
埼玉県空き家対策連絡会議 平成 30 年度専門部会       

空き家発生予防策と効果的な PR 方法について【報告書】 
＜相続おしかけ講座＞ 

１ 目的 
国による調査（平成 26 年空家実態調査）では、空き家の 6 割は“相続”によるもの

であり、核家族化の現代では相続しても住まずに放置するため空き家が発生している。 

   このような状況を受け、空き家の増加を抑制する「予防」対策の取組みとして、『相

続おしかけ講座』を企画し、直接住民へ適切な円滑な相続方法の周知を図る。 

 

２ 進め方 
時 期 内  容 

７～９月 講座テキスト案作成、講座の実施体制検討 

９～１０月 プレ講座の実施 （４市町 ９回（熊谷市、北本市、白岡市、宮代町）） 

１１～１月 プレ講座を踏まえ、テキスト及び講座の実施方法見直し 

   ※オブザーバー︓⽯倉公認会計⼠事務所 ⽯倉英樹⽒（相続落語 参遊亭英遊） 
 
３ プレ講座の概要と結果 
（１）概要 

内容：相続によるトラブルなどの事例も交え、「もし遺言があったら」「もし認知症の備

えをしていたら」など、家族に負担をかけないために今できる相続対策等の必要

性を感じ、行動を促す内容。 

講師：埼玉司法書士会、埼玉県行政書士会 各会員 

対象：地域の高齢者向けサロン、自治会関係の集り、福祉関係者会議 

（２）結果 

  参加者：２２０人 

（アンケート回答者 ２１０人［男７３人：女１３６人］うち７０歳以上 ６７％） 

  アンケート結果：内容が分かりやすかった ８６％   

          今後の役に立ちそう   ９０％ 

          相続対策に興味を持った ７３％ 

４ 成果 
 ・プレ講座の結果より、相続おしかけ講座の効果を確認できた。 

・相続対策の意識啓発となるテキストを作成。講座の開催方法の確認もできた。 

 テキストは、冊子「空き家対策マニュアル」に掲載予定。 

 

５ 今後の展開 
 ・今年度の専門部会の結果により、本格的に相続おしかけ講座を実施していくために必要

な検討事項（関係者間で連携した実施体制の構築、費用 等）が確認できた。 

 ・平成３１年度に本格的な展開ができるよう、県を中心に関係者間での調整を進める。 



【高齢者の集まり】（空き家予備群）
・高齢者向けサロン
・福祉施設、病院等の家族会
・自治会の集会
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                     埼玉県空き家対策連絡会議 平成 30 年度専門部会 

空き家発生予防策と効果的なＰＲ方法について【報告書】 
＜講師一覧表等の作成＞ 

  

１ 目的  

  当部会では、「講師一覧表」、「協定先一覧表」、「相続登記の案内のひな形」の３種類に

ついて作成を行った。各目的については以下のとおりである。 

 

  （１）講師一覧表の作成 

     空き家に関するセミナー等を開催する際に協力を依頼できる団体をテーマごと

に一覧表化することで、市町村のセミナー等の開催を支援する。 

  （２）協定先一覧表の作成 

     各市町村の関係団体との協定を一覧表化することで、新たな協定を検討する際の

参考としてもらう。 

  （３）死亡届に係る手続き一覧に併せた相続登記の案内のひな形の作成 

     相続登記がなされていないことにより、所有者が特定できないケースが多々ある

ため、市町村が相続登記を案内しやすいよう、ひな形を作成。 

 

２ 作成方法 

  ・講師一覧や協定先一覧・・・・県内市町村及び関係団体に照会し、一覧表化。 

  ・相続登記の案内のひな形・・・さいたま地方法務局の職員の方に助言及び添削等をい

ただき作成。 

 

３ 各一覧表の成果 

  （１）講師一覧表及び協定先一覧について 

     別紙１・２参照。 

  （２）相続登記の案内ひな形について 

     別紙３を参照。 

 

４ その他 

  上記３の成果は一覧表の簡易版。詳細版は空き家対策マニュアルに掲載予定。 

   

      

   

 

 

 

 

 



                     埼玉県空き家対策連絡会議 平成 30 年度専門部会 

                                         （別紙１） 

 

■ 講師一覧表（市町村主催セミナー向け一覧表） 2018 年 7 月時点 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ 講座名 講座内容 講師派遣可能団体

利活用
・処分

空き家の利活用セミナー
空き家の売り方相談会
空き家の売却・賃貸セミナー
発生予防セミナー

空き家の管理・売買・処分・リノベーション等の利活
用の方法
遠隔地の空き家を相続した方を対象に空き家の売り方
や相場等についての相談会の開催
近年の住宅ストック（中古市場）についてや空き家の
売却及び賃貸の相談、空き家を続けることのメリッ
ト・デメリット
居住している住宅等の将来の処分・利活用方法につい
てのセミナー及び個別相談会（空家発生予防）の開催

埼玉司法書士会
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
埼玉県支部会員企業（三光ソフラン株
式会社）
一般社団法人移住・住みかえ支援機構

管理 空き家管理セミナー
特定空家等にならないための適正な空き家管理、空き
家を放置し続けた場合に起こりうるトラブル等

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
埼玉県支部会員企業（三光ソフラン株
式会社）
一般社団法人移住・住みかえ支援機構

その他

空き家対策セミナー
民事上の解決方法
財産相続後の管理
就農者向け移住セミナー
空き家セミナー

空き家問題の現状課題や空き家になる原因の解説・予
防策
空き家になった後の対処方法等
行政による代執行等だけでなく、民事上の解決方法
（財産管理人制度、妨害排除請求権等）等
相続手続きの流れや相続登記の促進方法、財産管理人
制度の概要、他機関で可能なサポート等
地方の農村部への移住の促進、就農に向けてのノウハ
ウ等マイホーム借上げ制度、空き家バンク・空き家リ
フォーム補助

埼玉司法書士会
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
埼玉県支部会員企業（三光ソフラン株
式会社）
一般社団法人移住・住みかえ支援機構

行政職員
向け

略式代執行
行政代執行（費用回収）セミナー
空き家条例

事前に調査しておくべき事項や、事務手続の手順・解
体工事等の留意点について
行政代執行にかかる費用徴収事務の演習や財産調査の
方法、代執行前の動産目録の作成、推奨される保管場
所の選定、動産の処分（換価）方法、差押さえ手続き
等
条例の制定や注意点等

埼玉司法書士会

相続
終活セミナー
家族信託と成年後見人
相続セミナー

終活の必要性や家族・相続予定者等の選択肢・相続者
等が居住する場合の留意点、住まいのエンディング
ノートの作成等
家族信託や成年後見制度のメリット・デメリット
相続における現状の課題や相続の方法・経費について
相続人がいない場合の対処法

埼玉県行政書士会
埼玉司法書士会
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
埼玉県支部会員企業（三光ソフラン株
式会社）

簡易版 



                     埼玉県空き家対策連絡会議 平成 30 年度専門部会 

                                    （別紙２） 

■ 協定先一覧表   2018 年 7 月時点 

協定締結先 市町村 内容

1 シルバー人材センター 37市町村 空き家管理業務(見回り、除草、剪定、小修繕等)

2 商工会 ３市(上尾市、久喜市、毛呂山市)

相談者からの依頼に基づく修繕・解体等の実施、市への報告、見
回り・保守・修繕等のサポート業務、
自治体が作成した空き家等に関するパンフレットの配布等による
建築物等の適切な管理に向けた啓発

3 埼玉司法書士会 3市町(桶川市、八潮市、長瀞町)

空き家の発生防止、流通、活用の総合的な対策を推進
空き家等及び特定空家等に関する相談、空き家等の権利調査、相
続人調査、財産管理人制度の申立書作成、候補者の推薦、後見開
始(保佐・補助含む)並びに相続財産管理人選任又は不在者財産管
理人選任の各審判申立書の作成
成年後見人(保佐人・補助人)、空き家等の利活用にかかる契約条
項の検討助言及び当該利活用にかかる登記手続
その他空き家対策に関する事務

4

埼玉県宅地建物取引業協会
(北埼支部、県南支部、彩央支部、
埼玉西部支部、越谷支部、埼玉北支
部、本庄支部)

38市町村
空き家の利活用に関する協定、空き家・空き地バンクの媒介に関
する協定

5

全日本不動産協会
(埼玉県本部、大宮支部、川越支
部、越谷支部)

18市町
空き家等の利活用の促進に関する協定、空き家バンクの制度の創
設・運用に関する協定、空き家対策・空き家関連情報の共有等

6 埼玉土地家屋調査士会 2市(和光市、桶川市)
空き家等の管理不全防止に向けた所有者への意識啓発・相談の対
応、空き家の発生防止・流通・活用の総合的な対策を推進

7
埼玉建築士会
(埼玉建築士会、中央北支部)

2市(桶川市、八潮市)

空き家の発生防止・流通・活用の総合的な対策を推進
管理不全状態にある建築物等の認定基準に基づき、特定空家等及
び特定居住物件等に認定するための建築物等の調査
空き家等及び特定空家等の所有者等並びに特定居住物件等の所有
者等及び占有者に対する建築物等の管理等に関する相談・助言
行政が作成した空き家等に関するパンフレットの配布等による建
築物等の適切な管理に向けた啓発

8 住宅供給公社
3市(上尾市、毛呂山市、鴻巣
市)
自治会・シルバー人材センター

住宅敷地内の除草・樹木剪定・伐採、家屋の見回り、家屋内の通
気・換気
※鴻巣市は吹上団地自治会とシルバー人材センターとの3者
　協定となっており、鴻巣市は協定先に含まれていない

9

埼玉りそな銀行
武蔵野銀行
埼玉縣信用金庫
城北信用金庫
独立行政法人住宅金融支援機構

６市

「さいしん空き家活用提携ローン」の取扱いに関する協定、
空き家特措法及び条例に基づく対応において、必要に応じ所有者
等に対して空き家に関連するローンの情報提供
フラット３５子育て支援型及び坂戸市多世代同居住宅改修等工事
補助金に係る相互協力に関する協定
空き家の活用、解体及び解体後の土地の利活用
空き家の有効活用を図るための資金融資に対する、金利の優遇措
置

10 自治会 ４市
市への情報提供、空き家対策・空き家関連情報の共有等、空き家
等の適正な管理の見守り・情報提供

11

宅建所沢空き家・空き地相談セン
ター
イエステーション所沢空家空地無料
相談センター
NPO法人空家・空地管理センター
全日所沢空家空地無料相談センター

1市(所沢市)
空き家の所有者から「相続」「売却」「管理」等に関するあらゆ
る困りごとワンストップで相談できる。
相談対象者は市民又は空き家の所在地が市内にある方

12 一般社団法人日本空家対策協議会 1市(新座市)
「空き家等の相談に係る連携に関する覚書」
空き家の所有者等に対し、空き家等の相談に関する利活用等に係
る提案を行う専門窓口業務

13 株式会社ホープ 1市(新座市)
「新座市空き家情報冊子の官民協働発行に関する協定」
空き家の所有者等向けの空き家情報冊子の発行
広告収入により発行するため、市の支出なし

14 社会福祉協議会 1市(八潮市)

一人暮らし高齢者の見回り活動の利用者に対し、空き家等、特定
空家等及び特定居住物件等の所有者ならびに特定居住物件等の発
生予防の啓発
社会福祉協議会が実施している相談事業において、空き家等及び
特定空家等の所有者等並びに特定居住物件等の所有者及び占有者
から相談があった場合には、情報提供を行う

簡易版 



                     埼玉県空き家対策連絡会議 平成 30 年度専門部会 

                                                       

                                    （別紙３） 

 ■ 死亡届に係る手続き一覧に併せた相続登記の案内のひな形 

 

  ＜死亡届に係る手続き一覧への掲載内容例＞ 

手続きが必要な

場合 

土地や建物の所有者が亡くなり、相続する場合 

手続き内容 相続登記 

手続きに必要な

もの 

お近くの法務局にご相談ください。（全国どこの法務局でも可） 

注意点等 ・相談は予約制です。事前に御連絡の上、御利用ください。 

・書類の提出先は対象の土地・建物を管轄する法務局です。 

担当窓口 【相談】 

 全国どこの法務局でも可 

 

【書類の提出先】 

 対象の土地・建物を管轄する法務局 

 

【ホームページ】 

「さいたま地方法務局 未来につなぐ相続登記について」 

http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/page000114.html 

  

 

 

簡易版 




