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令和５年２月２２日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します

令和5年2月15日

画像キャプション・ALT が入力されていません。

相続土地国庫帰属制度について、令和５年２月２２日（水）から、全国の法務局・地方法務局の本局において、対面相談・電話相談の対応を開始

します。

相談はインターネットでの事前予約制になりますので、相談を希望する方は、以下の内容をよく確認の上、予約をお願いします。

 

１　法務局・地方法務局における相談対応について

（１）相談を受ける法務局・地方法務局について

【相談の方法について】

　相談は、事前予約制です。

　(1)法務局・地方法務局（本局）の窓口での対面相談、(2)電話相談のどちらかの方法でお受けします。

【相談先の法務局について】

　承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局（本局）の不動産登記部門（登記部門）で受け付けています。

　支局・出張所では相談は受け付けていませんので、ご注意ください。

　

＜土地が所在する都道府県の法務局の確認はこちらのページへ＞

　土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、承認申請をする土地が所在する法務局・地方法務局（本局）への相談が難しい場合は、お

近くの法務局・地方法務局（本局）でも相談が可能です。

【相談ができる人について】

　 土地の所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することも可能です。

　ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。

【相談の内容について】

　所有している土地を国に引き渡すことができそうか知りたい、作成した申請書類や添付書類に漏れがないか確認してほしい、といった個別の具

体的なご相談について、対応することができます。

　なお、引き取れない土地の要件にどのようなものがあるのか、負担金はどのような算定方法なのか、といった制度全体の概要については、法

務省ホームページでご案内していますので、相談前に法務省ホームページをご確認ください。
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【相談時間について】

 　１回の予約で３０分です。

【相続土地国庫帰属制度のご案内について】

　　具体的な手続や制度の詳しい部分を紹介した「相続土地国庫帰属制度のご案内」（申請の手引き）を作成しています。

　　制度の詳しい部分は、こちらに掲載されていますので、相談前にご確認ください。

（２）相談利用に当たっての留意ポイント

１ 相談担当者の見解は、相談者が持参した資料等の範囲内で相談担当者が自らの見解を述べているものであり、承認の

可否を保証するものではありません。

２ 承認申請後の実際の審査においては、関係機関から提供される資料の確認や実地調査を行った上で判断することになる

ため、相談における相談担当者の見解と異なる結果になる可能性があります。

３ 実際の審査には一定の期間を要します。

４ 承認申請後は、法令上、いかなる理由があっても、納付された審査手数料を返還することはできないため、承認申請をす

る際にはその点を十分考慮してください。

５ 承認された場合、国に所有権を移転するためには、負担金の額の通知を受けた日の翌日から３０日以内に、原則として

一筆の土地ごとに２０万円が基本となる負担金を納付する必要があります。

６ 偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明したときは、承認が取り消され、損害賠償責任を負う可能性があり

ます。

２　相談前の準備資料について

相談時には、以下の（１）～（３）の資料を事前にご用意ください。用意いただいた資料の範囲で相談に対応します。

（１）　相続土地国庫帰属相談票

　　

　相談票の様式はこちら

　●Ｅｘｃｅｌ［44KB］　　●ＰＤＦ［243KB］

（２）　相談したい土地の状況について（チェックシート）

http://10.1.26.71/alaya/public_service?CONTENT_TYPE=application&CONTENT_SUB_TYPE=octet-stream&FILE=content/000000/001390195
http://10.1.26.71/alaya/public_service?CONTENT_TYPE=application&CONTENT_SUB_TYPE=vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet&FILE=content/202302/0013901361.xlsx
http://10.1.26.71/alaya/public_service?CONTENT_TYPE=application&CONTENT_SUB_TYPE=vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet&FILE=content/202302/0013901361.xlsx
http://10.1.26.71/alaya/public_service?CONTENT_TYPE=application&CONTENT_SUB_TYPE=pdf&FILE=content/202302/0013902351.pdf


　　

　チェックシートの様式はこちら

　●Ｗｏｒｄ［31KB］　　●ＰＤＦ［447KB］

（３）　土地の状況等が分かる資料や写真（可能な範囲で）

　適確に相談にお応えするため、相談したい土地の登記事項証明書、登記所備付地図の写し、所有権や境界に関する資料、土地の形状・全体が

分かる写真など、参考になりそうな資料はできる限りご用意ください。

　　＜資料の具体例＞

　　　・　登記事項証明書又は登記簿謄本

　　　・　法務局で取得した地図又は公図

　　　・　法務局で取得した地積測量図

　　　・　その他土地の測量図面

　　　・　土地の現況・全体が分かる画像又は写真　

３　相談の予約方法について

（１）法務局手続案内予約サービスでの予約方法

以下の法務局手続案内予約サービスから相談先の法務局を選択いただき、「相続土地国庫帰属制度の相談」の予約をお願いします。

＜法務局手続案内予約サービスはこちら＞

   

【予約の手順】

１　予約申込に関する事項に同意し、相談したい日時と、対面相談・電話相談のうち希望する相談方法を選択します。

２　相談したい時間帯を選択します（相談対応は３０分単位で行われます。）。

３　利用者としてログインして予約するか、ログインなしで予約をします。

４　登録したメールアドレスに申込画面のＵＲＬが記載されたメールが届くので、そのＵＲＬにアクセスします。

　　（メールが届かない場合、迷惑メールボックスに入っていることもあるので、ご確認ください。）

５　相談内容や予約者の情報を入力し、確認へ進みます（任意のアンケートもあります。）。

６　入力情報に間違いがないか確認し、予約の申込を完了します。

７　予約完了メールが登録したメールアドレスに届きます。

 

（２）予約に当たっての留意点について

●相談のために法務局に送付された資料は返送できません。ご自身で必要な資料は写しを送付してください。

http://10.1.26.71/alaya/public_service?CONTENT_TYPE=application&CONTENT_SUB_TYPE=vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&FILE=content/202302/0013901451.docx
http://10.1.26.71/alaya/public_service?CONTENT_TYPE=application&CONTENT_SUB_TYPE=vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&FILE=content/202302/0013901451.docx
http://10.1.26.71/alaya/public_service?CONTENT_TYPE=application&CONTENT_SUB_TYPE=pdf&FILE=content/202302/0013902361.pdf
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action
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●法務局の職員が申請書等を作成することはできません。

●相談予約時間は延長できません。（１回３０分です。）

●できるだけ多くの方にご利用いただくため、予約は一人１日１件とさせていただきます。

●予約当日の注意事項

　☆　予約のキャンセルは，必ず（１）の法務局手続案内予約サービスから行ってください。

　☆　予約時間から１０分以上遅れた場合、キャンセルされたものとして取り扱います。

　☆　相談に当たっては、

　　１　必要な事項を記入した相続土地国庫帰属制度相談票

　　２　チェックシート（相談したい土地の状況について）

　　３　土地の状況が分かる関連資料（登記事項証明書、地図の写し、土地の写真など）

　　をお手元にご準備ください。

　☆　対面相談の場合、予約の時間に予約先の法務局の不動産登記担当窓口までお越しください。

　☆　電話相談の場合、予約の時間になりましたら、法務局に電話を掛けてください。

４　相談に関するよくある質問について

相続土地国庫帰属制度の相談について、よくある質問をＱ＆Ａのページに掲載しています。

 

　相続土地国庫帰属制度のトップページはこちら
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