第２条４項） 

  (5) 長期相続登記等未了土地 

特定登記未了土地に該当し、かつ、当該土地の所有権の登記名義人の死亡後



10 

 

30 年を超えて相続による所有権の移転登記その他の所有権の登記がされてい

ない土地。        （省令第１条１項） 

  (6) 土地使用権等 

    特定所有者不明土地の使用権(法第 10条１項１号)及び特定所有者不明土地

にある所有者不明物件(相当な努力が払われたと認められるものとして政令

で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知す

ることができない物件をいう。)の所有権(「物件所有権」という。)又はその

使用権(「物件使用権」という。)(法第 10 条１項２号)をいいます。 

    また、本法ではよく似た用語として「土地等使用権」が使われますが、この  

用語は、土地使用権又は物件使用権のことをいいます。(法第 10 条２項８号) 

物件所有権が除外されています。よく似た用語ですが意味が異なりますので 

注意してください。 

 

Ｑ３ 国や地方公共団体に対して責務が定められていると聞きましたが、どのよう

なことですか？ 

Ａ 国土交通大臣と法務大臣は、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地所有者

の効果的な探索に関する基本的な方針を定めてこれを公表しなければなりませ

ん。これを受け、平成 30 年法務省・国土交通省告示第２号で公表しています。 

  また、地方公共団体は、国との適切な役割分担をして地域の実情に応じた施策

を策定して実施しなければなりません。     （法第３条～法第５条） 

 

Ｑ４ 所有者不明土地について法が定める探索とは、どのようなものですか？ 

Ａ 次に掲げる方法です。この探索を行っても、所有者の全部又は一部を確知する

ことができない一筆の土地が所有者不明土地です。 

   ・登記事項証明書の交付を請求すること。 

   ・土地の占有者、土地の所有権以外の権利者（地役権者、担保権者等）固定 

    資産課税台帳・地籍調査票等を備えると思料される市町村等、親族、在外 

    公館の長等に対し、当該情報の提供を求めること。 

   ・土地の所有者と思料される者が記録されている住民基本台帳その他戸籍簿、 

    除籍簿、戸籍の附票を備えていると思料される市町村長又は登記所の登記 

    官に対し、当該情報の提供を求めること。 

   ・所有者と思料される者に対し、書面の送付又は訪問を行うこと。 

      （法第２条１項、施行令第１条、施行規則第１条～第３条） 

 

＜地域福利増進事業について＞ 

 

Ｑ５ 「地域福利増進事業」とは、どのようなものですか？ 

Ａ 地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる事業

が対象です。公共的な事業のため一定期間の使用権を設定することができるよ

うになりました。地域住民等の福祉や利便性を向上させる事業を行ううえで、特

定所有者不明土地に 10年を限度として都道府県知事が土地使用権等を設定しま
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す。 

   例として道路、学校、公民館、図書館、社会福祉施設、病院、公園、緑地、広

場、運動場や災害復興のための住宅や施設などが考えられます。詳細は、所有

者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な

方針、地域福利増進事業ガイドラインで示されています。 （法第２条３項） 

 

Ｑ６ 地域福利増進事業に営利を目的とするものも含まれる理由は何ですか？ 

Ａ 地域福利増進事業は、周辺地域で同種の施設が著しく不足している購買施設

等を整備する事業も対象としています。これは、住民等が必要な物品を購入する

ことができる施設が当該地域内に著しく不足している場合には、このような施

設を整備することが地域住民の共同の福祉又は利便の増進に資するとされてい

るからです。 

 

Ｑ７ 地域福利増進事業の事業主体は、誰ですか？ 

Ａ 地方公共団体だけでなく、民間企業、ＮＰＯ、自治会、町内会等事業主体は限

定されず誰でも都道府県に裁定を申請し、使用権を取得して事業を行うことが

できます。 

 

Ｑ８ 地域福利増進事業の流れは、どのようになっていますか？ 

Ａ 下記の図を参照してください。(令和２年９月現在) 

 
出典：国土交通省ホームページ<国土交通省土地・建設産業局作成> 
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   所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法) 

   について(補足資料９頁から引用) 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001352323.pdf 

 

Ｑ９ 地域福利増進事業で利用する土地は、特定所有者不明土地のみである必要が

ありますか？ 

Ａ ありません。特定所有者不明土地に所有者が判明している土地も含めて事業

を行うことができます。 

 

Ｑ10 地域福利増進事業を希望するものは、特定所有者不明土地と認められるため

にどのような探索を行うのですか？ 

Ａ 地域福利増進事業の裁定を申請するためには、法令で定められた方法により、

土地の所有者、物件の所有者、土地、建物の権利者（所有権以外の権利を有する

者）の探索を行う必要があります。土地所有者の探索は、法によって利用できる

ようになった情報を基に効果的かつ明確に行うことが可能となりました。なお、

近隣住民への聞き取り調査等、法令で定められていない方法は裁定申請のため

に実施する必要はありません。 

探索方法の詳細は、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果

的な探索に関する基本的な方針、地域福利増進事業ガイドラインで示されてい

ます。 

 

Ｑ11 地域福利増進事業を希望するものが、当該所有者不明土地と思われる土地の

所有者を探索した結果、所有者の全部が判明した場合は、どうなりますか？ 

Ａ 地域福利増進事業を希望するものが任意取得する方法で事業実施を行うこと

が考えられます。 

 

Ｑ12 地域福利増進事業の土地等使用権は 10 年を上限とした理由は、何ですか？ 

Ａ 下限の期間が 10 年である借地借家法における事業用定期借地権を参考に、存

続期間の上限が 10 年とされました。 

 

Ｑ13 地域福利増進事業が法施行後 10 年間で累計 100 件程度との見込みの算定根拠

は、何ですか？ 

Ａ 地域福利増進事業の利活用の見込みは、利用が容易に想定されるケース（ごみ

が不法投棄されているなど適切に管理されていない土地を公園、広場等に整備、

特定空家を代執行で除却した後の空き地を公園、広場等に整備など）を念頭に市

町村に対してアンケートを実施し、その結果に基づき推計が行われ、法施行後 10

年間で累計 100 件の土地使用権等の設定が目標とされました。 

 

Ｑ14 地域福利増進事業において所有者が現れた場合は、どうなりますか？ 

Ａ 地域福利増進事業では 10 年間を上限とする土地等使用権が設定されますが、

その当該使用期間が終了した後に返還を求められた場合は、当該特定所有者不
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明土地を原状に回復して返還し、所有者は供託された補償金を受け取ることに

なります。 

 

Ｑ15 土地等使用権の存続期間満了後は、どうなりますか？ 

Ａ 土地等使用権が設定された土地を現状に回復した状態で返還する必要があり

ます。なお、判明している所有者全員の同意が得られている場合は、原状回復の

必要はありません。また、事業に不要であるとして所有権を取得し、除却した物

件（事業実施に不要な雑木等）についても、再度設置する必要はありません。 

 

Ｑ16 土地等使用権の存続期間満了後、引き続き利用したい場合は、どうすればいい

のでしょうか？ 

Ａ 土地等使用権の存続期間の延長についての裁定を申請することができます。 

 

Ｑ17 地域福利増進事業において土地等使用権が繰り返し延長され、期間が長期に

わたる場合は、どうなりますか？ 

Ａ 土地等使用権が繰り返し延長され、使用期間が長期にわたるような特定所有

者不明土地の所有者が現れる可能性が低い場合における所有権の帰属や利用方

法の拡大などの措置については、引き続き検討するとされています。 

 

＜土地収用法の特例について＞ 

 

Ｑ18 収用手続の特例の対象となる土地は、どのようなものですか？ 

Ａ 収用手続の特例の対象事業は、収用適格事業（土地収用法第３条各号）と同一

です。ただし、収用手続の特例の対象となる土地は、簡易なものを除いて建築物

が存在せず、現に利用されていない所有者不明土地であって、反対する権利者の

いない特定所有者不明土地（法第２条２項）に限定されます。 

 

Ｑ19 現行の土地収用法と法による収用手続の特例との違いは何ですか？ 

Ａ 収用手続の特例は、土地収用法に基づく事業認定を受けた事業について、収用

しようとする土地が、反対する権利者がおらず、簡易なものを除き建築物が存在

せず、現に利用されていない特定所有者不明土地の場合、収用委員会ではなく、

都道府県知事の裁定により、審理手続を経ずに土地を取得することを可能とし

ています。 

 

Ｑ20 法による収用手続の特例によって期間短縮はどの程度図られるのでしょう

か？ 

Ａ 収用手続の移行から取得までの期間が、約 31 か月から約 21 か月へ約３分の

１が短縮されるとしています。 

 

Ｑ21 土地収用法と法による収用手続の特例の流れは、どのようになっています
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か？ 

 

Ａ 下記の図を参照してください。(令和２年９月現在) 

 
出典：国土交通省ホームページ<国土交通省土地・建設産業局作成>  

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法) 

   について(補足資料 28 頁から引用) 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001352323.pdf 

 

 

Ｑ22 土地収用法では独立性を有する収用委員会が裁決を行っていますが、法によ

る収用手続の特例において、都道府県知事が裁定をする理由は何ですか？ 

Ａ 収用委員会は、収用対象土地について、適切な補償内容を判断するため、専門

的知見や高度な中立性、公平性を有する機関として、都道府県知事のもとに置か

れています。 

   法による収用手続の特例は、簡易なものを除き建築物が存在せず、現に利用さ

れていない特定所有者不明土地を対象としていますので、複雑な補償額の算定

が不要であり、また、明示的な反対者がいないことを公告縦覧することになっ

ています。このため、収用委員会と同等の補償算定に関する専門的知見や高度

な中立性、公平性は不要であると考えられることから、法では、適切な事務配

分の観点も踏まえ、都道府県知事の裁定とされました。 
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Ｑ23 事業実施主体が都道府県の場合、裁定主体が同じになる場合も想定されます

が、この場合の中立性は保たれるのですか？ 

Ａ 都道府県知事が事業実施する場合は、直接事業を担当する部局と別の部局が

確認や裁定を担当することを所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者

の効果的な探索に関する基本的な方針等において定めています。 

   また、地域住民等の共同の福祉又は利便の増進の観点について、地域の実情を

把握する関係市町村長の意見聴取、補償金額については収用委員会の意見聴取

を経るとしていることから、一定の中立性が担保されることになります。 

 

Ｑ24 収用手続の特例において、手続後に所有者が現れた場合はどうなりますか？ 

Ａ 収用手続の特例の手続を経て、裁定後、所有権が事業者に帰属した場合は、所

有者は供託された補償金を受け取ることになります。 

 

＜不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例について＞ 

 

Ｑ25 不在者(民法第 25 条１項)の財産および相続財産の管理(民法第 952 条１項)に

関する民法の特例が設けられたと聞きましたが、どのようなものですか？ 

Ａ 国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、所有者不明土地につき、その適切

な管理のため特に必要があると認められる場合（不法投棄や雑草の繁茂等によ

り所有者不明土地が周辺に悪影響を与えている場合等）には、利害関係の有無に

関係なく、家庭裁判所に対し、民法第 25 条１項の規定による命令又は同法第 952

条１項の規定による相続財産の管理人の選任を請求することができるようにな

りました。                    （法第 38条） 

 

＜土地所有者等関連情報の利用及び提供について＞ 

 

Ｑ26 土地所有者探索のために必要な公的情報を利用することができるようになっ

たと聞きましたが、具体的にはどのように変わったのですか？ 

Ａ 所有者の探索においては、不動産登記簿以外にも、固定資産課税台帳等の有益

な情報がありますが、これまでは公共的な事業のためであっても、原則、利用す

ることができませんでした。 

   都道府県知事及び市町村長は、地域福利増進事業等の実施の準備のため、土地

所有者等を知る必要があるときは、土地所有者等関連情報を内部で利用するこ

とができるようになりました。      （法第 39 条） 

 

＜不動産登記法の特例について＞ 

 

Ｑ27 法第 40条１項の特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例

とは、どのようなものですか？ 

Ａ 登記官が、公共の利益となる事業を実施しようとする者の求めに応じ、事業を

実施しようとする区域内の土地が特定登記未了土地に該当し、登記名義人の死
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亡後一定期間相続登記がされていないときは、登記名義人となり得る者を探索

し、一定事項を登記簿へ付記登記し、名義人となり得る者に対する相続登記等の

勧告を行うこととされています。具体的な流れは、次のとおりです。 

           （法第 40 条） 

  ① 自治体のニーズを踏まえ調査地域を選定 

  ② 調査対象土地（特定登記未了土地）の洗い出し 

  ③ 調査対象土地の登記情報と戸・除籍謄本とを突合し、登記名義人について相

続が発生していないかどうかを確認し、その結果を踏まえ、登記名義人の法定

続人等を調査 

  ④ ③の結果である法定相続人情報等を登記簿の一部として保管（探索の結果

を確認するために必要な事項を登記事項として記録） 

  ⑤ 調査で判明した相続人に対し、相続登記を促す通知を発出 

  ⑥ 公共事業の実施主体である地方公共団体等において法定相続人情報等を活

用 

 

Ｑ28 探索の対象となる土地はどのようなものですか？ 

Ａ 所有権の登記名義人の死亡後 30年を超えて相続登記等がされていない土地で、

土地収用法第３条各号に掲げる収用適格事業を実施しようとする区域の選定そ

の他の公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため所有権の登記名義人とな

り得る者を探索する必要があるものが対象となります。 

実際には、各法務局が地方公共団体からの要望を聴取して長期相続登記等未

了土地に関する情報を収集した中から作業実施地域を選定し、最後の所有権の

登記の受付年月日から原則として 70年以上経過している土地を抽出するようで

す。 

 

Ｑ29 探索は、どのように進められるのでしょうか？ 

Ａ 地方公共団体で相続発生の有無を把握することができない土地については、

相続発生の有無を調査し、所有権等登記名義人の死亡後 30 年以上経過している

場合には、戸籍謄本等を請求して法定相続人を探索することになります。法定相

続人の特定ができたならば、更に、戸籍の附票を取得して相続人の住所情報を取

得します。 

 

Ｑ30 探索した結果、取得した相続人に関する情報は、どのように扱われるのです

か？ 

Ａ 登記官は、長期相続登記等未了土地の相続人の探索を行った場合には、法  

定相続人情報を作成することになっています。       （省令第１条１項） 

 

Ｑ31 法定相続人情報には、どのような事項が記載されますか？ 

Ａ 次の事項が記録されます。なお、法定相続人情報は、電磁的記録で作成し、こ

れを保存するものとされました。     （省令第１条４項） 

(1) 所有権登記名義人（被相続人）の氏名、出生年月日、最後の住所、登記簿上
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の住所及び本籍並びに死亡の年月日。最後の住所が判明しないときは、記録

は要しないとされています。 

  (2) 所有権登記名義人の相続人の氏名、出生年月日、住所、続柄。 

    当該相続人が死亡している場合は、氏名、出生年月日、続柄及び死亡年月日。

住所を記録することができないときは、記録を要しないとされています。 

(3) 所有権登記名義人の相続人（第一次相続人）が死亡している場合は、第一次   

相続人の氏名、出生年月日、住所、第一次相続人との続柄。当該第二次相続     

人が死亡している場合は、氏名、出生年月日、第一次相続人との続柄及び死 

亡年月日。住所を記録することができないときは、記録を要しないとされて 

います。 

     以下、第二次相続人が死亡している場合は、順次同様とするものとされ 

    ています。 

  (4) 相続人の全部又は一部が判明しないときは、その旨。 

  (5) 作成番号 

  (6) 作成の年月日        （省令第１条２項） 

 

Ｑ32 相続人は、法定相続人情報を取得することができますか？ 

Ａ 所有権の登記名義人の相続人又は法第 40条１項の申出をした公共の利益とな

る事業を実施しようとする者から、法定相続人情報の閲覧の請求（不登法第 121

条２項）がされた場合は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力

して表示するとされています。         （不登規則第 202条２項） 

 

Ｑ33 法定相続人情報つづり込み帳が備え置かれることになったと聞きましたが、

どのような書類が保管されるのでしょうか？ 

Ａ 関係地方公共団体の長その他の者への照会書の写し、提出された資料、法定相

続人情報の内容を書面に出力したもの、付記登記に関する書類です。 

           （省令第５条２項） 

 

Ｑ34 法定相続人情報、職権付記登記事件簿、法定相続人情報つづり込み帳の保存期

間は何年ですか？ 

Ａ 法定相続人情報は、付記登記を抹消した日から 30 年間、職権付記登記事件簿

に記録された情報は、立件の日から５年間、法定相続人情報つづり込み帳は、作

成の年の翌年から 10 年間です。         （省令第６条） 

 

Ｑ35 登記官の探索の結果、長期相続登記等未了土地であることが認められたとき

は、どうなりますか？ 

Ａ 職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされてい

ない土地である旨、相続人の全部又は一部が判明しないときはその旨、作成番号

が付記登記されることになります。 

       （法第 40 条１項、省令第２条、同第３条２項） 
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Ｑ36 法第 40 条１項の付記登記がされた土地について、所有権の移転の登記がされ

たときは、付記登記はどうなりますか？ 

Ａ 職権で、当該付記登記の抹消の登記をすることになります。（省令第７条）記

録例は、平成 30 年 11 月 15 日法務省民二第 612 号通達の別紙１の７（５）を参

照ください。 

 

Ｑ37 法第 40 条１項の付記登記がされた土地について、相続登記や所有権保存登記

を申請する際、法務局に備え置かれている法定相続人情報を利用することがで

きますか？ 

Ａ 登記申請の際に、法定相続人情報の作成番号を提供することによって、その分

の相続を証する情報としての戸籍や住所を証する情報の提供に代えることがで

きます。         （省令第８条） 

 

Ｑ38 法第 40 条１項の付記登記がされた土地について、遺産分割協議が整って相続

登記をする際の相続に関する添付情報はどのようになりますか？また、法定相

続人情報作成時から次の相続が発生している場合はどうですか？ 

Ａ 法定相続人情報の作成番号と遺産分割協議書（印鑑証明書添付）等の相続人が

当該土地を相続したことを証する添付情報を提供することによって、戸籍謄本

等の添付を省略することができます。 

   次の相続が発生しているときには、次の相続に関する戸籍謄本等について別

途添付する必要があります。 

 

Ｑ39 法第 40 条１項の探索で判明した相続人に対して、登記官が相続登記を促す通

知をすると聞きましたが、どのようになされるのでしょうか？ 

Ａ 登記官が長期相続登記等未了土地の相続人の探索の結果、所有権の登記名義

人となり得る相続人を知ったときは、相続登記の申請を勧告することができる

とされました。勧告する際は、次の事項を明らかにしてすることになります。な

お、法務局から相続人への通知の実際は、「勧告」ではなく「お知らせ」と位置

付けて運用しているようです。(資料１法務局からの通知文例 28 頁参照) 

  ・勧告 

  (1) 長期相続登記等未了土地に係る不動産所在事項及び不動産番号 

  (2) 所有権の登記名義人となり得る者 

    実際には、前記事項に次の事項を併せて、一定の順序に従って選定した相続

人の一人に対して、相続登記等を促す通知を発することになるようです。 

  ・通知 

  (1) 長期相続登記等未了土地の所在地を管轄する登記所 

  (2) 登記の申請に必要な情報 

          （法第 40 条２項、省令第４条） 

 

Ｑ40 登記官が法第 40条１項の探索で判明した相続人に対して発する文書に司法書

士会の相談会等を案内する文書が同封されると聞いたのですが、どのような理
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由からですか？ 

Ａ 法第 40条の長期相続登記等未了土地の相続人の探索並びに相続人への通知は、

相続登記の促進に関するものです。登記の申請に必要な情報として、法務局と司

法書士会共催の相談会の案内等の文書を併せて通知することが相続登記の促進

になると考えられたからです。      （省令第４条２項２号） 

 

Ｑ41 登記官は、法第 40 条１項の規定に基づき、長期相続登記等未了土地である旨

の付記登記の完了後、当該付記登記に係る土地の所有権の登記名義人の法定相

続人の地位にあると考えられる者に対し、当該土地についての相続登記等の申

請を勧告することができることとされました。この場合に、登記官は相続登記等

を申請するために必要な情報を併せて通知するものとされました。登記官の通

知にともない司法書士会として相続登記の促進のためどのような取組が必要と

なりますか？ 

Ａ 相続登記の促進のために、次のような取組が考えられます。もっとも取組にあ

たっては、各司法書士会の実情に基づき、最も効果的と思われる対応をしてくだ

さい。また、その際には、法務局とも十分な調整のうえ実施をしていくことが必

要と思われます。 

   なお、対応にあたっては、令和元年８月８日付日司連専発第83号「平成30年度

に開始された長期相続登記等未了土地解消作業における相続人への説明(相談)

会の実施について(お知らせ)」に基づき対応をお願いします。 

  (1) 説明(相談)会を実施する方法 

    説明(相談)会を実施する方法としては、独自の説明(相談)会を実施する場

合と既存の相談会を活用して実施する方法が考えられます。 

① 独自の説明(相談)会を実施する方法 

     司法書士会と法務局の共催とし、相談料は無料として実施していただく

ことになります。なお、相談会の周知については、法務局が代表法定相続人

宛てに送付する通知文書の中に同封する方法によることが効果的です。 

② 既存の相談会を活用して実施する方法 

     全国一斉!法務局休日相談所の開催や相続登記はお済みですか月間の開

催と兼ねて実施することが考えられます。 

  (2) 無料電話相談センターを開設して実施する方法 

司法書士会事務局で、代表法定相続人からの電話を受け、氏名・電話番号を

確認後、司法書士が折り返し代表法定相続人に対し電話し、相談を受けること

が考えられます。遠方に住む代表法定相続人への対応として有効な取組と考

えられます。 

  (3) 司法書士会相続登記相談センター等を活用して実施する方法 

最寄りの司法書士会相続登記相談センター等で相談対応することが考えら

れます。 

  (4) 前記(1)～(3)の方法を併用して実施する方法 

     前記(1)～(3)のそれぞれの長所を生かし、併用して実施することが考えら

れます。 
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Ｑ42 長期相続登記等未了土地の相続人探索等の事業は、今後も続くのでしょう

か？ 

Ａ 法施行後３年を経過した後、状況について検討し、結果に基づいて必要な措置

を講じるとしています。（法附則第２項） 

      なお、令和２年７月３日所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議

において決定された所有者不明土地等対策のための新たな基本方針では、「来年

11 月に法の施行から３年が経過し、見直しの時期となることに向けて、長期相

続登記等未了土地の解消がより効率的・効果的に行われるために必要となる見

直しを検討する。」としています。 

 

＜職員の派遣の要請＞ 

 

Ｑ43 地域福利増進事業等の実施の準備のため、職員の派遣の要請制度が設けられ

ましたが、どのような制度ですか？ 

Ａ 地方公共団体の長は、地域福利増進事業、収用適格事業または都市計画事業の

実施の準備のため、職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得さ

せる必要があるときは、国土交通大臣に対し、国土交通省の職員の派遣を要請す

ることができるとされました。（法第 41 条）また、法の円滑な施行、先進事例の

情報共有、地方公共団体の用地業務への支援などを行うため、所有者不明土地等

対策の推進のための関係閣僚会議において決定された「所有者不明土地等対策

の推進に関する基本方針」に基づき、地方整備局、法務局、地方公共団体、関係

士業団体等で構成する所有者不明土地連絡協議会を全国 10地区に設置していま

す。関係士業団体には司法書士会が含まれており、講習会の講師派遣等の依頼を

受けています。 

  



21 

 

Ⅱ 長期相続登記等未了土地の解消事業に関連する不動産登記の特例 

 

＜通知関係＞ 

 

Ｑ44 法務局から「長期間相続登記等がなされていないことの通知(お知らせ)」とい

う郵便が届きました。どのような意味ですか？ 

Ａ 現在、所有者不明土地の問題を解消するために、所有権登記名義人が亡くなっ

て 30 年以上を経過している土地について、法務局が法に基づいてその法定相続

人を調べ、相続登記を促す事業を行っています。お手元に届いた通知は、あなた

が 30 年以上前に亡くなった登記名義人の相続人であり、相続登記をすることを

促す趣旨のものです。 

 

Ｑ45 司法書士会の相談会の案内も入っていました。行った方がよいですか？ 

Ａ 無料で相談できますので、できるだけ出席されるとよいと思います。 

ただし、義務ではありませんので、ご都合がつかない場合には、お近くの司法

書士を紹介しますのでご相談ください（但書以下はＱ47 を参照。）。 

 

Ｑ46 相談会に行く際、何か持参する物はありますか？ 

Ａ 次のものを持参してください。 

ⅰ 法務局から届いた通知書 

ⅱ 本人確認書類（自動車運転免許証など） 

ⅲ 印鑑（相談会で手続を司法書士に依頼する場合に必要となる場合がありま

す） 

ⅳ 遺言書や遺産分割協議及び相続放棄をしたことがある場合は、それがわか

る資料 

 

Ｑ47  仕事の都合で相談会に行けないのですが、どうしたらよいですか？ 

Ａ お近くの司法書士会相続登記相談センター若しくは司法書士事務所をご紹介

しますので、ご相談ください。 
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＜一口メモ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ48 私が行けないので、代わりに親族に相談会に行ってもらおうと思っています

が、代理人でもよいですか？ 

Ａ 代理人による相談も可能です。法務局から届いた通知書の原本及び出席者本

人の本人確認書類(運転免許証等)を持参してください。 

 

Ｑ49 法務局からの「長期間相続登記等がなされていないことの通知(お知らせ)」

は、法定相続人の一部が判明しない旨の記録がなされた長期相続登記等未了土

地であっても法定相続人に通知されますか? 

Ａ 通知を受けた法定相続人にとって、不在者財産管理人を選任しなければなら

ないなど負担となる場合も想定されますが、判明している相続人に通知をする

ようです。 

 

Ｑ50 法務局の事業なのに、なぜ司法書士会のチラシが入っているのですか？ 

Ａ 長期相続登記等未了土地の解消は、国で定めた基本方針に基づき、関係機関が

連携して取り組んでいる事業であり、法務局と司法書士会が連携して、法定相続

人への説明や相談に対応しています。そのため、司法書士会の相談窓口の案内が

同封されています。 

 

Ｑ51 他にも相続人がいるのに、なぜ私に通知が届いたのですか？ 

Ａ 判明した法定相続人の中から、管轄法務局と住所地との間の距離や親族関係

＜相談時、相談者の手元に法務局の通知書がある場合＞ 
 

記載されている不動産の所在地を確認し、管轄の法務局を調べたうえで、
可能であれば、あらかじめ以下の書類を準備してから相談に行かれると、
お話が早いと思います。 
１ 法務局から届いた通知書 

２ その通知書に記載されている長期相続登記等未了の付記登記がなされ
た土地（以下「対象土地」という。）の登記事項証明書（１筆につき 600
円）（法務局で取得します。) 

３ 本人確認書類 
４ 印鑑（手続を司法書士に依頼する場合に必要となる場合があります）  

５ 法定相続人情報（450 円）(通知書に記載されている物件を管轄する法務
局で取得します）（Q58・Q59 参照） 

６ 過去に遺産分割協議を行ったり、遺言書がある場合、相続放棄をしたり
したことがある場合には、その事実がわかる資料 

 
なお、上記の内、５の法定相続人情報取得の際は、法務局へ①法務局か

ら届いた通知書、②本人確認書類（自動車運転免許証等）、③認印を持参さ
れるようにしてください。司法書士に取得を委任することも可能です。 
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等を考慮して、法務局が任意の一名を選んで通知しています。 

 

＜長期相続登記等未了土地の登記について＞ 

 

Ｑ52 法定相続人情報とは何ですか？ 

Ａ 法務局が作成した、登記名義人の相続関係が分かるように亡くなった方の法

定相続人が家系図のような形式で記載されたものです。（資料２法定相続人情報

雛形例 29 頁参照）相続による名義変更をする際に、手間や費用をかけて戸籍な

どを取得しなくても、本情報を利用することで、これらの書面に代えることが原

則として可能です。 

 

Ｑ53 対象土地の他にも名義変更していない土地（同一の被相続人名義のもの）があ

るのか、調べることができますか？ 

Ａ 市区町村役場で名寄帳を取得するなどして、被相続人名義のままになってい

る不動産が他にもあるかどうか、ある程度調べることができます。 

 

Ｑ54 対象土地の場所がわからないのですが、どこにあるか調べられますか？ 

Ａ お近くの司法書士事務所をご紹介しますので、ご相談ください。公図という書

面を取得して、地図などと照合することによって、ある程度は調べられると思い

ます。 

 

Ｑ55 今、相続登記をしておいた方がよいですか？ 

Ａ 長期相続登記等未了解消作業に関する調査が完了した土地については、法務

局において調査時点における相続人を把握していますので、戸籍等を取得する

ことなく相続登記を申請することができますが､今後、更なる相続や法定相続人

の住所変更が発生する可能性があり、その場合は戸籍等の追加の書類等が必要

になります。 

なお、本年４月に民法・不動産登記法が改正され、相続登記義務化関係の改正

については公布後３年以内に施行されますので、出来る限り相続登記しておく

ことをお勧めします。 

 

Ｑ56 法務局からの通知を無視して、相続登記を放置しておくとどうなりますか？ 

Ａ 場合によっては、法務局から改めて相続登記を促す通知（勧告書）が送付され

ることがあります。なお、本年４月に民法・不動産登記法が改正され、相続登記

義務化関係の改正については公布後３年以内に施行されます。正当な理由なく

相続登記を放置しておくと義務違反による一定のペナルティ（過料）が課される

こととなりますので、出来る限り相続登記をされることをお勧めします。 

 

Ｑ57 以前、相続放棄をしたのですが、どうしたらよいですか？ 

Ａ 相続放棄をしたことが分かる資料をご準備のうえ、管轄法務局に申出をして

ください。申出をしておけば、それ以上法務局から通知がなされることはありま
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せん。 

 

＜法定相続人情報について＞ 

 

Ｑ58 法定相続人情報は、どこの法務局でも取得できますか？ 

Ａ 法定相続人情報は、閲覧という制度の取扱い上、長期相続登記等未了土地の付

記登記がなされた土地を管轄する法務局でなければ閲覧（当該情報を紙に出力

（プリントアウト）したものの取得）できません。 

   なお、現在法務省において電子閲覧制度（仮称）のシステムの構築を進めてお

り、全国の法務局から閲覧できる体制の稼働に向けた準備を進めているようで

す。 

 

Ｑ59 法定相続人情報の閲覧には手数料が必要ですか？ 

Ａ 不登法第 121 条２項に基づくものとなるため、登記手数料が必要です。 

なお、閲覧手数料は、法定相続人情報の作成番号ごとに１事件として取り扱わ

れます。閲覧のパターンとしては、１つの作成番号に係る①法定相続人情報のみ、

②法定相続人情報つづり込み帳のみ、③法定相続人情報及び法定相続人情報つ

づり込み帳が考えられますが、全て１事件金 450 円となります。 

 

Ｑ60 法定相続人情報の交付を受けることのできる者は誰ですか？ 

Ａ 法定相続人情報の交付を受けることのできる者は相続人または公共の利益と

なる事業を実施しようとする者に限定されています。 

そのため、相続人の債権者は法定相続人情報の交付を受けることはできませ

ん。 

 

Ｑ61 司法書士が代理人として、法定相続人情報を閲覧する場合、法定相続人の一人

からの委任状があれば足りますか？また、当該委任状には、委任者による実印の

押印と印鑑証明書の添付が必要ですか？ 

Ａ 法定相続人の一人からの委任状で足ります。なお、本人確認が確実にできるも

のを提示する必要があります。具体的には、①実印及び印鑑証明書、又は②司法

書士が本人確認を行った資料（運転免許証、保険証等）の写しを委任状に添付す

る方法が考えられます。 

 

Ｑ62 法定相続人情報の閲覧申請書はどのように記載すればいいですか？ 

Ａ 法務局備付の閲覧申請書の下段の□登記申請書・添付書類の閲覧を利用し、以

下を参考に記載してください。 

 

☑登記申請書・添付書類の閲覧（閲覧する申請書の受付年月日・受付番号を記載

してください。また、利害関係のある方しか閲覧することができませんので、

利害関係を記載してください。） 

令和〇〇年〇〇月〇〇日付記 作成番号第〇〇〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇号
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の法定相続人情報（または、法定相続人情報つづり込み帳、法定相続人情報及

び法定相続人情報つづり込み帳） 

   ただし、法定相続人情報は交付を希望する。 

    利害関係 登記名義人 甲某 の相続人 乙某 

 

Ｑ63 公共の利益となる事業を実施しようとする者からの法定相続人情報閲覧申請

はどのような取扱になりますか？ 

Ａ 公共の利益となる事業を実施しようとする者からの法定相続人情報閲覧申請

については、現状では国又は地方公共団体の長から対象となる公共事業の内容

を明記した閲覧申請を想定していますが、今後は第三セクター等からの閲覧申

請も取り扱える方向で検討を進めているようです。 

 

Ｑ64 法定相続人情報を法務局で書面にして交付してもらいましたが公印が押され

ていません。公印は押印されないのですか？ 

Ａ 法定相続人情報は、登記所以外の場所において転々流通することを予定して

いないため証明文を付すことは相当でないとされています。 

 

Ｑ65 法定相続人情報を法務局で書面にして交付してもらいましたが普通紙（コピ

ー用紙）にプリントアウトされているため、法務局備付のものであるかどうかよ

く分かりません。どのように判断すればいいですか？ 

Ａ 法務局備付の法定相続人情報には、上段に作成年月日と作成番号が記載され

ており、下段には、「注）本情報は、提出された戸除籍謄本等の記載に基づくも

のである。相続放棄に関しては、本情報に記載されない。」整理番号００００の

記載がありますので、これらの記載があることを確認して判断していただくこ

とになります。 

 

Ｑ66 法定相続人情報を法務局で交付してもらう際に、当該不動産の登記事項証明

書も併せて取得しようと思いますが注意する点はありますか？ 

Ａ 登記内容を確認するための方法には、法務局の窓口で①登記事項証明書の交

付を受ける方法、②登記事項要約書の交付を受ける方法、③登記情報提供サービ

スを利用する方法がありますが、このうち②の登記事項要約書の交付を受けた

場合、当該登記事項要約書には、長期相続登記等未了土地である旨の付記登記の

記載が省略されますので、注意が必要です。 

 

＜法定相続人情報の利用について＞ 

 

Ｑ67 登記名義人の相続人が登記の申請をする場合には、当該登記名義人に係る法

定相続人情報の作成番号を提供すれば、戸籍等や、登記名義人となる者の住所を

証する情報の提供に代えることができるのですか？ 

Ａ 付記登記中の作成番号の下段に「(相続人の全部(又は一部)不掲載」と記載さ

れていなければ、相続があったことを証する書面の提供を省略できます。また、
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法定相続人情報に当該相続人の住所が記録されていて、住所の変更がない場合

は、住所を証する情報の提供を省略できます。法定相続人情報に相続人の全部又

は一部が判明しない旨の記録がある場合には、相続登記に法定相続人情報は利

用できませんので、改めて戸籍等の収集から行うことが必要です。法定相続人情

報の住所欄がハイフン等で表示されていたり、住所の記載がない場合（例えば、

海外に在住の相続人がいる場合）は、その方の住所を証する情報が必要となりま

す。そのため、添付書面の省略をする場合には、登記事項の記載及び法定相続人

情報の記載をよく確認することが大切です。 

 

Ｑ68 対象土地の他にも相続登記申請をしていない土地（同一の被相続人名義のも

の）があるのですが、この際まとめて相続登記申請できますか？ 

Ａ 管轄法務局が同一の場合には、法定相続人情報を使用して、まとめて相続登記

申請することができます。 

 また、対象土地が他の法務局の管轄に属する場合にも、被相続人の住所・氏名

が同一であることが確認できれば、原則として法定相続人情報を使用すること

ができます。他の法務局が管轄する土地について相続登記申請する場合には、あ

らかじめ、法務局で相続登記申請する土地の登記事項証明書と法定相続人情報

を入手したうえで、相続登記申請する法務局にお問い合わせください。 

なお、法定相続人情報は、通知書に記載された物件を管轄する法務局でしか取

得できませんので、ご注意ください。（Ｑ58 参照） 

 

Ｑ69 法定相続人情報を使用して、相続登記の申請をするにはどのように申請書に

記載をすればいいですか？ 

Ａ 添付書類欄に作成番号を例えば、登記原因証明情報（一部原本還付・一部添付 

省略、法定相続人情報作成番号００００－００００－００００）と記載するなど 

何らかの方法で記載すれば足ります。 

 

Ｑ70 法定相続人情報を使用して、相続登記の申請を他の管轄の法務局に申請する

場合にはどのように申請書に記載をすればいいですか？ 

Ａ 添付書類欄に作成番号を例えば、登記原因証明情報（一部原本還付・一部添付

省略、法定相続人情報作成番号００００－００００－００００）（〇〇法務局△

△支局）と記載することが考えられます。 

 

Ｑ71 法定相続人情報において、被相続人Ａ、第１次相続人亡Ｂ、第２次相続人Ｃと

記載されている場合において、第１次相続人亡Ｂの相続登記申請をＣ名義にす

る場合に、被相続人Ａにかかる当該法定相続人情報を使用できますか？ 

Ａ 法定相続人情報は、数次相続を含めたすべての相続関係を証明するものであ

り、その中に含まれている者は、すでに相続関係が判明していることから相続登

記申請に使用できます。 

ただし、当該法定相続人情報には、第１次相続人亡Ｂの本籍・住所は記載され

ていないことから同一人であることを証する情報は、別途添付することになり
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ます。 

 

Ｑ72 法定相続人情報の作成後に一部の法定相続人が死亡したり、住所が変更して

いた場合でも、当該法定相続人情報の作成番号をもって、相続があったことを証

する市町村長その他公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができま

すか？ 

Ａ 法定相続人情報の作成年月日の前後にかかわらず、相続による所有権移転の

登記申請時点において、法定相続人情報に記録されている相続人の住所や氏名

に変更が生じている場合は、法定相続人情報の作成番号とともに、変更を証する

住民票や戸籍等の同一人性が確認できる情報を添付することで足ります。 

同様に、法定相続人の一人が死亡している場合には、法定相続人情報の作成番

号とともに、当該法定相続人から発生する新たな相続関係を証する書面、具体的

には当該法定相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等（ただし、法定相続人情

報つづり込み帳（※保存期間 10 年）に備え付けられているものを除く。）、当該

法定相続人の相続人の戸籍謄本等を添付することで足ります。 

 

Ｑ73 付記登記の抹消により閉鎖された法定相続人情報を他の不動産の当該被相続

人名義の相続登記申請に使用できますか？ 

Ａ 保存期間内（30 年間）であれば、使用できます。 

 

  



28 

 

<資料> 

 

１ 法務局からの通知文例 

 

〒〇〇〇－〇〇〇〇                               ＮＯ. 〇〇 

〇市〇町〇丁目〇番〇号 

〇〇 〇〇        様       

 

 

 

 

 

 

長期間相続登記等がされていないことの通知 

及び相続登記に関する説明会の開催等について（お知らせ） 

 この度，当局において調査した結果，下記の土地について，長期間にわたり相続登記等がされていないこと

が判明しました。つきましては，当該土地の登記簿上の所有者の法定相続人（戸籍等において確認することが

できた方）である貴殿に対し，その旨を通知いたします。 

 今後も相続登記がされない状態が続きますと，更なる相続が発生するなどして権利関係が複雑となり，登記

申請が困難になるおそれがあります。これまで必要な登記申請をせずにおられた場合には，この機会に，必要

な登記申請を行っていただきますようお願い申し上げます（なお，下記の土地の登記申請に当たっては，申請

に必要となる書類（被相続人の戸除籍謄本等）の一部を省略することができる場合があります。）。 

 併せて，相続登記の申請方法等について，別添のとおり法務局・地方法務局主催の説明会を実施いたしてお

りますので，御活用いただきたく存じます。 

 なお，既に相続放棄をされている場合など，貴殿が登記簿上の所有者の法定相続人ではない場合には，改め

て法定相続人の地位にある方に通知等をする必要がありますので，お手数ですが，当局まで御一報ください。 

その他，本通知の内容に関して御不明な点や，相続登記等に関する御質問等がございましたら，当局までお

問い合わせください。 

記 

１ 不動産番号及び不動産所在事項 

〇〇〇〇〇〇 〇市〇町〇丁目〇番  他 

２ 現在の所有権の登記名義人 

〇市〇町〇丁目〇番〇〇  〇〇 〇〇 

３ 法定相続人情報の作成番号 

〇〇〇〇－〇〇〇〇〇               令和〇〇年〇月〇日 

 

※ 本通知は，法定相続人が複数いる場合には，任意 

の１名の方に送付しています。 

 

 

 

〇市〇町〇丁目〇番〇号 

〇〇法務局 不動産登記部門（担当〇〇） 

連絡先：〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇 
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２ 法定相続人情報の雛形例 

 

出生 昭和46年6月6日

（長男）

乙野　梅雄

乙野　竹雄

（夫）

住所 ○○県○○市○○３丁目３番３号

（長女）

乙野　松子　 住所 ○○県○○市○○４丁目４番４号

出生 平成10年7月7日

（妻） 出生 昭和46年1月1日

甲野　花子 死亡 平成20年5月5日

（二男）

住所　○○県○○市○○１丁目１番１号 甲野　二郎

出生  昭和20年2月2日

甲野　太郎

住所 ○○県○○市○○３丁目３番３号

出生 昭和42年4月4日

死亡  昭和63年1月1日 （長男）

（被相続人） 甲野　一郎　

住所 ○○県○○市○○２丁目２番２号

出生  昭和15年1月1日 出生  昭和40年3月3日

最後の住所

○○県○○市○○１丁目１番１号

登記簿上の住所

○○県○○市○○１丁目１番１号

最後の本籍

○○県○○市○○１丁目１００番
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