
空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

1 情報提供等

制度概要（A4１枚）については、国交省のホームページで確認
できたが、税務署への提出書類の明示や様式の公表等を行って
いるのか？既に公表しているのであれば、そのURLをお教えいた
だきたい。公表をしていないのであれば、是非公表をしていた
だきたい。

国交省のHP
（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_00003
0.html）において、本税制についての関連資料や様式を公表しております。

2 情報提供等

提出を受けた各添付書類について、どの項目をどのような観点
から確認すればよいか、チェックリストを作成していただける
とありがたいと思います。

平成31年度税制改正を踏まえ、通知にて確認事項や確認書類について一覧表に整
理させていただきました。また質疑応答集や一般向け説明資料もご活用いただき
ますようお願いします。

3 情報提供等

申請者向けに、本控除を受けるために必要な書類の入手方法を
案内したチラシを作成する予定はあるか（確認書以外のことに
ついては税務署を案内するが、確認書発行の為の書類以外で
も、質問を受ける可能性があるため）。

平成31年度税制改正にあわせ、一般向けの説明資料を作成しました。国土交通省
のホームページに掲載しておりますが、市区町村におかれましても、本資料をご
活用いただき、制度の周知を図っていただきますようお願いします。なお確認書
以外の質問（税制そのものへの質問）については、これまでどおり、税務署へ相
談いただくようご案内いただければと思います。

4 情報提供等

被相続人居住用家屋等の確認における「審査マニュアル」の整
備が必要ではないのか。

平成31年度税制改正を踏まえ、通知にて確認事項や確認書類について一覧表に整
理させていただきました。また質疑応答集や一般向け説明資料もご活用いただき
ますようお願いします。

5 申告手続

相続人が複数人存在し、共有名義となる場合は、各々が自治体
や税務署に申請するということでよろしいでしょうか。

貴見のとおり、本特例措置の適用を受けようとする共有名義人がそれぞれ税務署
へ申告する必要があります。
なお、特例を受けようとする際には、「他の居住用家屋取得相続人に対し、対象
譲渡をした旨、対象譲渡をした日その他参考となるべき事項の通知」を行う必要
があります（租税特別措置法第35条第７項）。

6
制度詳細

(法35条３項)

○法定相続人以外に対する『遺贈』の場合
　公正証書遺言により、教会(おそらく宗教法人に類するものと
考えられます。)に空家が遺贈された。その後、遺贈された空家
を教会が譲渡した場合、本控除の対象とすることが出来るの
か。また、空家となった証明を（相続人？受贈者？である教会
の）住民票に代えて何を添付すべきか。

本特例措置は、相続又は遺贈（死因贈与を含む。）により被相続人居住用家屋及
び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した個人が対象です。
そのため、受贈者が法人の場合は本特例措置の対象外となります。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

7
制度詳細

(法35条３項)

相続人が被相続人居住用家屋及び当該家屋の敷地の借地権を相
続し譲渡した場合、特例措置の対象となるか。
※当該家屋及び借地権を土地所有者に買い取ってもらう予定。

特例措置の対象は「被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等」を相
続又は遺贈した場合です。敷地等とは「居住用家屋とともにするその敷地の用に
供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利」であり、借地権は「当該
土地の上に存する権利」に該当するため、当該家屋及びその敷地の借地権の譲渡
は本特例措置の対象と考えます。

8
制度詳細

(法35条３項)

借地上の空き家を除却して譲渡した場合、「除却後に譲渡」の
要件を満たすことについて借地権の取扱い等微妙な問題を含ん
でいるため、特例措置の適用を前提とした借地権譲渡の注意点
（例えば、地主との協議）等を具体的に示してもらえるとあり
がたい。

地主に売却する場合、第三者に売却する場合いずれにおいても、地主との協議等
の結果、取り壊し後更地で引き渡すことが可能となれば、本特例が適用できるも
のと考えます。（第三者への譲渡は地主の承諾が必要。）

9
制度詳細

(法35条３項)

制度の概要からすると、①空家を除却した後に、②譲渡（売
買）、という流れのように見えるが、①先に売買契約した後
に、②空家の除却工事をし、③譲渡をするという流れも考えら
れる。そうすると、売買契約書の写しの方が、除却工事に係る
請負契約書の写しの日付よりも前の日付となるが、問題はある
か？

問題ありません。売買契約締結日と除却工事の請負契約締結日の前後関係は問い
ませんが、除却後の敷地等の譲渡（引渡し）は、除却等の後に行う必要がありま
す（租税特別措置法第35条第３項第２号）。

（注）「資産を譲渡した日とは、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産
を買主に引き渡した日をいいます」（国税庁タックスアンサーNo.3102）とされて
います。ただし、売買契約締結日を譲渡をした日として申告する場合は、売買契
約締結日の前に除却等を行う必要があります。

10
制度詳細

(法35条３項)

①空家所有者Aが家屋を除却し、更地にした状態で買主Bに譲渡
を検討している。買主Bが空家所有者Aの同意を得た上で家屋の
除却工事の契約を行った場合も（譲渡前に除却工事を行う）特
別控除の対象となり得るのか。それとも、空家所有者Aが除却工
事を行わなければ、特別控除の対象とならないのか。
※空き家所有者が家屋の除却費を負担すると、その負担費が譲
渡価格に反映され、譲渡価格上限（１億円）を超えることにな
るそうです。そこで、上限を超えないために、除却費を買主Bに
負担してもらうことを検討しているとのこと。

②除却後に売買するケースにおいて、被相続人居住用家屋等確
認書の添付書類において除却工事と売買契約がセット（建物付
きの敷地売買契約）になっている場合、除却工事に係る請負契
約書の写しは、滅失登記証明書で代用可能か。

①について
上記９の回答にあるとおり、敷地等の譲渡（引渡し）は、除却等の後に行う必要
がありますが、誰が行うかについては特段制限はありませんので、少なくとも確
認書の発行については可能であると思われます。
もっとも、申告における本特例措置の適用の可否については上記３の回答にある
とおり、税務署に問い合わせるよう指導ください。

②について
租税特別措置法第35条第３項第２号の特例において、契約書の内容が建物付敷地
売買契約の場合、「被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又
はその全部が滅失をした後における・・・被相続人居住用家屋の敷地等の政令で
定める部分の譲渡」に該当しないため、本特例措置の対象外となります。
なお、敷地売買契約において除却工事が特約事項として記載され、その実態が本
特例措置の対象である空き家除却後の敷地等の売買契約であると認められる場合
には、確認書を発行していただいて差し支えありません。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

11
制度詳細

(法35条３項)

空家の譲渡について、既に売買契約を締結しているが、その
後、家屋を解体し敷地のみの譲渡をすることになった。
契約では、家屋の解体は買主が行うと規定されているため、別
途、売主と買主との合意書により売主が行うこととしても支障
ないか。

上記10の回答のとおり。

12
制度詳細

(法35条３項)

相続した空き家及びその敷地について，空き家を除却した上
で、譲渡する予定であるが、事情により、先に空き家と土地の
所有権を移転し、その後除却工事を行うことになった。
この場合でも当制度に該当するか。
他の書類が必要な場合は、どんなものを提出してもらえばよい
か。
（背景）
・買主の土地の取得代金の支払いに伴い，銀行から融資を受け
るにあたり，土地に抵当権を設定する必要があるため，先に所
有権を移転する必要があるとのこと。
・買主は，当該土地の隣地も取得しようとしていて，隣地の取
得の契約がまとまった時点で，当該土地と隣地の家屋を一緒に
除却工事する予定としている。（当該土地の空き家は売主負
担，隣地は買主負担で工事をする予定。）
・上記により，空き家の除却工事前に所有権移転する必要があ
る。

「全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における」譲
渡であることが必要であるため、本特例措置の適用対象にはなりません（租税特
別措置法第35条第３項第２号）。

13
制度詳細

(法35条３項)

抵当権付不動産は本特例の対象となるか。 本特例措置の対象となる被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等
は、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと（被相続人居住家
屋の滅失等後の敷地等については、建築物又は構築物の敷地の用に供されていた
ことがないこと）が必要ですが、抵当権の設定については特段の制限がないた
め、抵当権付不動産であるかどうかは本特例措置の適用の可否に影響を及ぼさな
いものと考えられます（詳細は税務署にご確認ください。）。

14
制度詳細

(法35条３項)

平成25年に相続し、平成28年11月下旬に売買契約予定。引渡し
は平成29年２月末から３月末予定。
①譲渡日を売買契約締結日として確認申請して良いか。

②引渡し前に確認書を発行して問題無いか。

①差し支えありません。なお、申告に当たっては、税務署にご確認いただくよう
ご指導ください。

②「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されてい
ないこと」の確認が必要であるため、原則、引渡し前に確認書を発行することは
望ましくありません。
しかし、確認に必要な書類が揃い、当該書類の内容から特例要件に抵触するおそ
れがなく確認書の発行をしても差し支えないと認められる場合には、引渡し前で
あっても確認書の交付をして問題ありません。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

15
制度詳細

(法35条３項)

相続人Aが一旦すべての所有権を取得し、その後、売却利益を法
定相続人(B、C、D、F)に分配する場合、B以下も控除の対象とな
るのかどうか。

換価分割は遺産分割の一形態であり、あらかじめ換価時までに換価代金の取得割
合を定めている場合、その譲渡所得は、その割合に応じて申告することとなりま
す。本事例において、Ａ～Ｆの定めた換価代金の取得割合に応じて相続により取
得していたものとして、Ａ～Ｆは、それぞれ被相続人特別控除の特例の適用を受
けることができます。ただし、譲渡までに取得割合が定められていない場合は、
Ａのみが特例の対象となります。

16
制度詳細

(法35条３項)

【店舗併用住宅】
登記上は「１F店舗（61㎡）、２F住宅（65㎡）」である併用住
宅に親が住んでいたが、当該住所で亡くなり、その後空き家と
なった。相続については、平成26年度に完了済みである。
　相続人は3名で、そのうちの1人が相談者であり、１Fを事務所
として使用していた。そのため、ガスは閉栓していたが、水と
電気は止めていない。
　この場合、相続後に使用されていたため要件を満たさないと
考えられるが、相談者が税務署に相談した際には「控除は住宅
部分と非住宅部分で按分した額とするため問題ない」との回答
を受け、確認書を市役所に交付してもらうよう説明されたとの
ことだった。

①そもそも「相続後から譲渡までに事業の用に供されていな
かった」という要件を満たしていると判断してよいのか？

②今回は内階段で繋がっているが、繋がっている場合と完全に
分離されている場合で扱いが変わるか？

租特法第35条第３項第１号は「被相続人居住用家屋（…次に掲げる要件を満たす
ものに限る。…）の政令で定める部分」と、同項第２号は「被相続人居住用家屋
（イに掲げる要件を満たすものに限る。）」と規定しており、「事業の用、貸付
の用又は居住の用に供されていたことがないこと」は、被相続人の居住の用に供
されていた部分のみならず、被相続人居住用家屋たる建築物全体に要求されるも
のと考えられるため、ご指摘の事案については本特例措置の適用対象とならない
ものと考えられます。

17
制度詳細

(法35条３項)
(法35条４項)

【店舗併用住宅】
乙（被相続人）は、自宅であるＡ家屋の１階部分に居住し、２
階部分には賃借人が居住していたが、相続開始の２か月前に賃
貸借契約の解消があり、相続開始の直前において２階部分は空
室であった。
今回、甲（相続人）は、相続したＡ家屋を耐震リフォームした
後、当該家屋及びその敷地を売却することを考えているが、こ
の場合、確認証の発行をしてよいか。

本事例の場合、当該家屋の１階部分には被相続人が居住しており、また、２階部
分には、相続開始の２か月前に賃貸借契約が解消され、相続開始の直前において
は賃借人が居住していなかったことから、当該家屋を生活の拠点としている者は
被相続人以外いないため、特例要件を満たすことになり、当該家屋の１階部分に
ついて特例の適用を受けることができると考えられるため、確認書は発行できる
ものと考えます。

ただし、本特例の適用を受けるためのみの目的で賃貸用部分を空室にしていると
認められる場合や、当該家屋が相続税における評価について、貸家建付地として
評価されている場合には、本特例の適用を受けることができないことも考えられ
るので、最終的に適用を受けられるか否かについては申請者より税務署へご確認
いただくようご案内ください。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

18
制度詳細

(法35条４項)

控除を受ける家屋の要件で、昭和56年５月31日以前に建築され
た家屋とありますが、登記上では昭和56年10月となっておりま
すが、建築確認書類では昭和56年４月となっているそうです。
この場合この家屋は対象となるでしょうか。
それともこの判断はQ&Aにあるように税務署の確認事項と言うこ
とでよろしいでしょうか。（税務署に問い合わせたところ、国
交省に聞くように言われたそうです。）

「租税特別措置法（山林所得・譲渡所得関係）の取扱いについて」（法令解釈通
達）の35－26をご覧ください。
登記事項証明書により昭和56年５月31日以前に建築された家屋であることが証明
できない場合であっても、確認済証の交付年月日又は検査済証における確認済証
の交付年月日が昭和56年５月31日以前であることを証明することができるとき
は、本特例措置の対象となるものと思われます。

19
制度詳細

(法35条４項)

区分所有建物法第一条の規定に該当する建物は本特例措置の適
用除外となることから、長屋は適用除外という理解でよろしい
でしょうか。また、区分所有建築物かどうかの確認について
も、自治体に提出される書類では判断できないと思いますの
で、税務署において確認されるということでよろしいでしょう
か。

長屋の全てが適用対象外となるのではなく、区分所有建物である旨の登記がされ
ていない長屋であれば適用が可能です。また、貴見のとおり、税務署において提
出書類（登記事項証明書等）から区分所有建物であるか否かを確認することにな
ります。

20
制度詳細

(法35条４項)

そもそも、ここでいう「空き家」と空家等対策の推進に関する
特別措置法で規定する「空家等」では、定義が異なるのか。
異なる場合、現実的にここでいう「空き家」の定義でデータ
ベースを構築したほうが適当なのか。

本特例の対象となる空き家は、空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第１
項の「空家等」ではなく、租税特別措措置法第35条の規定により「被相続人居住
用家屋」として定義されているものを指しております。なお、通知六で記載され
ているデータベースは空家等対策の推進に関する特別措置法第11条に基づくデー
タベースを想定しておりますが、本特例の対象となる空き家（＝被相続人居住用
家屋）の定義にあわせて再構築等を行っていただくことまで求めるものではあり
ません。

21
制度詳細

(法35条４項)

例えば、家屋の所有者Ａとその妻Ｂ（Ａと同居）が同時に事故
で亡くなったような場合、子Ｃが当該家屋を相続することにな
るが、このような場合にも本特例措置は適用されるか。

ＡとＢとの間では相続関係は発生せず、Ａの所有する家屋はＣが相続することと
なります（同時死亡の推定）。
しかし、本特例措置の適用要件として、「当該相続の開始の直前において当該被
相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと」となっており、当該ケースに
おいてはＢが当該家屋に居住していることから要件を満たしておりません。その
ため、本特例措置の適用はないものと考えます。実際に御指摘のようなケースが
発生した場合には、まずは税務署に相談するよう申請者へお伝えください。

22
制度詳細

(法35条４項)

「相続開始の直前まで」の「直前」とは、具体的にどれくらい
の期間をさすのか。例えば亡くなる３ヶ月前に親族の家に引き
取られた場合、「直前まで居住の用に供されていた」と言える
のか。

相続開始時点、つまり被相続人が亡くなる時点における生活の拠点がどこかで判
断することになります。お尋ねのケースでは、親族の家に生活の拠点が移ってい
る場合適用対象外です。

23
制度詳細

(法35条４項)

被相続人が被相続人居住用家屋から、一度介護のために親族の
家へ移り、その後被相続人居住用家屋に戻って介護され、亡く
なった場合は適用対象になるか。

法35条4項より、申請される被相続人居住用家屋が相続の開始の直前において、被
相続人の居住の用に供されていた家屋であり、被相続人以外に居住をしていた者
がいなかった等の要件を充足するものであれば適用になると考えます。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

24
制度詳細

(法35条４項)

相続人が相続した家屋が昭和56年５月31日以前に建築された物
件であるが、昭和60年に増築を行っている。この場合でも適用
対象となるか。

昭和56年５月31日以前に建築されたこと（租税特別措置法第35条4項1号）が確認
できれば、その後増築を行っていた場合でも適用対象になると考えます。

25
制度詳細

(法35条３項)
(法35条４項)

３筆（建物が建っていた土地、庭として利用していた土地）で
一体の利用をしていた宅地を、相続から譲渡までの間に合筆を
行った。
この場合、特例の対象となるのか。

本特例措置の適用対象となる被相続人居住用家屋の敷地等は、被相続人が主とし
てその居住の用に供していたと認められる１の建築物の敷地の用に供されていた
もの（租特法施行令第23条第６項及び第７項）であるため、土地の筆数が敷地等
の範囲に影響することはありません（同条第３項、第４項も参照）。
なお、空き家であることの確認対象の範囲についても同様となりますが、本特例
措置の適用の可否又は本特例措置の適用範囲については税務署の判断となるた
め、確認書の交付事務においては申請があった範囲で確認を行っていただければ
結構です。

26
制度詳細

(法35条３項)
(法35条４項)

一つの敷地に母屋と離れがあり、被相続人は母屋を居住の場と
していた。被相続人の死後、母屋のみ解体し、離れが残った状
態で敷地全体を譲渡したが、適用対象となるか。

本特例が適用される譲渡については被相続人居住用家屋の全部の取壊しをした後
における敷地等の譲渡であり、被相続人居住用家屋とは被相続人が主としてその
居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るとされていることから、同
一敷地に建築されている離れは取壊しの必要はありません。なお、母屋と離れが
ある敷地については、母屋と離れの合計床面積のうち主として被相続人の居住の
用に供されていた建築物（この場合母屋）の床面積の割合で乗じた金額分が本特
例の対象となります。（特例の適用対象部分については税務署にお問い合わせく
ださい。）

27
制度詳細

(法35条３項)
(法35条４項)

一つの敷地に母屋と離れがあり、被相続人は母屋を居住の場と
し、離れは貸付けをしていた。被相続人の死後、母屋は空き家
になったが、離れは引き続き貸付けを行っていたが、その場合
母屋部分は適用対象となるか。

被相続人居住用家屋とは被相続人が主としてその居住の用に供していたと認めら
れる一の建築物に限るとされていることから、被相続人居住用家屋にかかる要件
を離れについても満たしている必要はなく、この場合離れが譲渡の時までの間貸
付けされていた場合でも、母屋が要件を満たしていれば特例の適用対象となりま
す。なお、母屋と離れがある敷地については、母屋と離れの合計床面積のうち主
として被相続人の居住の用に供されていた建築物（この場合母屋）の床面積の割
合で乗じた金額分が本特例の対象となります。（特例の適用対象部分については
税務署にお問い合わせください。）

28
制度詳細

(法35条３項)
(法35条４項)

建物の一部を取り壊し、取り壊した部分の敷地を譲渡した場
合、適用対象となるか。

被相続人居住用家屋の全部の取壊しに該当しないため、対象外となります。

29
制度詳細

(法35条６項)

空家を除却してから譲渡する場合、その除却工事は空家所有者
である必要がある旨のご回答をいただきました。仮に除却工事
の契約者は空家の所有者だが、譲渡価格に除却工事分を反映さ
せても(最終的に除却工事費が買主負担となる)、特例措置の適
用を受けるにあたっては譲渡価格が１億円を超えなければ支障
ないという理解でよろしいでしょうか。

「譲渡の対価の額」とは、名義のいかんを問わず、その実質においてその譲渡を
した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価たる金額
をいう（国税庁法令解釈通達「租税特別措置法（山林所得・譲渡所得関係）の取
扱いについて」35－19）ので、譲渡価格に反映された除却工事代相当分について
も「譲渡の対価の額」になるものと思われます。
なお、個別具体的な判断については、税務署にお問合せください。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

30
制度詳細

(法35条７項)

共有名義で特例を受けようとする際に「他の居住用家屋取得相
続人に対し、対象譲渡をした旨、対象譲渡をした日その他参考
となるべき事項の通知」が租税特別措置法第35条第７項で記載
されていますが、これは市または税務署に提出が必要な書類で
はないという理解でよいでしょうか。申請者に提出が必要ない
のでなぜ作るのか確認を求められております。（法に規定があ
るのでお願いしますとは言っております）

同項の規定は、各相続人が税務署へ確定申告を行う前に、相続人相互に被相続人
居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について把握できるようにす
ることで、不測の事態により譲渡の対価の合計額が１億円を超えることを防ごう
とするものであり、市又は税務署から提出を求められるものではありません。

31
制度詳細

(法35条７項)

租税特別措置法第35条第７項に基づき「他の居住用家屋取得相
続人に対し、対象譲渡した旨～事項の通知」が必要とあります
が、通知は紙でしょうか？様式があるのでしょうか？口頭で
しょうか？また兄弟それぞれ申請する場合はお互いに譲渡する
旨は承知していますが、その際にも通知する必要があるので
しょうか？

関係法令においては特段の様式は定められておりません。ただし、少なくとも、
租税特別措置法第35条第７項に規定されているように、特例の適用を受けようと
する者は、①譲渡をした旨、➁譲渡をした日を他の相続人に知らせる必要があり
ます。また、通知を受けた者が適用後譲渡をしたときは、①譲渡をした旨、➁そ
の譲渡をした日、③その譲渡の対価の額について、当該通知をした者に知らせる
必要があります。

32
制度詳細

(省令18条の２)

本特例措置の適用を受けるためには、敷地等の登記事項証明書
の名義が相続人に変更がされていることが前提でしょうか。ま
た、申請者（相続人）と被相続人の関係は、自治体に提出され
る書類では判断できないと思いますが、税務署において、敷地
等の登記事項証明書によって判断するということでよろしいで
しょうか。

租税特別措置法施行規則第18条の２第２項第２号イ（２）（ⅰ）及び同号ロ
（２）のとおり、「当該対象譲渡をした者が当該被相続人居住用家屋及び当該被
相続人居住用家屋の敷地等を前項第２号ハの被相続人から相続等により取得した
こと」を明らかにする書類であれば、登記事項証明書でなくても認められている
ことから、本特例措置の適用に当たって敷地等の名義人を変更していることが前
提となっているわけではありません。なお、「その他の書類」の具体的な内容
（範囲）については税務署へご相談いただくよう、申請者にお伝え下さい。

33
制度詳細

（省令18条の２）

家屋を取り壊し、除却・滅失後の更地を譲渡した場合、除去す
る建物は相続人が所有権移転登記をしていないと、被相続人居
住用家屋等確認書は発行出来ないか？

被相続人居住用家屋等確認書の発行に当たって建物の名義人を変更していること
が前提となっているわけではありません。

34
制度詳細

(省令18条の２)

敷地等の所有者の名義人が被相続人ではない場合、特例措置の
対象外となるか。
または、対象とすることができる場合、適用を受けるにあたっ
ての必要な書類を教示願いたい。

＜例＞敷地等の所有者の名義人＝祖父、敷地等の被相続人＝父
⇒　祖父が亡くなった際に名義人変更の手続をしていなかった
場合

被相続人居住用家屋の相続登記が行われていることは、本特例措置の要件ではな
く、確定申告時に提出する登記事項証明書は、以下の要件を満たしているかどう
かを証明する書類の１例となります（租税特別措置法施行規則第18条の２第２項
第２号イ（２）参照）。

①被相続人居住用家屋等を相続等により取得したこと
②被相続人居住用家屋が昭和56年５月31日以前に建築されたこと
③区分所有建築物ではないこと

具体的にどのような書類であれば特例の適用が認められるかは、税務署へ相談す
るようお伝えください。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

35
制度詳細

(省令18条の２)

「被相続人居住用家屋確認書」について、証明書とせず、確認
書とした理由は何か。

所在市区町村においては、被相続人居住用家屋が本特例の対象となる「空き家」
に該当するかを相続人が提出した書面等より外形的に確認していただくこととし
ており、当該申請内容の真偽について証明していただくことまでを求めているも
のではありません。そのため「証明」ではなく「確認」としております。

36
制度詳細

(省令18条の２)

今回の確認の交付事務は、法的にはどのような位置づけの事務
となるのか（市町村が行わなければならない（又は行うことが
できる）法的根拠）。また、本件事務の財源はどのように措置
されるのか。

租税特別措置法第35条第11項に基づく同法施行規則第18条の２第２項第２号イ
（３）及びロ（３）に基づく自治事務として、所在市区町村において御対応いた
だくこととしております。なお、財源について特段の措置はありませんが、確認
書を交付するに当たり手数料を取るか否かにつきましては、各所在市区町村の御
判断次第となります。

37
制度詳細

(省令18条の２)

今回の被相続人居住家屋確認書の交付事務は、『租税特別措置
法第35条第11項に基づく租税特別措置法施行規則第18条の２第
２項第２号のイ（３）及びロ（３）に基づく自治事務』と回答
をいただいた。
これは、市町村に対して、「法又はこれに基づく政令」に基づ
かず自治事務を義務付けるものであり、先の地方分権改革の趣
旨に反すると考えられるが、この点はどのように整理されてい
るのか。

被相続人居住用家屋等確認書の交付事務については、租特法第35条第11項に基づ
いて定められた租特法施行規則第18条の２第２項第２号のイ(3)及びロ(3)の書類
を発行する事務を自治事務として行っていただくことをお願いしているもので
す。
なお、当該事務は当初、
①空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて「空家等」の実態調査を行っ
ている市町村における「空家等」の確認事務とほぼ同様のものであること
②相続人が提出した書面等による外形的な確認であり、真偽についての証明を求
めるものではないこと等の理由から、市町村にご対応をお願いしているところで
すが、
今般の税制改正にあわせ、一般向けの説明資料を作成したところであり、制度に
ついて周知を図ることで、市町村の負担軽減につなげたいと考えております。

38
制度詳細

(省令18条の２)

被相続人居住用家屋等の確認は税務署が行うもので、そもそも
区市町村が行う必要がないのではないか。

被相続人居住用家屋等の確認事務については当初、
①空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて「空家等」の実態調査を行っ
ている市町村における「空家等」の確認事務とほぼ同様のものであること
②相続人が提出した書面等による外形的な確認であり、真偽についての証明を求
めるものではないこと等の理由から、市町村にご対応をお願いしているところで
すが、
今般の税制改正にあわせ、一般向けの説明資料を作成したところであり、制度に
ついて周知を図ることで、市町村の負担軽減につなげたいと考えております。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

39
制度詳細

(省令18条の２)

確認通知書の効力（有効性）をどう捉えているのか。
最終的に控除の対象となるのかを決定するのは、税務署長とな
るのであれば、相続人が、事前に対象となり得るかを確認する
ためには、税務署に問合せを入れないといけないのか。（確認
通知書は、参考資料のような位置づけなのか？）

被相続人居住用家屋等確認書は、
○相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に
供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしてい
た者がいなかったこと。
○被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等が相続の時から譲
渡の時まで事業の用等に供されていたことがないこと。
を所在市区町村において確認したことを示す書類であり、特例措置の適用を受け
るために必要な書類のひとつではありますが、特例措置を受けるための要件を満
たすかどうかは他の提出書類と合わせて税務署において判断することとなりま
す。そのため、所在市区町村が被相続人居住用家屋等確認書を交付したとして
も、他の適用のための条件を満たしていない場合には特例措置が適用されないも
のと考えられます。特例措置の適用を受けられるか否かについては、必要に応じ
て税務署へ相談するよう申請者にご案内ください。

40
制度詳細

(省令18条の２)

空家特措法で規定されている基本指針を受け、通知が出され、
それに基づき、区市町村が確認を行うこととなっていると解釈
するのか。空家特措法で、「区市町村が行う事」を明記しなく
てよいのか。

被相続人居住用家屋の確認事務は、空家等対策特別措置法ではなく、租税特別措
置法に基づくものです。租特法第35条第11項に基づいて定められた租特法施行規
則第18条の２第２項第２号のイ(3)及びロ(3)において所在市区町村において確認
いただくこととされております。

公有地の拡大の推進に関する法律（以下「公拡法」という。）
に基づく買取申出により市が空き家（又は除却後の敷地）を買
い取る場合、空き家3,000万円控除は対象となるか。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく市の買い取りの場合においても、要件
を満たしていれば、本特例措置の対象となります。

対象となる場合、公拡法により売却した不動産譲渡所得に対
し、特別控除が1,500万円あるが、空き家3,000万円控除と併用
し、4,500万円の控除とすることができるか。

公拡法の協議に基づく買取りに係る1,500万円控除（特措法第34条の２第２項第４
号）については、「第35条の規定の適用を受ける部分を除く」こととされている
（特措法第34条の２第１項柱書）ので、併用はできません。両特例措置が競合す
る場合は、申告する納税者がいずれの特例を適用するかを選択することになると
思われます。

42
制度詳細
(その他)

・平成２６年に叔父が亡くなり、家屋及び土地を兄が相続し、
今年２月に当該家屋を解体した。兄は叔父と同居しておらず、
当該家屋は叔父が死亡後、解体するまで空き家であった。
・その後５月に不動産業者と土地の売買契約を結んだ（引渡し
予定は８月）。このとき、兄は病気であったため弟が代理人と
なり兄と連名で契約したが、６月に兄も亡くなってしまい、弟
が兄から当該土地を相続した。
・土地引渡し後に３，０００万円控除の確認申請を行うつもり
であったため兄は市に確認申請をしていない。
・その後、予定どおり８月に当該土地の売買が完了したので、
弟が確認申請をして特別控除を受けたい。

この場合、弟が確認申請をおこない、所得控除を受けることは
できないと考えてよいか

特例の適用対象であるか否かについては、税務署にご確認ください。
本件について、特例措置が適用されるかどうかの最終判断は税務書において行わ
れますので、確認書発行事務においては、申請書に記載された当事者等を基準
に、被相続人居住用家屋に該当するかどうかの確認を行っていただければ結構で
す。
なお、弟は、本特例の適用を受けることはできません。
兄の譲渡所得として準確定申告をする場合で、特例要件を満たしていれば兄は本
特例の適用対象となります。その場合、確認書の申請を弟が死亡した兄に代わっ
て、兄の申請をする必要があります。
また、本特例の適用をした準確定申告を兄の死亡した日（相続の開始があった
日）の翌日から４か月以内に、兄の相続人が行う必要があります。
詳細については、税務署にご確認ください。

41
制度詳細
(その他)
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

43
制度詳細
(その他)

甲は、平成27年、死亡した乙から乙の自宅であったＡ家屋とそ
の敷地のほか、乙が死亡する半年前に完成した車庫と倉庫を相
続により取得した。甲は、これらの全てを取り壊した後、当該
敷地を譲渡することを考えていたところ、売買契約の締結に当
たり、買主から車庫と倉庫については取り壊さずに売却してほ
しい、との申出があった。
そのため、甲は、Ａ家屋を取り壊した後、当該敷地と車庫及び
倉庫の売買契約を締結した。 甲に対し確認書の交付をすること
ができるか。

甲は、被相続人特別控除の特例の適用を受けることができると考えられるため、
確認書の交付は可能と考えます。
当該取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用
に供されていたことがないことという要件は、被相続人居住用家屋の取壊し等後
に、新たに建物又は構築物の敷地の用に供してはならないという趣旨であること
から、被相続人居住用家屋であるＡ家屋の全部を取壊し後、Ａ家屋の敷地が新た
な建物等の敷地として利用された事実がないならば、既存の車庫や倉庫などが存
在していたとしても、要件を満たしていると考えられるため、本事例の場合、甲
は、被相続人特別控除の特例の適用を受けることができると考えられます。
なお、敷地のうち車庫及び倉庫の床面積の占める割合に相当する部分について
は、特例の適用は受けられないと考えられますので、適用の割合については税務
署にご確認頂くよう申請者へお伝えください。

44
制度詳細
(その他)

家屋を取り壊し、除却・滅失して譲渡した場合で門、塀が残っ
ている場合において、被相続人居住用家屋等確認書は発行する
ことが出来るか？

被相続人居住用家屋を除却していれば、被相続人居住用家屋等確認書は発行する
ことが出来ると考えられます。

45
制度詳細
(その他)

平成29年に丙（夫）が死亡し、その際の相続人は、乙（妻）及
び甲（長男）の計２名であった。
平成30年、丙の財産に対する遺産分割の協議を行う前に乙が死
亡したが、乙が自己の居住用として使用していたＡ家屋及びそ
の敷地の名義は、丙名義のままであった。今回、乙の死亡に伴
い、甲は、Ａ家屋を取り壊した後に、Ａ家屋の敷地を売却する
ことを考えているが、この場合、確認書の発行をすることが可
能か？

甲は、乙の法定相続分（２分の１）について、被相続人特別控除の特例の適用を
受けることができると考えられるので、確認書は発行できるものと考えます。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

46 確認書発行事務

確認申請の時期について。
添付書類上は、除却工事が終了して更地状態の写真を撮影すれ
ば、その後固定資産税台帳の写しを取得して、申請できるよう
にも解釈できるが、申請はどのタイミングから可能であるか。
譲渡日以降でないと確認申請できないのか。
当市としては、本申請確認事項に特措法第35条第３項第２号ハ
「取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時まで建物又は建築物
の敷地の用に供されていたことがないこと」が含まれることか
ら、申請書記載の譲渡日以降に申請をいただく必要があると考
えるが良いか。
（課題）
確定申告の締切が迫った時期に、譲渡日以前に添付書類を揃え
て申請される場合が考えられる。

原則、引渡し前に確認書を発行することは望ましくありません。
しかし、確認に必要な書類が揃い、当該書類の内容から特例要件に抵触するおそ
れがなく確認書の発行をしても差し支えないと認められる場合には、引渡し前で
あっても確認書の交付をして問題ありません。

47 確認書発行事務

例えば、申請が３月12日で、確認書の交付が明らかに確定申告
期間を過ぎてしまう場合、市町村として問題はでないか？お客
さんには、控除の無い状態でとりあえず確定申告を行ってもら
い、確認書が交付できた段階で更正請求してもらうのが適当な
のか？

確認書の交付につきましては、可能な限り迅速に発行していただくよう御協力を
お願いいたしますが、御指摘のようなケースが生じた場合には、例えば申請者に
対して、特例措置の適用のために必要な書類をそろえた上での確定申告が期日ま
でに間に合わない場合の対応方法について、税務署に個別に御相談いただくよう
促すことが考えられます。

48 確認書発行事務

複数名の相続人がそれぞれ3000万円控除特例の適用を受けよう
と思っている。その場合「被相続人居住用家屋等確認申請書」
はそれぞれ提出し、所在市区町村から確認書を交付してもらう
必要があるのか。または、申請書は１通（連名）で、確認書の
写しを確定申告時に提出すればよいのか。また、個々に提出す
る場合には添付書類が重複するが、添付書類も個々に用意する
必要があるのか。

相続人が複数名であり、かつ、各相続人が控除の適用を受けようとする場合に
は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を当該各相続人から提出していただ
き、所在市区町村において「被相続人居住用家屋等確認書」をそれぞれの申請者
（＝当該各相続人）に交付していただくようお願いいたします。また、申請書と
同時に提出いただく各種添付書類につきましても、原則として、それぞれの申請
者毎にご用意いただく必要があります。

49 確認書発行事務

複数の相続人の場合、申請者は複数の申請者で良いのか？それ
とも、個々で申請するのか？個々の場合、重複する添付書類も
個々で必要か。

被相続人居住用家屋確認書は、本特例措置の適用を受けようとする者がそれぞれ
確定申告を行う際に提出していただく書類であることから、確認申請書について
は特例措置の適用を希望する申請者からそれぞれ提出していただく必要がありま
す。また、添付書類についても、たとえ内容が重複する場合であっても、原則と
して、各申請者ごとに御用意いただく必要があります。

50 確認書発行事務

申請者が遠方であるということが想定されるため、郵送申請が
多いと考える。その場合、申請者の本人を確認できる書類（運
転免許書等）の写しや申請者の代理人であることがわかる書類
の提出を求めたいが可能か。

御指摘のような場合に、申請者本人を確認するための書類を別途要求するか否か
は、各所在市区町村の御判断次第です。

51 確認書発行事務

申請から確認書交付までの標準事務処理期間について、平均で
１週間程度かかるものと考えられますが、どの程度の期間を想
定していますか。

標準事務処理期間を定める予定はありませんが、確認書の交付に当たりまして
は、提出された書類に基づく書面上の確認作業で足りることとしておりますの
で、可能な範囲で迅速に対応していただきますよう、ご協力をお願いいたしま
す。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

52 確認書発行事務
確認書発行の手数料の有無についてお教えください。 確認書を交付するに当たり手数料を取るか否かにつきましては、地方自治法第228

条第１項の規定に基づき、所在市区町村の御判断次第となります。

53 確認書発行事務

手数料の有無については、地方自治法第228条第１項の規定に基
づき市町村判断となっている。
この税控除は、空家対策を推進するために創設された制度だと
思われるため、地方自治法第227条に関する行政実例（昭和24年
３月14日）「特定の者のためにする事務とは、一個人の要求に
基づき主としてそのものの利益のために行う事務（身分証明
書、印鑑証明、公募閲覧等の意で、もっぱら地方公共団体自身
の行政上の必要のためにする事務については手数料を徴収でき
ない。」にある「特定の者のためにする事務」とも言い切るこ
とが難しいと考える。国土交通省の回答は、この行政実例の
「特定の者のためにする事務」に該当するかどうかが市町村判
断であるため、手数料の徴収は、市町村判断と回答しているの
か。
また、制度設計において、手数料の徴収は想定していたのか。

御指摘のとおり、本特例措置は空き家対策を推進するための施策として新たに設
けた特例ですが、同時に被相続人居住用家屋の相続人が同家屋又はその敷地等を
譲渡した際の譲渡所得の特例を受けるための措置でもあることから、地方自治法
第227条の「特定の者のためにするもの」に該当するものと考えております。しか
しながら、実際に同法第227条に基づく手数料を徴収することとするか否かは各所
在市区町村に裁量に属する事項であることから、「所在市区町村の御判断次第」
と回答いたしました。（制度の検討段階においては、手数料の徴収については所
在市区町村の御判断次第となるものと考えておりました。）

54 確認書発行事務

家屋の建築年月日について、登記簿謄本等の添付は不要か。確
認はどこまですればよいのか具体的に示していただきたい。

確認書の発行に当たり、被相続人居住用家屋の建築年月日について確認いただく
必要はありませんが、平成31年４月から、家屋取壊し日の確認書類として、原
則、取壊し後の閉鎖事項証明書を提出していただくこととしました。

55 確認書発行事務

「相続時から譲渡の時まで、事業用等に供されていないこと」
について、必要書類が整っていても、後日、事業用に供されて
いたとの通報が近隣住民等からあった場合は、税務署が特例措
置の適用除外の措置や、必要な調査等を行うという理解でよろ
しいでしょうか。

所在市区町村に対しては、提出された添付書類の真偽の証明までを求めておりま
せん。仮に確認書交付後、申請内容に虚偽等の疑いがあった場合には、所在市区
町村ではなく税務署において調査、国税の更正等必要な措置を講ずることになる
ものと考えますが、内容を確認した添付書類について国税当局から照会があった
場合には、ご協力いただきますようお願いいたします。
また、仮に近隣住民等から事業用に供されていたとの通報があった場合には、所
轄の税務署へ通報するよう伝えるとともに、市区町村からも税務署へ通報の内容
等をご連絡いただくことが望ましいと考えます。

56 確認書発行事務

通知の六１に「申請者への必要に応じたヒアリングなどにより
確認を行う」とあるが、ヒアリングが必要になるのはどのよう
な場合を想定しているのでしょうか。また、「など」とは、他
にどのようなことで確認を行うことを想定しているのでしょう
か。

「ヒアリングなど」は必ず行っていただく必要があるものではなく、申請書の内
容について追加的に確認するべきものがある場合に行っていただければ結構です
が、例えば家屋除却後の更地の場合に、建物・構造物の敷地の用に供されていな
いことを確認するために提出頂いた「被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が
分かる写真」に日付が入っていなかった場合にヒアリングを行っていただくこと
が考えられます。また、「など」に含まれる内容としては、例えば被相続人居住
用家屋の現地確認が考えられます。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

57 確認書発行事務

「更地」について、擁壁や基礎等も無くした状態をいうのか。
売買のケースでは、土留用の擁壁を残し、それを活用して新た
な家屋を建てるケースは多々あると思われる。空家等対策の推
進に関する特別措置法では、「空家等」の定義の中で「土地に
定着する物を含む」となっていることから、擁壁や基礎等まで
「空家等」の一部と考える。

土留め用の擁壁や基礎が残っている場合であっても、今回の特例の対象となりま
す。
なお、今回の特例措置の対象（被相続人居住用家屋）と空家法の対象（空家等）
とは要件が異なっている点にご留意ください。

58 確認書発行事務

税控除を受ける際、確認表は必要になるのか。必要な場合、被
相続人居住用家屋等確認書との割印は必要になるのか。

本特例措置の適用に当たっては確認書及び確認表を共に税務署に提出する必要が
ありますので、両者を申請者へ渡してください（通知六１参照）。また、割印を
押すことは必須ではありませんので、各所在市区町村の御判断により対応くださ
い。

59 確認書発行事務

確認書の発行手続について、確認書を発行できない場合に、確
認できない旨の通知を発行することを想定しているか。

確認書が交付できない場合に、書面による通知を行うかどうかは、各市区町村の
判断で行ってください。もっとも、確認書の交付の可否の判断に当たっては、確
認申請書の受付、申請内容の確認（審査）を経ているものと思われますので、何
らかの応答を行っていただくことが望ましいと考えます。

60 確認書発行事務

申請書を受理し、自治体で裏面の確認作業を行う過程で確認で
きない項目があった場合、申請不受理（この申請書は○○の理
由で受理できません、あるいは確認書の発行はできませんな
ど）という対応をすることとなるが、何か様式はあるか。
※申請書が提出された場合は受理した上で確認作業に入るが、
一部でも確認できない項目が出た段階で「この申請書は○○の
理由で受理できません」と口頭で受理した申請書類等を返却す
ることは困難と考える。

確認書が交付できない場合の通知等の様式は定めておりません。確認書が交付で
きない場合に、書面による通知を行うかどうかは、各市区町村の判断で行ってく
ださい。

61 確認書発行事務

申請書を受け付けた後に要件を満たしていないことが分かった
場合（郵送など）、申請書をどのように取り扱えば良いか？

国交省としての統一的ルールはありませんので、各地方公共団体のルールにのっ
とって行っていただければ結構です。
ご質問のケースについても、取り下げ、返戻等の処理も法令上及び例規上問題な
ければ、可能であると思います。

62 別記様式

条例を制定していく中で確認させてください。
国住政第101号、国住備第506号の平成28年4月1日付けの、「相
続又は遺贈により取得した…要件の確認について」の文書の中
の別記様式１－１、１－２は、租税特別措置法などで位置づけ
られている様式なのか。もしくはこの通知の中でのみ位置づけ
られた様式か。
また、この「別記様式１－１、１－２」を「様式１号」等に修
正し、宛先に市長を付け足してもいいか。

本様式は、当該通知においてお示ししているものに過ぎないので、形式的な修正
については、各市町村の判断により行っていただいて差し支えありません。もっ
とも、本様式については、国交省ＨＰにおいても周知を行っており、申請者が各
自でダウンロードできるものですので、様式、印刷方法等の形式的な違いのみに
より申請書を差し戻すことのないよう、様式については柔軟な対応をお願いいた
します。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

63 別記様式

平成31年3月の譲渡で、平成31年4月以降申請があった場合は、
申請書については必ず最新の様式を使用しないといけないか？
（申請者が旧様式を印刷の上記載し、郵送してきた場合）

申請のタイミングにおいて、常に最新の様式を用いることが望ましいですが、申
請人から提出される確認書類が、最新の様式の確認書類を満たしていると判断出
来る場合は、旧様式を用いて確認書を発行することは出来るものと考えられま
す。（平成31年4月１以降は１-2様式において固定資産課税台帳の写し又は固定資
産税の課税証明書の写しは提出不要となっておりますのでご注意ください。）そ
の際、備考に旧様式を用いた事情を記載ください。
なお、相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合は、平成31年4月1日に
拡充した制度ですので、平成31年4月以降の申請書を用いる必要があります。

64 別記様式

申請者はどのようにして「被相続人居住用家屋等確認申請書」
を入手するものなのでしょうか。また、申請者はどのようにし
てこの制度の内容の詳細を知ることができるのでしょうか。

国土交通省のＨＰにおいて本特例措置の様式や概要を公表しており、ダウンロー
ドしていただくことが可能です。また、窓口に相談に来られた方から様式等の提
供を求められた場合には、上述の様式等を各所在市区町村において手交していた
だいても構いません。

65 別記様式

申請書と確認書が一体となっているが、点線のところで切り取
り、確認書とされている部分のみを交付するようなイメージ
か？（ただし、切り取ると、確認書部分のみでは、どの家屋か
が特定できない。）

切り取らずに、別記様式のまま（申請書と確認書とが一体になっている状態）で
交付をお願いいたします。また、交付いただく際には、「被相続人居住用家屋等
確認書の交付のための提出書類の確認表」についても交付いただくとともに、所
在市区町村において交付した被相続人居住用家屋等確認書及び確認表の写しを保
存いただくようお願いいたします。

66 別記様式

「被相続人居住用家屋等確認申請書（兼確認書）」と「提出書
類確認表」は、別葉である必要がありますか。

確認申請書、確認書及び確認表は、一連の様式となっているため、別葉としてい
ただく必要はありません。印刷方法についても、両面、片面は問いませんが、申
請者が各自で印刷することも想定されるため、柔軟な対応をお願いします。

67 別記様式

申請者欄は、相続人の名前等を記載するという理解でよいか。
また、申請者本人が申請書を作成する必要があるか。

申請者は本特例の適用を受けようとする個人（被相続人居住用家屋を相続等によ
り取得した個人）となります。また、当該申請者からの委任に基づく代理人によ
る申請書の作成も可能です。

68 別記様式

家屋の住所は家屋登記の地番で問題ないが、土地の場合、複数
の筆（※土地の数え方です）で１区画を構成していることがあ
り、その場合、全ての筆の地番を記載するのか？それとも、家
屋地番と土地地番で一致する地番のみ記載することでよいの
か？

対象となる敷地等が特定されるのであれば記載方法は問いませんが、申告書類と
の対応関係を考慮すれば対象となる全ての地番を記載いただくのが望ましいと考
えます。

69 別記様式

「家屋及びその敷地等の所在地」と被相続人の住所が同一の場
所であるが、住居表示等で一致しない場合、既存の添付書類で
は確認できない（本籍地と敷地等の所在地が一致している場合
もあるが、必ず一致しているとも限らない。）。

ヒアリングに等によりご確認ください。なお、ブルーマップ等によりご確認いた
だいても差し支えありません。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

70 別記様式

相続人が複数のとき、被相続人居住用家屋等確認申請書の「他
の相続人の氏名及び住所」欄に入りきらないこともあるかと思
います。別紙に相続人の氏名・住所を記載した場合、この別紙
は確認書と一緒に相手に渡す必要がありますか（税務署提出時
に必要ですか）。

記入を別紙とする場合は、確認書及び確認表と併せて申請者へお返しください。
税務署への提出時にも必要となります。

71 別記様式

申請書「相続による取得日」欄について、登記完了証の申請受
付日でよいのか？上記が適切でない場合、どの書類を根拠に日
付を入力すべきか？

遺産分割協議などにより相続分が確定した日が分かる書類に記載されている日付
を記入するよう申請者へご説明ください。御指摘の欄の記入内容としては、例え
ば遺産分割が確定した日（遺産分割協議書に記載された日付）や相続登記を行っ
た日を想定しています。
なお、所在市区町村において確認書を交付いただく際に、当該欄の記載内容の真
偽を証明することまでを求めるものではありません。

72 別記様式
遺産分割協議が確定した日か移転登記日どちらを記載したらよ
いか

被相続人居住用家屋確認申請書（様式1-1、1-2）の「相続による取得日」の記入
欄についてはどちらを記入いただいても結構です。

73 別記様式
申請書の「相続による取得日」欄について、遺産分割協議の終
了日が不明な場合はどうすればよいか。

記載が難しい場合は空欄としていただいて差し支えありません。

74 別記様式

確認表については、申請者の方がチェックをして提出するもの
なのか？市町村が提出された書類をチェックし、交付するの
か？

確認表は、所在市区町村において確認書を交付するに当たり、必要な書類が提出
されているかを確認する際に使用いただくものになります。提出書類の確認後、
被相続人居住用家屋等確認書を交付する際に合わせて交付するようお願いいたし
ます。

75 別記様式

「提出書類確認表」の確認欄はレ点の記入でよろしいでしょう
か。町が確認したことが分かるようにする必要はありますか。

レ点や○印など所在市区町村において必要な書類を確認したことがわかるように
記載ください。「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認
表」については、申請者では無く所在市区町村において記入する様式であり、確
認書が交付されいてたことをもって所在市区町村において確認表を記入している
ものと判断しますので、特段追記していただく必要はありません。

76 別記様式

（ⅰ）から（ⅳ）が「以下の書類のいずれか（・・・）」と解
釈できる記載との指摘を受けた。誤解を招かないよう、将来的
は工夫が必要ではないか。例えば（ⅳ）の記号をかえる等。

御指摘を踏まえ、平成29年１月24日付け国住政第55号・国住備第103号により別記
様式の改正を行いました。

77 別記様式

「備考」欄が良くわからないと言われた。市町村がチェックし
て交付するものであれば、（例）の内容について説明を求めら
れ、困ったので、記載は不要と考える。

御指摘を踏まえ、平成29年１月24日付け国住政第55号・国住備第104号により別記
様式の改正を行いました。

78
添付書類
(総論)

被相続人居住用家屋等確認申請書に添付する提出書類につい
て、正副２部で提出してもらい、片方は所在市区町村で保存
し、片方は返却するという対応をとる必要はあるのか。

御指摘の添付書類については、返却せずに、所在市区町村において別記様式と共
に７年間保存していていただく必要があります。
ただし、所在市区町村の御判断で、添付書類を正副２部提出していただくよう申
請者に求めることは差し支えありません。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

79
添付書類
(総論)

本市では、申請書の提出を正･副それぞれ１部、計２部提出して
もらう予定をしている。その際、副の提出書類は写しでよいと
考えているがそれでよいか。
また、確認書を交付する際、確認表に市町村がチェックしあわ
せて渡すことまでわかったが、提出書類も返却するのか。それ
とも、市町村で保存するのか。

各市区町村の判断で、正副2部の申請書の提出を求めることは可能ですが、平成28
年４月１日付け国住備第506号において「（確認書の）交付の際は、所在市区町村
において交付した被相続人居住用家屋等確認書の写しを保存」することとしてお
りますので、別途正本の写しを保存していただく必要があるため、申請書の副本
の提出を求める意義はないものと思われます。
添付書類については１部（１セット）提出いただければ結構ですので、それ以外
の書類の取扱いについては各市町村のご判断次第となります。添付書類2セットの
提出を求めることも、添付書類１セットに加えて添付書類の写し１セットの提出
を求めることも可能ですが、この場合には、各セットの文書の種類及び記載内容
が同一であることの照合作業を行っていただくことが望ましいと考えます。

80
添付書類
(総論)

申請者が兄弟で相続になり、兄が申請に来庁しました。国の質
疑応答では「共有名義人がそれぞれ税務署へ申告する必要があ
る」とのことですが、兄弟それぞれが申請する場合、添付書類
の住民票等は原本２部提出をお願いするということでよいで
しょうか。

原則として、添付書類は申請者（申請書）ごとに１部ずつ添付していただく必要
がありますが、確認事務を行うに当たって支障がないと判断される場合は、添付
書類の省略、複写等を許容していただいても差し支えありません。
一方、税務署に提出する書類について、原本でなくコピーした書類を提出してよ
いかについては、税務署の判断となります。

81
添付書類
(総論)

住民票の「写し」は、市町村から発行されたもの（謄本）の原
本を提出する必要がありますか。

国交省としては要件を満たすことを確認できればコピーでも差し支えありません
が、市区町村の文書の取扱いルールをご参照ください。

82
添付書類
(総論)

「相続時」や「譲渡時」については、登記簿を用いて判断する
のが通常と考えますが、その場合、『権利者その他の事項』欄
に記載されている原因日をもとに判断すると考えますが適当で
しょうか？それとも、『受付年月日』欄に記載されている登記
受付日をもとに判断すべきでしょうか？

「相続の時」とは、被相続人が亡くなった日を指しており（民法第882条）、除票
住民票の写しから確認することが可能です。
また「譲渡の時」とは、「（資産を譲渡した日とは、）原則として、売買など譲
渡契約に基づいて資産を買主に引き渡した日をいいます」（国税庁タックスアン
サーNo.3102）とされており、具体的な「譲渡の時」（引き渡し日）については、
売買契約書の写し等から確認できます。
なお、平成31年４月から、家屋取壊し日の確認書類として、原則、取壊し後の閉
鎖事項証明書を提出していただくこととしました。

83

添付書類
(被相続人住民票の除

票)
(相続人の住民票)

「相続の開始直前において、当該家屋に被相続人以外に居住を
していた者がいなかったこと」については、相続人が相続開始
直前において被相続人居住用家屋に居住していなかったこと
を、提出された住民票から確認できることをもって足りること
としており、…」とあるが、この取扱いについて法的な根拠等
はあるのか。

租税特別措置法関係法令上に規定されているものではなく、通知に基づく運用に
よるものです。

84
添付書類

(被相続人住民票の除
票)

被相続人の除票住民票の写しには、続柄や本籍の表示は必要で
すか。

不要です。
被相続人の除票住民票の写しは、相続の開始の直前において、被相続人が当該家
屋を居住の用に供していたかどうかを確認するために提出していただく書類であ
り、①被相続人の死亡日及び②死亡時の居住地を確認することになるため、その
他の選択的記載事項の有無については問いません。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

85
添付書類

(被相続人住民票の除
票)

「被相続人が当該家屋を居住の用に供していたこと」等の確認
について、提出書類である「被相続人の除票住民票の写し」に
ついて、死亡証明書や除籍謄本等に代えることは可能でしょう
か。

原則として、「被相続人の除票住民票の写し」により、相続の直前に被相続人が
どこに居住していたかを確認していただくこととしていることから、「被相続人
の除票住民票の写し」を提出していただくようお願いいたします。

86
添付書類

(被相続人住民票の除
票)

戸籍の附票の除票の写しをもって、被相続人の住民票の除票の
写しの代替とすることはできるか。

可能です。住民票の除票から確認いただくことが原則ですが、①戸籍の除附票か
らも確認すべき事項が確認でき、②改めて住民票の除票の提出を求めることは申
請者に不必要な出費を求めることになることから、誤って戸籍の除附票が提出さ
れた場合には当該戸籍の除附票により確認を行っていただければ結構です。

87
添付書類

(被相続人住民票の除
票)

「被相続人の除票住民票の写し」と「被相続人居住用家屋の譲
渡時の相続人の住民票の写し」だけでは、「相続の開始直前に
おいて、当該家屋に被相続人以外に居住をしていた者がいな
かったこと」の確認にはならないと思いますが、それ以上の確
認は必要ないと理解してよいでしょうか。
（例）被相続人の死亡時に、相続人以外の親族が同居していた
場合

「相続の開始直前において、当該家屋に被相続人以外に居住をしていた者がいな
かったこと」については、相続人が相続の開始直前において被相続人居住用家屋
に居住していなかったことを、提出された住民票から確認できることをもって足
りることとしており、実際に当該被相続人以外に同居者がいたか、又は現にいる
かどうかについて所在市区町村において調査していただくことまでを求めており
ません。

88
添付書類

(被相続人住民票の除
票)

「被相続人以外の居住がなかったことの確認」について、被相
続人が福祉施設等に入居しており住民票に登録されていない、
住民票には同居人がいるが実際は別の場所に住んでいる等の申
請があった場合、申請者に上申書等の書類提出を求める必要が
あるか。それとも、申請者の申請内容について、確認書備考欄
に記載するだけでよいか。

「被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供していること」という要件
を満たしていたかどうかは、被相続人の除票住民票の写しから確認し、「当該被
相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと」と
いう要件を満たしていたかどうかについては、相続人の住民票（又は戸籍の付
票）の写しから確認することが原則となりますが、この特例が、各地域の空き家
の発生の削減・抑制を目的として創設された特例であることから、代替書類・補
完書類の提出（相続開始前の電気や水道等の使用状況を証明する書類、町内会
長、民生委員等の申述書等）及びヒアリング等により要件を満たしていることが
確認できれば、該当する確認欄に「※」を記載の上、備考に申請者から提出され
その事実を確認した代替書類・補完書類の列挙をし、ヒアリング内容・申請者の
申立内容の記載をした上、確認書を発行して差し支えありません（申請者の申立
のみで確認する書類の提出がない場合に確認書の発行をすることは想定していま
せん。）。
その際、事後的に所管税務署より確認、問合せ等がある場合も想定されるため、
確認書を発行するに至った経緯、判断材料について事後的に説明するのに十分な
記録・申請者の提出した書類の保存を行うことが最低限必要なのではないかと思
われます。
もっとも、その対象家屋の所有者であった被相続人が相続開始前において生活の
本拠として一人で居住していたものではないなど、特例措置の適用見込みがない
ことが明らかであると認められる場合には、確認書の発行をしないようご留意く
ださい。
なお、平成31年４月１日以降の譲渡で被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等
に入所していた場合については、平成31年４月１日付国住政第101号・国住備第
506号に従い審査してください。施設入所後に住民票を移していなかった場合は、
除票住民票に加え、被相続人が亡くなったことによる老人ホーム等の退去日が分
かる書類や、相続開始（亡くなった月）まで利用料金を支払っていたことが分か
る書類（領収書や通帳の写し等）など、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所
していたことを確認できる書類にてご確認ください。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

89
添付書類

(被相続人住民票の除
票)

「提出書類」についての回答で、「各所在市町村において、実
際は当該被相続人が当該被相続人居住用家屋に居住していない
ことを把握している場合には」とありますが、空き家部局によ
る空き家に関する調査で把握する以外に他部局へ照会するなど
することなく確認書を発行することとしてよろしいか。
（背景）
当市では介護担当において施設入所を把握している、福祉担当
において生活保護の申請を別住所から受けている、住民記録担
当において住民実態調査の対象者となっているなど、他部局で
は市として居住していないことを把握している場合はあり得ま
すが、多くの場合、個人情報として、空家担当からの口頭での
問い合わせ等には回答しません。
照会の回答を得るには所管部局での決裁などが必要になる可能
性があり、確認に時間を要します。
空き家調査で生前から電気メータが撤去されていることを現地
で確認した、空家の適正管理の依頼を建物所在地へ送付したが
返戻されたなどの事由で別住所に居住していると推測すること
はできますが、基本的には他部局へまで照会することなく、除
かれた住民票を元に確認するのみでよろしかったでしょうか。

提出書類及び担当部局により把握している情報から判断していただければ結構で
す。除票住民票の記載事項以外の事項について他部局へ照会を行っていただく必
要はありません。

90
添付書類

(相続人の住民票)

「申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
（被相続人の死亡時以降、当該相続人が居住地を2回以上移転し
ている場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。）」
について、「・・・譲渡時の相続人の住民票の写し・・・」と
は、譲渡日の住民票の写しが必要ということか。それとも、譲
渡日以降の住民票の写しで良いのか。

令和元年7月１日付国住政第２５号・国住備第３２号の通知において、「譲渡時の
相続人の住民票の写し」を「相続人の住民票の写し（相続直前から譲渡時までの
住所がわかるもの）と記載方法を修正しております。
相続人がどこに住んでいたかについては住民票の「住所を定めた年月日」や「住
民となった年月日」の欄等から確認が可能と考えますので、譲渡の時以後の住民
票であれば、住民票の交付日については特段問いません。

91
添付書類

(被相続人住民票の除
票)

除票住民票を３年前に取得した場合（原本）当該書類は今年の
申請に原本を提出する場合添付可でしょうか。不可の場合何時
時点で取得する必要があるでしょうか。

被相続人の死亡した日（相続の時）及び死亡の直前の居住地が確認できる住民票
の除票の写しであれば、その交付日については問いません。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

92
添付書類

(被相続人住民票の除
票)

被相続人の除かれた住民票について、実際には市内の被相続人
所有の家屋に居住していたものの、住民登録のみ市外在住の相
続人と同じ住所にしていたため、被相続人の除かれた住民票の
住所が空き家の所在地とならないことがわかりました。
実際にお住まいだった住所では除かれた住民票を取得できない
場合に、代替書類があるかないかお知らせください。
（例えば、被相続人は訪問介護をこの家で受けており、市外の
介護保険を使用し、当市のケアセンターからこの家にヘルパー
を派遣してもらっていたことから、ケアセンターからその時の
住所を記した資料でもって代替書類にならないでしょうか。）

ご指摘の代替書類及びヒアリングにより確認いただいて差し支えありません。
なお、この場合、「被相続人の除票住民票の写し」の確認欄に「※」を記載の
上、備考に申請者から提出されその事実を確認した当該代替書類等の列挙をし、
ヒアリング内容・申請者の申立内容の記載をした上、確認書の発行を行っていた
だきたいと考えます。

93
添付書類

(被相続人住民票の除
票)

居住実態については、住民票で確認することになっているが、
次のようなケースの場合は、どの様に対応したらよいのか？
（例1）
家族構成は父親と子供の2人。Ａ市に父親名義で家屋を所有して
いる。住民票は、父親はＡ市に登録、子供はＣ市に登録してい
る。この家屋は、Ａ市のデータベースでは空家として登録され
ている。（父親の実際の居住先は、Ｂ市の老人ホームであるた
め、Ａ市の家屋は相続日前から空家であった。）
今回、父親が亡くなり、相続人である子供がＡ市の父親名義の
家屋を相続した。子供は、父親の死亡時にＣ市に住民票があっ
たことから、更地にして譲渡するので、被相続人居住用家屋等
確認書申請をしたいと相談に来た。

平成31年４月１日以降の譲渡で被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所
していた場合については、平成31年４月１日付国住政第101号・国住備第506号に
従い審査してください。施設入所後に住民票を移していなかった場合は、除票住
民票に加え、被相続人が亡くなったことによる老人ホーム等の退去日が分かる書
類や、相続開始（亡くなった月）まで利用料金を支払っていたことが分かる書類
（領収書や通帳の写し等）など、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所してい
たことを確認できる書類にてご確認ください。

94
添付書類

(被相続人住民票の除
票)

居住実態については、住民票で確認することになっているが、
次のようなケースの場合は、どの様に対応したらよいのか？
（例2）
家族構成は父親と子供の2人。Ａ市に父親名義で家屋を所有して
いる。住民票は、父親はＡ市に登録、子供はＣ市に登録してい
る。この家屋は、Ａ市のデータベースでは空家として登録され
てない。（父親の実際の居住先は、Ｂ市の老人ホームであるた
め、Ａ市の家屋は相続日前から空家であったが、Ａ市はその事
実を知らない。）
今回、父親が亡くなり、相続人である子供がＡ市の父親名義の
家屋を相続した。子供は、父親の死亡時にＣ市に住民票があっ
たことから、更地にして譲渡するので、被相続人居住用家屋等
確認書申請をしたいと相談に来た。

（例1）に同じ。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

95
添付書類

(被相続人住民票の除
票)

居住実態については、住民票で確認することになっているが、
次のようなケースの場合は、どの様に対応したらよいのか？
（例3）
家族構成は父親と子供の2人。Ａ市に父親名義で家屋を所有して
いる。住民票は、共にＡ市に登録している。この家屋は、Ａ市
のデータベースでは空家として登録されている。（父親の実際
の居住先は、Ｂ市の老人ホーム、子供の実際の居住先は、Ｃ市
のマンションであるため、Ａ市の家屋は相続日前から空家で
あった。）
今回、父親が亡くなり、相続人である子供がＡ市の父親名義の
家屋を相続した。子供は、父親の死亡時にＡ市に住民票がある
ことから、更地にして譲渡するので、被相続人居住用家屋等確
認書申請をしたいと相談に来た。なお、子供自身は、居住して
いなかったことを主張してきた。

（例1）に同じ。

96
添付書類

(被相続人住民票の除
票)

居住実態については、住民票で確認することになっているが、
次のようなケースの場合は、どの様に対応したらよいのか？
（例4）
家族構成は父親と子供の2人。Ａ市に父親名義で家屋を所有して
いる。住民票は、共にＡ市に登録している。この家屋は、Ａ市
のデータベースでは空家として登録されてない。（父親の実際
の居住先は、Ｂ市の老人ホーム、子供の実際の居住先は、Ｃ市
のマンションであるため、Ａ市の家屋は相続日前から空家で
あったが、Ａ市はその事実を知らない。）
今回、父親が亡くなり、相続人である子供がＡ市の父親名義の
家屋を相続した。子供は、父親の死亡時にＡ市に住民票がある
ことから、更地にして譲渡するので、被相続人居住用家屋等確
認書申請をしたいと相談に来た。なお、子供自身は、居住して
いなかったことを主張してきた。

（例1）に同じ。

97
添付書類

(被相続人住民票の除
票)

居住実態については、住民票で確認することになっているが、
次のようなケースの場合は、どの様に対応したらよいのか？
（例5）
家族構成は父親と子供の2人。Ａ市とＢ市に父親名義で家屋を所
有している。住民票は、共にＢ市に登録しているが、生活の本
拠は、父親はＡ市の家屋、子供はＢ市の家屋である。この家屋
は、Ａ市のデータベースでは空家として登録されていない。今
回、父親が亡くなり、相続人である子供がＡ市の父親名義の家
屋を相続した。子供は、父親の死亡時にＡ市に住んでいたこと
から、更地にして譲渡するので、被相続人居住用家屋等確認書
申請をしたいと相談に来た。

相続の開始の直前において被相続人が被相続人居住用家屋に住んでいたかについ
ては、申請人が提出した添付書類にある被相続人の除票住民票の写しから判断い
ただくのが原則になりますが、この特例が、各地域の空き家の発生の削減・抑制
を目的として創設された特例であることから、申請者の提出した代替書類・補完
書類及びヒアリングにより父親のＡ市の家屋への居住が確認できる場合は確認書
を発行していただいて差し支えありません。
なお、この場合、「被相続人の除票住民票の写し」の確認欄に「※」を記載の
上、備考に申請者から提出されその事実を確認した代替書類・補完書類等の列挙
をし、ヒアリング内容・申請者の申立内容の記載をした上、ご対応していただき
たいと考えます。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

98

添付書類
(被相続人住民票の除

票)
(相続人の住民票)

※明らかにデータベースで相続日前から空家であったことが市
町村で立証できなければ確認書の交付はできないという解釈で
よいか。また、どのケースでも、住民票の扱いがおかしくても
聞き取りで市町村により確認書を交付していくということでよ
いか。

※補足として、「所在市町村が認める者」について、平成28年4
月1日付け国住政第101号・国住備第506号の5頁に（）で認める
者が記載されているが、例えば、「管理委託事業者」等につい
て、市町村が認定をしなければならないのでしょうか？
それを踏まえ、最初の質問の宅建についてでありますが、これ
は市町村の空き家バンクを宅建に委託した場合を想定しての質
問であります。

被相続人居住用家屋等確認書の交付にあたっては、申請者が提出した書類から御
判断いただければ結構です。なお、本特例に係る確認書の交付は証明事務ではな
いため、所在市区町村において事実関係を明らかにすることまでを求めているも
のではありません。
被相続人居住用家屋の所在地と住民票の除票記載の住所が一致しない場合の取扱
いについては、上記（例5）の回答のとおりです。

「所在市区町村が認める者」について、所在市区町村において認定等の手続を経
る必要はありません。

99
添付書類

(相続人の住民票)

被相続人Xの家屋を相続人AおよびBが相続。その後、Bが亡くな
りCが二次相続を受けた場合、Aの申請の際の必要書類として
「相続人の住民票の写し」はBおよびCの住民票（Bは除票）は必
要か？

相続の開始の直前において、当該家屋に被相続人以外に居住をしていた者がいな
かったことを確認する書面として「相続人の住民票の写し」を求めているとこ
ろ、Bは既に亡くなっているものの、相続時にBが当該家屋に居住していなかった
ことを確認することは必要であるため、Bの（除票）住民票が必要であると考えら
れます。
また、Cについては通知等で住民票の提出までは必ずしも求めていないものの、当
該家屋に居住していないことに対し疑義がある場合にはヒアリングまたは不動産
売買契約書の売主記載欄等にて確認し、備考欄にその旨証跡を残すことが望まし
いと考えます。

100
添付書類

(相続人の住民票)

相続人が複数存在し、共有名義となる場合においても、申請人
以外の相続人の住民票は不要ということでよろしいでしょう
か。

被相続人居住用家屋を共有している相続人全員が、「当該相続の開始の直前にお
いて当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと」（通知文三３）及
び「当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供
されていたことがないこと」（通知文四１（１））という要件を満たしているこ
とを確認するため、当該共有している相続人全ての住民票の写しを提出していた
だく必要があります。

101
添付書類

(相続人の住民票)

（法35条3項2号の場合）
相続人の住民票の写しを求める主旨は、被相続人居住用家屋に
「相続の開始の直前」及び「当該相続の時から当該取壊し、除
却又は滅失の時まで」相続人が居住していなかったことを確認
するためと思われるが、被相続人の死亡時以降当該相続人が居
住地を2回以上移転している場合で、「相続人の戸籍の附票の写
し」のみで上記内容が確認できれば、「被相続人居住用家屋の
取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し」の提出を省
略することができるか。
※法35条3項1号の場合も同様に、「譲渡時の相続人の住民票の
写し」の提出を省略することができるか。

御指摘のとおり、相続人の戸籍の附票の写しを提出いただく場合には、相続人の
住民票については提出いただく必要はありません。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

102
添付書類

(相続人の住民票)

税理事務所からの質問だったのですが、建築物は遺言により１
人に相続されているものの、民法上の法定相続人は複数人いる
状況だそうです。税理事務所の人曰く、本来であれば、相続人
と言えば民法上の法定相続人のことを言うらしいのですが、私
の民法の知識が乏しく判断できませんでした。住民票を提出し
なければならない相続人とは、どの相続人を言うのでしょう
か？
　・法定相続人
　・建築物の相続人
　・土地の相続人
　・相続放棄している人

住民票を提出しなければならない相続人は、「居住用家屋取得相続人」（租特法
第35条第５項）を想定しております。実際に①被相続人居住用家屋を取得した相
続人、②被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人並びに③被相続人居住用
家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人の住民票をご提出くださ
い。
なお、居住用家屋取得相続人に包括受遺者は含まれますが、相続人でない特定受
遺者は含まれません。

103
添付書類

(相続人の住民票)

○「被相続人以外の居住がなかったことの確認」について
　亡くなった父と相続を受けた息子がおり、母は住民票上はそ
の家屋にいるが、実際は施設にいる状況です。
提出されるのは息子の住民票で、母の存在が確認できないので
すが、事前相談でこのような状況を聞いた場合、母の存在を隠
して申請してくださいとも言えず、どのような説明をしたらよ
いか困っております。
母が住民票上はその家屋にいるが、実際は施設にいる状態につ
いては、本来であれば今回の対象外だと思いますが、提出書類
上確認できないことから、対象としてしまってよろしいでしょ
うか？

相続人が相続した被相続人居住用家屋に住んでいなかったことの確認について
は、居住用家屋取得相続人全員の住民票の写しから形式的に判断していただけれ
ば結構です。居住用家屋取得相続人全員の住民票記載の住所地が被相続人居住用
家屋の所在地でない場合は、確認書を発行して差し支えありません。
なお、ご指摘の場合、事前相談において①母の住民票がその家屋にあること、②
母の実際の居住地は施設であることを聞いていますので、確認表の備考欄にヒア
リング内容（住民票を移転していない理由やその施設に実際にいつからいつまで
居住していたかなど）として記載した上で、確認書の発行をお願いします。
もっとも、特例措置の適用が認められるのは、実際に相続人が被相続人居住用家
屋を生活の拠点としていなかった場合（租税特別措置法第35条第４項第３号）で
すので、相続人が相続した被相続人居住用家屋に住んでいたことが明らかである
と認められる場合は、特例が適用できない旨を説明いただき、確認書を発行しな
いこととするのが望ましいと考えます（地方公務員法第32条参照）。

104
添付書類

(相続人の住民票)

【前提】：A（中国在留）、B（日本）、2分の１ずつ相続を受け
今年中に譲渡予定。
（A及びBは兄弟）
Aの居住用家屋取得相続人が中国在留している場合（Bは日本に
住民票あり）、住民票の代わりは日本領事館発行の中国在留証
明書で足りるか。また発行日付は住民票の基準（家屋の譲渡時
の日付）に準ずるのか。

住民票がない場合については、公的機関が発行する住民票相当の書類（住所、居
所等を証明する書類）によりご対応ください。もっとも、相続の開始の直前から
家屋の譲渡（取壊し等）の時までの間の居住の履歴を確認する必要がありますの
で、当該書類のみで確認ができない場合は、戸籍の附票の写し、住民票の除票の
写し、ヒアリング等によりご対応ください。なお、住民票について、発行日付が
「家屋の譲渡時の日付」である必要はなく、相続の時から譲渡の時までの期間の
相続人の住所が確認できる内容であれば発行日は問いません。

105
添付書類

(相続人の住民票)

相続人の住民票に代えて、戸籍の附票で良いか？
・海外に在住のため住民票が無いが、戸籍の附票により、相続
開始直前において当該家屋に居住していなかったことは確認で
きる。
　（相続人の住所は特定できないが、今回の問合せの場合は、
確認申請書の申請人の住所と同じ、「オーストリア国」にいる
ことは分かり、明らかに被相続人居住家屋に住んでいなかった
ことが分かる。）

相続人が海外に在住しているため、住民票が存在しない場合は、公的機関が発行
する住民票相当の書類（住所、居所等を証明する書類）によりご確認ください。
今回のケースでは戸籍の附票により相続人がオーストリアに在住(=当該家屋に居
住していなかった)ことが確認できるのであれば、戸籍の附票の提出及びヒアリン
グ等により住民票の代わりとしていただいて差し支えないものと考えます。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

106
添付書類

(相続人の住民票)

相続をした家の処分に困り、とりあえず居住するつもりで先に
住民票をその家に移動させた。その後、居住する前に土地の買
手が見つかったので、家を除却して売却したいと考えている。
実態としては、相続をしてから一度も居住の用に供していない
が、住民票が移っていることをもって空き家ではなかったと判
断し、特例措置の対象外とするべきか。判断として住民票を優
先させるのか、実態を優先させるのか、教えていただきたい。
また、実態を優先させる場合、実態を証明する方法は、住民票
を移す前から電気等の閉栓や水道の使用廃止が証明できた場合
や宅建業者による広告（現況が空家であり、更地にして譲渡す
る旨が明記されている）等及び申請者による経緯説明書等でも
差し支えないか。

所在市区町村に御対応をお願いしております確認の事務については、実態調査を
行っていただくことまでを求めているものではなく、あくまでも申請者が提出し
てきた書類をもって御対応いただくことを想定しております。
そのため、住民票記載の住所との突合による確認が原則となりますが、この特例
が、各地域の空き家の発生の削減・抑制を目的として創設された特例であること
から、当該確認により確認ができない場合については、代替書類・補完書類等の
提出及びヒアリングによりご対応ください。
その場合、「相続人の住民票（又は戸籍の付票）の写し」の確認欄に「※」を記
載の上、備考に申請者から提出された確認した代替書類・補完書類の記載及びヒ
アリング内容・申請者の申立内容を記載していただきたいと思います。

107
添付書類

(相続人の住民票)

空き家譲渡所得の3,000万円控除について、相続人が外国籍(ア
メリカ国籍、アメリカ在住)の場合、特例の対象となるか。ま
た、対象となる場合、住民票がないがどうすればよいか(代替書
類等)。

相続人が外国籍の非居住者（所得税法第２条第１項第５号）であっても、日本国
内の不動産に係る譲渡所得については課税の対象となる（所得税法第第５条第２
項第１号、第161条第１項第３号、同令第281条第１項第１号）ため、本特例措置
についても適用対象となるものと思われます（租特法第35条は居住者と非居住者
を区別していない。）。もっとも、詳細については、税務署にお問い合わせくだ
さい。
住民票がない場合については、公的機関が発行する住民票相当の書類（住所、居
所等を証明する書類）によりご確認ください。

108
添付書類

(相続人の住民票)

相続をした一筆の敷地に建築物が2棟（家屋A、B）あり、住居表
示が同じ（○○区○○1-1-1）。相続人が家屋Bに住むために住
民票を移転させた。家屋Aは空き家となった。
上記の場合、住民票を確認すると、相続人が被相続人が住んで
いた住所に移転したように見える。ヒアリングによって、別建
築物であると判断して差し支えないか。

相続した家屋Ａ、Ｂ（どちらも租税特別措置法第35条第４項各号の要件を満たし
ている前提）のうち、被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められ
る一の建築物に限り被相続人居住用家屋として扱われます。
仮に、家屋Ａに被相続人が居住しており、Ａを被相続人居住用家屋として申請す
る場合には、相続人がＡに居住していないことを証明していただく必要がありま
す。相続人の住民票の内容についてヒアリングにより確認いただくことで対応い
ただければと思います。
実際に家屋Ａについて適用対象となるか否かを判断するのは税務署となりますの
で、所在市区町村におきましては、申請被相続人居住用家屋についてご確認いた
だければ結構です（ＡとＢを別々の建築物として扱い、特例の適用を認めるか否
かは税務署の判断による）。
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項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

109
添付書類

(相続人の住民票)

被相続人以外の方がその住所に住民登録しており、その方が実
際は介護施設入所等で別の場所に生活の拠点がある場合、特例
措置の対象とするために上申書等の提出を求めるか、確認書備
考欄記載で良いか。
（背景）
例えば夫婦で住んでいた家で夫が亡くなり、妻がその住所に住
民登録を残して介護施設に入所している場合、家は実態として
は空き家で、子がこの制度を利用して譲渡を行うことなどが想
定されていると考えました。通常、被相続人または相続人以外
の方がその住所に住民登録していても、その方が被相続人の除
かれた住民票において「世帯主」と表示されている場合以外に
提出される書類からは知り得ないことからも、この質問で想定
される同居人は相続人の一人または被相続人が亡くなった時点
の世帯主ではないかと推測します。上申書提出や確認書備考欄
記載というよりも、例えば子の住民登録地に妻の住所を異動さ
せるなどしてからの申請が必要ではないかと考えますが、何ら
かの事情で住所異動ができないまま譲渡を行い、制度の対象と
することが可能かどうかを確認したいです。

相続開始の直前において、被相続人居住用家屋に被相続人以外に居住していた者
がいなかったことについて、相続人の住民票の写しから確認できない場合につい
ては、代替書類・補完書類及びヒアリングによりご対応ください。
この場合、「相続人の住民票（又は戸籍の付票）の写し」の確認欄に「※」を記
載の上、備考に申請者から提出されその事実を確認した代替書類・補完書類の記
載をし、ヒアリング内容・申請者の申立内容の記載をした上、ご対応していただ
きたいと思います。
もっとも、その対象家屋の所有者であった被相続人が相続開始前において生活の
本拠として一人で居住していたものではないなど、特例措置の適用が受けられる
見込みがないことが明らかであると認められる場合には、確認書の発行をしない
ようご留意ください。

110
添付書類

(相続人の住民票)

相続の開始直前に被相続人の看病・介護をするため親族が被相
続人の家屋に一時滞在していた場合は、適用対象外か。

その親族（相続人）が当該家屋を生活の拠点にしていたかどうかによります。
（原則）相続人の住民票の住所地にてご確認ください。

111
添付書類

（相続人の住民票）

通知別表「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書
類一覧表」に「住民基本台帳法（中略）公用請求により入手し
た場合には、提出不要とすることができる」とあるが、申請を
受けた市町村の担当所管が住民票等担当所管に、住民票や戸籍
の附表の写しを公用で請求することを意味しているのでしょう
か。その場合、公用請求するかどうかの判断基準はあるので
しょうか。もしくは完全に市町村の判断によるのでしょうか。

御指摘のとおりであり、公用請求で対応することとするか否かは各所在市区町村
の御判断次第となります。

112
添付書類

(売買契約書の写し)
(請負契約書の写し)

相続人が複数いる場合、売買契約書や請負契約書は連名でなけ
ればならないか。

売買契約書については、相続人毎の持分を売買する場合もあることから、必ずし
も連名である必要はありません。
一方、被相続人居住用家屋を除却する場合の請負契約書については、共有となっ
ている家屋を取り壊すこととなるため相続人間で合意がとれていることが前提で
すが、一人の相続人が全ての相続人を代表して請負契約をする場合も考えられま
すので、必ずしも連名である必要はありません。
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項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

113
添付書類

(売買契約書の写し)

提出書類の一つとして、「売買契約書の写し“等”」とある
が、“等”では、何を想定しているのか？

被相続人居住用家屋等確認申請書の提出の際に売買契約書等を添付するよう求め
ている趣旨は、「譲渡の時」（引渡し日）の具体的な日付を確認することにあり
ます。その趣旨に照らすと、「等」に該当する書類としては、例えば、被相続人
居住用家屋の引き渡し日が書いてある譲渡証明書や念書を想定しています。

114
添付書類

(売買契約書の写し)

確認書交付のための添付書類“売買契約書”について、敷地等
の売買契約書の写しの添付は、契約日付が確認できればよいの
で、譲渡金額や特約事項など黒塗りしたものでもよいか。

御指摘のとおり、確認書の交付に当たり、売買契約書にて被相続人居住用家屋又
はその敷地等の引渡日（＝譲渡の時）や売主の氏名などを確認できるのであれ
ば、当該確認に直接関係がない部分（御指摘の譲渡金額や特約事項など）につい
てはマスキングされていても差し支えありません。
（注）なお、売買契約書は最終的に確定申告の際に税務署へ提出する必要もあり
ますが、税務署においては譲渡金額を確認することとなるので、一部がマスキン
グされた売買契約書を税務署に提出するに当たっては、どの範囲までマスキング
が許されるのかについては税務署に確認するよう、お伝えください。

115
添付書類

(売買契約書の写し)

「売買契約→解体→譲渡」の場合、売買契約の日でなく、引き
渡した日ということだが、添付書類では確認できない。

売買契約書記載の引渡し日、所有権移転日等によりご確認ください。売買契約書
にこれらの記載がない場合は、ヒアリングに等によりご確認ください。

116
添付書類

（閉鎖事項証明書）

これまで家屋の除却工事に係る請負契約書の写しを提出させて
いたところ、原則家屋取壊し後の閉鎖事項証明書を提出させる
こととした理由如何。

家屋の除却工事に係る請負契約書の写しでは家屋の除却が履行されたことが十分
確認できないという懸念があることから、法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖
事項証明書の写し及び取壊し後の状況が分かる写真を提出させることとし、提出
できない場合には、家屋の除却工事に係る請負契約書の写し及び取壊し後の状況
が分かる写真を提出させることとしました。（市町村において疑義がある場合
は、必要に応じ、契約書の写しのほかに領収書の写し等代金支払を確認できる書
類や、取壊し前の写真、家屋の所在地図等の提出を求めることができることとし
ております。）

117
添付書類

(閉鎖事項証明書の代
替書類)

解体工事の注文書に記載されていた工期とヒアリングで確認で
きたが、そういった確認方法でよいか？

家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地を譲渡する場合に提出を求めていた「除
却工事に係る請負契約書の写し」については、平成31年度税制改正の際に閉鎖事
項証明書を提出させることと変更いたしました。
御質問に関しては、原則として閉鎖事項証明書を提出いただく必要があります
が、閉鎖事項証明書を提出できないことについて合理的な理由がある場合は、除
却時期及び除却対象を確認できる書類として適当なものであれば差し支えありま
せん。

118
添付書類

(閉鎖事項証明書の代
替書類)

確認書の交付を申請する際の提出書類(家屋の取壊し、除却又は
滅失後の敷地を譲渡する場合)に当該家屋の除却工事に係る請負
契約書の写しがあるが、建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律(通称：リサイクル法)に基づく解体届出書に代えるこ
とは可能か。

家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地を譲渡する場合に提出を求めていた「除
却工事に係る請負契約書の写し」については、平成31年度税制改正の際に閉鎖事
項証明書を提出させることと変更いたしました。
御質問に関しては、原則として閉鎖事項証明書を提出いただく必要があります
が、閉鎖事項証明書を提出できないことについて合理的な理由がある場合は、除
却時期及び除却対象を確認できる書類として適当なものであれば差し支えありま
せん。

25 / 39 ページ



空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答
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119
添付書類

(閉鎖事項証明書の代
替書類)

Ｑ＆Ａ（第２弾）において、除却工事の請負契約書について
は、リサイクル法に基づく解体届出書により代用可とされてい
ましたが、解体届出書は既に提出済であり、この届出書を提出
した際の「受領票」のみが手元にある場合、この「受領票」で
除却工事の請負契約書に代えることができますか。

家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地を譲渡する場合に提出を求めていた「除
却工事に係る請負契約書の写し」については、平成31年度税制改正の際に閉鎖事
項証明書を提出させることと変更いたしました。
御質問に関しては、原則として閉鎖事項証明書を提出いただく必要があります
が、閉鎖事項証明書を提出できないことについて合理的な理由がある場合は、除
却時期及び除却対象を確認できる書類として適当なものであれば差し支えありま
せん。

120
添付書類

(閉鎖事項証明書の代
替書類)

空家を解体したが、請負作業の契約書を交わさずに行った。特
例措置を適用するにあたり、当該契約書に代えて、解体作業の
領収書（解体作業の日程等の記載あり）の添付で問題ないか。

家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地を譲渡する場合に提出を求めていた「除
却工事に係る請負契約書の写し」については、平成31年度税制改正の際に閉鎖事
項証明書を提出させることと変更いたしました。
御質問に関しては、原則として閉鎖事項証明書を提出いただく必要があります
が、閉鎖事項証明書を提出できないことについて合理的な理由がある場合は、除
却時期及び除却対象を確認できる書類として適当なものであれば差し支えありま
せん。

121
添付書類

(閉鎖事項証明書の代
替書類)

除却工事請負契約書の代替書類として、解体工事の「見積書」
「請求書」「領収書」（※日付、所有者（相続人）及び請負業
者の名前の記載あり）により確認を行うことが可能でしょう
か？

家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地を譲渡する場合に提出を求めていた「除
却工事に係る請負契約書の写し」については、平成31年度税制改正の際に閉鎖事
項証明書を提出させることと変更いたしました。
御質問に関しては、原則として閉鎖事項証明書を提出いただく必要があります
が、閉鎖事項証明書を提出できないことについて合理的な理由がある場合は、除
却時期及び除却対象を確認できる書類として適当なものであれば差し支えありま
せん。

122
添付書類

(閉鎖事項証明書の代
替書類)

【前提】：A（中国在留）、B（日本）、2分の１ずつ相続を受け
今年中に譲渡予定。
（A及びBは兄弟）
建物の除却に係る請負契約書及び土地の譲渡に係る契約書を締
結する際に、連名で契約書を作成する場合、中国の場合は記
名、押印が一般的ではなく記名拇印及びサイン証明（本人が記
載したことの証明で日本領事館に発行してもらう書類）の提出
となるが問題ないか。またBのみが契約を締結し、Aより委任状
を受けるでは不可か。

家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地を譲渡する場合に提出を求めていた「除
却工事に係る請負契約書の写し」については、平成31年度税制改正の際に閉鎖事
項証明書を提出させることと変更いたしました。
御質問に関しては、原則として閉鎖事項証明書を提出いただく必要があります
が、閉鎖事項証明書を提出できないことについて合理的な理由がある場合は、除
却時期及び除却対象を確認できる書類として適当なものであれば差し支えないた
め、有効な契約書であれば、契約の方式等については問いません（複数の相続人
がいる場合に、１人の相続人にその他の相続人が委任し、委任を受けた相続人が
代表して契約締結することも可）。

123
添付書類

(閉鎖事項証明書の代
替書類)

敷地のみを売る場合には「被相続人居住用家屋の除却工事に係
る請負契約書の写し」を確認申請書へ添付することとなってい
るが、請負契約書を作成せずに、見積り・請求書のみをもって
除却工事を行っている例が多く見受けられる。このように除却
工事は依頼しているものの契約書を取り交わしていない場合に
は確認書の交付は受けることはできないのか。

家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地を譲渡する場合に提出を求めていた「除
却工事に係る請負契約書の写し」については、平成31年度税制改正の際に閉鎖事
項証明書を提出させることと変更いたしました。
御質問に関しては、原則として閉鎖事項証明書を提出いただく必要があります
が、閉鎖事項証明書を提出できないことについて合理的な理由がある場合は、除
却時期及び除却対象を確認できる書類として適当なものであれば差し支えありま
せん。
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項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

124
添付書類

(閉鎖事項証明書の代
替書類)

除却工事の請負契約に相続人代表氏名のみ記載されている場
合、他の相続人の委任状や同意書が必要とのことでしたが、売
買契約の際に「売買や登記、その他一切の権限を委任する」旨
の委任状がある場合、この書類の写しがあればよろしいです
か。
なお、前回質問時と同様、売買契約書（売主は相続人全員）に
「売主の負担と責任において建物を取り壊し更地の状態にした
上で買主へ引き渡すものとする。」との特約条項があります。

家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地を譲渡する場合に提出を求めていた「除
却工事に係る請負契約書の写し」については、平成31年度税制改正の際に閉鎖事
項証明書を提出させることと変更いたしましたが、代替書類として請負契約書を
提出させる場合であって御質問のようなケースの際は、貴見の認識のとおりで問
題ありません。
ご指摘の委任状は、被相続人居住用家屋等確認書の交付申請をするために必要と
されるものではないため、住民票の交付申請のように原本である必要はなく、写
しの提出で差し支えありません。

125
添付書類

(閉鎖事項証明書の代
替書類)

相続人Ａは事業者Ｂへ被相続人家屋を解体した上で、譲渡し
た。
不動産売買契約書の特記事項にＡの責任において解体すること
となっているが代金の支払いは事業者Ｂによるものとされてい
る。この場合はＡが解体して譲渡したことになり、この制度の
趣旨に沿っているのか？
また、工事請負契約書においてはＡが事業者Ｂ（不動産売買契
約書記載のＢと同じ）に解体工事を依頼し、支払いを行ったこ
ととなっており、売買契約書と矛盾が生じている。このような
場合はどのような対応をすべきでしょうか。

家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地を譲渡する場合に提出を求めていた「除
却工事に係る請負契約書の写し」については、平成31年度税制改正の際に閉鎖事
項証明書を提出させることと変更いたしましたが、誰が行うかについては特段制
限はありませんので、工事請負契約書及び売買契約書において当該家屋を譲渡日
前に解体し、譲渡したことが形式的に確認できれば、確認書を交付することにつ
いては支障がないものと考えます。確認書交付後の申告手続に関しては、税務署
にお問い合せるようお伝えください。

126
添付書類

(閉鎖事項証明書の代
替書類)

家屋を取り壊し、除却・滅失後である場合の提出必要書類とし
て、閉鎖事項証明書をの写しが提出できない場合家屋の除却工
事に係る請負契約書の写しとあります。
この「請負契約書」の解釈の仕方について教えて下さい。

①注文書・請書で契約締結した場合にはその写しで構わない
か。（“等”とは書かれていませんが契約書でなければならな
いということはないですよね。）
②注文書も必要という解釈になるか。（建設業法上は注文書も
必要かもしれませんが、３０００万円控除においても必要とい
うべきものでしょうか。）

原則として閉鎖事項証明書を提出いただく必要がありますが、閉鎖事項証明書を
提出できないことについて合理的な理由がある場合は、除却時期及び除却対象を
確認できる書類として適当なものであれば差し支えありません。
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127
添付書類

(閉鎖事項証明書の代
替書類)

家屋を取り壊し、除却・滅失後である場合の提出必要書類とし
て、「法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写
し」とありますが、法務局で取得した書面ではなく、オンライ
ンの登記情報提供サービスを用いて取得した書面でも被相続人
居住用家屋等確認書の確認書類として認めてもよいか。

原則として法務局で取得した閉鎖事項証明書を提出いただく必要がありますが、
オンラインの登記情報提供サービスを用いて取得した書面でも、家屋を取壊し、
除去・滅失したことが合理的に判断できれば被相続人居住用家屋等確認書の確認
書類として認めてよいと考えます。

128
添付書類

(閉鎖事項証明書の代
替書類)

家屋を取り壊し、除却・滅失後である場合の提出必要書類とし
て、「法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写
し」を求めているということは、登記簿上の所有権の名義人を
変更していないといけないということか？

被相続人居住用家屋等確認書の発行に当たって、建物の名義人を変更しているこ
とが前提となっているわけではありません。
原則として法務局で取得した閉鎖事項証明書を提出いただく必要がありますが、
提出が出来ない場合には「家屋の除却工事に係る請負契約書の写し」「家屋の除
却工事に係る支払いの領収書の写し等代金支払いを確認できる書類」を代替書類
として確認ください。

129
添付書類

(閉鎖事項証明書の代
替書類)

家屋を除却して譲渡している場合、除却したことを確認する書
面として「法務局が作成する家屋取り壊し後の閉鎖事項証明書
の写し」を求めているが、もともと家屋が未登記であったため
提出することができない。この場合、除却工事に係る請負契約
書の写し等（除却工事に係る請求書、領収書）をもって確認し
てよいか。

閉鎖事項証明書を提出できないことについて合理的な理由がある場合は、除却時
期及び除却対象を確認できる書類として適当なものであれば差し支えありませ
ん。

130
添付書類

(使用中止日が確認で
きる書類等全般)

「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の
用に供されていたことがないこと」を確認する書類において、
確認表（ⅰ）～（ⅲ）に記載された書類がいずれも提出されな
い場合、ヒアリングによる申請者の申告のみに基づき判断する
ことも可能でしょうか。あるいは、提出書類の不足により申請
不受理とすべきでしょうか。

確認表（ⅰ）～（ⅲ）に記載された書類書類が提出されない場合には確認書の交
付はできませんので、その旨を申請者へお伝え下さい。また、ヒアリングのみに
よる申請についても、認められません。
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131
添付書類

(使用中止日が確認で
きる書類等全般)

「以下の書類のいずれか（複数の書類が提出された場合には、
当該複数の書類の全て）」とあるが、ひとつでもよいという趣
旨か。

確認表（ⅰ）～（ⅲ）に記載された書類については、御指摘の通り、１つでもあ
れば問題ありません。なお、被相続人居住用家屋が空き家かどうかの確認は、そ
れを裏付ける情報が多いほど確実なものになるため、仮に申請者が複数の書類を
添付してきた場合には、当該書類全てが申請内容と齟齬がないかの確認をお願い
いたします。

132
添付書類

(使用中止日が確認で
きる書類等全般)

確認表（ⅰ）～（ⅲ）に記載された書類が、いずれかで良いと
している理由は何か？いずれでも良いといいつつ、提出された
書類ではデータベースを含め、実態的に空家と判断できない場
合は、結果として実態調査をしなければならないのか。それと
も単純に、1つの書類だけ見て問題がなければ確認書を交付して
も良いのか。
（課題）
ガスの閉栓証明書のみ提出があっても、倉庫等の利用として貸
付がされているケースが考えられる。
ガスの閉栓証明書では貸付がされているかわからないので、ヒ
アリングでその旨を聞きく必要があるのか。

確認表（ⅰ）～（ⅲ）に記載された書類は、被相続人居住用家屋が空き家であっ
たことを裏付ける情報として提出していただくこととしておりますが、この「空
き家であったこと」の確認は、相続の時から譲渡の時までの一時点における被相
続人居住用家屋等の状況を提出された書類から確認することとしていることか
ら、被相続人居住用家屋の譲渡日までに、又は被相続人居住用家屋の除却日まで
に、それぞれ所定の手続、掲載その他の処理が行われていることが提出書類等か
ら確認できれば要件を満たしているものとして取り扱っていただいて結構です。
従いまして、実態として（本当に）空き家となっているか否かの調査やヒアリン
グは、（行っていただくことは望ましいですが）必須ではありません。

133
添付書類

(使用中止日が確認で
きる書類)

水道の使用廃止届出書は、休止の届出書でもよろしいでしょう
か。

「水道の使用廃止届出書」は平成31年の税制改正の際に「水道の使用中止日が確
認できる書類」といたしましたが、休止の届出書で差し支えありません。
水道の使用廃止届出書は、相続した被相続人居住用家屋が「空き家」の状態と
なっていることを確認するための書類になります。「空き家」の状態となってい
ること確認する上では、ライフラインの利用停止の事実、公共料金の支払停止の
事実が確認できれば十分であり、水道メーターの除去までを求めるものではあり
ません。

134
添付書類

(使用中止日が確認で
きる書類)

申請する際の提出書類の一つに、「電気、水道又はガスの使用
中止日（閉栓日、契約廃止日等）が確認できる書類」が挙げら
れているが、申請者が電力会社に確認したところ電気を止めた
際の証明書は発行していないとのことだった。契約内容（場
所、名義人、解約日など）が記載された回答書や使用休止票な
どに代えても支障ないか。

事業者によっては電気等の閉栓証明書の様式を定めていない場合がありますが、
その場合には被相続人居住用家屋及びその敷地等の相続時から譲渡時までの間に
電気等を閉栓したことが確認できる情報（少なくとも契約解約（＝閉栓等）の
日、住所（さらに、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合にあっては名義
人）は必須と考えます）が記載されている文書をもって電気等の閉栓証明書とし
て取り扱っていただいても差し支えありません。
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135
添付書類

(使用中止日が確認で
きる書類)

○電気、水道又はガスの使用中止日（閉栓日、契約廃止日等）
が確認できる書類
相続人の関係者（税理士）から電力会社、ガス会社、水道局に
確認したところ証明書および廃止届出書はだせないといわれ
た、他の書類が用意できないどうしたらよいかとの相談があり
ました。
本市の水道局に確認したところ、水道の使用廃止は口頭（電
話）でも受け付けており、使用廃止の届け出が書面で残ってい
ないケースが多い、また、使用廃止に関する証明の類はない。
水道局が出している証明の類としては、納入証明があるとのこ
とです。
＊納入証明　年度毎に何月に水道料金をいくら支払ったかとい
うもので、支払いの無い月は無記載となります。
＊取り扱い方法　確認申請書に納入証明書を添付してもらい、
その時期で水道が閉栓した旨を確認機関である市が水道局に確
認し、使用廃止届の代わりとして扱いたいと考えております。
納入証明書が添付された場合（ⅰ）の証明欄に確認のしるしを
つけて対応させていただきたいと考えておりますがいかがで
しょうか。

ご指摘の書類については、証明書である必要はなく、①いつ、②どこの電気、ガ
ス又は水道の利用が中止されたかが確認できるものであれば結構です。ご指摘の
方法についても、上記①及び②の事実が確認できるものであれば差し支えありま
せん。

136
添付書類

(使用中止日が確認で
きる書類)

「電気、水道又はガスの使用中止日（閉栓日、契約廃止日等）
が確認できる書類」によって、「相続時から譲渡の時まで事業
の用等に供されていたことがないこと」を確認することになり
ますが、相続時から譲渡時に至るまで閉栓状態にあることが条
件となるのでしょうか（水道の使用廃止届出書でよいのであれ
ば、相続時に閉栓していることが条件？）。

相続の時から譲渡の時まで継続して電気又はガスが閉栓状態にあることまでを求
めているものではなく、相続の時から譲渡の時までに電気又はガスが閉栓されて
いれば、要件を満たしているものとして下さい（水道の使用廃止届出書も同様で
す）。

137
添付書類

(使用中止日が確認で
きる書類)

「電気、水道又はガスの使用中止日（閉栓日、契約廃止日等）
が確認できる書類」とあるが、閉栓証明書の発行日及びそこに
記載された閉栓の日付は、どのような状態であればよしとする
のでしょうか。例えば、閉栓の日付が相続の１ヶ月後となって
おれば、相続の時から１ヶ月間は空き家であったことが証明で
きないものと判断すべきでしょうか。

相続の時から譲渡の時まで継続して電気等が閉栓状態にあることを求めているも
のではなく、相続の時から譲渡の時までに電気等が閉栓されていれば要件を満た
しているものとして取り扱っていただいて結構です。従いまして、電気等の閉栓
証明書等に記載されている閉栓等の日付が、相続の時から譲渡の時の間にあるか
否かを御確認頂くようお願いいたします。
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138
添付書類

(使用中止日が確認で
きる書類)

「電気、水道又はガスの使用中止日（閉栓日、契約廃止日等）
が確認できる書類」の提出があった場合において、相続発生時
から相当の期間を経てから、閉栓又は使用廃止の手続がされて
いても問題ないでしょうか。（その場合は、ヒアリングにより
手続が遅れた理由を確認し、申請者の申告に基づき判断するこ
とでよいか。）

相続の時から譲渡の時までに電気若しくはガスの閉栓又は水道の使用廃止がなさ
れていることが提出書類から確認できれば本特例措置の対象となります。なお、
手続が遅れた理由についてヒアリングを行うかどうかは、所在市区町村の御判断
次第となります。

139
添付書類

(使用中止日が確認で
きる書類)

電気、ガス、水道の利用停止を証明する書類について、利用停
止手続を行っていないため、当該書類を提出することはできな
いものの、検針数値等から、およそ人が住んでいたとは考えら
れないことが認められる場合の取扱い。

事実を明らかにする書類、ヒアリング等により当該事実が確認できた場合には、
電気、ガス、水道の利用停止を証明する書類の提出があったものと取り扱ってい
ただいて差し支えありません。

140
添付書類

(使用中止日が確認で
きる書類)

今まで電力の利用停止の証明書を発行していた電力会社が利用
停止の証明書を発行しなくなってしまった。ヒアリングのみで
被相続人居住用家屋等確認書を発行してよいか。
また、代替書類として、支払の最終月の日割り計算の請求書で
認めることは出来るか？

利用停止したことのヒアリングのみでは足りないものと考えます。
また、支払の最終月の日割り計算の請求書を利用停止の代替書類とすることは、
合理的に判断できるものと考えられ、認めることが出来ると考えられます。
その際、請求書の支払い対象年月日が確認を要する期間のものか確認が必要で
す。
なお、代替書類としては、請求書の他、通帳の写し又はクレジットカードの利用
明細（最終の料金引き落とし日が分かるもの）等も挙げられます。

141
添付書類

(使用中止日が確認で
きる書類)

電気・水道又はガスの利用停止を証明する書類について、ヒア
リングと代替書類として「使用量０リットルの料金請求書」が
分かる書類で被相続人居住用家屋等確認書を発行してよいか。

電気、水道又はガスの使用中止日を確認できる書類として、支払証明書、料金請
求書、領収書等を挙げており、これにより使用していないことを合理的に判断で
きるのできれば、確認書類として認められるものと考えます。
その際、使用していないのに契約を継続していた事情や、その後も使用していな
かった旨をヒアリングにて確認する必要があると考えます。

142
添付書類

(宅建業者の広告)

（ⅱ）の宅建業者が広告していることを証する書面の写しとい
うのは、現況が空家であること、また、更地にして譲渡するこ
とを明記すれば、広告チラシでもよいのか？

御指摘の広告チラシで問題ありません。なお「宅建業者が広告していることを証
する書面の写し」としては、広告チラシのほか、宅建業者のHPに記載されている
内容を印刷したものでも問題ありません。ただし、現に宅建業者による広告が行
われているものである必要があります。

143
添付書類

(宅建業者の広告)

(ⅱ)について、「…宅地建物取引業者が…広告していることを
証する書面の写し」とあるが、新聞の折り込みチラシ等は通
常、住居表示を特定できる記載はしていないがそれでもよい
か。

被相続人居住用家屋が「空き家」であることを示している広告であれば、仮に当
該広告には家屋の番地まで表示されていなかったとしても差し支えありません
が、疑義がある場合にはヒアリング等を行って確認していただくことが望ましい
と考えます。
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項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

144
添付書類

(宅建業者の広告)

「宅地建物取引業者の広告」についても、広告時期は相続時か
ら譲渡時の間のいずれの時期のものでも構わないということで
しょうか。

相続の時から譲渡の時までに広告として現に公表されているものであれば問題あ
りません。

145
添付書類

(宅建業者の広告)

○広告
　被相続人が売却前に家屋を取り壊し、更地として売却する場
合、広告は更地としてのものとなり、証明書に表記の「当該家
屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取り壊
し予定があることが表示して広告している」といった記載のな
い広告となります。別に添付する取り壊しの契約書と更地の広
告で証明書に表記の「当該家屋の現況が空き家であり、かつ、
当該空き家は除却又は取り壊し予定があることが表示して広告
している」記載のない広告でもこの書類に該当するということ
で取り扱ってもよろしいでしょうか。

宅地建物取引業者の広告は、相続から取壊し等までの間の建物の状況について確
認する書類になりますので、ご指摘の書類のみをもって代替することはできませ
ん。ヒアリング等により相続から取壊し等までの間の建物の状況についてご確認
ください。

146
添付書類

(宅建業者の広告)

添付書類の１つの『当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取
引業者が、・・・広告していることを証する書面の写し』につ
いて、仲介するパターンは媒介契約をしているので問題ないの
ですが、買い取るパターンは媒介契約をしていないので、宅地
建物取引業者ではなく購入者となってしまいます。
実際、購入者（宅地建物取引業者）は買い取ったあとにすぐ売
却するため広告をしており、その広告の書面で足りるだろうと
して申請が来ています。その広告は媒介契約を締結した宅地建
物取引業者のものではないため、その書面では足りないと判断
しようと考えていたのですが、他都市では大丈夫だったと言わ
れてしまい、困っています。
購入者である宅地建物取引業者が、購入後に売却するために作
成した広告を添付書類の１つで問題ないとしてしまってもよい
のでしょうか？

宅建業者の広告は、相続の時から譲渡の時（被相続人居住用家屋を取り壊す場合
にあっては相続の時から取壊し等の時）までの間の被相続人居住用家屋及びその
敷地等の状況を確認する書類になります。
御指摘の書類からは、譲渡後の被相続人居住用家屋及びその敷地等の状況につい
ては確認することができますが、相続の時から譲渡の時までの間の状況について
は確認することができないものと思われます。そのため、御指摘の書類は『当該
家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、・・・広告していることを証す
る書面の写し』であると認めることはできません。
本件につき確認書を発行するためには、「以下の書類のいずれか」として掲げる
他の書類の提出、ヒアリング等の実施（添付書類が提出できないことについて合
理的な理由が必要）等の他の方法により確認すべき事実を確認することが必要で
す。

147
添付書類

(宅建業者の広告)

不動産会社の公告が更地ではなく建物付き土地売買となってい
ますが、実状は①のとおり売買契約書において売り主が除却を
行うこととしていることから、併せて確認することで可として
よろしいでしょうか？

差し支えありません。不動産会社の広告については、相続した家屋が空き家の状
態になっていること及び敷地等が事業の用等に供されていないことであるかどう
かをご確認ください。契約書との矛盾についてはヒアリング等により確認ができ
れば問題ありません。

148
添付書類

(宅建業者の広告)

不動産会社の公告は、空き家の表示がなく、また、住所も全て
記載されておらず面積も若干異なる数字で記載されていること
から、当該家屋か確認することができません。これらは不動産
会社にヒアリングして確認できた場合は可としてよろしいで
しょうか？

差し支えありません。
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項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

149
添付書類

(容易に認める書類)

「家屋・敷地等が相続時から譲渡時まで、事業用等に供されて
いないことを所在市区町村が容易に認めることができる書類」
の例として、「当該家屋の管理委託事業者等が譲渡時までに管
理を行っている証明書」とありますが、民間事業者の発行する
管理受託証をもって、事業用等に供されていないと自治体とし
て判断することは困難であると思いますが、具体的にどのよう
なケースを想定されているのでしょうか。

例えば、ふるさと納税の返礼品として空き家の管理を行うこととしている地方公
共団体（実例があります）が、当該空き家の管理を事業者へ委託しているような
場合における、当該事業者の発行する管理受託証を想定しています。

150
添付書類

(容易に認める書類)

「貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の
確認書類について、市町村が要件を満たしていることを容易に
認められる書類とは、例示以外で具体的にはどのような書類を
想定されていますでしょうか。

例えば、各所在市区町村において運営している空き家バンクに登録していること
が確認できる書類（例：空き家バンクのＨＰの該当ページを印刷したもの）を想
定しております。

151
添付書類

(容易に認める書類)

確認票の（ⅲ）「所在市町村が、・・・書類」について、シル
バー等の管理を依頼されている者が任意様式で証明書を作成
し、それを提出してもらえば良いのか。
また、例の2番目の「・・・空き家である旨の登録を・・・」と
は、何らかの売買等の台帳に登録しているということを指して
いるのか。そうであるのなら、宅建業者に売買の登録をしてい
る場合、その宅建業者が任意様式で証明書を作成し、それを提
出してもらえれば良いのか。また市町村が実施している空き家
バンクの登録であれば、市町村が任意様式で証明書を作成し、
交付するのか。

被相続人居住用家屋等確認表の（ⅲ）「所在市町村が、・・・容易に認めること
ができるような書類」については、様式は任意です。
また、同表（ⅲ）の例の２番目の「・・・申請被相続人居住用家屋が空き家であ
る旨の登録を・・・証明書」としては、所在市区町村が運営している空き家バン
クに登録しているような場合を想定しており、その事実を確認できるような書類
であれば様式は問いません。なお、「証明書」という名称である必要はなく、例
えば、空き家バンクに登録したことを所有者に通知した書類などでも問題ありま
せん。

152
添付書類

(容易に認める書類)

相続から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に
供されていなかったことの確認について、レインズの登録証明
書を用いてもよいか。

要件を満たすことを確認できれば差し支えありません。

153
添付書類

(容易に認める書類)

老人ホーム等に入所していた場合、老人ホーム等入所後から相
続開始の直前まで、被相続人が家屋を一定使用していたことを
確認するために、家財道具等の保管場所として使用していたこ
とを証するため、相続後の遺品整理で「家財道具を撤去・処
分」をした際の請負契約書等（撤去・処分に係る請求書・領収
書等）を提出されているが、確認書類として認めることは可能
か。

家財道具を撤去・処分した際の請負契約書等（撤去・処分に係る請求書・領収書
等）において、「家財道具等の保管場所として使用していたこと」が合理的に確
認出来れば、認めることは出来るものと考えます。
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項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

154
添付書類

(空家等ＤＢ)

通知別添一覧表に「以下のいずれか（空き家データベースで確
認できれば不要」とありますが、データベースは、基本的に調
査時点における情報であり、空家の相続から譲渡に至るまでの
期間において事業用等に供されていないことを確認するのは極
めて困難であると認識していますが、どの程度の精度を想定さ
れているのでしょうか（特定空家等としての助言・指導等を通
じて、当該空家の状況を行政として詳しく把握している場合に
限る？）。

相続の時から譲渡の時までの一時点における被相続人居住用家屋等の状況をもっ
て空き家であるか否かを確認することとなることから、相続の時から譲渡の時ま
での間に調査した内容が空家等対策特別措置法第11条に基づく空家等に関する
データベースに登録されており、かつ、当該登録内容から「電気、水道又はガス
の使用中止日が確認できる書類」「宅建業者が「現況空き家」と表示した広告」
「その他要件充足を容易に認めることができる書類」と同じ内容を確認すること
が可能である場合には、当該書類の提出を省略することが可能としております。

155
添付書類
(写真)

⑥の写真というのは、除却から譲渡まで建物等が建てられてい
ないことを示していることを証するものという理解だが、どの
時点の写真が必要なのか？（①空家があった時の写真、②除却
した時点の写真、③譲渡する時点での写真等）また、写真には
日付の表示が必要か？日付の表示が必要である場合、あとから
追記する形でも問題ないのか？

写真は、「被相続人居住用家屋の敷地等が取壊し、除却又は滅失の時から対象譲
渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと」を示すた
めに提出いただくこととしていますが、当該家屋の取壊し、除却又は滅失後譲渡
するまでの間の一時点の写真を提出いただくようお願いいたします。
また、提出していただくに当たっては、日付入りの写真を提出していただく方が
望ましいですが、後から日付を記入いただいても構いません。

156
添付書類
(写真)

写真については、前回の質問の6問目の回答から、「当該家屋の
取壊し、除却又は滅失後譲渡するまでの間の一時点の写真の提
出で良い」ということであるが、家屋の解体している状況の写
真でも良いのか、それとも更地の状態の写真が良いのか。
写真について、例えば、平成28年4月1日に譲渡し、既に新たな
住宅等が建ち、現状、家屋の解体時や更地の状態の写真がない
というケースがあると考えられるが、その場合、不要として良
いのか。

「当該家屋の取壊し、除却又は滅失後」の写真としておりますので、更地になっ
た状態の写真を提出していただくようお願いいたします。なお、御指摘のような
ケースについては、申請被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書により
除却日を確認しつつ、申請者に対して平成２８年４月１日時点で更地であったこ
とをヒアリングにより確認することで対応していただいて結構です（すなわち、
写真の提出は不要です）。

157
添付書類
(写真)

写真に日付を追加する場合、元の写真を加工して日付をいれた
ものでよいか？

写真への日付の追加については、データの加工のみならず、手書き等でも構いま
せん。

34 / 39 ページ



空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

158
添付書類

（固定資産税台帳廃
止）

被相続人居住用家屋の敷地が家屋の取壊し、除却又は滅失の時
から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたこ
とがないことの確認書類について、変更された理由如何。

これまで当該確認事項のため、固定資産税台帳の写しの提出は必須でしたが、以
下の理由から当該書類の実効性がないケースが多いとの意見があったことを踏ま
えて、提出を求めないこととしました。
・固定資産税台帳の地目は賦課期日（１月１日）時点の現況であり、また最新の
台帳が閲覧可能になるのは当該年の４月以降であることから、同年中に取壊しと
譲渡を行った場合及び取壊しの翌年３月までに譲渡を行った場合は、そもそも台
帳の写しにより確認することが不可能。
・整地され電気、水道、排水設備などが整備されていれば「宅地」と認定される
ことから、仮に取壊し後年をまたいで譲渡したケースでも、家屋取壊し後の敷地
が「雑種地」に変更されるものは極めて希。（固定資産評価基準解説（土地篇）
には、現に建物が建築されていない土地であっても、土地全体としての状況、使
用実態等から見て客観的に建物の敷地の用に供されるものであることが明らかな
場合は、これを宅地と認定して差し支えない、と記載。）
　また、家屋の除却工事に係る請負契約書の写しでは家屋の除却が履行されたこ
とが十分確認できないという懸念があることから、法務局が作成する家屋取壊し
後の閉鎖事項証明書の写し及び取壊し後の状況が分かる写真を提出させることと
し、提出できない場合には、家屋の除却工事に係る請負契約書の写し及び取壊し
後の状況が分かる写真を提出させることとしました。（市町村において疑義があ
る場合は、必要に応じ、契約書の写しのほかに領収書の写し等代金支払を確認で
きる書類や、取壊し前の写真、家屋の所在地図等の提出を求めることができるこ
ととしております。）

159 H31拡充関連

今回の拡充の趣旨如何。 本特例措置は居住用財産の譲渡に対する特例の延長線上に位置づけられるとこ
ろ、身体上・精神上の理由により介護を受ける必要がありやむを得ず老人ホーム
等に入所したものの完全に生活の拠点を移転したとは言えない場合は当該趣旨に
反するものではないことから適用対象とするものです。

160 H31拡充関連

拡充に関する要件について「被相続人が介護保険法に規定する
要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム
等に入所をしていたこと。」とした趣旨如何。

今回の拡充の趣旨を踏まえ、原則として被相続人の居住の用に供されていたもの
を対象としつつ、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も対象に認められ
た前例として「相続税の小規模宅地等の特例」（租税特別措置法第69条の４）が
あり、これを参考に制度設計を行ったところです。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

161 H31拡充関連

拡充に関する要件について「被相続人が老人ホーム等に入所を
した時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者
による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又は
その者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。」
とした趣旨如何。

当該要件のうち、「被相続人による一定の使用がなされていたこと」について
は、本特例措置が空き家の発生を抑制するための特例措置であり、老人ホーム等
に入所している間からすでに空き家として完全に放置されているようなものを対
象とすることは、特例措置の目的に反することとなるため要件とされているもの
です。
また、「事業の用、貸付けの用、被相続人以外の者の居住の用に供されていたこ
とがないこと」については、そのような家屋は本特例措置の対象とせずとも空き
家となる可能性が低い家屋であると考えられるため要件とされているものです。

162 H31拡充関連

老人ホーム等に入所後の「一定の使用」について具体的に示さ
れたい。

一時滞在だけでなく、家財道具等の保管場所として使用されていた場合も対象と
なります。

163 H31拡充関連

被相続人の家財道具置き場として使用していたが、短期間親族
が寝泊まりしていた場合は対象外か。お盆や年末年始に親族が
集まっていた場合は対象外か。

短期間の滞在はその者の生活の拠点として利用しているとは言えないことから、
「居住」には当たらず、それだけで対象外とは言えないものと考えます。

164 H31拡充関連

老人ホーム等の外出、外泊の記録についてはその頻度まで確認
する必要があるのか。

外出等の頻度まで確認いただく必要はありません。

165 H31拡充関連

被相続人が老人ホームに入居後、家屋の一部を事務所に使用し
ていたり、他人に貸し付けていた場合は対象外か。

家屋又は敷地の一部でも事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の者の居住の用
に供されていた場合は対象外となります。

166 H31拡充関連

電気、水道、ガス等については、使用中止日と名義だけ確認す
れば良いのか。使用量を見る必要はないのか。

使用量まで確認する必要はありません。

167 H31拡充関連

基本チェックリスト該当者とは何か。 介護保険法施行規則第140条の62の4に基づく「厚生労働省が定める基準に該当す
る第一号被保険者」であることを確認するためのツールとして用いられるのが基
本チェックリストであり、この「厚生労働省が定める基準に該当する第一号被保
険者」のことが「基本チェックリスト該当者」であり、該当すると介護予防関連
等のサービスを受給することができるものです。市町村におかれては、申請者か
ら提出される書類（被保険者証の写し等）により、該当者であるという記載があ
ることをご確認ください。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

168 H31拡充関連

要介護認定等を受けていたことを証する書類について、いつ時
点のものを提出させればよいのか。

老人ホーム等の入所の直前において要介護認定等を受けていたことを証する書面
を提出していただくのが望ましいと考えられます。
介護保険法の被保険者証の写しが無い場合においては、要介護認定等決定通知
書、市町村作成の要介護認定等を受けたことを証する書類、介護サービス計画書
やサービス提供記録等要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等の
有無をご確認ください。
老人ホーム等入所の直前の書面が困難な場合は、その事情をヒアリングの上、少
なくとも老人ホーム等入所の直前から相続開始直前までのどこかの時点の書類を
提出頂きご確認ください。

169 H31拡充関連

老人ホーム等に入所していたことを証する書類について、契約
書以外の代替書類を教えてほしい。

利用料金の領収書や入所していた施設の記録等が考えられます。

170 H31拡充関連

被相続人が入居していた施設が何に該当するかについて、入所
時における契約書のどの項目を見れば確認できるのか。

・有料老人ホーム
「施設類型」の欄等に「介護付き有料老人ホーム」「（指定）特定施設入居者生
活介護」「住宅型有料老人ホーム」等と記載があることを確認

・特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）、介護老人保健施設、介護医療院
施設の名称等に「特別養護老人ホーム」、「（指定）介護老人福祉施設」と記載
があることを確認

・認知症対応型共同生活援助事業が行われる住居（認知症高齢者グループホー
ム）
「認知症対応型共同生活介護サービス」、「介護予防認知症共同生活介護サービ
ス」の記載があることを確認

・サービス付き高齢者向け住宅
「貸主」欄等に「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録番号」の記載があるこ
とを確認

・軽費老人ホーム（ケアハウス）、養護老人ホーム
「施設類型」の欄等に「軽費老人ホーム」、「ケアハウス」、「養護老人ホー
ム」等と記載があることを確認（重要事項説明書の施設類型欄でも確認可能）

・障害者支援施設、共同生活援助を行う住居（グループホーム）
「指定障害者支援施設事業（施設入所支援、生活介護（グループホームの場合は
共同生活援助事業））」の記載があることを確認
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

171 H31拡充関連

法令に定める基準に違反した施設や無届けの老人ホーム等に入
居していた場合は適用されるのか。

法令に基づく各施設に入所していた場合を適用対象としていますが、市町村にお
いてはあくまで契約書等の提出書類でご確認いただければ結構です。（施設の実
態まで確認する必要はありません。）

172 H31拡充関連

老人ホーム等の施設ではなく、親族の家に転居していた場合は
対象にならないのか。

本特例は「居住用財産」に対する課税の特例であるところ、老人ホーム等に入所
するケースについては、居室が狭く、入所時点で家屋を処分できず引き続き使用
せざるを得ない事情がある等の理由から、相続税の小規模宅地に係る特例を参考
に拡充が認められたものであり、親族の家については（移転後の住居の環境など
の面で）それに必ずしも該当するとは言えないことから、特例の対象となってお
りません。

173 H31拡充関連

老人ホームに入所していたが住民票を移していなかった場合は
どのように確認すればよいのか。

除票住民票に加え、被相続人が亡くなったことによる老人ホームの退去日が分か
る書類や、相続開始（亡くなった月）まで利用料金を支払っていたことが分かる
書類（領収書や通帳の写し等）など、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所し
ていたことを確認できる書類にてご確認ください。

174 H31拡充関連

例えば介護老人保健施設から特養ホームに移って亡くなったな
ど、複数施設を転々としていた場合は適用されるのか。

複数施設に移り住んでいた場合でも、入所前の要件、入所していた施設の要件を
満たせば適用対象となります。この場合、入所していた全ての施設の契約書にて
ご確認ください。

175 H31拡充関連

老人ホームに入所し、その後親族の家に転居した場合は適用さ
れるのか。

政令で定める施設に入所した時から相続開始の直前まで、被相続人が政令で定め
る施設を主として居住の用に供していたことが要件となっているため、親族の家
を主として居住の用に供していた場合は対象外となります。（令第23条第７項第
３号）

176 H31拡充関連
いったん親族の家に転居した後に老人ホームに居住した場合は
適用されるのか。

老人ホーム等への入所の直前まで家屋に居住していないため、対象外となりま
す。

177 H31拡充関連

病院や介護療養型医療施設に入院していた場合は適用されるの
か。

医療施設に居住することは基本的に考えられず、入院中も居住地は家屋のままで
あると考えられることから、除票住民票等により現行要件にてご確認いただくも
のであり、今回の拡充で新たに対象となるものではありません。

178 H31拡充関連

拡充部分について、被相続人居住用家屋に家財道具をおいてい
れば一定使用があったと認めることとされているが、どのよう
な書類で確認するのか

電気、水道又はガスの契約名義及び使用中止日を確認できる書類で確認します。
家財道具の写真を提出させる方法も考えられますが、写真に写っている室内と被
相続人居住用家屋が同一のものであると確認することは、通常難しいのではない
かと考えます。
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）
地方公共団体からの質問と国土交通省からの回答

項番 分類 御質問・御意見の内容 国交省回答

179 H31拡充関連

拡充部分の確認書類について、電気、水道又はガスの契約名義
及び使用中止日を確認することとしているが、老人ホーム等入
所時に一度使用中止し、その後の一時帰宅の際に再度使用を開
始した場合は適用対象となるか。

一時帰宅の際から相続時まで使用中止していない場合は適用対象となるが、相続
前に再度使用中止した場合は被相続人が被相続人居住用家屋に戻るつもりがな
かったとみなすことができるため、老人ホーム等の外出、外泊等の記録やその他
要件を満たすことを容易に認めることができる書類がない限り適用対象外となる
と考えられます。

180 H31拡充関連

拡充部分の確認書類について、電気、水道又はガスの契約名義
及び使用中止日を確認することとしているが、被相続人が認知
症等の理由により契約名義人が親族となり被相続人と異なる場
合、確認書類として適切か。

契約名義人が被相続人と異なる場合は、当該書面だけでは不適切であると考えま
す。
老人ホーム等入所後も被相続人が家屋を一定使用していたことを確認する趣旨か
ら、契約名義人は原則被相続人であることを求めることとしていますが、電気、
水道又はガスの契約名義人が被相続人と異なる場合は、異なるに至った理由をヒ
アリングするとともに、契約名義人の住民票の写し等で契約名義人が被相続人か
ら当該家屋の貸付を受けていないこと、および当該家屋を居住の用にしていない
ことを確認し、要件を満たすことを容易に認めることができる場合は、確認書類
として認めることができると考えられます。その際はヒアリング内容を備考欄に
記載しておくべきと考えます。

181 H31拡充関連

被相続人が老人ホーム等に入所していたが、住民票を自宅から
老人ホーム等に移していなかった場合、「被相続人居住用家屋
に住んでいた場合」で被相続人居住用家屋等確認書の申請を受
け付けるべきべきか、「老人ホーム等に入所していた場合」で
受け付けるべきか？

住民票を自宅から老人ホーム等に移していなかったとしても、ヒアリング等によ
り、老人ホーム等を主として居住の用に供していたと判断できる場合は、「老人
ホーム等に入所していた場合」で受け付けるべきと考えます。

182 H31拡充関連

老人ホーム等入所していた場合で、老人ホーム等の入居契約書
が用意できない場合に、老人ホーム等の名称・所在地・施設の
種類を確認するために、老人ホームの退去手続きの精算書や、
市役所内で介護保険状況の履歴から判断出来れば、被相続人居
住用家屋等確認書を発行してもよいか？

老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類等確認すべきことが合理的に判断出来
れば確認書の発行は可能であると考えます。
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