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所有者不明土地問題に関する最近の動き

中部地方整備局
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資料５

地

域

福 利

増

進 事

中部地方整備局

業
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資料６

今 後 の 土 地 政 策 に つ い て

中部地方整備局

・利活用・管理の円滑化等のため
の更なる方策について検討

所有者不明土地等の円滑な利活用・管理

・死亡時の相続登記や住所変更登
記がされないと、登記から直ち
に土地所有者情報の把握が困難

多様な土地所有者の情報を円滑に
把握する仕組み等

・所有者が一部不明な共有地は、合意
が得られず管理や処分が困難

・遠隔地居住の相続人等が土地を管理
することができず、環境悪化

・相続が生じても登記や遺産分割が行
われず、所有者不明土地が多く発生

登記制度・土地所有権の在り方等の検討

・地籍調査について、一部の所有
者が不明な場合などに、調査が
進まず、進捗に遅れ

・人口減少社会で、所有者不明や
管理不全の土地が増加し、周辺
環境の悪化や有効利用を阻害

土地所有に関する基本制度

・登記官等による所有者等の探索
・特定不能の土地に裁判所が管理人を選任

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（R1.5.24公布）

・公共的目的の利用を可能とする制度
・財産管理制度の申立権を市町村長等へ付与
・長期相続登記等未了土地を解消する制度
・所有者不明農地・林地の利活用促進の制度

所有者不明土地の利用の円滑化等に
関する特別措置法(特措法)等(H30.6.13公布等)

課題等

対策推進の工程表
2021年（令和３年）

・新たな国土調査事業
十箇年計画の策定

・土地基本方針の策定
（所有者不明土地への
対応や適正な土地の
利用・管理の確保に
関する措置等の基本
的事項を規定）

○土地基本方針等の策定

・相隣関係規定の合理化

・

等

・所有者不明土地 建物管理制度

・共有地の利用等の促進

・相続した土地の国庫帰属制度

・他の公的機関との連携による
登記情報の最新化

・相続登記等の義務化

○民法等の一部を改正する法
律案、相続等により取得した
土地所有権の国庫への帰属に
関する法律案提出・国会審議

施行準備（一部を除き、公布から
２年程度で施行）

令和4年度
税制改正要望
（登記関係）

2022年(令和４年)

・農地等の円滑な利活用等に向けて、必要となる対応を検討

・所有者不明土地の円滑な利活用・管理を図る仕組みの拡充
・管理不全・低未利用土地の利活用・管理に向けて必要な制度・予算等
・長期相続登記未了土地解消をより効率的に行うため必要な見直し

○特措法施行３年経過の見直しに向けた検討、とりまとめ(国土審議会)

○必要な制度
の見直し等の
実施

・戸籍副本管理システムを活用して戸籍情報を電子的に提供する新システムの設計・開発
・自治体の協力による登記手続の促進等 ・各種台帳の情報連携を容易にするためのデータ形式の見直し、システム間調整等の検討

金銭供託等による不明者との共有関係の解消を可能に
・相続開始から長期間経過後は法定相続分で簡明に遺産分割
・所有者不明土地・建物の管理に特化した財産管理制度
・ライフライン設置等のため隣地の使用を円滑化
等

共有地の
◆所有者不明土地を円滑・適正に利用するための仕組み
管理等
・公告等をした上で、不明者以外の共有者の同意による土地利用や

（不動産登記情報の更新を図る方策）
・相続登記や住所変更登記の申請を義務付け。併せて申請者の
負担軽減策や登記漏れを防止する方策
・登記所が他の公的機関から所有者の死亡情報等を取得して
不動産登記情報を更新
（所有者不明土地の発生を抑制する方策）
・相続した土地を手放し一定の要件下で国庫に帰属させる制度

◆所有者不明土地の発生を予防するための仕組み

・民事基本法制の見直
しや特措法見直しに
向けた検討等を反映

○土地基本方針の改定

新十箇年計画に基づき、地籍調査を円滑・迅速に推進

個別施策の推進、
制度見直しの検討

○法制化に向けた最終的な検討、改正要綱答申(法制審議会)

の責務、適正な利用・管
理の基本理念、土地基本
方針等)、国土調査法等
(地籍調査の円滑化・迅速
化とその効率的手法を盛
り込んだ十箇年計画策定)
の改正

・土地基本法(土地所有者等

○土地基本法等の一部
を改正する法律
(3.31公布)

・制度の普及・啓発、変則型登記の着実な解消作業

・農地、林地関係の制度の普及・啓発、制度を活用した農地や森林経営管理の集積・集約化の推進

・土地収用法に係る所有者探索の合理化（マニュアルの改訂・周知）、共有私道ガイドラインの更なる周知

・制度の普及・啓発、地方協議会を通じた地方公共団体への支援
・長期相続登記等未了土地の着実な解消作業

2020年（令和２年）

所有者不明土地等問題
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ஊᎍɧଢעםሁݣሊỉਖ਼ᡶ

5ᡤ᭷⪅᫂ᅵᆅ➼ᑐ⟇ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ
㛵ಀ㛶㆟㈨ᩱ

䕿 ᖺ䠏᭶䛻බᕸ䞉⾜䛥䜜䛯ᅵᆅ䛾㐺ṇ䛺䛂⏝䛃䛂⟶⌮䛃䛾☜ಖ䛾ᚲせᛶ➼䜢᫂☜䛧䛯ᨵṇᅵᆅᇶᮏἲ䛾ෆᐜ䜢
㋃䜎䛘䚸ᚋ䛿䚸㛵ಀ┬ᗇ䛸㐃ᦠ䛾ୖ䚸Ẹἲ䞉ື⏘Ⓩグἲ➼䛾ᨵṇ䜒㋃䜎䛘䚸ᡤ᭷⪅᫂ᅵᆅ➼ᑐ⟇䛻㈨䛩䜛ල
యⓗ⟇䜢╔ᐇ䛻ᒎ㛤䛧䛶䛔䛟䚹

ஊᎍɧଢעםሁݣሊỉਖ਼ᡶ
䕿 ᮏ㛵ಀ㛶㆟䛾ᇶᮏ᪉㔪䠄௧䠎ᖺ䠓᭶䠅䞉ᕤ⛬⾲➼䛻ᇶ䛵䛝䚸ᡤ᭷⪅᫂ᅵᆅ≉ᥐἲ䛾⾜ᚋ䠏ᖺ⤒㐣䛾ぢ┤
䛧䛻ྥ䛡䚸
䞉 ᡤ᭷⪅᫂ᅵᆅ䛾䛺ά⏝䛸䚸⟶⌮䛾☜ಖ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾⤌䜏䛾ᣑ
䞉 ᡤ᭷⪅᫂ᅵᆅ䛾Ⓨ⏕ண㜵➼䛾ほⅬ䛛䜙㔜せ䛸䛺䜛䚸⟶⌮ᅵᆅ䞉పᮍ⏝ᅵᆅ䛾ά⏝䞉⟶⌮䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾
⤌䜏
➼䜢᳨ウ䛧䚸ᮏᖺ12᭶㡭䜢┠㏵䛻䛸䜚䜎䛸䜑䚸௧䠐ᖺ䛻ᚲせ䛺ไᗘぢ┤䛧䜢ᐇ
䕿ᅵᆅᇶᮏ᪉㔪䛿䚸㛵ಀ┬ᗇ䛾⟇䛾㐍ᤖ䜔䚸≉ᥐἲ䛾ぢ┤䛧䛻ྥ䛡䛯᳨ウ➼䜢㋃䜎䛘䚸ᮏᖺ䠑᭶㡭䛻ぢ┤䛧䚹
ᾂ࠰ᾅஉẅஊᎍɧଢעםཎਜ਼ඥСܭẅίˋԧΨ࠰ᾅஉμ᩿ᘍὸ
ˋԧᾁ࠰ᾂஉẅؕעםஜඥોദ
ˋԧᾁ࠰ᾄஉẅؕעםஜ૾ᤆỉሊܭẅί᧚ᜭൿܭὸ
௧䠎ᖺ䠍䠌᭶
䚷䡚௧䠏ᖺᮎ

ݙםᜭ˟ỆấẬỦᛦ௹ݙᜭሁ

ൟʙؕஜඥСỉᙸႺẲ

䚷ˋԧᾂ࠰ᾄஉ᪭ẅؕעםஜ૾ᤆỉોܭẅί᧚ᜭൿܭὸ

ˋԧᾃ࠰ẅஊᎍɧଢעםཎਜ਼ඥᘍᾂ࠰ኺᢅỉᙸႺẲ

ஊᎍɧଢעםཎਜ਼ඥỉᘍࢸᾂ࠰ኺᢅỉᙸႺẲỆӼẬẺ౨᚛
ɼễ౨᚛ʙίእకὸ

5ᡤ᭷⪅᫂ᅵᆅ➼ᑐ⟇ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ
㛵ಀ㛶㆟㈨ᩱ

䠍䠊ᡤ᭷⪅᫂ᅵᆅ䛾䛺ά⏝䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾⤌䜏䛾ᣑ
䕿ᆅᇦ⚟ቑ㐍ᴗ䠄ͤ䠅䛾䝰䝕䝹ㄪᰝ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛᪂䛯䛺ᅵᆅ䛾⏝䞉⟶⌮䛾䝙䞊䝈䜢㋃䜎
䛘䛯ᴗ䛾ᣑ䚷䚷➼䚷䚷䚷䠄ͤ䠅▱䛾ᐃ䛻䜘䜛⏝ᶒ䛾タᐃ䛻䜘䜚ᡤ᭷⪅᫂ᅵᆅ䜢බඹⓗ䛺ᴗ䛾䛯䜑䛻ά⏝ྍ⬟䛸䛩䜛ไᗘ
䞉ᆅᇦ䛾㜵⅏䞉ῶ⅏䛻㈨䛩䜛ഛᗜ➼䛾㜵⅏㛵㐃タ䛾ᩚഛᴗ䛾㏣ຍ
䞉䛭䛾ᆅᇦ䛾⚟䛾ቑ㐍䛻㈨䛩䜛ᴗ䛾㏣ຍ䚷䠄䠖⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᆅ⏘ᆅᾘ➼䛻㈨䛩䜛タ䛾ᩚഛᴗ䠅䚷➼

䠎䠊⟶⌮ᅵᆅ䛾㐺ṇ⟶⌮䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾⤌䜏
䕿✵䛝ᆅ᮲➼䛾⟶⌮ᅵᆅᑐ⟇䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯䚸⟶⌮ᅵᆅ䜈䛾ᐇຠᛶ䛾䛒䜛⾜ᨻⓗᥐ
⨨䠄ᣦᑟ䚸່࿌䚸௧䚸௦ᇳ⾜➼䠅䜢ྍ⬟䛸䛩䜛⎔ቃᩚഛ䜈䛾ᕷ⏫ᮧ䛾䝙䞊䝈䜢㋃䜎䛘䛯⤌䜏䛾タ䚷➼
䠏䠊పᮍ⏝ᅵᆅ䛾䛺ά⏝䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾⤌䜏
䕿పᮍ⏝ᅵᆅᑐ⟇䛻㛵䛩䜛ᆅᇦ䛾䝰䝕䝹ᴗ䜢㏻䛨䛶ᚓ䜙䜜䛯䚸పᮍ⏝ᅵᆅ䛾⏝䝙䞊䝈䛾䝬䝑䝏䞁䜾
➼䜢ಁ㐍䛩䜛ἲே䜔༠㆟䠄䝷䞁䝗䝞䞁䜽䠅䛻㛵䛩䜛ᆅᇦ䛾䝙䞊䝈䜢㋃䜎䛘䛯ไᗘ䛾タ䚷➼
䠄ͤ䠅 ᴗయ䛾බⓗಙ⏝ຊ䛾ᚲせᛶ䚸ᅵᆅ䛾ά⏝ሗ䛻⢭㏻䛩䜛య䛾ཧ⏬䛾ᚲせᛶ➼䛾ㄢ㢟䜢㋃䜎䛘䛶᳨ウ

䠐䠊Ẹἲ➼䛾ᨵṇෆᐜ䜢㋃䜎䛘䛯ᡤ᭷⪅᫂ᅵᆅ➼䛻ᑐ䛩䜛⾜ᨻ䛾㛵䛾⤌䜏
䕿ᡤ᭷⪅᫂ᅵᆅ䚸⟶⌮ᅵᆅ䛻ᑐ䛩䜛⾜ᨻ䛾㛵䜢☜ಖ䛩䜛ほⅬ䛛䜙䛾䚸Ẹἲ➼䛾ᨵṇෆᐜ䜢㋃䜎䛘䛯
䛥䜙䛺䜛ᡤせ䛾⤌䜏䛾タ䚷➼
䠄ͤ䠅⯡䛾Ẹἲ➼ᨵṇἲ䛻䜘䜚タ䛥䜜䜛ᡤ᭷⪅᫂ᅵᆅ⟶⌮௧ไᗘ䛻䛴䛔䛶䚸ᆅ᪉බඹᅋయ➼䛻䜘䜛ά⏝䜢ྍ⬟䛸
䛩䜛≉ไᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྠἲ䛻䜘䛳䛶ᨵṇ䛥䜜䜛ணᐃ䛾ᡤ᭷⪅᫂ᅵᆅ≉ᥐἲ䛻䛚䛔䛶䚸ඛ⾜ⓗ䛻ᥐ⨨

