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そもそも『相続登記』とは？01

不動産の相続登記とは、もともと被相続人の持ち物だった不動産を相続人が引き

継いだ際に、その不動産の所有権（登録名義）を、相続人に移す手続きのことを

言います。

相続登記は元々義務ではありませんでしたが、令和３年４月２１日「民

法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第２４号）及び「相続等

により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」（令和３年

法律第２５号）が可決成立日したことにより、法律により義務化されまし

た（令和６年４月に施行される予定です）。

Point



なぜやらないといけないのか02

次の相続の際に
トラブル防止になる

相続で不動産を取得した後、何年も経てば相続人だった人も亡くなり、次の相続

が発生します。そうなると死亡した相続人の権利はその配偶者や子供などが引き

継ぐことになります。

しかし、前回の相続で登記が済んでいないと、「前の相続の相続人＋死亡した相

続人の相続人」など、全員の同意を得ないといけなくなり、必要な手間や手続きが

増えることになります。

仮に借金がある場合や、税金などを滞納している相続人がいる場合、債権者や

自治体がその相続人に代わって相続登記をし、差押えをすることができることにも

注意が必要です。

差押えができる権利を有している者（債権者、自治体など）は相続人の意向とは

関係なく相続登記ができてしまいます。これを代位登記といいますが、代位登記

による相続登記が行われた場合は、勝手に法定相続分通りに登記されてしまい

ます。

理由
1

勝手に持分を
差し押さえられる可能性がある

理由
2



売却ができない

不動産登記がないと、相続後に家を売りたくなった場合に、自由に売却することが

できないという問題があります。

不動産登記には権利関係を公示するという役割がありますから、世間一般に対

しては不動産の登記簿で所有者と登記されている人物（または法人）が所有者

であるという信頼のもと、取引を行います。

しかし、相続登記を行っていないと所有者が存在しない（死亡している）状態なの

で、売買契約を結ぶことができないのです。そのため、故人名義になっている不動

産を売却するためには、必ずその前段階で相続登記を行う必要が生じます。

理由
3



相続登記は自分でもできる03

「登記」と聞くと何やら難しそうですが、実は自分でも行うことが可能です。自分で

行うことのメリットは、何と言っても費用を大幅に抑えられることです。

手続き方法を以下にまとめておりますので、参考にしてみてください。

誰が相続するのかを決める

まずはだれが不動産を相続するのかを決めましょう。

被相続人から遺言等で指定がない限り、法定相続人全員で協

議して誰が相続するかを決める方法が一般的です。また、誰が

相続するのか、もしくは何人かでどのような割合で共有するの

か、どのように分けるのかはまったくの自由です。

相続人全員の同意があれば好きなように分け方を決めることが

でき、この話し合いのことを、「遺産分割協議」とよびます。

STEP

01



しかし不動産は総じて価値の高いものになりますので、誰か一
人が相続すると不公平が生じる可能性もありますし、相続しない
他の相続人から不満を感じることも考えられます。

ではそういったトラブルを回避するには、どのような分割方法があ
るのかですが、基本的には下記の４つの方法が考えられます。

不動産の分割割合を決める

現物分割
不動産を物理的に分割する方法。
一般的によく使われている方法で
すが、例えば土地だと「分筆登記」
をして完全に分ける方法が用いら
れています。

換価分割
不動産を「売却」して、お金
に換えて分割する方法。

STEP

02

1方法 2方法

不動産が遺産の大部分を占める場合は、「換価分割」がよく利用されます
し、不動産を相続する相続人に資金力がある場合は「代償分割」が利用さ
れる場合もあります。

相続には絶対的な正解があるわけではないので、相続人同士で話し合っ
て、なるべく全員が納得できる方法で分割できれば一番です。

換価分割
相続人の１人が不動産を相続
し、他の相続人には相続すべ
き不動産の持分相当額の対価
を金銭で支払う方法。

共有分割
不動産を「共有」で分割する方法。
この方法は不動産を物理的に分
割しないで、不動産全体を相続
人がそれぞれの割合で所有権を
共有する方法。
預貯金など不動産以外の遺産の
相続でよく使われているのは、
「現物分割」ですが、不動産には
不向きです。

3方法 4方法



遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成しましょう。
書き方に特別な決まりはないですが、以下のことは注意しておく
ことをおすすめします。

誰がどの財産を、どの割合で相続するのか、誰が読んでも誤解
のないように明記する必要があります。

協議書の作り直しなどが起こると改めて話し合いをするという手
間がありますので、失敗したくないのであれば、専門家などに相
談しておくのがよいかもしれませんね。

相続人全員で協議したという文言を入れる

不動産について記載する場合は別紙参照として「登記
事項証明書」を添付するなどの方法で、しっかりと物件を
特定する

STEP

03 遺産分割協議書を作成し
相続人全員が署名する

�

�

不動産の
固定資産評価証明書を取りに行く
相続登記には「登録免許税」と言われる税金が発生します。登
記申請時に収入印紙などで登録免許税を納付しなければなり
ません。

その登録免許税を計算する根拠となる固定資産評価額を確認
するために、固定資産評価証明書という書類の提出が必要に
なります。

STEP

04



法務局｜不動産登記の申請書様式について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

不動産の登記申請書を書く

登記申請書（とうきしんせいしょ）とは、法務局に名義変更を申請
する書類のことです。
Ａ４サイズの白紙に全部自分で作成する必要がありかなり面倒
ですが、法務局には登記申請書のひな型が用意されています。

申請先の法務局がどこの管轄になるかの確認とあわせて以下
を参考にした方が良いでしょう。

法務局｜管轄のご案内
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

申請先の不動産管轄法務局一覧

STEP

05

相続登記の申請書ひな型

但し、管轄法務局によって運用
が異なりますので、課税明細書
など評価額が記載された公的
書類なら何でもいいという法務
局もありますし、法務局側で固定

資産評価額を把握しているのでそもそも提出不要という
法務局もあります。



STEP

06 法務局に申請書を提出する

法務局で登記申請書を提出し、完了すると登記識別情報がも
らえますので、これで相続登記は完了です。

相続登記に必要な書類としては、以下のものが考えられます。
※あくまで一例です。内容により、登記済権利証など他の書類
が必要になることもありますし、以下記載の書類の一部が不要
な場合もあります。

登記申請に必要なその他書類

相続登記に必要な費用（自分で行う場合）

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

相続人全員の最新の戸籍謄本 遺産分割協議書　など

被相続人の住民票の除票 相続人全員の印鑑証明書

不動産を相続する相続人の住民票 不動産の固定資産評価証明書

登録免許税

登記事項証明書

戸籍謄本類の発行手数料

郵便代

固定資産評価額合計 × 0.4％

不動産ひとつにつき 600 円

200 円～ 750 円（1通あたり）

場所によって異なる

いかがでしたでしょうか。

以上の手順で自分でも手続き可能ですが、以下の3つで挫折し
てしまう方が多い印象です。（法律の知識があったり、行政手
続きに明るい方であれば、すんなりできるかもしれません！）



上記より、一般的には、相続登記は登記のプロである司法書士
に依頼するケースが多いようです。司法書士に依頼してしまえ
ば、あとは全てまるっと処理してくれます。

一方で、司法書士へ依頼することのデメリットは、依頼費用が
高額になりがちな点でしょうか。

戸籍等の必要書類の収集

遺産分割協議書、登記申請書の作成

法務局とのやりとり

�

�

�

自分で手続きしたときの挫折してしまう３つ

相続登記のを司法書士へ依頼した場合の

費用相場はおおよそ100,000円前後～

�

司法書士へ依頼するデメリット



『かんたん相続登記』は、
知識手間いらずでかんたん・低価格04

自分でやると複雑で大変・司法書士に依頼すると高額になりがち・・・。
そこで最近は、自分でかんたんに、そして低価格で相続登記ができる
オンラインサービスが登場しました。

『かんたん相続登記』も、その一つです。かんたん相続登記は、国内最大級
の法律メディアを運営している上場企業が運営しており、さらに現役の司法
書士が監修しているから安心。

64,800 円（税込：71,280 円）でかんたんに相続登記を完了させる
ことが可能です。

自分で手続き

相続登記手続きの比較

かんたん相続登記

費用

知識・経験

手続きにかかる手間

特徴

司法書士

書類取得費、登録免許税など
の実費のみ

役所での書類取得が必要なた
め、最低でも平日に4～5日程
度の時間を確保が必要

手続きミスが発生する
可能性があり、相続人や不動産が
多いほど時間と手間を要する。

相続人や不動産の数が多くても定額
料金。登記申請のサポートシステムに
よって、手間と費用の負担を減らせる。

相続人や不動産の数によって、料金
が変動するため、費用負担がさらに
大きくなる場合が多い。

必要書類の収集、法務局
への登記申請を代行

必要書類の収集、作成を含
めたすべての手続きを代理

書類取得費込み登録免許税は別途負担 書類取得費、登録免許税は別途負担

64,800円 100,000円前後
71,280円(税込)

必要 不要 不要

定額でお得



不動産売却・解体もサポート05

相続登記が無事完了しても、相続した家や土地等をそのまま残しておくと、
管理費や維持費のほか、固定資産税を毎年払い続けることになります。

こんなご要望をお持ちの方も、多いのではないでしょうか？

かんたん相続登記では、国内大手の不動産会社４社と提携しており、
売却のご相談も承っております。

相談実績 100 件以上のスタッフが、あなたにあった不動産会社を無料で選定。
売却だけでなく、解体などのご相談も承っております。

住む予定のない不動産を相続したので売却したい

不動産を売却して借金や住宅ローンの返済にあてたい

後々、相続で揉めないように事前に不動産を売却し現金化しておきたい

不動産の維持に必要な金銭負担を失くしたい

�

�

�

�



株式会社アシロ（英語表記 ASIRO Inc.）

東京都新宿区西新宿7-7-6　トーワ西新宿ビル

代表取締役 中山 博登

2009年11月

https://asiro.co.jp

会 社 名

本 社

代 表 者

創 業

2016年4月

約50名

TH弁護士法人

「リーガルメディア関連」「リーガルHR」の運営

設 立

従 業 員 数

顧問弁護士

事 業 内 容

カスタマーサポート

サービスに関するご不明点などございましたら、

お気軽にご連絡をくださいませ。

0120-683-523 n-biz@asiro.co.jp
受付時間：平日10:00～19:00 平日、土日祝日 10:00～19:00


