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てその 100 分の 10 に相当する額を控除することと

オンライン申請の動向

されているところです。

オンラインの利用促進

この不動産登記に関する登録免許税の軽減措置に

オンラインによる不動産登記申請の制度は、全面

ついては、当初、2 年間の適用期限が設けられてい

改正された不動産登記法の施行に併せて、平成 17

ましたが、これが、平成 23 年 3 月 31 日まで延長さ

年 3 月から導入され、平成 20 年 7 月には全国すべて

れることとなったほか、この措置の適用を受けるた

の登記所において利用が可能となりました。

めの条件が付加されました（詳細は第 2）。

政府全体としての各種申請・届出に係るオンライ

また、これらの措置と並行して、オンライン申請の利

ンの利用の促進については、「IT 新改革戦略」
（平成

用を促進するための手続上の措置として、平成20 年1

18 年 1 月 19 日 IT 戦略本部決定）や
「オンライン利用

月から、オンライン申請における添付情報を書面で提供

拡大行動計画」
（平成 20 年 9 月 12 日）等に基づき、政

することを可能としたいわゆる
「特例方式」
を導入したほ

府が一体となって取り組んできたところですが、登

か、オンラインにより送付請求した登記事項証明書等を、

記の分野においては、このような取組に併せて、オ

登記所に設置された専用の私書箱により受領すること

ンライン利用のインセンティブ措置として、平成

を可能としたいわゆる
「私書箱方式」
の試行を始めるなど

19 年 4 月から、オンラインによる登記事項証明書の

して、利便性等を向上させ、より一層オンラインを利用

送付請求の手数料を、1 通 1,000 円から 700 円に引

しやすい環境を整えているところです。

き下げるとともに、平成 20 年 1 月から、オンライ
ンを利用して不動産の所有権の保存の登記若しくは
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表示に関する登記のオンライン申請の動向

移転の登記又は抵当権・根抵当権の設定の登記を申

そのような状況にあって、表示に関する登記のオ

請する場合の登録免許税額を、5,000 円を限度とし

ンライン申請の動向を見てみると、平成 20 年 1 月

【オンライン申請件数等の推移】
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○オンライン申請件数等の推移（権利に関する登記）
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（注）統計数値は、法務省大臣官房司法法制部作成の統計資料によるものです。
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には、0.1％
（約 130 件）にも満たない状況にあった

関する登記のオンライン申請が異なる一点目

ものが、本年 8 月には、約 6.9％（約 10,500 件）となっ

として、表示に関する登記の申請について、

ており、
飛躍的に増加していることがうかがえます。

登記令 12 条 2 項の規定にかかわらず、その申

これは、主としてオンライン申請に前向きに取り組

請の添付情報
（申請人又はその代表者若しくは

まれてこられた土地家屋調査士の方々の御尽力の賜

代理人が作成したもの並びに土地所在図、地

物であると考えられます。

積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平

他方で、権利に関する登記のオンライン申請の

面図
（以下
「土地所在図等」といいます。
）を除

動向を見てみると、本年 8 月には、約 16.4％（約

く。
）
が書面に記載されているときは、その書面

115,400件）
となっており、表示に関する登記に比べ、

に記載された情報を電磁的記録に記録したも

更に利用が進んでいることがうかがえます。

のを添付情報とすることができるという特則

しかし、権利に関する登記に比べ、表示に関する

が設けられていることです
（登記令 13 条 1 項）
。

登記には、添付書類の特則その他の特例があること

この場合、申請人は、登記官が定めた相当

などを考慮すると、表示に関する登記のオンライン

の期間内に、登記官に電磁的記録にする前の

申請は、これから本格化していき、今後は、更なる

書面を提示しなければならないとされていま

利用率の向上が見込まれるところです。

す（登記令 13 条 2 項）。

そこで、第 2 では、表示に関する登記のオンライ

（2）例えば、建物の表題登記を行う場合に提供

ン申請の特例などを紹介させていただきますが、こ

を要する所有権証明書や住所証明情報が書面

れにより、これまでオンライン申請を利用されてい

で作成されている場合は、オンラインの方法

る土地家屋調査士の方々はもとより、これからオン

で送信することができませんが、これらの書

ライン申請に取り組もうとお考えの土地家屋調査士

面を代理人である土地家屋調査士が電磁的記

の方々にも、オンラインのメリットなどを御理解い

録に記録（PDF ファイル化する。）して、この

ただき、更なるオンラインの利用の促進の一助とな

電磁的記録の作成者である土地家屋調査士が

ればと考えています。

電子署名（日本土地家屋調査士会連合会認証
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サービスに係る電子署名）を行い電子証明書

表示に関する登記のオンライン申請につ
いて

とともに申請情報と併せて登記所に提供すれ
ば、この電磁的記録そのものを添付情報とす

添付情報の特則について

ることができるというものです。

オンライン申請をする場合には、法務省令で定め

なお、これらの書面については、登記官が

るところにより申請情報と併せて添付情報を送信し

定めた相当の期間内に、登記官にその書面を

なければならない
（不動産登記令
（平成 16 年政令第

提示しなければならないとされているので、

379 号。以下
「登記令」といいます。）10 条）とされて

この点については留意する必要があります。

いますが、申請情報については、申請人又はその代
表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名及び認

2

土地所在図等の作成について

証業務に関する法律
（平成 12 年法律第 102 号）2 条

（1）表示に関する登記のオンライン申請と権利に

1 項に規定する電子署名を行わなければならないと

関する登記のオンライン申請で異なる二点目

され、さらに添付情報は作成者による電子署名が行

は、土地所在図等が添付情報として必要とな

われているものでなければならないとされています

ることが挙げられます。
（2）不動産登記規則（平成 17 年法務省令第 18 号。

（登記令 12 条）
。
このことについて、表示に関する登記のオンライ
ン申請と権利に関する登記のオンライン申請とで
は、いくつか異なる点があります。
（1）表示に関する登記のオンライン申請と権利に
8
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以下「登記規則」といいます。）73 条 1 項では、
「電子申請において送信する土地所在図、地積
測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大
臣の定める方式に従い、作成しなければなら

ない。
」と規定しており、法務省ホームページ

提出方法は、申請の受付の日から 2 日以内（初

において、「不動産登記規則第 73 条第 1 項の

日不算入）に添付書面を持参又は送付の方法

規定により法務大臣が定める土地所在図等の

により登記所へ提出することになります。

作成方式」
を公開しています。

特例方式で注意すべき点は、登記令 13 条に

（3）土地所在図等を添付ファイル情報とする場合

よる特則の場合と異なり、書面そのものを原

に認められている形式は、
「図面情報ファイル

本として提出することになることから、添付

は、土地所在図等の情報を記録したファイル

書面の原本の還付を希望する場合には、書面

であり、XML 形式とする。ただし、地図情報

申請の場合と同様の原本還付の手続が必要に

システムを用いて、電子申請を取り扱ってい

なるという点です。この場合、飽くまでも原

る登記所においては、XML 形式又は TIFF 形

本は書面のため、原本還付についてはその請

式とする。
」としています。

求人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を

そして、土地所在図等の作成者が電子署名
を行い、オンライン申請の添付情報として送
信することとなります。

提出することになります（登記規則 55 条 2 項、
登記規則附則 24 条 2 項）。
（2）特例方式によるオンライン申請をする場合

（4）土地所在図等を作成するための作成ソフト

は、申請情報と併せて提供しなければならな

は、複数の会社が販売を行っていますが、日

い添付情報はすべて書面のまま登記所に提出

本土地家屋調査士会連合会でも、オンライン

することができるため、書面で作成されてい

申請促進活動の一環として、
「XML 土地所在

る場合の委任状等は、書面のまま登記所に提

図等作成ソフト」を構築し、平成21年6月から、

出する方法でよいということになります。

連合会ホームページの
「会員の広場」で公開さ
れているところです。

4 建物の所有権の保存の登記の登録免許税について

（5）土地所在図等については、次に説明する特

（1）
オンライン申請の利用の促進の一環として、オ

例方式により、紙での提出も可能ですが、紙

ンラインを利用して不動産の所有権の保存の

で提出された土地所在図等は、登記所内でス

登記若しくは移転の登記又は抵当権・根抵当

キャナにより読み取る方法により、電子化す

権の設定の登記を申請する場合の登録免許税

ることとなります。

額の控除については、前述のとおりですが、こ

この場合、スキャナによる読み取りでは、

の不動産登記に関する登録免許税の軽減措置

機器の精度を上げても、読み取り誤差が発生

は、所得税法等の一部を改正する法律
（平成 21

しますが、測量データから作成された XML

年法律第 13 号）
により、その適用期限が平成 23

形式の土地所在図等であれば、読み取り誤差

年 3 月 31 日まで延長されるとともに、平成 22

は生じず、また、紙のように劣化もしません。

年 1 月1日以降に申請する建物の所有権の保存
の登記の登録免許税については、建物の表題

3

特例方式について

（1）平成 20 年 1 月 15 日から不動産登記令等の一部

登記もオンラインにより申請されたものに限っ
て軽減措置が延長されることとなりました。

を改正する政令等が施行され、いわゆる「特例

この措置に関しては、インセンティブが適

方式」
が導入されたことにより、オンライン申

用される対象が縮小されたとの御意見を頂戴

請をする場合において登記識別情報を除く添

することもありますが、そのような消極的な

付情報が書面に記載されているときは、当分

面ばかりでもないと考えられます。むしろ、

の間、その書面を登記所に提出する方法によ

これは、表示に関する登記申請における更な

り添付情報を提供することができることとさ

るオンライン使用の促進について、土地家屋

れました
（登記令附則 5 条 1 項）。この特例方

調査士の皆様に対しての期待の現われとも考

式による登記の申請をした場合の添付書面の

えられます。
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つまり、建物の表題登記をオンラインで申

れた登記完了証の提供又は登記完了証を出力

請するには、表示に関する登記の大部分につ

した書面の提出をしていただくことをお願い

いて申請人を代理して登記の申請をしている

しました。

土地家屋調査士の皆様の御尽力が欠かせませ

これは、主に司法書士の方々に御協力をし

ん。むしろ、土地・家屋の調査測量などに関

ていただくものとなりますが、司法書士から

して、日ごろから IT を活用して業務に取り組

当該建物の表題登記の登記完了証を提供又は

まれているからこそ、このような措置を採っ

提出していただくためには、その前提として、

たとしても、十分に対応できる資質を備えて

当該登記完了証を司法書士が容易に入手でき

いると考えられ、それが、表示に関する登記

る方策が必要となります。
そのため、日本土地家屋調査士会連合会に

のオンラインの利用促進にもつながるものと
考えられたのではないでしょうか。
（2）この措置に係る登記の取扱いについては、本
年 11 月 25 日付け法務省民二第 2822 号及び第

は、次の 3 点について、御協力をお願いして
おります。
ア

建物の表題登記が完了した際に交付され
た登記完了証の取扱いについて

2823 号により、日本土地家屋調査士会連合
会及び日本司法書士会連合会に協力をお願い

建物の表題登記をオンラインにより申請

し、了解をいただいた上で、本月 1 日付け法

した場合は、その登記が完了したときに交

務省民二第 2825 号により、法務局・地方法務

付される登記完了証を申請人に提供してい

局あてに民事第二課長通知を発出したところ

ただくとともに、当該建物の所有権の保存

です。

登記を申請する際に納付する登録免許税の
控除を受けるために必要なものであること

具体的な取扱いについては、次のとおりで

などを説明していただく。

すが、不動産登記規則に定められている以外
の取扱いは、飽くまでも土地家屋調査士及び

また、申請人への説明に際しては、説明

司法書士の皆様に御協力をしていただいて実

する事項を記載した書面を交付するなどし

施するものであることはいうまでもありませ

て、当該建物の保存登記の申請を申請人が

ん。

自らオンラインによってするときは登記所

（3）建物の所有権の保存の登記をオンラインで申

に登記完了証が提供されるよう、また、保

請する場合において、租税特別措置法 84 条の

存登記の申請を代理人（司法書士等）に委任

5 により控除を受けようとするときは、不動

するときは登記完了証が申請人から当該代

産登記規則 189 条 3 項の規定により、
「租税特

理人（司法書士等）に提供されるように必要

別措置法第 84 条の 5 第 1 号」を申請情報の内容

な措置を講じていただく。
イ

とすることとなります。
そこで、当該建物の保存登記がオンライン
により申請され、申請情報に租税特別措置法

の代理人（司法書士等）から確認があった場
合の対応について

第 84 条の 5 第 1 号が適用されるものである旨

建物の表題登記の申請を代理した建物に

が記録されているものについては、この租税

ついて、当該建物の所有権の保存登記の申

特別措置が適用されるものか否かを迅速かつ

請人又はその代理人（司法書士等）から、申

適正に審査することができるよう、当該建物

請の方法等について確認があった場合に

の表題登記の受付年月日及び受付番号を申請

は、上記アに準じて、当該申請人又はその

情報の
「その他事項」欄に記録してもらうとと

代理人（司法書士等）に登記完了証を提供し

もに、その適用があることの疎明情報として、

ていただく。

当該建物の表題登記が完了したときに交付さ
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なお、表題登記の登記完了証を保存して

いない場合は、その受付年月日及び受付番

ています。今後は、新たな登記・供託オンラ

号の情報を提供していただく。

イン申請システムが導入されることにより、

既にオンラインにより建物の表題登記を

これまで不可能だった 20 時以降の申請情報へ

申請しその登記が完了している事案の取扱

の電子署名の付与も可能となるなど、一層の

いについて

利便性の向上が見込まれるところです。

ウ

既にオンラインにより建物の表題登記を

（2）これまで説明させていただいたオンライン申

申請しその登記が完了している事案につい

請のメリット、インセンティブ措置、そして

ては、あらかじめその建物の所在及び家屋

システム改修等による利便性の向上により、

番号並びに表題登記の受付年月日及び受付

オンライン申請の利用がより一層促進される

番号を整理するなどして、当該建物の所有

ことを期待していますが、利用率が増加する

権の保存登記の申請人又はその代理人（司

ことにより、さらに様々なオンライン申請に

法書士等）から照会があった場合に対応す

関する要望が増えていくことになるでしょう。

ることができるように必要な準備をしてい

法務省においては、それらの要望に答えら
れるよう、貴会を始めとした関係各所の御協

ただく。

力を得ながら、オンライン申請に関する制度や

（4）土地家屋調査士の皆様に御協力をお願いして

システムの向上を図っていくこととなります。

いただいていることは、以上のとおりですが、
これらの御協力なくしては、本月 1 日付け法
務省民二第 2825 号民事第二課通知に基づく取
扱いは成り立たないものと考えております。

第3
1

2

土地家屋調査士の皆様への期待
そのような中にあって、表示に関する登記につい

したがいまして、これまで以上に、オンライ

て、その第一線で活躍されている土地家屋調査士の

ンについての御理解を賜り、円滑な実施を図

皆様が登記のオンライン利用促進に向けて果たされ

るための御協力をいただければ幸いです。

る役割は、非常に重要なものです。また、オンライ

おわりに

オンライン申請の将来

（1）オンライン申請のメリットは、①申請人又は

ンの利用促進策は、単にその利用率を伸ばすことが
目的なのではなく、利用率を伸ばすことにより、多
くの申請人又は申請代理人にオンラインのメリット
を享受していただくものであるとも考えています。

申請代理人が管轄登記所に出向かなくても登

そのため、例えば、土地の地目の変更の登記や建物

記の申請から完了までの手続を行うことが可

の滅失の登記など、比較的添付情報が少ないものか

能なので、コストの低減につながること、②

らでも、オンラインで登記の申請をしていただき、

利用時間が 8 時 30 分から 20 時までであり、登

オンラインのメリットを実感していただければと思

記所が閉庁した後でも申請することが可能で

います。

あること、③事務所のパソコンで処理状況が

土地家屋調査士の皆様の更なる取組により、表示

把握できることなどが挙げられます。また、

に関する登記のオンライン申請が促進されることを

現在、新たに登記・供託等の申請に特化した

期待しています。

登記・供託オンライン申請システムを開発し
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