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このガイドブックは、

空き家の活用を考え始めた皆さんに、

空き家の活用にはどんな方法があるのか、

実際に活用する場合にどんな手順が必要なのか、

空き家博士の西三郎先生のガイドで

ご紹介します。

子供のころは祖父母、両親と共に東みよし町の実家に住んでいた
が、進学を機に大阪へ。そのまま結婚し、大阪に住んでいる。配
偶者の両親の介護もあるため、東みよし町には戻らないつもり。
祖父母は 20 代の頃に他界しており、父は 10 年前に他界。実家
に一人で住んでいた母も亡くなり、現在、東みよし町の実家は空
き家になっている。

東
あずま

 みよ子 58 才

空き家博士 西
にし

 三
さぶろう

郎
元社交ダンスダンサー。全日本選手権 3 位の経歴を持つ。家業
の不動産業を継ぐために東みよし町に U ターン。故郷の空き家
の状況を目の当たりにしてなんとかしなければならないと立ち
上がる。不動産業のかたわら、一般の人にも不動産の知識を持っ
てもらうために日々啓発活動中。

先生

 | この本の登場人物 |

いざ、自分や親の家を売りたい、貸したいと思った時に
困らないようにするための本
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具体的に知りたい内容がある場合は、
下の早見図をご活用ください

空き家を活用したい!!

売る？ 貸す？ しばらくそのまま

土地や建物にどんな権利

が設定されているか、

調べる方法

売却費用に

ついて
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1　家や土地の活用方法

家や土地の活用方法はどんなものがあるの ? 

　ええ、今年でやっと母の三回忌が終わったんで

すよね。思い出のある大切な家を空き家のままに

しておくのもねえ……。このまま朽ちていく実家を

見るのは悲しいわ。何とか活用できないかしら。

　家や土地の活用には主に「使う」、「売る」、「貸す」

という3種類の方法がありますよ。

2 売却したい場合はどうしたらいいの？　

売却までの流れ

　まずは、自分の家を説明できるように把握しましょう。そして、売ることができる
状態に整えましょう。実際の取引は買い手に安心して買ってもらうために不動産仲介
業者さんと協力して売却活動をすることをおすすめします。以下は、売却までの流
れの一例です。

　実家の空き家活用って言っても私は大阪に嫁いでいる

し、義理の両親の介護もあるからなかなか東みよし町の

家の管理も出来そうにないわ。「売る」活用方法を考えよ

うかしら……。でも、家を売るなんてしたことないからま

ずは何からしたらいいのか見当もつかないわ。

自分の家の現状を購入希望者に説明できるように
把握しよう

2　売却したい場合はどうしたらいいの？

　売却するためには何をしたらよいのか一緒

に確認していきましょう！

個人が所有している不動産の明細を一覧
で確認できるもので、役場の税務課で所
定の手数料を納めると発行してもらえます。

法務局で備え付けられている図面で土地の
おおまかな位置や形状を表した図面です。
法務局またはインターネットの「登記情報提
供サービス」で所定の手数料を納めると確
認ができます。

毎年 5 月ごろに役場から送られて
くる書類で固定資産税を支払って
いる不動産が記載されています。
ただし、明細書には、公衆用道
路や保安林など固定資産税が非
課税となる不動産は記載されてい
ません。親や自分の所有する不動
産を漏らすことなく正確に把握す
るためには役場で名寄帳を取得す
ることをおすすめします。

名寄帳とは

公図とは

固定資産課税明細書とは

　こんにちは！

東みよし町出身

で、大阪在住の

東みよ子です。

　こんにちは。空き

家博士の西です。

　東みよ子さん、相

談があるそうですね？

１ 家や土地の活用方法

1-1 2-1

Step
1

どこの土地と建物を売るのか名
寄帳と公図で地番と場所を確定
させよう

固定資産税課税明細書を用意し
て年間でいくら固定資産税がか
かるのか伝えられるようにしよう

電気、ガス、上下水道（浄化
槽） に関して説明できるように
明細書等の書類を確認しよう

ライフライン

場所の確定

固定資産税

用語説明
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1

3

2

買い手を探そう

売ることができる状態に整えよう

役場の空家等情報登録制度
（空き家バンク）に物件を

登録して買い手を探す

4

内見の対応をしよう

　遠方に住んでおり、 自ら買い手を案内する
ことが難しい等の場合は鍵の管理（鍵の預か
り）を含めて不動産仲介業者さんに依頼する
ことを考えた方が良いかもしれません。

契約を締結しよう

　契約は当事者の合意によって成立します
が、後々のトラブル防止のために書面にして
契約を締結した方がよいでしょう。契約書作
成にあたっては専門家でないと困難かと思い
ますので不動産仲介業者に依頼することをお
すすめします。

売買代金を受領し、所有権移転登記をしよう

　所有権移転登記に関しては、売買代金の決済と所有
権移転登記を同時に、そして確実に行うために、司法
書士に依頼するのが良いでしょう。

2　売却したい場合はどうしたらいいの？ 2　売却したい場合はどうしたらいいの？

知人、 親族、 
近隣の人に声をかける

不動産業者に買い手を
見つけてもらう依頼をする

（媒介契約締結）

SNS 等で
買い手を探す

Step
2

Step
3

Step
4

Step
5

Step
6

登記事項証明書については 12 ページで具体的に説明します。

買い手候補が見つかったら家を案内して見てもらおう✔

買い手候補が購入希望を申し出たら契約をしよう✔

　「登記済証（権利証）」ないし「登記識別情報通知」は、 自己名義に所有権移
転登記を行った際に、法務局から交付された書類です。
　不動産を売却する、所有権移転登記の添付書類として必要になります。紛失
しても再発行はできないため、大切に保管しましょう。

買い手を探す方法は主に以下の４つの方法が考えられます。

「登記事項証明書」を取得して
所有権 、土地や建物にかかっ
ている権利を確認しよう

「登記済証（権利証）」もしくは「登
記識別情報通知」の所在を確認
しておこう

権利証権利の確認
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　ところで、売却予定の土地と建物は誰の名義

になっていますか?

　家はお母さんが住んでいたからお母さんの名義になって

いると思うけど……もしくはお父さんかな？？ 固定資産

税の徴収もお母さんに来ていたから多分間違いないと思

うんだけど。どうやったら調べられるのかしら？

登記事項証明書の取得の方法

　固定資産税を払う人（納税管理人）と所有権者は

必ずしも一緒とは限りません。現在の所有権者を調べ

るためには「登記事項証明書」を確認してみましょう。

　 「登記事項証明書」ってどこでどうやったら取

得できるのかしら？

大阪府大阪市〇〇番地〇〇

東　みよ子
アズマ　ミヨコ

大きく分けると 2 パターン

インターネットの「登記情報
提供サービス」で所定の手
数料を納めると現時点での
登記事項証明書の内容が確
認できます。

最寄りの法務局に行って規定
の書面に記入して提出する方
法です。全国どの法務局でも
全国の土地や建物の登記事
項証明書が取得できます。

法務局に行く インターネット

2　売却したい場合はどうしたらいいの？ 2　売却したい場合はどうしたらいいの？

所有権者や土地・建物にどんな権利が設定
されているか調べる方法2-2

 法務局備え付けの請求書面　書き方見本

○

三好 東みよし

○

加茂

○ ○

〇〇
１
１

✔

✔

✔

✔

建物か土地、取りたい方に
チェックを入れます。

必要分の印紙を貼ります。
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　「登記事項証明書」からはどんな土地や建物なの

か、誰が所有権者でどんな権利（抵当権など）がつ

いているかを確認できます。登記事項証明書は①表

題部②権利部（甲区）③権利部（乙区）④共同担

保目録という4つの項目で構成されています。

 そもそも、「登記事項証明書」ってなんですか？

登記事項証明書から何がわかるんですか？

共同担保
目録

登記事項証明書の構成

家を新築した、増築した、取り壊した、土地を 2 つに分けた
（分筆した）などの変更があった場合は表題部の変更登記が
必要です。

表題部

土地や建物の物理的な状況が記載されています。

その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因（売買、相
続など）で所有権を取得したかがわかります。

所有者に関する事項が記載されています。権利部
（甲区）

所有権以外の権利とは、抵当権や根抵当権、質権などの「担
保権」や地上権や賃借権などの「用益権」などがあります。

一つの抵当権などに対して複数の不動産が担保になっている
ときに作成されるもので、住宅ローンを借りたときに、土地
と建物を共同担保にするのが代表的な例です。

権利部
（乙区）

抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載
されています。

2　売却したい場合はどうしたらいいの？ 2　売却したい場合はどうしたらいいの？

ところで、「登記事項証明書」ってなに？ 2-3 登記の見本

1

2

3

4

表題部

権利部（甲区）

権利部（乙区）

共同担保目録

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇年〇月〇日
〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

1

2

3

4

土
地
家
屋
調
査
士
が

専
門
家

司
法
書
士
が
専
門
家
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隣接地との境界を明確にしたい場合や面積を正確に知りたい場合

不動産業者に依頼する場合

➡ 仲介手数料：不動産仲介業者に支払う報酬

抵当権が設定されている場合 ➡ 抵当権抹消費用

登記簿上の住所が現住所と相違している場合 ➡ 住所変更登記費用

➡ 相続登記費用

➡ 測量費用

相続登記未了の場合

2　売却したい場合はどうしたらいいの？

　登記事項証明書を取得して確認してみたら土地はお父さ

んの名義で家の名義はおじいちゃんのままだったわ。お父さ

んやおじいちゃんの名義のまま売ることってできるのかしら？ 

　亡くなった方の名義のままでは、売却することはでき

ません。不動産を売却する前提として、みよ子さんに相

続登記を行う必要があります。相続登記は不動産を相

続する本人から法務局への申請となりますが、ご自身で

行うことが難しい場合は、司法書士に相談しましょう。

　家を売る時ってどんな費用がかかるのかしら？ 場合

によっては、その費用を売却金額に組み込んでおく必

要もありそう……。

　売買に関する費用の負担についても、当事者間にお

いて売買契約の中で負担を決めることが一般的です。

ケースバイケースということになりますが、よくある一

例として説明しますね。詳細費用の見積もりはご自身

の状況に合わせて専門家に相談することをおすすめし

ます。

2　売却したい場合はどうしたらいいの？

契約書印紙代

その他（振込手数料や書類の郵送代など）

売買代金 

所有権移転登記費用（登録免許税 + 司法書士手数料） 

仲介手数料（不動産仲介業者に支払う報酬） 

契約書印紙代

火災保険

固定資産税の清算 

その他（振込手数料や書類の郵送代など） 

〈売り手の諸費用〉 

〈買い手の諸費用〉 

NG

なるほどねえ

相続登記を済ませよう2-4

売買にかかる費用ってどんなものがあるの？ 2-5

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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2　売却したい場合はどうしたらいいの？ 2　売却したい場合はどうしたらいいの？

売却しようとしたときに
時間と費用が必要になる登記の例

コラム

　いざ、家や土地を売るもしくは貸そうとした時に手

続きに時間や費用がかかる可能性のある登記の例

を紹介します。早めの対策が下記のような事例を回

避する第一歩です。

所有者が故人で 2 世代以上前の人

　数次に相続が開始しており、関係する相続
人が多数いる可能性があります。自己名義に
相続登記を行うためには、これら相続人全員
の合意を得る必要があります。
　中には協力を拒む人、承諾を得ようにも行
方がわからない人もいるかもしれません。

余談ですが、2024年をめどに相続登記が義務化され

ます。早めの対策を行いましょう。

2　売却したい場合はどうしたらいいの？ 2　売却したい場合はどうしたらいいの？

？

大昔の抵当権（根抵当権）が残ったまま

　登記上に明治から昭和初期にかけて設定さ
れた大昔の抵当権が残っている場合がありま
す。債権額は数十円、数百円という例が多い
ようですが、債務の完済後も抵当権抹消登記
がなされていないために、令和の時代になって
も登記が残っているようです。
　仮に債務の返済がなされていなかったとし
ても、消滅時効が完成している可能性が高く、
抵当権を実行される可能性は少ないと考えら
れますが、売却時には買主から抵当権の抹消
を求められることになります。
　通常の住宅ローンなどの抵当権抹消と異な
り、抹消手続きが複雑ですので、司法書士に
相談されることをおすすめします。

Case
1

Case
2

父や母の名義だが、本人が認知症を患っている

　不動産の所有者が認知症などで判断能力を
欠く場合には、売買や賃貸借などの契約をする
ことができません。
　このような場合には、家庭裁判所に成年後
見人等の選任を求める必要があります。成年
後見制度を利用する場合には、本人の収支、
資産や生活状況、後見人等の候補者を誰にす
るかなど慎重な判断をする必要がありますの
で、弁護士や司法書士などの専門家に相談さ
れることをおすすめします。

Case
3

Column
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3　貸したい場合はどうしたらいいの？ 

定期建物賃貸借契約

契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が
終了します。なお、契約期間は自由に定めることができます。

家の管理（管理業務）を自分でやるか、
人にやってもらうか決めよう

　家の管理とは、設備故障や雨漏りへの対応だけでなく、
家賃不払い時の賃料回収や契約更新の際の契約書作成、借
主が加入する借家人賠償保険の更新状況の確認など多岐に
渡ります。

貸したい条件に合っている契約形態を決めよう

契約期間は 1 年以上で設定します。なお、契約期間を 1 年未満とした
場合には、期間の定めのない契約となります。借主が引き続き住むこ
とを希望している場合には、 貸主からの解約や、契約期間終了時の更
新の拒絶は、貸主に正当な事由がない限りできません。

特約を加えることで「DIY 型賃貸借契約」にすることもできます。
「DIY 型賃貸借契約」とは入居者側の自由なリフォームがしたい、とい
うニーズを反映して、一定の条件の下、入居者がリフォームを行えます。
大家さんは現在の状態で賃貸でき、修繕の費用や手間がかからない契
約にすることも可能です。

使用貸借契約

無償での貸し付けです。

3　貸したい場合はどうしたらいいの？ 

　将来的には自分が住みたいなど売却できない場

合もありますよね。家を人に貸す活用方法の説明

もしておきましょう。

　賃貸借契約には様 な々種類がありますので、ご

自身に合った形態の契約を結ぶことをおすすめしま

す。各契約形態では細かな規定や借り手に対して

発行しなければいけない書類や期限があるので不

動産仲介業者によく相談したうえで決めることをお

すすめします。

　また、家を人に貸す場合、管理業務が発生して

きます。遠方に住んでおり、管理が難しい場合は

不動産管理業者に業務を依頼することも考えたほう

がよいでしょう。

Step
1

3 貸したい場合はどうしたらいいの？

貸すまでの流れ3-1

Step
2

いずれは使用する予定がある建物に対して期間限定で貸すことが出来
る契約方法です。

親族や知人など、無償でも誰かが住んでいてくれるほうが、家の傷み
が少なくなると考える場合に用いられる契約の一つです。

普通建物賃貸借契約
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人に貸せるように家を整備しよう

　電気・ガス・水道などが使える状態か、雨漏りや基礎に痛みがないか、安全に生活出
来る状態かどうかを調べて、故障や安全状態に問題があれば修理します。

　大家さんは住居を貸すためには借りる人に「住む」と

いう目的を達成させる義務があります。そのため、「住む」

目的を達成させるため、設備故障などに対応をする責任

があります。

借り手を探そう

内見の対応をしよう

　遠方に住んでおり、 自ら借り手を案内することが難しい

等の場合は鍵の管理（内見時の鍵の預かり）を含めて物

件近くの不動産仲介業者さんに依頼することを考えた方が

よいかもしれません。

契約を締結しよう

　契約は当事者の合意によって成立しますが、後々 のトラブ

ル防止のために書面にして契約を締結した方がよいでしょ

う。契約書作成にあたっては専門家でないと困難かと思い

ますので不動産仲介業者に依頼することをおすすめします。

入居後のフォローをしよう

　遠方に住んでおり、 自らすぐに対応することが難しい等の場

合は鍵の管理（鍵の預かり）を含めて物近くの賃貸管理業者も

しくは賃貸管理も行っている不動産仲介業者に依頼することを

考えた方がよいかもしれません。

当町の空家等情報登録制度
（空き家バンク）に物件を

登録して借り手を探す

不動産業者に借り手を
見つけてもらう依頼をする

（媒介契約締結） 

知人、 親族、 
近隣の人に声をかける

SNS 等で
買い手を探す

3　貸したい場合はどうしたらいいの？  3　貸したい場合はどうしたらいいの？ 

Step
3

Step
4

Step
5

Step
6

Step
7

借り手候補が見つかったら家を案内して見てもらおう✔

借り手候補が貸借希望を申し出たら契約をしよう✔

管理業務を自身で行う場合（自主管理）は、家賃の集金 、クレーム・トラブ
ル対応、修理手配、 退去時立ち合い、 退去後リフォーム、契約の更新を自ら
行うことになります。

✔

借り手を探す方法は主に以下の４つ

1

3

2

4
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4　現状を維持するにはどうしたらいいの？ 

　家が傷まないよう、また特定空家に認定されないように管理し

ましょう。特定空家に認定され、勧告を受けると土地の固定資産

税が最大で約6 倍になる可能性があります。家の傷みを少く抑え

て保存するための適切な管理とは何か説明しておきます。

空き家管理に必要な作業

雨漏りや壁のひび割れによる湿気の侵入を防ぐため、定期的
に屋根の葺き替えや外壁の塗装をしましょう。また、台風時な
どに屋根や外壁などが飛散して周囲の家や車に被害を与えない
ように定期的に傷んでいる箇所は修繕しましょう。

空き家管理に必要な費用

倒壊・火災による第三者被害への対応、水害等の天災に対す
る備えとして火災保険に加入の検討が必要かもしれません。

4 現状を維持するにはどうしたらいいの ?

4-1 とりあえず、このままにしたい場合は
どんなことに注意すればいいの ? 

水道を止めると、水道管がさびて破損しやすくなったり、悪
臭の原因になるので定期的に通水しましょう。

閉め切った室内に湿気がこもると木製部分が傷むので定期
的に換気をしましょう。

　 通水

　 換気・採光

　 建物の確認
　　　　 修繕

　 掃除　　 庭木の剪定　　 草刈り

　 電気代

　 火災保険

掃除や電灯使用の為に契約しておき、火災防止の為に退出
時はブレーカーを落としておきましょう。

　 水道料 　　 庭木の剪定、草刈り代金　　 固定資産税
　 自宅から空き家までの往復の交通費

外壁塗装や屋根葺き替えなど　 家屋修繕費用

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔ ✔

✔ ✔ Q 図面もないし、

今空き家がどんな状態か

自分じゃ説明できないよ…

東みよし町に空き家をお持ちのみなさーん！

空き家バンクとは

空き家を売りたい・貸したい人と空き家を探している人の橋渡しをする仕組みです！

よくある質問

住んでいない・使っていない“お家”を

空き家バンクに登録しませんか？

東みよし町内の空き家などの物件情報をウェブサイトで公開し、移住を希望

されている方や町内でお引越しを検討されている方などへ物件の情報や地域

の情報を提供し、物件所有者と利用希望者の橋渡しをする仕組みです。

Q 修理しないと

使えないんだけど…

A 空き家改修費用の
補助制度がありますよ！

A 物件の詳細を『空き家判定士』さんが
判定して、お家の現状を説明できる

ような資料を作ってくれる補助制度が

ありますよ！

東みよし町役場  企画課
TEL 0883-82-6302

お問い合わせ

higashimiyoshi-iju@higashimiyoshi.i-tokushima.jp

住みよし東みよしにて
空き家バンク公開中！

住みよし東みよし

A 家財道具の処分費用
などの補助制度が
ありますよ！

Q 物がたくさんあって、

片付けてないんだけど…

Q とにかく面倒だし、

今のところ問題が無いから

しばらくそのままにしておきたいんだけど、

何か問題になるの？

対策しないまま相続が発生し、後で売買や

管理が困難になる事例が多発しています。

また、放置して管理状態が悪くなると「特定

空家」に認定され、「勧告」を受けると、

固定資産税が上がりますよ！

A 
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移住定住ポータルサイト
『住みよし東みよし』

LIFULL
空き家バンク

at home
空き家バンク

〈空き家に関してのお問い合わせ先〉 
東みよし町役場 
企画課　空き家担当（地域おこし協力隊）　 
住所　徳島県三好郡東みよし町加茂 3360 番地
電話　0883-82-6302
メール higashimiyoshi-iju@higashimiyoshi.i-tokushima.jp


