
- 0 - 

空き家相談事例Ｑ＆Ａ 

（第６版） 

品川区都市環境部住宅課 

協力：株式会社品川都市整備公社 

令和4年(2022年) 12月改訂 



- 1 - 

目   次 

1 空き家相談事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

■全般的なことについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

Ｑ１ そもそも空き家って、どんな家のことでしょうか？ 

Ｑ２ 空き家を放置したまま適正に管理しないでいると、どのような不利益があるのでしょ

うか？ 

Ｑ３ 空き家に関する相談窓口はどこですか？どのような支援・助成制度がありますか？ 

Ｑ４ 空き家を活用する場合と取り壊す場合で、固定資産税はどのように変わりますか？ 

■ 空き家を貸したい人、売りたい人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

Ｑ５ 空き家を活用したい。どこに相談したらよいでしょうか？ 

Ｑ６ 空き家を売却せず活用したいと思っていますが、どのような方法がありますか？ 

Ｑ７ 建物に家財が残っていますが、そのまま貸し出しすることは可能でしょうか？ 

Ｑ８ 空き家を倉庫代わりにしている（仏壇、家財道具、アルバム、廃棄物等）が、売却や

撤去等をお願いできますか？ 

Ｑ９ 改修しないと貸し出したり売買したりできませんか？ 

Ｑ10 住宅の改修費用は貸し主、借り主のどちらが負担するのでしょうか？ 

Ｑ11 どのくらいの賃料で貸せるものでしょうか。どこに相談すればよいでしょうか？ 

Ｑ12 賃借人退去後空き家で借り手がない、または、賃貸を考えているが賃借人がみつから

ないがどこに相談すればよいでしょうか？ 

Ｑ13 空き家を売却する場合の手続きは、どのように進めればよいでしょうか？ 

Ｑ14 いくらで売れるか見当が付かないのですが、どこに相談すればよいでしょうか？ 

Ｑ15 空き家の条件によっては売却や賃借等の利活用が困難なことはありますか？ 

Ｑ16 空き家を譲渡した場合の譲渡所得は、どのように扱われますか？ 

Ｑ17 相続した空き家を譲渡した場合の譲渡所得は、どのように扱われますか？ 

Ｑ18 空き家を売却・購入する際の価格が妥当か証明するにはどうしたらよいでしょうか？ 

Ｑ19 空き家を売却したいがなかなか買い手がつきません。どうすれば買い手が見つかるで

しょうか？ 

Ｑ20 空き家を取り壊し売却したいのですが、隣地との境界を確定するにはどうしたらよい

でしょうか？ また、筆界特定制度とはどのようなものでしょうか？  

Ｑ21 数年前まで居住していた別荘の管理が大変なので、売却するか賃貸したい。さしあた

って、どのようなことを考えればよいでしょうか？ 

Ｑ22 空き家バンクとはどのようなものでしょうか？ 

Ｑ23 空き家を公共目的で活用したいと考えていますが注意点等教えてください。 

■ 空き家を借りたい人、買いたい人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

Ｑ24 空き家の物件をどのように探せばよいでしょうか？ 

Ｑ25 空き家の情報はどこで見られますか？ 

Ｑ26 固定資産税は借り主が納付してくれるのでしょうか？ 

Ｑ27 不動産業者への仲介手数料は発生するのでしょうか？ 

Ｑ28 空き家を自分たちで改造してもよいでしょうか？ 



- 2 - 

■空き家の相続や贈与について知りたい人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１

Ｑ29 死亡した父母の空き家の相続はできますか？ 

Ｑ30 遺産相続した場合の手続きが簡素化されたと聞きましたがどのようなことですか？ 

Ｑ31 相続や贈与によって取得した土地や建物の取得時期はいつからですか？ 

Ｑ32 相続後取得したが相続が決まらず不動産を放置し、また未登記ですがどこに相談をす

ればよいでしょうか？ 

Ｑ33 相続放棄の手続きが完了するまでの期間の空き家適正管理は誰の責任になりますか？ 

Ｑ34 相続登記の義務化がされるようですが、どのような制度ですか？  

Ｑ35 資産価値がなく売却が難しい土地の所有権を国庫へ移す制度ができるようですが、ど

のような制度ですか？ 

Ｑ36 所有者不明土地の利用の円滑化をはかるため民法の改正がされたようですが,内容は？

■ 空き家を適正に管理したい人、壊したい人・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

Ｑ37 本人入院・特養入所等により長期不在のため、空き家の維持管理が大変で業者にまか

せたいと思います。近年、空き家管理ビジネスがあると聞きますが、どのような内容で行っ

ているのですか？ 

Ｑ38 空き家の維持管理にかかる費用は、どのようなものがあり、年間どれぐらいかかりま

すか？  

Ｑ39 空き家を放置し適正に管理しなかった場合は、どのようなことになりますか？ 

Ｑ40 今の空き家が古くなっており構造的に大丈夫か不安です。耐震上大丈夫か見てもらい

たいのですが、どこに相談すればよいでしょうか？ 

Ｑ41 道路沿いに古いブロック塀があり、倒壊等の不安があるので取り壊したいのですが、

どこに相談すればよいでしょうか？ 

Ｑ42 老朽した空き家を壊したいのですが資金がありません。品川区の助成はありますか？ 

Ｑ43 空き家の解体費用は、いくらぐらい必要でしょうか？解体業者も紹介してほしい。 

Ｑ44 空き家の廃棄物を片づけてもらえる業者を教えてほしい。 

Ｑ45 改修・改築等したいのですが、建築条件が悪い（旗竿地、セットバック規制）、また

資金不足で進みません。どこに相談すればよいでしょうか？ 

Ｑ46 建物の管理をする人がいない場合はどうなるのですか？ 

Ｑ47 空き家を寄付したいのですが、どこに相談すればよいでしょうか？ 

Ｑ48 空き家の所有者が認知症なのですが、空き家の処分を身内でできますか？ 

Ｑ49 親が家の売却や賃貸を望まないのですが、老後資金が必要です。どこに相談すればよ

いでしょうか？ 

Ｑ50 借地権付きの建物が空き家になった場合、どのようにすればよいでしょうか？ 

■空き家のことで迷惑を被っている人など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

Ｑ51 空き家の苦情や相談はどこにすればよいでしょうか？ 

Ｑ52 隣の空き家の木が越境しており何とかしたいが、空き家の所有者（相続人）が不明で

す。どうすればよいでしょうか？ 

Ｑ53 隣の家が壊れかかっているため、自宅に被害が及ぶ恐れがあります。今後どのように

対応すればよいでしょうか？ 

2 空き家に関する専門相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

3 参考資料 品川区空き家等対策計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 



- 3 - 

1 空き家相談事例 

品川区では、空き家等の適正管理および有効活用を促進するために、平成26年11月に「品川区空き家等

の適正管理等に関する条例」を制定し、平成27年4月に施行しました。また、国も平成27年に「空家等対

策の推進に関する特別措置法」（以下「特措法」という。）を施行しました。 

区では、特措法に基づき「品川区空き家等対策計画」（以下「対策計画」という。3.参考資料(1)参

照）を、平成31（2019）年3月に制定し、空き家等に関する総合的かつ計画的な対策を進めています。 

特措法第12 条には「市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対

し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。」と規定されています。（「市町

村」には特別区を含みます。）また、対策計画においても、「空き家ホットラインを活用した相談体制の

充実を図っていきます」と定めています。 

空き家の相談に至る背景は様々で、相談者は空き家の所有者等のみならず、売り主・貸し主、買い手・

借り手、空き家の周辺の住民など多様になると考えられます。 

相談内容によっては、所有者等が品川区に求めることが必要である場合が想定されるため、区はその要

請に迅速に対応することが可能な体制を整備することが求められています。 

その体制整備に当たっては、空き家等をめぐる一般的な相談はまず区において対応した上で、専門的な

相談については、司法書士、宅地建物取引業者等の専門家団体等と連携して対応する必要があります。 

ここでは、空き家等所有者等や周辺住民からの相談対応に際して、相談担当者の一助となるよう、いく

つかの相談事例や解決策を紹介していますが、空き家等でお困りの区民の方々にとりましても参考にして

いただける資料として作成しています。 

■全般的なことについて 

Ｑ１ そもそも空き家って、どんな家のことでしょうか？ 

・通常は、日常的な生活が行われていない家、または継続的に人が住んでいない家のことと解されます

が、法律や制度によっては、用語の定義が異なる場合があります。 

・空き家率の統計値の根拠として使用される、総務省の「住宅・土地統計調査」において「空き家」と

は、「居住世帯のない住宅のうち、一時現在者のみの住宅と建築中の住宅を除いたもの」と定義されてお

り、調査日時点で居住者がなければ、賃貸・売却用の住宅や別荘等の二次住宅等も含んでいます。 

・「特措法」においては、「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使

用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）を

いう。」と定義され、判断基準の事例として「概ね年間を通して、建築物等の使用実績が無いこと」が基

本指針に示されています。 

また、「特定空家等」とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又

は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損な

っている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認めら

れる空家等」と定義されています。 

Ｑ２ 空き家を放置したまま適正に管理しないでいると、どのような不利益があるのでしょうか？ 

・空き家を適正管理する義務は所有者等にあります。建物が老朽化し屋根瓦の落下、塀の倒壊の恐れがあ

る、庭の草木が隣家や道路まではみ出し迷惑している、ネズミやハクビシンなどが住みついているなどの

場合、所有者等はすぐにその状況を改善する必要があります。 

・特措法では所有者等が空き家の適正管理をしない場合、区市町村が助言・指導、勧告といった行政指
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導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。 

・特措法に基づく措置の流れは以下のとおりです。 

① 空き家の実態調査…区により所有者等の確認、立入調査など行います。 

② 特定空家等に認定 

③ 助言・指導…区から所有者等に対して、特定空家等についての除却、修繕、立木竹の伐採その他

周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を行うことを求めるものです。 

④ 勧告…空き家の適正管理について指導されても状況が改善されない場合、所有者等に対して区

が状況改善の勧告を行います。勧告を受けると住宅用地特例の対象から除外され、改善される

まで固定資産税を従来の土地の最大6倍を支払うことになります。 

⑤ 命令…勧告されても対処しない場合、所有者等に対して区が改善の命令をします。命令は行政

処分と言われる行為で、特措法では命令に背くと５０万円以下の過料に処せられます。 

⑥ 行政代執行…命令を受けた空き家に改善が見られない場合、区が所有者等に代わり樹木の伐採

や塀の撤去、建物の解体等に対処し、その費用を所有者等に請求するものです。特措法施行

後、実際に区では1件の行政代執行の例があります。 

※区からの通知は原則郵送により行われますが、管理状況に改善が見られなかったり、区への連絡が

なかったりした場合、直接所有者等を訪問する場合もあります。 

Ｑ３ 空き家に関する相談窓口はどこですか？ どのような支援・助成制度がありますか？ 

・空き家対策に関する対応は、品川区都市環境部住宅課空き家対策担当が所管しています。なお、平成28

年(2016年)7月11日から、受付相談業務を「空き家ホットライン」(03-3450-4988)として開設し、株式会

社品川都市整備公社へ業務委託しています。 

 また、令和3年(2021年)8月24日から、東急株式会社と協定を結び、空き家所有者または管理者の方向け

に、相続問題(法律)および売却・賃貸(不動産)など専門性の高い相談にワンストップで対応する「空き家

専門相談窓口」（0120-062-109）を開設しております。 

 なお、品川区では、区内にある空き家に関して様々な支援制度等があり、相談窓口は次のとおりです。 

(1)改修工事をお考えの場合(マンションの場合は別途支援あり) 

 ①住宅改善工事助成[住宅課住宅運営担当03-5742-6776]・・・工事費用の10％(上限：区民20

 万円、賃貸住宅個人オーナー：100万円)を助成(申込み資格、対象工事の要件あり） 

    ②耐震診断支援事業[建築課耐震化促進担当：03-5742-6634] 

ア．木造の戸建住宅、長屋、共同住宅の耐震診断助成 

  対象：昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された個人所有のもの 

  助成額：耐震診断費用の1/2(助成限度額：戸建住宅・長屋7.5万円、共同住宅13.5万円) 

イ．非木造の住宅（共同住宅含む）の耐震診断助成 

  対象：昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された個人所有のもの。 

  助成額：耐震診断費用の1/2(助成限度額：10万円)  

       ③耐震補強設計支援事業[建築課耐震化促進担当：03-5742-6634] 

  対象：耐震診断の結果、構造耐震判定指標値が基準値未満の、木造の戸建住宅、長屋、共同住

  宅および非木造の住宅（共同住宅含む） 

  助成額：耐震補強設計費用の1/2(助成限度額：20万円) 

    ④耐震改修工事支援事業[建築課耐震化促進担当：03-5742-6634] 

対象：耐震診断の結果、構造耐震判定指標値が基準値未満の建築物かつ補強設計の助成対象とな 
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った建築物 

 助成額：木造の戸建住宅、長屋・・・耐震改修工事費用の1/2（助成限度額150万円） 

  木造の共同住宅・・・耐震改修工事費用の1/3（助成限度額300万円） 

  非木造住宅(共同住宅含む)・・・耐震改修工事費用全額（助成限度額150万円） 

  (2)解体をお考えの場合 

 ①除却工事支援事業[建築課耐震化促進担当：03-5742-6634]  

  対象：木造の戸建住宅、長屋、共同住宅で、下図(※1)の木造住宅密集地域内で耐震診断の結

  果、構造耐震判定指標値が基準値未満のもの、または簡易耐震診断で耐震性が不十分と判断さ

  れた昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された個人所有のもの 

助成額：除却工事費用全額（助成限度額：戸建住宅・長屋150万円、共同住宅300万円） 

     ※1 木造住宅密集地域（東京都防災都市づくり推進計画の整備地域または新防火地域・・・図Ａの

  に囲まれた地域） 

 ［図Ａ］  

②不燃化特区支援［木密整備推進課木密整備担当03-5742-6779］

  不燃化特区(※2)にある、延焼防止上危険であると認められた木造建築物等の解体除却工事費用

 等を助成 ※令和7年度末までの期限付きの制度です 

詳しくは、品川区ホームページの不燃化特区支援制度 検索�でご確認ください。 

※不燃化特区…計 10地区（図 B参照）
 1.東中延一・二丁目、中延二・三丁目及び西中延三丁目地区
 2.補助 29号線沿道地区
 3.豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区
 4.旗の台四丁目・中延五丁目地区
 5.戸越二・四・五・六丁目地区
 6.西品川一・二・三丁目地区
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 7.大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区
 8.放射 2号線沿道地区
 9.補助 28号線沿道地区

 10.大井二丁目地区
 [図Ｂ] (品川区の不燃化特区支援制度パンフレットより抜粋) 

 [支援制度1] 取壊し・建替えに関するご相談に専門家を派遣します（無料） 

 制度内容 

  権利の移転や建替え等に関する相談に対して、弁護士や税理士等の専門家を派遣します（無料） 

    ※原則として同一申請者につき、当該年度5回を限度とします。 

  専門家派遣の対象者 

    [支援制度1]の助成対象建築物または、その建築物が存する土地の所有権を有する個人 
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  派遣可能な専門家 

    弁護士、税理士、一級建築士、不動産鑑定士、公認会計士、不動産コンサルタント、ファイナン

 シャルプランナー、土地区画整理士 

  ※派遣まで、一カ月以上かかるため、防災建替え相談窓口もご利用ください。 

[支援制度2] 老朽建築物の解体除却費用を助成します 

※支援制度1を受けることなく、支援制度2からでも、支援制度をご利用いただけます。 

 助成内容 

    下記の助成対象建築物およびこれに附随する工作物の解体除却工事費用を助成します。 

 助成対象建築物 

 1 不燃化特区内にあること 

 次のいずれかに該当するもの 

    2 平成17 年3月31 日以前に建築された木造建築物（ただし、平成5年6月25 日以降に建 

     築された、階数が3 以上の建築物および延べ面積が500 平方メートルを超える建築物は除く） 

    3 昭和56 年5月31 日以前に建築された軽量鉄骨造建築物 

    4 区の調査によって危険であると認められた築年次不明の木造建築物   

 助成金の交付を受けられる方 

   助成対象建築物の所有権を有する個人または中小企業 

    ※ただし、共有者がいる場合は、共有者によって合意された代表者。区分所有建築物の場合は、 

     区分所有者によって合意された代表者 

 助成限度額 

    木造：助成対象建築物の床面積1平方メートルあたり最大28,000円かつ上限14,000,000円 

 軽量鉄骨造：助成対象建築物の床面積1平方メートルあたり最大41,000円かつ上限20,500,000円

[支援制度3] 引越しにかかる費用を助成します 

  助成内容 

    老朽建築物の解体に伴う住替え等に必要となる転居一時金（礼金、仲介手数料、権利金）・移転

 費用・家賃（3カ月分）について助成します。 

 助成金の交付を受けられる方 

    品川区の除却支援制度を利用して除却される老朽建築物を平成28年5月31日以前から継続して 

   使用している建物所有者または賃借人（個人に限る） 

 助成限度額  

対象老朽建築物の使用面積 転居一時金 家賃 移転費用（1回分）

 30 平方メートル未満 262,000円 262,000円 130,000円 

 30 平方メートル以上 60平方メートル未満 315,000円 315,000円 160,000円 

 60 平方メートル以上 420,000円 420,000円 200,000円 
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[支援制度4] 耐火・準耐火建築物にするための費用を助成します 

 助成内容 

老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てる際に、不燃構造化するために必要な工事費用  

および建築設計費・工事監理費について助成します。 

 助成金の交付を受けられる方 

品川区の除却支援制度（不燃化特区、都市防災不燃化促進、耐震化）を利用して老朽建築物を除却

した方（中小企業は建築設計費・工事監理費のみ対象） 

 助成限度額 

助成限度額表（品川区ホームページ等）でご確認ください。 

[支援制度5] 固定資産税・都市計画税の減免が受けられます 

  ※減免が受けられる建物の要件は、支援制度1～4の要件とは異なります。 

  ※詳細は、品川都税事務所固定資産税班（03-3774-6677）へお問い合わせください。 

 取壊して更地にした場合 

   土地に対する固定資産税・都市計画税について5年間、8割の減免が受けられます。 

  ※更地が継続して適正に管理されていることが要件であるため、毎年の手続きを行う必要がありま 

  す。（申請は毎年1月の最初の開庁日から6月30日までの間に受け付けます） 

 耐用年限の3分の2を超過した老朽建築物を、支援制度2の助成制度を活用せずに自費で解体工事さ

れる場合でも対象となります。解体除却工事契約前に、木密整備推進課に老朽建築物認定申請書をご

提出ください。添付書類にて判断し、老朽建築物認定結果通知書をお渡しいたします。 

 除却工事完了後、更地として管理し、固定資産税・都市計画税の減免を受ける際は、改めて木密整

備推進課へ更地の適正管理届出書をご提出ください。

住宅に建替えた場合 

 家屋に対する固定資産税・都市計画税について5年間、10割の減免が受けられます。 

 ※取壊した家屋と新築住宅の所有者が同一であることなど条件がございます。 

 （申請は新築した年の翌々年の2月末まで） 

[不燃化特区防災建替え相談窓口］ 

 建物の取り壊し・建て替え・税金面など個別の専門家が無料で相談に応じます。 

 所在地：品川区豊町3-2-1シルバー高山101号室 

 営業時間：午前１０時～午後６時（水・日曜日、祝祭日、年末年始、夏期8月中旬を除く） 

 電話：０３-６４２１-６７７７ 

 備考：この相談窓口は、品川区から委託を受けた大成建設㈱が運営しています。 

③都市防災不燃化促進事業［木密整備推進課不燃化促進担当03-5742-6947］ 

広域避難場所、避難経路等の周辺において建築物の不燃化を促進することにより、大規模な地震等に 

伴い発生する火災に対して、延焼遮断帯を形成し、住民の避難の安全性の確保と市街地における大規模な

延焼の遮断・遅延を図ることを目的とする事業です。 

 不燃化促進区域内(※3)で準耐火・耐火建築物以外の木造建築物を除却する方に除却費の一部を、不燃

化促進区域内で耐火建築物・準耐火建築物を建てる方に建築費の一部を助成する事業です。 
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（注）助成を受けられる期間は地区によって異なります。不燃化助成を受けられる（対象となる）建物の

条件もありますので、詳しくはお問い合わせ願います。 

  ※3 不燃化促進区域 

   1.戸越公園一帯周辺地区(広域避難場所「戸越公園一帯」の周辺約120mの街区)・・・戸越2・4・5

 丁目の一部、豊町1・2・3丁目の一部（図1） 

   2.滝王子通り地区(現滝王子通りの道路端から30mの区域)・・・西大井1・2丁目の一部、大井5丁目

 の一部（図2） 

   3.補助29号線地区(環状6号線から百反通りまでの区間で補助29号線の計画道路端から30mの区

域)・・・大崎3・4丁目の一部（図3） 

   4.補助29号線その2地区(百反通りから補助26号線までおよび大原通りからJR横須賀線までの区間

で、補助29号線の計画道路端から30mの区域)・・・西品川3丁目、戸越1・2・4丁目、豊町6丁

目、二葉3・4丁目、西大井5・6丁目の一部（図4） 

   5.補助29号線その3地区(補助26号線から四間通りまで、およびJR横須賀線から区境までの区間で、

補助29号線の計画道路端から30mの区域)・・・戸越5丁目の一部、西大井2・4丁目の一部（図5） 

   6.補助29号線その2地区（四間通りから大原通りまでの区間で、補助29号線の計画道路端から30mの

区域）・・・戸越6丁目の一部（図6） 

   7.補助28号線地区(三つ又交差点から滝王子通りまでの区間で、補助28号線の計画道路端から30mの

区域)・・・大井3・4・5丁目の一部（図7） 

8.補助26号線その2地区(豊町3丁目から補助163号線までの区間で、補助26号線の計画道路端から

30mの区域)・・・西品川1丁目、豊町2・3丁目、二葉1丁目の一部(図8） 

9.放射2号線地区（西五反田5丁目から平塚橋交差点までの区間で、放射2号線の計画道路端から30

ｍの区域）・・・西五反田5・6丁目、荏原1・2丁目の一部（図9） 
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〇不燃化促進区域および不燃化促進重点区域 

<戸越公園一帯周辺地区> 

 広域避難場所「戸越公園一帯」の周辺約 120 メートルの街区です。 

「戸越公園一帯周辺地区」の対象となる町丁目 

 ・戸越 2,4,5 丁目の一部  ・豊町 1,2,3 丁目 の一部 

<滝王子通り地区> 

 補助 205 号線から補助 28 号線（池上通り）までの約 870 メートルの区間で、現滝王子通りの道路端か

ら 30メートルの区域です。 

「滝王子通り地区」の対象となる町丁目 

 ・西大井 1,2 丁目の一部 ・大井 5丁目の一部 

<補助 29 号線地区> 

 環状 6号線から百反通りまでの約 520 メートルの区間で、補助 29号線（都市計画道路）の道路端から

30 メートルの区域です。 
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「補助 29号線地区」の対象となる町丁目  

 ・大崎 3,4 丁目の一部  

<補助29号線その2地区> 

百反通りから補助26号線までの約825メートル、および 

大原通りからJR横須賀線までの約940メートルの区間で、 

補助29号線（都市計画道路）の道路端から30メートルの 

区域です。 

「補助29号線その2地区」の対象となる町丁目 

・西品川3丁目 ・戸越1・2・4丁目 ・豊町6丁目 

・二葉3・4丁目 ・西大井5・6丁目の各一部 
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<補助28号線地区>  

 三つ又交差点から滝王子通りまでの約520メートルの区間で、補助28号線（都市計画道路）の道路端 

から30メートルの区域です。 

「補助28号線地区」の対象となる町丁目  

 ・大井3,4,5丁目の一部
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<補助29号線その3地区>  

 補助26号線から四間通りまでの約230メートルおよびＪＲ横須賀線から大田区境までの約700メートル

の区間で、補助29号線（都市計画道路）の道路端から30メートルの区域です。 

「補助29号線その3地区」の対象となる町丁目 

 ・戸越5丁目の一部  ・西大井2,4丁目の一部 

戸越５丁目 

戸越５丁目 

戸越５丁目 

西大井２丁目 

西大井４丁目 
西大井４丁目 



- 14 - 

<補助29号線その4地区>  

 大原通りから四間通りまでの約232メートルの区間で、補助29号線（都市計画道路）の道路端から30

メートルの区域です。 

「補助29号線その4地区」の対象となる町丁目  ・戸越6丁目の一部 

<補助26号線その2地区> 

 豊町3丁目から補助163号線までの約530メートルの区間で、補助26号線（都市計画道路）の道路端か

ら30メートルの区域です。 

「補助26号線その2地区」の対象となる町丁目・西品川1丁目の一部 ・豊町2,3丁目の一部 ・二葉1

丁目の一部 
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<放射2号線地区> 

 山手通りから補助26号線までの約1,255メートルの区域で、放射2号線（都市計画道路）の道路端から30

メートルの区域です。 

 「放射2号線地区」の対象となる町丁目 

 ・荏原1,2丁目の一部  ・西五反田5,6丁目の一部 

(3)工事のご相談 

・施工業者の紹介・・・「品川区住宅センター協議会」を通じて、区が窓口となり担当する業者を１

者紹介（住宅課住宅運営担当03-5742-6776） 

・住宅相談会・・・品川区住宅耐震化促進協議会により、施工に関する相談会を実施（毎月1回第三

水曜日・区役所第二庁舎3階ロビー）（住宅課住宅運営担当03-5742-6776） 

(4)そのほかのご相談 

・区民相談室（区民限定）・・・相続ほか法律問題、不動産の登記手続、税金など（予約制 区役所

第三庁舎3階 03-3777-1111） 

・建築物の規制・・・建て替えの際の制限などを知りたい場合（建築課審査担当（意匠）03-5742-

6769） 

Ｑ４ 空き家を活用する場合と取り壊す場合で、固定資産税はどのように変わりますか？ 

・平成27年(2015年)5 月26 日以降「特措法」の規定により、空き家が管理不全のまま放置されるなどし

て、品川区から特定空家等に指定され、除却等の措置の勧告を受けた場合は、住宅用地の特例対象から除

かれることとなるため、住宅用地としての特例が適用されなくなります。その結果、土地の固定資産税お

よび都市計画税が高くなる場合があります。 

・また、住宅をそれ以外の用途に転用したり、売却して更地にすることで特例対象から除外されることも

あります。詳しくは、東京都品川都税事務所（03-3774-6666）にご相談ください。  

■ 空き家を貸したい人、売りたい人 

Ｑ５ 空き家を活用したい。どこに相談したらよいでしょうか？ 

・空き家の活用方法には、住宅として売却・賃貸以外に、町会等の活動に活用したい、地域の交流サロン

に利用したいなど様々です。まずは住宅課および空き家専門相談窓口（0120-062-109）にご相談いただ
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き、所有者の意向をよく確認したうえで対応させていただきます。

Ｑ６ 空き家を売却せず活用したいと思っていますが、どのような方法がありますか？ 

・空き家の活用に関して、以下に主な方法と所有者のメリット・デメリットを挙げましたので、参考にし

てください。（区内の一戸建ての場合） 

方法 メリット デメリット 

1. 居住用賃貸 

（Ｑ9～12 参照） 

・入居者の確保が比較的容易 

・安定した家賃収入を確保可能 

・建物の劣化・老朽化の防止 

・建物の維持管理が不要 

・最低限のリフォーム必要 

・借地借家法に基づく賃貸経営が必要 

・設備・建物の不具合発生の場合の修

理費用負担 

2.事業用賃貸（店

舗・事務所） 

・居住用と比較しリフォーム費用減 

・起業者の入居を確保可能(家賃・場所

による) 

・大幅改装により再度居住用は不可 

・入居時の内装工事、退去時の原状回

復の費用負担の契約必要 

3.子育て支援施設 

（Ｑ23参照） 

・NPO法人や民間事業者へ貸し出し、待

機児童対策、子ども食堂等で活用し地

域の子育てに貢献 

・リフォーム費用は事業者負担 

・区から直接か間接に補助金の可能性 

・区の関与で家賃滞納のリスク減 

・旧耐震(1981年5月31日までの建築確

認において適用されていた基準)の建物

の場合、耐震化工事必要 

4.高齢者介護施設 

（Ｑ23参照） 

・高齢化で需要が見込めるグループホ

ームやデイサービスで活用し地域福祉

に貢献 

・リフォーム費用は事業者負担 

・区から直接か間接に補助金の可能性 

・区の関与で家賃滞納のリスク減 

・旧耐震(1981年5月31日までの建築確

認において適用されていた基準)の建物

の場合、耐震化工事必要 

5.レンタルスペース

等（Ｑ23参照） 

・町会やNPO法人等に貸し出し、地域の

様々な活動に貢献 

・改装の必要なく費用負担殆どなし 

・アートギャラリー、フリーマーケッ

ト、講演会等で貸し出せば収益も可能 

・社会貢献の一環のため収益は少額 

※住宅から共同住宅や店舗等へ用途を変更する場合は、建築課へ用途変更申請が必要になる場合がありま

すので、建築課（審査担当（意匠）03-5742-6769）へご相談ください。 

※その他に、シェアハウスや民泊としての活用も考えられますが、改修や運営面で様々な制約・条件等が

ありますので、興味がある場合は、ホームページ等で専門の相談窓口等に相談されるのがよいでしょう。 

Ｑ７ 建物に家財が残っていますが、そのまま貸し出しすることは可能でしょうか？ 

・空き家の中に荷物が残っている場合、基本的には空き家の持ち主が荷物の移動や処分をすることになり

ます。その家財に対しても契約行為が発生することとなるので、所有者等の家財等私有財産は建物に残さ

ないのが通常です。 

・どうしても家財道具を置かざるを得ない場合は、１カ所に集め鍵をかけるなど、紛失によるトラブル防

止を図る必要があります。 
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Ｑ８ 空き家を倉庫代わりにしている（仏壇、家財道具、アルバム、廃棄物等）が、売却や撤去等をお願

いできますか？ 

・空き家の中の荷物を処分したい場合、ご自分で探した買い取り業者等に売却するか、家庭ごみとして分

別したうえで区の収集に出すことを依頼することになります。区の収集に出す場合は、品川区清掃事務所

（品川庁舎：03-3490-7051・荏原庁舎：03-3786-6552）へお問い合わせください。 

Ｑ９ 改修しないと貸し出したり売買したりできませんか？ 

・空き家を活用するためには改修が必要な場合が少なくありません。費用の負担は、当事者間で決めるこ

とになります。なお、ご自宅の場合、区の住宅改修費助成制度に該当する場合がありますので、住宅課住

宅運営担当(03-5742-6776）へご相談ください。 

・賃貸物件の場合、建物の構造にかかる箇所や建物に付属する電気設備・給排水設備などは、空き家所有

者等の負担で修繕し、貸し出す場合が多いと考えます。売買物件の場合は修繕する必要はなく、そのまま

売買するケースも考えられます。 

Ｑ10 住宅の改修費用は貸し主、借り主のどちらが負担するのでしょうか？ 

・貸し主、借り主のどちらが改修費を負担するかは、貸し主が契約によって決めるため、確認が必要で

す。 

Ｑ11 どのくらいの賃料で貸せるものでしょうか。どこに相談すればよいでしょうか？ 

・建物に対しての周辺環境・建物の現状・床面積、建物の使用状況、修繕履歴などにより異なります。公

益社団法人宅地建物取引業協会品川区支部（03-3782-0177）や公益社団法人全日本不動産協会東京都本部

城南支部（03-5480-6421）である程度の相場を教えてもらえます。 

・最終的には貸し主の判断で、希望賃料または希望売買価格を決定するケースが多いようです。 

Ｑ12 賃借人退去後空き家で借り手がない、または、賃貸を考えているが賃借人がみつからないがどこに

相談すればよいでしょうか？ 

・１つの不動産業者に限らず、複数の不動産業者に賃貸を依頼することも可能です。複数業者へ依頼でき

る「一般媒介依頼」という方法もあります。 

・詳しくは、公益社団法人宅地建物取引業協会品川区支部（03-3782-0177）や公益社団法人全日本不動産

協会東京都本部城南支部（03-5480-6421）で、賃貸住宅の相談を受け付けています。 

・マンションの維持管理についてであれば、品川区のマンション管理相談をご紹介します。（毎月第2、4

水曜日(午後1時から午後4時) ）詳しくは住宅課住宅運営担当（03-5742-6776)へお問い合わせください。 

Ｑ13 空き家を売却する場合の手続きは、どのように進めればよいでしょうか？ 

・空き家を売却したい場合は、一般的には、近隣の不動産業者に条件・価格などについて相談するのがよ

いでしょう。その不動産業者（または仲介する業者）が売却物件の調査等を行ったうえで、条件面や価格

が提示されます。両者が合意すれば媒介契約を締結し売却の依頼をします。不動産業者はその物件の販売

活動を行います。購入希望者がいれば交渉し、契約内容に合意したうえで売買契約を締結します。売買代

金の受領と同時に買主に物件を引き渡して完了します。詳しくは、品川区や東京都などの専門家による相

談窓口に相談するのがよいでしょう。 
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Ｑ14 いくらで売れるか見当が付かないのですが、どこに相談すればよいでしょうか？ 

・建物に対しての周辺環境・建物の現状・床面積、建物の使用状況、修繕履歴などにより異なります。公

益社団法人宅地建物取引業協会品川区支部（03-3782-0177）や公益社団法人全日本不動産協会東京都本部

城南支部（03-5480-6421）である程度の相場を教えてもらえます。ただし、最終的には所有者等が料金設

定をすることになります。 

・個人間で不動産取引を行うと、様々なトラブルが発生する可能性があるので、専門家である不動産業者

に仲介してもらうことを勧めます。また、不動産を売買するには宅地建物取引業免許が必要な場合もあり

ます。 

Ｑ15 空き家の条件によっては売却や賃貸等の利活用が困難なことはありますか？ 

・立地の条件では、土地が非常に狭い場合や、建築基準法に定めのある幅4ⅿ以上の道路に2ⅿ以上接して

いないと原則として建物は建てられません。建物が老朽化している場合や旧耐震(1981年5月31日までの建

築確認において適用されていた基準)の建物では、賃貸等で活用する際に耐震化工事が必要とされる場合

もあります。このような場合は、隣家への売却、住宅用途以外での活用、地域ニーズに即した利活用など

を検討することが求められます。 

・権利関係では、隣地との境界が不明確、借地契約の内容が不明確などの際にその調整が必要になること

もあります。このような場合は、借地契約を土地所有者と確認、境界の確定のため測量の実施などが求め

られます。 

Ｑ16 空き家を譲渡した場合の譲渡所得は、どのように扱われますか？ 

・居住の用に供しなくなった日以後3 年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、譲渡所得

から最高3,000万円特別控除の特例の適用対象になります。譲渡を考えるのであれば、早めの対応が望ま

しいといえます。 

・また、家を取り壊し更地にしてから売却を行った場合でも、その更地の売却にかかる契約が家を取り壊

してから1年以内に締結され、かつ、その家を居住の用に供しなくなった日以後3年を経過する日の属する

年の12月31日までに売却すれば、家がなくとも特別控除の適用は可能です。なお、更地となった後につい

ては駐車場等、賃貸その他の用途に供してはいけません。 

※適用を受ける場合の条件等詳しくは、所轄の税務署（品川税務署 03-3443-4171、荏原税務署03-3783-

5371）へご相談ください。 

Ｑ17 相続した空き家を譲渡した場合の譲渡所得は、どのように扱われますか？ 

・相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋

を相続した相続人が、当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含

む。）又は取壊し後の土地を譲渡した場合（平成28年(2016年)4 月1 日から令和5年(2023年)12月31日ま

での間に譲渡した場合に限る）には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。 

・平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで

老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。 

・3,000万円の特別控除を受けるためには次のような要件を満たす必要があります。 

【相続した家屋の要件】 

① 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もの、かつ当該被相続人以外に居住を

していた者がいなかったものであること。 
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② 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋（区分所有建築物を除く）であること。 

③ 相続時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと。（相続し

た家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続時から当該取壊しの時ま

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、かつ、土地について相続時から当

該譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと） 

【譲渡する際の要件】 

① 譲渡価額が１億円以下であること 

② 家屋を譲渡する場合（その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む）、当該譲渡

時において、当該家屋が現行の耐震診断基準に適合するものであること。 

※適用を受ける場合の条件等詳しくは、所轄の税務署（品川税務署 03-3443-4171、荏原税務署03-3783-

5371）へご相談ください。国土交通省のホームページ 空き家 検索�でもご覧いただけます。 

 なお、提出書類のうちの一つ「被相続人居住用家屋等確認書」は、住宅課空き家対策担当（03-5742-

6777）で、受付・交付を行います。詳しくはお問い合わせください。 

Ｑ18 空き家を売却・購入する際の価格が妥当か証明するにはどうしたらよいでしょうか？ 

空き家について、売却した場合の価格の妥当性を税務署に示す場合や、購入する際に融資を受けるにあ

たって金融機関に価格を示す場合などには、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を活用いただけます。

不動産鑑定評価書は、不動産の価格や賃料に関する唯一の公的文書であり、自治体や税務署等の公的機

関、銀行等の金融機関、売買当事者間などにおいて、不動産の適正な価格や賃料を示すものとして活用い

ただけます。不動産鑑定士や不動産の鑑定評価については、公益社団法人東京都不動産鑑定士協会(03-

5472-1120)までお問い合わせください。 

Ｑ19 空き家を売却したいがなかなか買い手がつきません。どうすれば買い手が見つかるでしょうか？ 

・１つの不動産業者に限らず、複数の不動産業者に売却を依頼することも可能です。複数業者へ依頼でき

る「一般媒介依頼」という方法もあります。 

・また、媒介契約書を取り交わして、依頼期間を定め、業者の意見、広告の公開方法、売れない原因の探

求等を協議して進める方法もあります。 

Ｑ20 空き家を取り壊し売却したいが、隣地との境界を確定するにはどうしたらよいでしょうか？また、

筆界特定制度とはどのようなものでしょうか？ 

 土地の境界を確定するまでの流れは次のとおりですが、お近くの土地家屋調査士へご相談いただくのが

よいでしょう。 

1.法務局、区役所等での資料調査…境界に関する資料（公図、地積測量図、換地図など）、道路・水路、

公共物との関係を調査します。 

2.現地の測量…依頼地を含む街区全体を測量します。（現場によって測量範囲は異なります） 

3.収集資料と測量結果を確認…収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。 

4.仮の境界点を現地に復元…境界と思われる位置を明示します。 

5.関係土地所有者との境界立会…隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。 

6.境界標設置、境界確認書の取り交わし…境界立会で確認した位置に永久標を設置します。また、確定図

面を作成し後日の証しとします。 

7.登記申請（必要であれば）  

(注)事案・地域によっては手続の流れが異なる場合があります。詳しくは、東京土地家屋調査士会(03-
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3295-0587)のホームページ等をご確認ください。 

 また、筆界特定制度とは平成18年(2006年)1月から始まった制度で、その土地が登記されたときの境界

(筆界※)について、現地における位置を公的機関が調査し明らかにする制度です。筆界の位置を示す証拠

として活用することができ、境界トラブルの防止や解決に役立ちます。土地の筆界をめぐる問題が生じた

ときには、裁判（筆界確定訴訟）によって筆界を明らかにするという方法もありますが、その場合、筆界

を明らかにするための資料の収集は、所有者自身が行わなければなりません。筆界特定制度を活用するこ

とによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる

問題の解決を図ることができます。また、当事者の資料収集の負担も軽減されるというメリットもありま

す。 

 詳しくは、法務省のホームページもしくは東京法務局(03-5213-1234)等でご確認ください。 

Ｑ21 数年前まで居住していた別荘の管理が大変なので、売却するか賃貸したい。さしあたって、どのよ

うなことを考えればよいでしょうか？ 

・利便性の良い場所にあるなら「Ｑ5の空き家の活用方法」を検討したらいかがでしょう。賃貸をご希望

の場合は、近傍の不動産業者に現地を確認してもらい、貸し方や条件を整理した上で、期間を定めて媒介

契約をするのがよいでしょう。行政に情報を伝えて空き家バンクなどに登録してもらうことが考えられま

す。 

Ｑ22 空き家バンクとはどのようなものでしょうか？ 

・空き家をお持ちの方と、空き家を利用して定住等を希望する方のマッチングをはかり、空き家の有効活

用と定住促進を図る制度です。 

・マッチング方法は、空き家所有者等の申し出により空き家バンクに物件登録し、その空き家を利用した

い方の申し出により、所有者等や登録事業所（登録している不動産業者）を紹介するケースが一般的で

す。 

・品川区では現在は空き家バンクを設けておりませんが、空き家を地域貢献活動の団体等に貸出したいと

いうご希望がございましたら、住宅課空き家対策担当（03-5742-6777）へご相談ください。区の関係課や

関係機関へ伝えて、情報を有効活用させていただきます。 

Ｑ23 空き家を公共目的で活用したいと考えていますが注意点等教えてください。 

・地域貢献の側面から、収益を考えるのではなく空き家を有効活用することは、これからの空き家対策と

して求められています。具体的な活用方法としては、地域住民が集まりふれあうためのコミュニティスペ

ースとして地元町会やNPO法人等に使ってもらう形態、保育ママ（家庭福祉員)としての活用、高齢者・障

がい者支援団体（社会福祉法人）のグループホーム、障がいを持つ子供達の放課後の居場所作りなどが実

例として挙げられます。 

※「筆界」とは，土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり，所有

者同士の合意などによって変更することはできません。これに対し，一般的にいう「境界」は，筆界と同じ

意味で用いられるほか，所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり，その場合には，筆

界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが，一致しないこともあり

ます。 
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・地域に貢献すると判断されるような事業・活用方法であれば、区として区民との協働を進めるうえで貴

重な事例ともなることから、住宅課空き家対策担当（03-5742-6777）へご相談ください。 

■ 空き家を借りたい人、買いたい人 

Ｑ24 空き家の物件をどのように探せばよいでしょうか？ 

・借りたい、買いたい時期または引っ越す時期や住宅の種類（戸建・共同）を確認します。次いで、購入

や賃貸の条件（立地条件や住居費など）と、その優先順位を明らかにしておく必要があります。 

Ｑ25 空き家の情報はどこで見られますか？ 

・公益社団法人宅地建物取引業協会品川区支部（03-3782-0177）や公益社団法人全日本不動産協会東京都

本部城南支部（03-5480-6421）のホームページなどでも物件を探すことができます。 

・民間不動産業者でも、ホームページで空き家の情報を提供しているところもあります。 

Ｑ26 固定資産税は借り主が納付してくれるのでしょうか？ 

・固定資産税は、毎年１月１日現在の土地・家屋所有者に対して、都税事務所から課税されるため、納税

義務者は所有者である貸し主となります。 

Ｑ27 不動産業者への仲介手数料は発生するのでしょうか？ 

・仲介の不動産業者が存在し、成約した場合は原則として仲介手数料が発生します。 

・また、トラブルを未然に防止し、取引を円滑に行うためにも、専門家である不動産業者に仲介を依頼す

ることが望ましいといえます。公益社団法人宅地建物取引業協会品川区支部（03-3782-0177）や公益社団

法人全日本不動産協会東京都本部城南支部（03-5480-6421）の相談窓口等で教えてもらえます。 

Ｑ28 空き家を自分たちで改造してもよいでしょうか？ 

・貸し主の承諾を得た場合は建物の増築、改築、改造等可能です。 

・借り主による増改築等については、家主の費用負担がないため、賃料を抑えることができるメリット等

もありますが、改修部分の原状回復が不要であることなどについて、借り主および貸し主の双方が理解し

ておくことが必要です。 

・国土交通省が作成した「個人住宅賃貸活用ガイドライン」

（http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000091.html）には、借主DIY を実施する場合の確

認事項等が示されているので参考にしてもよいでしょう。 

■空き家の相続や贈与について知りたい人 

Ｑ29 死亡した父母の空き家の相続はできますか？ 

・相続人が一人の場合は、遺産分割協議書(※)を作成する必要はありませんが、相続人が複数いる場合

は、相続人全員の話し合いにより、遺産分割協議書を作成することで、特定の相続人が空き家の相続をす

ることができます。 

・もし、空き家が父親名義で、父親、母親が順次亡くなったということであれば、相続人の範囲や遺産分

割協議書の内容が複雑になることがありますので、相続人の間で遺産分割について争いがない場合でも、

司法書士や弁護士に相談された方がいいでしょう。区民相談室（区民限定 予約制・無料 03-3777-

1111）の司法書士相談または法律相談等をまず利用されるのがよいでしょう。 
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・なお、空き家を相続する人が決まった場合は、早めに、相続登記を行うようにしましょう。 

※「遺産分割協議書」とは、相続人が確定し、相続財産も明らかになった後、どの相続人がどの財産をど

れだけ手に入れるのかを決める協議のことを遺産分割協議といい、それを書面で作成したもの。 

Ｑ30 遺産相続した場合の手続きが簡素化されたと聞きましたがどのようなことですか？ 

・従来は遺産を相続する場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を集め、登記

所や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があり、相続人の負担となっていました。 

 法務省では平成29年(2017年)5月から、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行

する１通の証明書の写しの提出で済むような制度を創設しました。これにより相続人の負担を軽くするこ

とで、相続手続きを促し、手続きがされずに所有者不明となって活用しにくい土地や家屋の発生を抑えた

いとの考えによるものです。詳しくは、法務省のホームページ 法定相続情報証明制度 検索�でご確認
いただくか、東京法務局品川出張所（03-3774-3446）へお問い合わせください。 

（時事通信社ホームページより）

Ｑ31 相続や贈与によって取得した土地や建物の取得時期はいつからですか？ 

・相続人が相続によって土地や建物を取得した場合、その相続人がその土地や建物を取得するのは相続開

始時点（被相続人が死亡したとき）からとなります。通常、遺産分割協議が成立するのは、相続開始後し

ばらく時間が経ってからですが、遺産分割協議で土地や建物を取得することとなった人は、相続開始時点

に遡って、その土地や建物を取得したものとされます。ただし、遺産分割協議が成立するまでは、通常、

相続人全員がその土地や建物の管理責任を負うことになります。 

・贈与については、通常、受贈者は贈与契約が成立したときにその土地や建物を取得することになりま

す。 

・贈与ではなく遺贈の場合には、通常、受贈者は遺贈者が死亡したときに、その土地や建物を取得するこ

とになります。 

Ｑ32 相続後取得したが相続が決まらず不動産を放置し、また未登記ですがどこに相談をすればよいでし

ょうか？ 



- 23 - 

・登記されていない不動産も相続財産ですから相続の対象になります。遺言で相続する人が決められてい

ればその相続人が取得しますし、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続する人を決めれば、その相続人

が取得します。 

ところが、登記がされていない建物は、現物はその場所に建っているとしても登記簿上は建物が存在し

ないことになっています。登記がされていないということは、誰の建物かわからない、ということにな

り、この建物は自分のものだと主張する根拠がないということになります。 

・相続した建物を誰かに売却するとか、建物を担保に入れてお金を借りたいというような場合、登記があ

って初めて対外的にその建物の形状や構造、そして権利義務関係が公になります。 

・未登記建物の相続登記をする場合、まず表題登記を行い、登記簿を新たに起こす必要があります。この

表題登記は、建物の所在地、木造瓦ぶき、鉄骨造りなどといった建物の種類、構造、床面積などの建物の

物理的状況を登記することで、その申請の代理は土地家屋調査士の業務になります。通常、相続人の名前

で表題登記上の所有者の名前が入ります。その後に、司法書士により相続人の名前で所有権保存登記を行

い、現在の所有者として権利登記がなされます。この登記の申請代理は、司法書士の業務になります。 

・詳しくは、区民相談室（区役所第三庁舎3階）の司法書士相談（区民限定 予約制・無料03-3777-

1111）、東京司法書士会品川支部(03-3458-4175)、または東京土地家屋調査士会（予約制・03-3295-

0587）で相談するのがよいでしょう。 

Ｑ33 相続放棄の手続きが完了するまでの期間の空き家適正管理は誰の責任になりますか？ 

・相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から３か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する

家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出しておこないます。 

・相続放棄申述書が家庭裁判所に受理されれば、相続開始時点に遡って、そもそも相続人でなかったこと

になりますので、以後、相続放棄の申述をした人が空き家の適正管理責任を負うことは通常ないと思われ

ます。 

・ただし、民法940 条は「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理

を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなけ

ればならない。」と規定しているため、きちんと空き家の管理を引き継ぐまでは適正管理責任を負うこと

になりますので、注意が必要です。 

・他方で、相続放棄申述書を提出するまでの間は、相続放棄を予定されている方も含めて、相続人全員が

空き家の適正管理について責任を負うことになります。 

・ただし、民法に定められた保存行為(※)を越えるような行為を行うと、相続放棄ができなくなる場合も

ありますので、注意が必要です。 

・相続放棄を予定されている方が空き家の適正管理の問題に直面された場合は、よかれと思ってした空き

家の管理行為が原因で相続放棄ができなくなってしまうおそれがありますので、空き家の管理に着手する

前に、事前に弁護士に相談することをおすすめします。 

※民法の「保存行為」 

民法第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 

 一 保存行為 

 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行

為 

※民法第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過

半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 
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Ｑ34 相続登記(※)の義務化がされるようですが、どのような制度ですか？  

・令和3年4月に民法等の一部を改正する法律等が成立し、相続登記の申請義務化や土地・建物等の利用に

関する民法の見直し、土地を手放すための制度が制定されました。この制度の創設の理由は、所有者がわ

からない土地が全国的に増加し、公共事業や災害復旧などに支障が相次いでいるためです。民間の研究で

は2016年時点で九州の面積を上回る土地が所有者不明という推計結果が発表されています。 

・所有者不明土地の発生を予防する方策として、導入されたのが相続登記の義務化です。令和6(2024)年4

月1日以降は相続登記が義務化され、相続で不動産取得を知った日から３年以内に相続登記を申請しなけ

ればなりません。正当な理由なく登記・名義変更をしないと１０万円以下の過料の対象となります。相続

人が遺言で財産を譲り受けた場合も同様に３年以内にしないと名義変更も過料の対象となります。 

・この相続登記義務化は、法改正後に発生した相続のみならず、法改正以前から相続登記をしていない不

動産についても適用があります。原則、令和6年4月1日から３年以内に相続登記を行う必要があります。 

・遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義

務は免れます。その場合には、法務局が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録します。 

・相続人が申告後、その後の遺産分割協議によって不動産の所有権を取得したときは、遺産分割の日から

３年以内に登記しなければならない義務が発生します。 

・相続人に対する遺贈や法定相続登記後の遺産分割による名義変更が簡略化され、不動産を取得した者か

らの申請で名義変更ができます。 

・なお、住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局が登記簿上の所有者が死亡していることを把握し

た場合には、所有者が死亡していることを登記簿に記録することができるようになります。 

・また、住所変更登記の義務化も予定されています。住所を変更した日から2年以内に住所変更登記の申

請をしなければなりません。正当な理由がないにもかかわらずこの義務に違反した場合には、5万円以下

の過料の適用対象となります。この制度は、令和8年（2026年）4月までに施行される予定です。 

※相続登記とは、被相続人から相続した自宅、アパートなどの不動産の名義を被相続人から不動産を相続

した相続人に変更する名義変更登記手続きをいいます。親などから相続した相続財産の中に不動産が含ま

れている場合には、相続登記をする必要があります。この相続登記は、亡くなった方の出生から死亡まで

の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を整えたうえで、対象不動産の

所在地を管轄する法務局へ申請します。 

・詳しくは、法務省のホームページ 所有者不明土地 検索�でご確認ください。 

Ｑ35 資産価値がなく売却が難しい土地の所有権を国庫へ移す制度ができるようですが、どのような制度

ですか？ 

・令和5(2023)年4月27日から、相続したが使い道がない土地を手放すことができる「相続土地国庫帰属制

度」が始まります。この制度は、所有者不明土地の発生を予防するため、適用の条件を満たした土地の所

有権を国に移すことができるものです。 

・適用の条件としては、①相続か遺贈によって取得した土地で、自ら購入した土地や生前贈与を受けた土

地ではないこと ②相続時期は問わない ③建物があったり担保権が設定されていると対象外、家屋があ

れば自己負担で事前に解体する必要あり ④土地の境界の争いがないなどで、所有権が国に移転後、その

管理費は税金で賄われるため、追加負担が発生しにくい状態での移転が条件となります。 

・これらの条件を満たし制度を利用したい場合、対象不動産の所在地を管轄する法務局に審査手数料を納

付して申請します。法務局では実地調査や地元自治体への寄附などの活用策を検討します。他に希望がな
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ければ、10年分の管理費用に相当する負担金を申請者が納付することで、所有権が国に移ります。この負

担金については、土地の面積や状態に応じて金額が決まります。 

・相続した土地の用途が定まらず処分の見通しも立たない場合は、この制度を検討してもよいでしょう。 

Ｑ36 所有者不明土地の利用の円滑化を図るため民法の改正がされたようですが、内容は？ 

・一つは遺産分割に新たなルールが導入され、改正民法の令和5年（2023年）4月1日の施行後は、被相続

人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、原則として法定相続分（また

は遺言書による指定相続分）によることとされました。つまり、具体的相続分を反映させて遺産分割を行

いたければ、被相続人の死亡から10年以内に遺産分割を行う必要があるということです。なお、この新た

なルールは、施行日前に発生した相続についても適用されます。ただし、施行日前に発生した相続につい

ては、施行日から5年間の猶予期間が設けられています。 

・二つ目は、共有している不動産に変更行為を加えるには共有者全員の同意が必要であり、管理行為を行

うためには持分の過半数の同意が必要でしたが、共有物の「軽微な変更」については、全員の同意は不要

で持分の過半数で決定することが可能とされました。また、所在不明の共有者がいるときは、地方裁判所

の決定を得ることで、残りの共有者の同意のみで管理行為や変更行為が可能となります。さらに、所在不

明な共有者がいる場合は、他の共有者が地方裁判所の決定を得ることで、所在不明な共有者の持分を取得

したり所在不明者の持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡したりすることが可能となります。 

・三つ目は、相隣関係の見直しです。隣地が所有者不明土地である場合には、隣地に面した自己の建物を

修繕するための隣地の利用や、隣地から伸びてきた枝の剪定などの同意を得ることができず、土地の円滑

な利活用に支障が生じていました。改正法の施行後は、隣地所有者が不明である場合に隣地から伸びてき

た枝を自ら切り取ることなどが可能となります。 

・四つ目は、土地・建物に特化した財産管理制度の創設です。所有者が不明になったり管理不全となった

りしている土地や建物は、近隣に悪影響を及ぼしかねませんでしたが、このような土地や建物に特化した

管理制度は存在しませんでした。改正法施行後は、利害関係者が裁判所へ請求することにより、土地や建

物の管理を行う管理人を選任してもらうことが可能となります。 

・詳しくは、法務省のホームページ 所有者不明土地 検索�でご確認ください。 
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■ 空き家を適正に管理したい人、壊したい人 

Ｑ37 本人が入院・特養入所等により長期不在のため、空き家の維持管理が大変で業者にまかせたいと思

います。近年、空き家管理ビジネスがあると聞きますが、どのような内容で行っているのですか？ 

・空き家の急速な老朽化の防止や、隣家への迷惑回避、治安低下の抑止、防災などの観点から、年又は月

に何回か訪問し、換気（窓・扉・襖など）、通水（台所・浴室・お手洗いなど）、郵便ポストの整理、外

周の清掃、室内の簡易清掃、屋根、外壁の損傷、境界塀など目視で可能な範囲での点検を行うケースが多

いようです。 

・民間事業者による「空き家管理サービス」もホームページで紹介されています。また、公益社団法人品

川区シルバー人材センター（03-3450-0711）でも簡単な維持管理（室内外の清掃、植栽の伐採など）を行

える場合がありますので、問い合わせてみてください。 

Ｑ38 空き家の維持管理にかかる費用は、どのようなものがあり、年間どれぐらいかかりますか？ 

・まず、その空き家にかかる固定資産税と都市計画税が、住む人の有無にかかわらず、その所有者に対し

て課税されます。毎年1月1日時点の状況で決定され、5月頃に都税事務所から納税通知書が送られます。 

・住宅の建つ土地には優遇措置があり、敷地面積200㎡以下の部分について、固定資産税が1/6に、都市計

画税が1/3になります。200㎡を超える部分については、固定資産税が1/3に、都市計画税が2/3になりま

す。もし、空き家を取り壊し更地にした場合は、建物にかかる税金はなくなりますが、土地にかかる優遇

措置がなくなり税金が増えます。 

・次に、空き家の管理を行う場合は、電気・水道の基本使用料が毎月かかります。 

・雑草の除去・庭木の剪定が必要であれば、業者へ依頼した場合、その費用がかかります。前項をご参照

ください。 

・空き家の敷地内で発生したことは、原則所有者の責任になります。特に、放火等の火災のリスクに備

え、火災保険には加入する必要があります。ただし、空き家の場合は補償の対象外となる場合も多いです

ので、それぞれの保険会社に相談するとよいでしょう。 

・最近の空き家の事例で起きたケースに、「瓦が落ちてきて隣家のガラスを割った」「隣地にまで枝が伸

びて車を傷つけた」「台風等で折れた枝が通行人に当たりそうになった」などがあります。その場合は、

弁償や治療費を求められることもあります。 

・空き家の敷地内に粗大ごみ等を不法投棄された場合も、相手が不明であれば、ご自分で処分料を支払っ

て処分することになります。 

Ｑ39 空き家を放置し適正に管理しなかった場合は、どのようなことになりますか？ 

・空き家対策特別措置法では、「老朽化で倒壊の危険がある」「ごみの放置など衛生上の著しい問題があ

る」などといった危険な状態の空き家を、各自治体が「特定空家等」に指定し、所有者に対して「助言」

や「指導」をしても改善されず、次の「勧告」に進むと、前述の固定資産税や都市計画税の優遇が受けら

れなくなります。さらに次の「命令」へ進んでも従わない場合は、最大50万円の過料が科せられます。 

・最終的に、自治体が代わりに建物を解体等行う「行政代執行」もあり、その場合の費用は所有者に請求

されます。 

Ｑ40 今の空き家が古くなっており構造的に大丈夫か不安です。耐震上大丈夫か見てもらいたいのです

が、どこに相談すればよいでしょうか？ 

・建築基準法が改正された昭和56年(1981年)より前に建築された住宅は耐震性能が不十分な可能性があり
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ますので、建築課耐震化促進担当（03-5742-6634）に相談してみましょう。無料簡易診断や住宅等耐震診

断専門家派遣・助成事業があり、この事業に該当する場合は、耐震診断にかかった費用の1/2（助成限度

額 戸建て住宅・長屋：7.5万円、共同住宅：13.5万円）が助成されます。 

・上記の耐震診断の結果、倒壊の恐れがあるとされた建築物には、耐震補強設計、耐震改修支援制度もあ

ります。 

・売買・賃貸物件について瑕疵（いわゆる欠陥）がある場合、きちんと買い主または借り主に伝えないと

民法の瑕疵担保責任を問われる可能性があります。瑕疵がある場合には、仲介の不動産業者にきちんと説

明して、重要事項説明書に記載してもらうことが必要です。 

Ｑ41 道路沿いに古いブロック塀があり、倒壊等の不安があるので取り壊したいが、どこに相談すればよ

いでしょうか？ 

・品川区では平成30(2018)年12月から「コンクリートブロック塀安全化支援事業」を始めました。大地震

や台風などの自然災害による塀の倒壊から人命を守るため、安全性が確認できない道路沿いの塀の除却な

どの支援・助成を行うものです。助成内容は、道路沿いのコンクリートブロック塀（高さ0.8m以上）の除

却費用(工事に要した費用の額で、限度額 3万円/㎡)、およびその除却後に軽量のフェンス等を設置する

工事(工事に要した費用の２分の１の額以内で、フェンス設置工事は限度額16,000円/㎡、ブロック設置工

事は限度額 26,000円/㎡)です。助成内容・手続等詳しくは、建築課審査担当(構造)（03-5742-9172）に

ご相談ください。 

Ｑ42 老朽した空き家を壊したいのですが資金がありません。品川区の助成はありますか？ 

・品川区が行う耐震診断、または区の「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果、倒壊の恐れがあるとさ

れた建築物について、木造住宅除却工事支援事業（木造住宅密集地域）があります。 

・助成内容は、除却工事費用の１／１（戸建て住宅・長屋・共同住宅）、助成限度額は、戸建て住宅・長

屋：150万円、共同住宅：300万円です。木造住宅密集地域内であること等の条件がありますので、詳しく

は、建築課耐震化促進担当（03-5742-6634）にご相談ください。 

Ｑ43 空き家の解体費用は、いくらぐらい必要でしょうか？解体業者も紹介してほしい。 

・解体工事費は、構造、大型車両や重機のアクセス状況、家財道具の有無などにより変わりますので、詳

しくは、解体業者等にご相談ください。なお、解体業者につきましては、区が窓口となり「品川区住宅セ

ンター協議会」を通じて、担当する業者を１社紹介していますので、住宅課住宅運営担当(03-5742-

6776）にご相談ください。 

Ｑ44 空き家の廃棄物を片づけてもらえる業者を教えて欲しい。 

・空き家にある廃棄物を片づける状況によって廃棄物の処理方法が異なりますので、まずは品川区清掃事

務所（品川庁舎：03-3490-7051・荏原庁舎：03-3786-6552）へご連絡ください。内容をお聞きした上で適

切な処理方法を回答させていただきます。なお事業系一般廃棄物に該当する場合、品川区が許可を出して

いる収集運搬業者を品川区ホームページに掲載しています。また、産業廃棄物に該当する場合は、一般社

団法人東京都産業資源循環協会（03-5283-5455）で業者の紹介が可能です。 

Ｑ45 改修・改築等したいのですが、建築条件が悪い（旗竿地、セットバック規制）、また資金不足で進

みません。どこに相談すればよいでしょうか？ 
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・老朽家屋の改善について、建築課審査担当(意匠)（03-5742-6769）で相談を受け付けています。また、

建築の専門業者へ相談することも必要になる場合があります。その場合は、東京建築士会品川支部（03-

3781-8480）、東京都建築士事務所協会品川支部（03-6426-8870）で受け付けます。 

・住宅改修費等については住宅課住宅運営担当（03-5742-6776）で、住宅修築資金の融資あっせん・助成

等の相談に応じています。 

Ｑ46 建物の管理をする人がいない場合はどうなるのですか？ 

・所有者が死亡し、相続人がいない若しくは相続人が全員放棄してしまうと、建物を管理する人はいなく

なります。このような建物は民法の規定により相続財産法人となり、管理するためには管理人を選任する

必要があります。 

・通常は利害関係者が裁判所に選任の申し立てを行いますが、誰も申し立てを行わない場合は行政が申し

立てを行うこともあります。管理人が選任されれば管理人がその後の管理を行います。 

Ｑ47 空き家を寄付したいのですが、どこに相談すればよいでしょうか？ 

・一般的には、空き家を売却して得た金額を寄付して頂くのがよいでしょう。どうしても土地・建物を寄

付したいということであれば、物件の使用目的とする事業の所管課へご相談下さい。（使用目的がない場

合は総務課総務係（03-5742-6625））ただし、土地・建物の寄付は受けられない場合もありますので、十

分ご確認ください。 

Ｑ48 空き家の所有者が認知症なのですが、空き家の処分を身内でできますか？ 

・認知症高齢者所有の空き家を親族が本人に代わり売却等処分することは困難です。 

・まずは成年後見制度を利用し、後見人が手続きを進めることを推奨します。本人の居住用不動産につい

て、売却、賃貸借契約の締結、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家

庭裁判所の許可を得なければならないことが法律で定められています。 

・成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に、本人、配偶者、４親等内の親族、区市町村長等が申立を

します。 

・また、本人に契約締結能力があれば任意後見制度も利用できます。あらかじめ自分で選んだ任意後見人

と公正証書による契約を結び、将来認知症や精神上の障害などで判断能力が不十分になったときに、支援

を受ける制度です。判断能力の低下に備えて、任意後見契約と同時に、空き家を含めた財産管理等委任契

約を締結することなどが考えられます。 

・相談窓口としては、品川区社会福祉協議会の品川成年後見センター(03-5718-7174)にご相談されるとよ

いでしょう。または家庭裁判所、司法書士、弁護士、社会福祉士なども考えられます。 

Ｑ49 親が家の売却や賃貸を望まないのですが老後資金が必要です。どこに相談すればよいでしょうか？ 

・持ち家とその土地を担保に老後資金の融資を受ける制度として、品川区社会福祉協議会に生活福祉資金

貸付事業があります。お住まいの自己所有の不動産（土地・建物）に、将来にわたって住み続けることを

希望する低所得の高齢者世帯、要保護状態の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付

ける制度です。貸付対象世帯、貸付限度額、条件、利子、返済期間については、状況によって異なります

ので、詳しくは品川区社会福祉協議会庶務係（03-5718-7171）へお問い合わせください。 

 また、同様の貸付制度（リバースモーゲージ）は民間の金融機関でも扱っているところがあります。 
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Ｑ50 借地権付きの建物が空き家になった場合、どのようにすればよいでしょうか？ 

・借地権とは借地借家法に定められている権利の一つで、地主に建物利用のために地代を払うことによっ

て土地を借りられる権利です。 

・この権利の付いている住宅では、土地の権利は地主にありますが、その土地に建てられた建物を利用で

きる権利が所有者にあります。例えば、実母が住んでいた借地権付きの建物が、死亡等の理由により空き

家となった場合でも、その建物はその相続人の方が管理することになります。その建物が空き家のままで

も、建物に係る地代・固定資産税の支払いや維持修繕などの費用を負担する義務が相続人に生じます。 

・借地権は、土地を完全に所有している訳ではないので、地主へ地代の支払いに加え、契約更新時の更新

料（借地権価格の10％前後）の支払いや建て替えの時は立替承諾料、譲渡にも地主の許可や承諾料が必要

となります。買い手から見ると様々な金銭的なコストを継続的に必要とされ、またその都度地主の承諾を

得なければならず煩わしい面もあります。 

・このような理由から単独で借地権を売却する場合は、実勢価格に借地権割合（場所により異なるが、品

川区内では６０％～７０％）を乗じた値段よりもかなり安い値段で取引されています。そのため、その借

地権付き空き家をどうすればよいか、次の例を参考に検討するとよいでしょう。なお、借地権が複数の相

続人で共有されている場合などは、権利関係が複雑になりますので、借地権の売却や有効利用について、

借地権に詳しい弁護士等に相談されたほうがよいでしょう。 

 ① 借地権付きの建物を売却したい場合 

相続等により所有者が変更されたときは、その土地の上に建っている建物の登記名義人を相続した人に

変更する必要があります。いわゆる「相続登記」を済ませないと売買はできません。この場合、借地権の

名義変更などについて、地主の承諾を要します。 

 ただし、地主の承諾がもし得られない場合、建物を売っても地主に特別不利益なことが起こらない限り

は、地主の承諾がなくても売却が可能となる手段があります。これは借地非訟手続と言って、裁判所が地

主の代わりに承諾を与えてくれる手続で、裁判所は申立人の事情を考慮して、承諾を出すか否かを決めま

す。裁判により承諾が得られれば、地主の許可なく自由に売却ができることになりますが、なるべくなら

そのような手間・費用をかけずに、地主との話し合いで円満解決を目指すことがよいでしょう。詳しくは

法律相談等で弁護士等に相談するのがよいでしょう。 

 なお、建物を売却する場合には、一般的に名義書き換え料とも呼ばれていますが、借地権価格の10％と

なる承諾料が必要となります。また、売却する際の価格については、不動産鑑定士等の専門家に相談し、

適正な不動産価格を設定してもらうのがよいでしょう。 

② 借地権付きの建物を賃貸にしたい場合 

  敷地は借地でも建物は自己所有のため、建物の賃貸は所有者の意志のもと、賃貸借契約の締結が可能で

す。建物を賃貸することで得る賃料収入で、地代・固定資産税の支払いや将来に向けた修繕費の貯蓄など

への収入が見込めます。賃貸する場合は地元の不動産業者等に相談するのがよいでしょう。 

③ 借地を買い取りたい場合 

 借地を地主から買い取って土地・建物とも所有したい場合は、地主との話し合いで買取価格を決めるこ

とになります。借地権を取得することにより、その土地の所有権を完全に手に入れることができますが、

その借地権の適正価格を算定するには不動産に関する専門知識が必要ですので、不動産鑑定士等の専門家

に相談し、適正な不動産価格を設定してもらう必要があります。 
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④ 空き家になったため借地契約を解除したい場合 

 空き家になってもう住むことがないため、借地契約を解除したいときは、建物を壊し更地にする必要が

あります。この費用は建物の所有者の負担となります。ただし、貸主の事情により立ち退きを要求された

場合は、解体費用を支払うことはありません。 

  なお、契約満了に伴い借地を返還する場合、建物を買い取ってもらえる要求を地主に対して行う権利

が認められています。建物を買い取ってもらえる場合は、解体工事などを行わなくて済むため双方に都合

のよい状況になります。ただし、建物の新しさや状態によって、また地主の事情によって異なってくるの

で、この場合もよく地主と話し合いをすることが必要です。 

⑤ 地主に建物及び借地権を買い取ってもらいたい場合 

 借地権といっても、あくまでも賃借権(建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権)ですので、借

地権者が地主に土地を返還するというのは、法律上は、土地賃借権の合意解約、または期間満了等により

土地賃貸借契約が終了したときということになります。したがって、借地借家法上、地主に「借地を買い

取る」義務はありませんので、買い取るとすれば借地権者所有の建物を買い取ることになります。 

 ただし、地主が借地権者から土地を返してもらうときに、借地権に相当する対価を支払うことを「借地

権を買い取る」と一般に言うこともありますが、法律上は立退き料の支払いに近いものと考えられます。 

 その際の売買代金は、双方の合意になりますが、地主が土地を返してほしいという希望が強ければ高額

になりますし、逆に借地人の方がどうしても返したければ、地主に買い取る義務はないので、安くなるこ

とになります。適正な不動産価格は、不動産鑑定士等の専門家に相談するのがよいでしょう。 

■ 空き家のことで迷惑を被っている人など 

Ｑ51 空き家の苦情や相談はどこにすればよいでしょうか？ 

・老朽化した危険な空き家についての相談、苦情等は、空き家ホットライン（03-3450-4988）へご連絡く

ださい。現地調査のうえ、住宅課へ報告し所有者等を調査したうえで、所有者等へ管理促進通知により適

切な管理を要請いたします。なお、苦情や相談は、住宅課を通じて、防火・防犯等安全性に関連するこ

と、建物の倒壊等の建物指導に関すること、ごみの不法投棄、雑草の繁茂等の指導など環境衛生に関する

ことなどそれぞれの問題に応じた所管課等へ連絡したうえで対応いたします。 

Ｑ52 隣の空き家の木が越境しており何とかしたいが、空き家の所有者（相続人）が不明です。どうすれ

ばよいでしょうか？ 

・隣の空き家の所有者が不明の場合は、法務局に行って登記事項を閲覧すれば所有者が判るので、そこに

連絡し、越境してきている部分は切ってくれるようにお願いすることができます。ただし、自分で勝手に

切ることは民法上できません。 

・法務局で閲覧の際に、備え付けの公図、地積測量図を基礎資料として、現地において復元測量(※)をす

ることにより、状況を確認しておくことを勧めます。 

・なお、空き家ホットライン（03-3450-4988）へご連絡いただくと、現地確認のうえ、住宅課で所有者等

を調査し、適切な対応を要請いたします。 

(※)境界杭が亡失している状況では、境界点について関係権利者の確認を得て復元測量を行います。復元

した境界点が関係する権利者全員の同意が得られたときは本杭（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭を含む）を設置します。

Ｑ53 隣の家が壊れかかっているため、自宅に被害が及ぶ恐れがあります。今後どのように対応すればよ
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いでしょうか？ 

・空き家ホットライン（03-3450-4988）へご連絡いただくと、現地確認のうえ、住宅課が法務局で図面等

を確認して、隣接地の所有者を登記等で確認したうえで適切な対応を要請いたします。 

・相手方の対応によって、内容証明、話し合い、裁判などどの方法によるかを検討のうえ対応して頂くこ

とになります。 

2 空き家に関する専門相談窓口 

 (1)品川区の相談窓口 

対応内容 課名 問い合わせ先 

・特定空家等、廃棄物等に起因する管理不

全状態の空き地等への措置・支援 

・公共的活用のマッチング 

・戸建住宅以外の空き家に関する問合せ 

住宅課空き家対策担当 03-5742-6777 

空き家ホットライン 

・空き家対策全般 

・受付時間・月～金の午前9時～午後5時 

（祝祭日・年末年始を除く） 

運営:㈱品川都市整備公社 

(所管：住宅課空き家対策担

当) 

℡:03-3450-4988 

Fax:03-3458-9504 

ﾒｰﾙ: akiya-

hotline@shinagawa-

tsk.co.jp  

・区内施工業者の紹介 

・住宅リフォーム資金の融資あっ旋、助成 

住宅課住宅運営担当 03-5742-6776 

・老朽家屋の改善・相談 建築課審査担当（意匠） 03-5742-6769 

・昭和56年5月31日以前に建てられた住宅の

解体または耐震改修助成 

建築課耐震化促進担当 03-5742-6634 

・不燃化特区内の住宅に対する除却等助成 

・弁護士等の専門家派遣 

木密整備推進課木密整備担

当、不燃化促進担当 

03-5742-6779 

03-5742-6947 

・カラス、アライグマ、ハクビシン等の被

害に関する相談 

カラス・外来種総合窓口 

(所管：環境課指導調査係03-

5742-6752） 

03-3777-1157 

・スズメバチ等の蜂、ねずみに関する相談 生活衛生課環境衛生担当 03-5742-9138 

・廃棄物の処分方法 品川区清掃事務所事業係  品川庁舎：03-3490-

7051 

荏原庁舎：03-3786-

6552 

・地域からの相談受付 ・地域活動課地域支援係 

・地域センター 

03-5742-6648 

・法律相談、税金相談、不動産取引相談、

司法書士相談、行政書士相談など 

区民相談室 

（区民限定、企業・団体は不

可 予約制） 

03-3777-1111 
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 (2)品川区空き家専門相談窓口 

  宅建士、建築士などの資格を持つ相談員が、豊富な知識・経験をもとに、空き家の状況や条件に合

わせて、さまざまな対策や活用方法をワンストップでご提案する無料の相談窓口です。 

 <対象>品川区内に存する空き家をお持ちの所有者および品川区民で品川区外に空き家を持っている方 

 <相談事例> 

 ・空き家を解体・売却したい。 

 ・空き家の維持管理が大変で困っている。 

 ・空き家の良い活用方法があれば知りたい。 

 ・相続で揉めていて誰に相談すればいいかわからない。 等、空き家に関するご相談全般 

 <ご相談方法> 

 店舗・電話・メール・オンラインにてご相談いただけます。 

 まずはお電話(０１２０－０６２－１０９)、または「住まいと暮らしのコンシェルジュエトモ大井

町店ＨＰ」（https://www.tokyu-sumaitokurashi.com/store/oimachi/）の専用フォームに必要事項

を入力し、お問い合わせください。 

 <営業時間> 

 年中無休で午前10時～午後7時まで(年末年始を除く) 

 ※ただし、営業時間・休業日は変更の可能性があります。詳しくはＨＰをご確認ください。 

 <問い合わせ先> 

  東急株式会社 住まいと暮らしのコンシェルジュエトモ大井町店 

  所在地：〒140-0014 品川区大井1丁目1-1 エトモ大井町2階 

   電話番号：０１２０－０６２－１０９  ＦＡＸ：０３‐３７７１－２１０９ 

 (3)東京都の相談窓口・相談事業（以下は、東京都のホームページより抜粋） 

  東京都は、空き家の有効活用、適正管理、空き家発生の未然防止等を推進するため、不動産、建

築、法律等の専門家団体及び金融機関と、協力・連携に関する協定を締結しています。都内に所在す

る空き家の所有者等が抱える課題に応じた専門家による相談窓口を、順次設置しています。 

※問い合わせ先 住宅企画部 民間住宅課 空き家施策企画担当（直通）03-5320-5148 

ア. 協定団体相談窓口（空き家の有効活用、適正管理等の推進に向けた専門家団体および金融機関の 

  相談窓口） 

東京弁護士会／第一東京弁護士会／第二東京弁護士会 

東京三弁護士会空き家相談窓口 

相談内容 ： 空き家の相続、成年後見・財産管理、契約、紛争の解決に関すること 

電話番号 ： ０３－３５９５－９１００ 

受付時間 ： 月曜日～金曜日10:00～12:00,13:00～16:00（祝休日、年末年始を除く） 

東京司法書士会 

相談内容 ： 空き家の相続・登記、財産管理、成年後見等に関すること 

電話番号 ： ０３－３３５３－２７００  ０３-３３５３-２７０３ 

受付時間 ： 月曜日～金曜日10:00～15:45（祝休日、年末年始を除く） 

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会（不動産相談所） 

相談内容 ： 空き家の売買や賃貸に関すること 
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電話番号 ： ０３－３２６４－８０００ 

受付時間 ： 月曜日～金曜日10:00～15:00（祝休日及び年末年始など協会休業日を除く） 

公益社団法人 全日本不動産協会東京都本部 

（一般社団法人 全国不動産協会（TRA）不動産相談室） 

相談内容 ： 空き家の売買や賃貸に関すること 

電話番号 ： ０３－５３３８－０３７０ 

受付時間 ： 月曜日～金曜日13:00～16:00 

     ※月曜日・木曜日は10:00～12:00、13:00～16:00（祝休日及び年末年始など協会休業日を除

   く。なお、緊急事態宣言期間等において受付曜日・時間を一部変更することがありますの

   で、HP等で事前にご確認ください。） 

公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 

相談内容 ： 空き家の価値判断と有効活用について 

電話番号 ： ０３－５４７２－１１２０ 

問合せ時間： 月曜日～金曜日9:00～17:00（祝休日、年末年始を除く） 

相談時間 ： 第1･3水曜日13時から開催（祝祭日の場合は翌日、１月・５月の第１水曜日は休止） 

      現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンラインもしくは電話にて開催。 

      ホームページより、事前予約が必要。 

一般社団法人 東京建築士会 

相談内容 ： 空き家の利活用の調査や建築に関すること 

電話番号 ： ０３－３５２７－３１００（代） 

問合せ時間： 月曜日～金曜日10:00～17:00（祝休日、年末年始を除く） 

相談時間 ： 問合せの上、相談会を開催する月曜日に原則来訪のこと 

      緊急事態宣言期間等において当面はオンラインでの開催。HP等で事前にご確認ください。 

一般社団法人東京都建築士事務所協会 

相談内容 ： 空き家の利活用の調査や建築に関すること 

電話番号 ： ０３－３２０３－２６０１ 

問合せ時間 ： 月曜日～金曜日9:00～12:00,13:00～17:00（祝休日、年末年始除く） 

相談時間 ： 問合せの上、水曜日開催の建築相談に原則来会のこと 

東京土地家屋調査士会 

相談内容 ： 空き家の敷地境界に関すること 

電話番号 ： ０３－３２９５－０５８７ 

予約時間 ： 月曜日～金曜日9:00～17:00（祝休日、年末年始を除く） 

相談時間 ： 事前予約の上、調整した日時に原則来訪のこと 

東京都行政書士会 

相談内容 ： 空き家の所有者と相続人の調査確認、資産の有効活用や手続きに関すること 

電話番号 ： ０３－５４８９－２４１１ 

受付時間 ： 月曜日～金曜日12:30～16:30（祝休日、年末年始を除く） 

東京税理士会（納税者支援センター） 

相談内容 ： 税金に関すること 

電話番号 ： ０３－３３５６－７１３７ 

受付時間 ： 月曜日～金曜日10:00～12:00、13:00～15:30（祝休日、夏期、年末年始等を除く） 
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みずほ信託銀行 

相談内容 ： 空き家の有効活用や融資、資産継承・遺言信託等に関すること 

電話番号 ： ０１２０－０３２－６２０ 

受付時間 ： 月曜日～金曜日9:00～17:00（祝休日、年末年始を除く） 

イ.空き家ワンストップ相談窓口 

 １ 東京都の空き家ワンストップ相談窓口 

 空き家所有者等（※１）及び空き家活用希望者（※２）がご相談いただける、無料のワンストップ

相談窓口です。 

※１ 空き家所有者等とは 

・東京都内にある空き家の所有者の方（空き家を所有することが見込まれる方及びその関係者を含

む。） 

・東京都外にある空き家を所有する都民の方（空き家を所有することが見込まれる方及びその関係者

を含む。） 

※２ 空き家活用希望者とは 

 東京都内に所在する空き家を地域活性化施設等として活用することを希望する方 

①相談内容 

 東京都の空き家ワンストップ相談窓口では、空き家に関するご相談をお受けいたします。 

〇ご相談内容（例） 

 空き家の相続、売却、賃貸、リフォーム、管理、利活用等に関するご相談 

〇窓口での提案対応（例） 

 上記相談に伴う情報提供及び事業収支の試算 

 弁護士、税理士、建築士等の専門家や不動産業者等の協力事業者と連携・協力した提案 

②相談者 
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 相談者は、東京都内に所在する空き家の所有者等（空き家を所有することが見込まれる方及びその

関係者を含む。）、東京都外に所在する空き家を所有する東京都民（空き家を所有することが見込ま

れる方及びその関係者を含む。）及び空き家活用希望者(東京都内に所在する空き家を地域活性化施

設等として活用することを希望する方)とします。 

③相談窓口の連絡先（五十音順） ※詳しくは各相談窓口へご連絡ください。 

■ NPO 法人 空家・空地管理センター 

 ホームページ  ： https://www.akiya-akichi.or.jp/

 電話番号    ： 0120-336-366（窓口共通） 

 電話受付時間  ： 9 時～17 時 （年中無休（GW/年末年始を除く）） 

 メールアドレス ： contact@akiya-akichi.or.jp 

【相談窓口の利用にあたって】 

 相談員並びに協力事業者による空き家の利活用・管理に関する相談対応については全て無料

で実施致します。(1 回 60 分程度) 

 相談窓口については、事前予約制です。 

 電話、ＷＥＢ、メール相談については、全て無料で実施します。 

 耐震診断、インスペクション、専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士等）相談の実施

などは、一部有料となります。 

■ 株式会社ジェクトワン 

 ホームページ  ： https://www.akisapo.jp/

 電話番号    ： 0120-979-008（窓口共通） 

 電話受付時間  ： 10 時～18 時（定休日：土曜・日曜・祝日） 

 メールアドレス ： info@akisapo.jp 

【相談窓口の利用にあたって】 

 相談窓口については、すべて無料で実施いたします。相談内容によっては、耐震診断等の実

施など一部有料となります。詳細は直接お問い合わせください。 

 相談方法は電話、WEB 面談、対面からお選びいただけます。 

 対面相談は事前予約制を取っております。事前にお電話またはメールにてご連絡ください。 

 相談したい物件がお決まりの場合、できる限り物件資料を揃えてご連絡いただけますとより

精度の高いご提案が可能です。 

■ 東急株式会社 

 ホームページ  ： https://www.tokyu-sumaitokurashi.com/akiya/

 電話番号    ： 0120-071-109（住まいと暮らしのコンシェルジュ 目黒店） 

 電話受付時間  ： 10 時 00 分～19 時 00 分（年中無休・年末年始等除く） 

          臨時休業等の詳細は HP をご確認ください 

 メールアドレス ： megro.concierge@tkk.tokyu.co.jp

【相談窓口の利用にあたって】 

 相談員による空き家の利活用に関する対応や協力事業者による新築、建替え、リフォーム、

売却、管理、防犯などの対応については無制限（無料）です。 
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 相談窓口で実施する税理士による相続等の税務相談は 1回 50 分まで無料で実施しておりま

す。 

 無料相談後の専門家や協力事業者等によるサービス提供は、お客さまと専門家・協力事業者

間による契約内容に則ったものとなります。 

 ご相談の際は、事前のご予約をお願いいたします。 

 以下各窓口へのご来店による相談のほか、オンラインによる相談、電話・メールでの相談も

受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。 

■ 東京都行政書士会 

 ホームページ  ： https://www.tokyo-gyosei.or.jp/conference/akiya-

support/index.html

 電話番号    ： 03-3477-2881 

 電話受付時間  ： 9：00～12：00、13：00～17：00（土曜・日曜・祝日・年末年始等除

く） 

 メールアドレス ： jimukyoku@tokyo-gyosei.com 

【相談窓口の利用にあたって】 

 相談方法は、電話相談となります。なお、電話相談の後に、ご事情に応じて対面相談となる

場合もございます。 

 収支計画レポート作成、インスペクション、行政書士による許認可申請、行政書士による遺

産分割協議書及び遺言書作成、その他各種業務を依頼される場合には一部有料となります。 

■ ネクスト・アイズ株式会社 

 ホームページ  ： https://www.nexteyes.co.jp/

 電話番号    ： 0120-406-212（窓口共通） 

 電話受付時間  ： 9：00～18：00（水曜定休） 

 メールアドレス ： info@nexteyes.co.jp 

【相談窓口の利用にあたって】 

 相談窓口については、完全予約制とさせていただきます。 

 相談窓口については、初回相談につき、すべて無料で実施いたします。 

 相談窓口については、お客様が求める内容、規模により一部有料となります。詳細は直接お

問い合わせください。 

 WEB・メールでの相談は、全て無料です。 

 WEB・メールでのご相談は、一般的なご相談しかできませんので、具体的で詳細なご相談は、

各相談窓口をご利用ください。 
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(4)各種団体による相談窓口・相談事業 

対応内容 事業者名 問合せ先 

相続を含む不動産及び成年後見

人の登記 

東京法務局 03-5213-1234 

相続を含む不動産登記 東京法務局品川出張所 03-3774-3446 

所有者と相続人の調査、有効活

用等 

東京都行政書士会品川支部 03-3490-1650 

宅地建物取引相談 (公社)東京都宅地建物取引業協会品川区支部 03-3782-0177 

 (公社)全日本不動産協会城南支部 03-5480-6421 

不動産の鑑定 (公社)東京都不動産鑑定士協会 03-5472-1120 

土地家屋測量、登記等、境界紛

争対策 

東京土地家屋調査士会(空き家の敷地境界に関する

相談窓口。月～金の午前9時-午後5時予約受付)

03-3295-0587 

東京土地家屋調査士会品川支部  03-6426-6089 

建物診断 (社）東京都建築士事務所協会品川支部 03-6426-8870 

税務相談 東京税理士会品川支部 03-3474-0843 

 東京税理士会荏原支部 03-3781-8070 

地主家主からの不動産の有効活

用・売買、賃貸等各種相談 

ＮＰＯ法人日本地主家主協会 03-3320-6281 

成年後見、老後資金の融資等 (社福)品川区社会福祉協議会 03-5718-7171 

有料老人ホームへの入居等相談 (公社)全国有料老人ホーム協会 03-3272-3781 

マイホーム借上げ制度 (一社)移住・住みかえ支援機構（シニア（50歳

以上）のマイホームを最長で終身にわたって借上げ転

貸し安定した賃料収入を保証するもの。自宅を売却す

ることなく住みかえや老後の資金として活用可能）

03-5211-0757 

マンション空き室に対する相談 品川マンション管理士会 03-3786-1746 

簡単な空き家の維持管理（室内

外の清掃、植栽の伐採など） 

(公社)品川区シルバー人材センター 03-3450-0711 

空き家巡回サービス インターネット等で多くの民間事業者が紹介されてい

ます。

リバースモーゲージの相談 インターネット等で取り扱っている金融機関が紹介さ

れています。 


