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改正資料 

 

不動産登記に関連して，平成23年４月１日より以下のものが改正されましたので，

連絡します。 

 

１ 登記手数料の改定 

 

主な登記手数料一覧（一部省略）【平成23年４月１日～】 

区    分 旧 新 

窓口交付 1,000円 700円 

オンライン請求・送付 700円 570円 

登記事項証明書

（謄 抄 本）

（※１） オンライン請求・窓口交付 （新設） 550円 

登記事項要約書の交付（※１）・登記簿等の閲覧 500円 500円 

証明（地図・印鑑証明を除く） 500円 500円 

窓口交付 

オンライン請求・送付 
地 図 等 情 報 

 （※２） 
オンライン請求・窓口交付 

 

500円 

（新設） 

 

500円 

筆界特定書の写し 1,000円 600円 

図面の写し 500円 500円 筆界特定 

手続記録の閲覧 500円 500円 

窓口交付 

不動産及び 

商業・法人登記 

登記識別情報に

関する証明 オンライン請求・交付（※３）
300円 300円 

全部事項（登記記録の全部の情報の提供） 457円 397円 

所有者事項（不動産の所有権の登記名義人のみ

の情報の提供） 

147円 147円 

地図，土地所在図等の情報の提供 447円 427円 

インターネット 

登記情報提供 

サービス 

（※７） 

登記事項概要ファイルに記録されている情報

（動産・債権） 

417円 187円 

 

※１．１通の枚数が50枚を超える場合には，その超える枚数50枚までごとに登記事項証明書は100円，

登記事項要約書は50円が加算されます。 

※２．手数料納付の単位については，地図等の証明書は「１筆の土地又は１個の建物」，土地所在

図等の証明書は「１事件」となります。 

※３．オンライン申請により，交付の請求をした証明書を電磁的記録としてオンラインにより交付

する場合をいいます。 

※７．手数料額には，指定法人手数料を含みます。 
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２ 登記印紙の取扱い 

 

２総１第139号 

平成23年２月16日 

 

関係機関の長 殿 

東京法務局長 山 舗 弥一郎 

 

 

 

登記印紙の取扱い及び登記手数料改定の周知方について（依頼） 

 平素から,法務行政の運営につきましては，格別の御理解と御協力を賜り，厚く御礼

申し上げます。 

 さて，本年３月末日をもって登記印紙が廃止され，４月１日から登記事項証明書等の

交付請求等に係る手数料の納付は，収入印紙をもってすることとされています。ただし，

特別会計に関する法律（平成19年法律第23号）附則第382条の規定により，当分の間は，

登記事項証明書等の交付請求等に限って登記印紙を使用することができることとされ

ています。 

 さらに，平成23年度予算政府案においては，不動産登記，商業・法人登記，後見登記

の登記事項証明書等の登記手数料の改定が盛り込まれており，当該予算案が年度内に成

立すると，登記手数料令（昭和24年政令第140号）が改正され，本年４月１日から施行

される予定です。 

 つきましては，本年４月１日からの登記印紙の取扱い及び主な登記手数料の改定内容

は別添のとおりとなりますので，関係職員又は各会員等の皆様に周知いただきますよう，

格別の御配意をお願い申し上げます。 
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３ 不動産登記規則の新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

新 旧 

（登記記録の閉鎖）  

第８条 登記官は、登記記録を閉鎖するとき

は、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖す

る登記記録の不動産の表示（法第27条第１

号に掲げる登記事項を除く。）を抹消する

記号を記録するほか、登記官の識別番号を

記録しなければならない。 

 

 

 

（地図）  

第10条 （略） 

２・３ （略） 

４ 地図を作成するための一筆地測量及び地

積測定における誤差の限度は、次によるも

のとする。 

一 市街地地域については、国土調査法施

行令（昭和27年政令第59号）別表第四に

掲げる精度区分（以下「精度区分」とい

う。）甲二まで 

二・三 （略） 

５・６ （略） 

 

（受付帳） 

第18条の２ 受付帳は、登記の申請、登記識別

情報の失効の申出及び登記識別情報に関する

証明についてそれぞれ調製するものとする。

２ 受付帳は、書面により調製する必要がある場

合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録

に記録して調製するものとする。 

 

（保存期間）  

第28条 （略） 

一～七 （略） 

八 受付帳に記録された情報 受付の年の

翌年から10年間（登記識別情報に関する証

明の請求に係る受付帳にあっては、受付の

年の翌年から１年間） 

九～十八 （略） 

 

（登記識別情報の通知を要しない場合等）  

第64条 （略） 

２ （略） 

３ 登記官は、第１項第２号に規定する場合に

は同号に規定する登記識別情報を、同項第３

号に規定する場合には同号に規定する登記識

（登記記録の閉鎖） 

第８条 登記官は、登記記録を閉鎖するとき

は、閉鎖の事由及びその年月日を記録する

ほか、登記官の識別番号を記録しなければ

ならない。この場合において、登記記録の

全部を閉鎖するときは、閉鎖する登記記録

の不動産の表示（法第27条第１号に掲げる

登記事項を除く。）を抹消する記号を記録

しなければならない。 

 

（地図） 

第10条 （同上） 

２・３ （同上） 

４ 地図を作成するための一筆地測量及び地

積測定における誤差の限度は、次によるも

のとする。 

一 市街地地域については、国土調査法施

行令（昭和27年政令第59号）別表第五に

掲げる精度区分（以下「精度区分」とい

う。）甲二まで 

二・三 （同上） 

５・６ （同上） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（保存期間） 

第28条（同上） 

一～七（同上） 

八 受付帳に記録された情報 受付の年の

翌年から10年間 

 

九～十八 （同上） 

 

 

（登記識別情報の通知を要しない場合） 

第64条 （同上） 

２ （同上） 

（新設） 
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別情報を記載した書面を廃棄することができ

る。 

４ 第29条の規定は、前項の規定により登記識

別情報又は登記識別情報を記載した書面を廃

棄する場合には、適用しない。 

 

（登記識別情報を記載した書面の廃棄）  

第69条（略） 

２ 第29条の規定は、前項の規定により登記識

別情報を記載した書面を廃棄する場合には、

適用しない。 

 

（区分建物の登記記録の閉鎖）  

第117条 登記官は、区分建物である建物の登記

記録を閉鎖する場合において、当該登記記録

の閉鎖後においても当該建物（以下この条に

おいて「閉鎖建物」という。）が属する一棟

の建物に他の建物（附属建物として登記され

ているものを除く。）が存することとなると

きは、第８条の規定にかかわらず、閉鎖建物

の登記記録に記録された次に掲げる事項を抹

消する記号を記録することを要しない。 

一～四 （略） 

２・３ （略） 

 

（敷地権の登記の抹消）  

第124条 （略） 

２・３ （略） 

４ 登記官は、前項の場合において、第１項の

土地の登記記録の権利部の相当区に前項の規

定により転写すべき登記に後れる登記がある

ときは、同項の規定にかかわらず、新たに当

該土地の登記記録を作成した上、当該登記記

録の表題部に従前の登記記録の表題部にされ

ていた登記を移記するとともに、権利部に、

権利の順序に従って、同項の規定により転写

すべき登記を転写し、かつ、従前の登記記録

の権利部にされていた登記を移記しなければ

ならない。この場合には、従前の登記記録の

表題部及び権利部にこの項の規定により登記

を移記した旨及びその年月日を記録し、従前

の登記記録を閉鎖しなければならない。 

 

５～９ （略） 

10 第６条後段の規定は、第４項の規定により

登記を移記する場合について準用する。 

 

（敷地権の不存在による更正の登記）  

第126条 （略） 

２ （略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（登記識別情報を記載した書面の廃棄） 

第69条 （同上） 

（新設） 

 

 

 

（区分建物の登記記録の閉鎖） 

第117条 登記官は、区分建物である建物の登記

記録を閉鎖する場合において、当該登記記録

の閉鎖後においても当該建物（以下この条に

おいて「閉鎖建物」という。）が属する一棟

の建物に他の建物（附属建物として登記され

ているものを除く。）が存することとなると

きは、第８条後段の規定にかかわらず、閉鎖

建物の登記記録に記録された次に掲げる事項

を抹消する記号を記録することを要しない。 

一～四 （同上） 

２・３ （同上） 

 

（敷地権の登記の抹消） 

第124条 （同上） 

２・３ （同上） 

４ 登記官は、前項の場合において、第１項の

土地の登記記録の権利部の相当区に前項の規

定により転写すべき登記に後れる登記がある

ときは、同項の規定にかかわらず、新たに当

該土地の登記記録の権利部の相当区を作成し

た上、当該新たに作成された権利部の相当区

に、権利の順序に従って、同項の規定により

転写すべき登記を転写し、かつ、従前の登記

記録の権利部の相当区にされていた登記を移

記しなければならない。この場合には、従前

の登記記録の権利部の相当区に当該土地の不

動産所在事項並びに本項の規定により登記を

移記した旨及びその年月日を記録し、従前の

登記記録の権利部の相当区を閉鎖しなければ

ならない。 

５～９ （同上） 

（新設） 

 

 

（敷地権の不存在による更正の登記） 

第126条 （同上） 

２ （同上） 
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３ 第124条第３項から第10項までの規定は、前

項の場合について準用する。 

 

（敷地権付き区分建物の滅失の登記）  

第145条 第124条第１項から第５項まで及び第

８項から第10項までの規定は、敷地権付き区

分建物の滅失の登記をする場合について準用

する。 

２ （略） 

 

（登記完了証）  

第181条 （略） 

２ 前項の登記完了証は、別記第６号様式によ

り、次の各号に掲げる事項を記録して作成す

るものとする。 

 

一 申請の受付の年月日及び受付番号 

二 第147条第２項の符号 

三 不動産番号 

四 法第34条第１項各号及び第44条第１項

各号（第６号及び第９号を除く。）に掲げ

る事項 

五 共同担保目録の記号及び目録番号（新た

に共同担保目録を作成したとき及び共同

担保目録に記録された事項を変更若しく

は更正し、又は抹消する記号を記録したと

きに限る。） 

六 法第27条第２号の登記の年月日 

七 申請情報（電子申請の場合にあっては、

第34条第１項第１号に規定する情報及び

第36条第４項に規定する住民票コードを

除き、書面申請の場合にあっては、登記の

目的に限る。） 

 

（登記完了証の交付の方法）  

第182条 登記完了証の交付は、法務大臣が別に

定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の

区分に応じ、当該各号に定める方法による。

一・二 （略） 

（削る） 

 

 

 

 

２ 送付の方法により登記完了証の交付を求め

る場合には、申請人は、その旨及び送付先の

住所を申請情報の内容としなければならな

い。 

３ 第55条第７項から第９項までの規定は、送

付の方法により登記完了証を交付する場合に

３ 第124条第３項から第９項までの規定は、前

項の場合について準用する。 

 

（敷地権付き区分建物の滅失の登記） 

第145条 第124条第１項から第５項まで、第８

項及び第９項の規定は、敷地権付き区分建物

の滅失の登記をする場合について準用する。 

 

２ （同上） 

 

（登記完了証） 

第181条 （同上） 

２ 前項の登記完了証は、別記第６号様式によ

り、不動産所在事項、不動産番号、登記の目

的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録

して作成するものとする。 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（登記完了証の交付の方法） 

第182条 登記完了証の交付は、次の各号に掲げ

る申請の区分に応じ、当該各号に定める方法

による。 

一・二（同上） 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、官庁又は公

署が登記権利者のために電子申請により登記

の嘱託をしたときにおける登記完了証の交付

は、同項第２号に定める方法によりすること

ができる。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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ついて準用する。 

 

（登記が完了した旨の通知を要しない場合） 

第182条の２ 登記官は、次の各号に掲げる場合

には、第181条第１項の規定にかかわらず、申

請人に対し、登記が完了した旨の通知をする

ことを要しない。この場合においては、同条

第２項の規定により作成した登記完了証を廃

棄することができる。 

一 前条第１項第１号に規定する方法によ

り登記完了証を交付する場合において、登

記完了証の交付を受けるべき者が、登記官

の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに登記完了証が記録され、電子情報

処理組織を使用して送信することが可能

になった時から30日を経過しても、自己の

使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに当該登記完了証を記録しないとき。

二 前条第１項第２号に規定する方法によ

り登記完了証を交付する場合において、登

記完了証の交付を受けるべき者が、登記完

了の時から３月を経過しても、登記完了証

を受領しないとき。 

２ 第29条の規定は、前項の規定により登記完了

証を廃棄する場合には、適用しない。 

 

（登録免許税を納付する場合における申請情報

等）  

第189条 （略） 

２～６ （略） 

７ 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権

利及び義務に関する法律（昭和37年法律第66

号）第75条第１項の規定による審査請求に対

する裁決により確定した課税標準の金額によ

る登録免許税を納付して登記の申請をする場

合には、申請人は、当該課税標準の金額が確

定している旨を申請情報の内容とし、かつ、

当該金額が確定していることを証する情報を

その申請情報と併せて提供しなければならな

い。 

 

（登記事項証明書の交付の請求情報等）  

第193条 登記事項証明書、登記事項要約書、地

図等の全部若しくは一部の写し（地図等が電

磁的記録に記録されているときは、当該記録

された情報の内容を証明した書面。以下この

条において同じ。）又は土地所在図等の全部

若しくは一部の写し（土地所在図等が電磁的

記録に記録されているときは、当該記録され

た情報の内容を証明した書面。以下この条に

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（登録免許税を納付する場合における申請情報

等） 

第189条 （同上） 

２～６ （同上） 

７ 国税通則法（昭和37年法律第66号）第75条第

１項の規定による審査請求に対する裁決によ

り確定した課税標準の金額による登録免許税

を納付して登記の申請をする場合には、申請

人は、当該課税標準の金額が確定している旨

を申請情報の内容とし、かつ、当該金額が確

定していることを証する情報をその申請情報

と併せて提供しなければならない。 

 

 

 

（登記事項証明書の交付の請求情報等） 

第193条 登記事項証明書、登記事項要約書、地

図等の全部若しくは一部の写し（地図等が電

磁的記録に記録されているときは、当該記録

された情報の内容を証明した書面）又は土地

所在図等の全部若しくは一部の写し（土地所

在図等が電磁的記録に記録されているとき

は、当該記録された情報の内容を証明した書

面）の交付の請求をするときは、次に掲げる
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おいて同じ。）の交付の請求をするときは、

次に掲げる事項を内容とする情報（以下この

章において「請求情報」という。）を提供し

なければならない。地図等又は登記簿の附属

書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。

一～六 （略） 

七 送付の方法により登記事項証明書、地図

等の全部若しくは一部の写し又は土地所

在図等の全部若しくは一部の写しの交付

の請求をするときは、その旨及び送付先の

住所 

２～６ （略） 

 

（登記事項証明書等の交付の請求の方法等）  

第194条 （略） 

２ （略） 

３ 登記事項証明書の交付の請求は、前２項の

方法のほか、法務大臣の定めるところにより、

請求情報を電子情報処理組織を使用して登記

所に提供する方法によりすることができる。

この場合において、登記事項証明書を登記所

で受領しようとするときは、その旨を請求情

報の内容としなければならない。 

 

 

 

 

第195条 削除 

 

 

 

 

 

 

（登記事項証明書の作成及び交付）  

第197条 （略） 

２～５ （略） 

６ 登記事項証明書の交付は、請求人の申出に

より、送付の方法によりすることができる。

 

 

 

（登記事項証明書の受領の方法） 

第197条の２ 第194条第３項前段の規定により

登記事項証明書の交付を請求した者が当該登

記事項証明書を登記所で受領するときは、法

務大臣が定める情報を当該登記所に提供しな

ければならない。 

 

（地図等の写し等の作成及び交付）  

事項を内容とする情報（以下この章において

「請求情報」という。）を提供しなければな

らない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧

の請求をするときも、同様とする。 

 

一～六（同上） 

（新設） 

 

 

 

 

２～６ （同上） 

 

（登記事項証明書等の交付の請求の方法等） 

第194条 （同上） 

 

２ （同上） 

３ 送付の方法による登記事項証明書の交付の

請求は、第１項の方法のほか、法務大臣の定

めるところにより、請求情報を電子情報処理

組織を使用して登記所に提供する方法により

することができる。この場合には、請求人は、

送付先の住所を請求情報の内容としなければ

ならない。 

 

（他の登記所の登記官に対してする登記事項証

明書の交付の請求の制限） 

第195条 法第119条第５項の法務省令で定める

場合は、登記記録のうち甲区若しくは乙区に

記録されている登記の数（仮登記の余白の数

を含む。）が500を超える場合又は請求に係る

一不動産の情報量が200キロバイトを超える

場合とする。 

 

（登記事項証明書の作成及び交付） 

第197条 （同上） 

２～５ （同上） 

６ 登記事項証明書の交付は、請求人の申出によ

り、送付の方法によりすることができる。こ

の場合には、送付先の住所をも請求情報の内

容とする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（地図等の写し等の作成及び交付） 
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第200条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第194条第２項及び第３項並びに第197条の

２の規定は、第２項の書面の交付の請求につ

いて準用する。 

 

（土地所在図等の写し等の作成及び交付）  

第201条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第194条第２項及び第３項並びに第197条の

２の規定は、第２項の書面の交付の請求につ

いて準用する。 

 

（手数料の納付方法）  

第203条 法第119条第１項及び第２項、第120

条第１項及び第２項並びに第121条第１項及

び第２項の手数料を収入印紙をもって納付す

るときは、請求書に収入印紙を貼り付けてし

なければならない。 

２ （略） 

 

（筆界特定書等の写しの交付の請求情報等） 

第238条 法第149条第１項の規定により筆界特

定書等の写し（筆界特定書等が電磁的記録を

もって作成されている場合における当該記録

された情報の内容を証明した書面を含む。以

下同じ。）の交付の請求をするときは、次に

掲げる事項を内容とする情報（以下この節に

おいて「請求情報」という。）を提供しなけ

ればならない。筆界特定手続記録の閲覧の請

求をするときも、同様とする。 

一～四 （略） 

五 送付の方法により筆界特定書等の写し

の交付の請求をするときは、その旨及び送

付先の住所 

２～５ （略） 

 

（筆界特定書等の写しの作成及び交付）  

第240条 （略） 

２ （略） 

３ 筆界特定書等の写しの交付は、請求人の申

出により、送付の方法によりすることができ

る。 

 

 

（準用）  

第241条 第202条の規定は筆界特定手続記録の

閲覧について、第203条第１項の規定は法第

149条第１項及び第２項の手数料を収入印紙

をもって納付するときについて、第204条の規

第200条 （同上） 

２・３ （同上） 

４ 第194条第２項及び第３項の規定は、第２項

の書面の交付の請求について準用する。 

 

 

（土地所在図等の写し等の作成及び交付） 

第201条 （同上） 

２ （同上） 

４ 第194条第２項及び第３項の規定は、第２項

の書面の交付の請求について準用する。 

 

 

（手数料の納付方法） 

第203条 法第119条第１項及び第２項、第120

条第１項及び第２項並びに第121条第１項及

び第２項の手数料を登記印紙をもって納付す

るときは、請求書に登記印紙をはり付けてし

なければならない。 

２ （同上） 

 

（筆界特定書等の写しの交付の請求情報等） 

第238条 法第149条第１項の規定により筆界特

定書等の写し（筆界特定書等が電磁的記録を

もって作成されている場合における当該記録

された情報の内容を証明した書面を含む。以

下同じ。）の交付の請求をするときは、次に

掲げる事項を内容とする情報（以下この節に

おいて「請求情報」という。）を提供しなけ

ればならない。筆界特定手続記録の閲覧の請

求をするときも、同様とする。 

一～四（同上） 

（新設） 

 

 

２～５ （同上） 

 

（筆界特定書等の写しの作成及び交付） 

第240条（同上） 

２ （同上） 

３ 筆界特定書等の写しの交付は、請求人の申

出により、送付の方法によりすることができ

る。この場合には、送付先の住所をも請求情

報の内容とする。 

 

（準用） 

第241条 第202条の規定は筆界特定手続記録の

閲覧について、第203条第１項の規定は法第

149条第１項及び第２項の手数料を登記印紙

をもって納付するときについて、第204条の規
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定は請求情報を記載した書面を登記所に提出

する方法により第238条第１項の交付の請求

をする場合において前条第３項の規定による

申出をするときについて、第205条第２項の規

定は第239条第２項に規定する方法により筆

界特定書等の写しの交付の請求をする場合に

おいて手数料を納付するときについて、それ

ぞれ準用する。この場合において、第202条第

２項中「法第120条第２項及び第121条第２項」

とあるのは「法第149条第２項」と、第203条

第１項中「法第119条第１項及び第２項、第120

条第１項及び第２項並びに第121条第１項及

び第２項」とあるのは「法第149条第１項及び

第２項」と、第204条第１項中「第193条第１

項」とあるのは「第238条第１項」と、「第197

条第６項（第200条第３項及び第201条第３項

において準用する場合を含む。）」とあるの

は「第240条第３項」と読み替えるものとする。

 

別記第６号（第181条第２項関係） 

（略）  

定は請求情報を記載した書面を登記所に提出

する方法により第238条第１項の交付の請求

をする場合において前条第３項の規定による

申出をするときについて、第205条第２項の規

定は第239条第２項に規定する方法により筆

界特定書等の写しの交付の請求をする場合に

おいて手数料を納付するときについて、それ

ぞれ準用する。この場合において、第202条第

２項中「法第120条第２項及び第121条第２項」

とあるのは「法第149条第２項」と、第203条

第１項中「法第119条第１項及び第２項、第120

条第１項及び第２項並びに第121条第１項及

び第２項」とあるのは「法第149条第１項及び

第２項」と、第204条第１項中「第193条第１

項」とあるのは「第238条第１項」と、「第197

条第６項（第200条第３項及び第201条第３項

において準用する場合を含む。）」とあるの

は「第240条第３項」と読み替えるものとする。 

 

別記第６号（第181条第２項関係） 

（略） 

  

 

 

 


