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令和２年の初春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
会員の皆様には、平素より日政連大阪の運営に対し、ご理解とご支援をいた
だき、厚く御礼を申し上げます。
昨年は、大阪府宅建政治連盟と共同で政策要望内容を作り上げ、吉村大阪府
知事をはじめ、各政党へ政策要望書を提出しました。本年も会員皆様および不動
産業界の声を集約するとともに、業界の活性化に向けて活動してまいります。
さて、業界では、喫緊の課題として所有者不明土地の対策を国に求めていま
したが、国において、所有者不明土地問題の解決に向けた民法・不動産登記
法の見直しについて検討されています。
「 相続等による所有者不明土地の発生
を予防するための仕組み」と「所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するため
の仕組み」の整備に向けて制度案がまとまり始めています。
「発生を予防するための仕組み」の具体的方策では、
1. 不動産登記情報の更新を図る方策
2. 所有者不明土地の発生を抑制する方策
が柱となっており、
「円滑かつ適正に利用するための仕組み」の具体的方策では、
1. 共有関係にある所有者不明土地を利用する方策
2. 所有者不明土地の管理を合理化する方策
3. 隣地所有者による所有者不明土地を利用する方策
が柱となっています。
このように、平成30年12月、法務省へ要望した「相続登記の義務化」が、所有
者不明土地の課題解決に向け、着実に前進しています。
税制面においても、要望していました「低未利用土地の適切な利用・管理を
促進するための特例措置の創設」が実現いたしました。個人が、譲渡価額が500
万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未 利用地を譲渡した場合
に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置です。人口減少が進み、利
用ニーズが低下する土地が増加する中で、土地活用の機会を増やし、適切な利
用・管理を確保し、所有者不明土地の発生を予防する税制改正となっています。
本年も、粘り強く、業界が直面している課題解決に向けて、取り組んでまいり
ます。会員の皆様には、引き続き、日政連の活動にご理解、ご支援を賜りますよ
うお願い申し上げるとともに、本年の皆様方の益々のご発展とご健勝を祈念い
たしまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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令和２年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
会員の皆様方には、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
昨年は、
「 平成」から「令和」に改元された年であり、6月、大阪で国内初となる
G20サミットが開催されました。世界各国の首脳そして関係者が集まり、大阪の
みならず関西そして日本の魅力を大いに感じられたのではないでしょうか。
2025年の大阪万博では、海外からさらなる訪日客が増えることが予想され、受
け入れ態勢の整備が国を中心に進められているところです。
また、昨年10月、消費税率が8％から10％に引き上げられ、同時に外食と酒類
を除く飲食料品などの税率を8％に据え置く「軽減税率制度」が導入されまし
た。日政連では、増税により住宅取得者への負担増加の影響があることから、
国に支援策を求めておりましたが、住宅ローン減税の控除期間延長や住まい給
付金における給付金の増額や対象者拡充など、一定程度の支援策が打ち出さ
れることになりました。
本年は、既存住宅市場の活性化を阻害する要因になりうる「心理的瑕疵」を
めぐる課題解決に向け、
「 宅地建物取引業における心理的瑕疵に関するガイド
ラインの制定」を要望します。次に、公共の用に供する道路である私道に接して
建物を建築するにあたり、水道管を埋設する際、供給事業者（水道局）は、申請
者に対し、地権者からの掘削承諾書の提出を求めることがあります。申請者に
は、承諾料の要求や地権者の所在不明などの理由により、時間的・金銭的に
負担がかかっていると同時に、不動産の流通を阻害している状況です。生活に
必要不可欠な給水装置の円滑な設置に向け、
「 私道の給水管埋設時の承諾書
撤廃と条文の追加」を要望します。
また、インターネットが普及した社会で、宅建業者および消費者のみならず誰
もが、不動産取引の重要事項情報をいつでも、どこでも入手できる基盤の整備
が求められています。しかし、現在、重要事項情報が、各部署で管理されてお
り、入手しようとすると、取扱窓口が異なることから、時間・労力がかかってい
ます。そこで、日政連では、
「 大阪府及び大阪府内の43市町村に対して、不動産
取引の重要事項情報の基盤整備・充実」を要望します。その他、空き家問題の
解決策として、
「 府内43市町村に対して、固定資産税の開示の見直し」を要望し
ます。
本年も、政策要望の実現に向け、行政、議員、政党へ積極的に要望してまいり
ますので、より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
本年が、会員の皆様にとって実り多い素晴らしい年となります様お祈り申し
上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

大阪府宅建政治連盟との強固な連携協力が実現
日政連大阪と大阪府宅建政治連盟（以下、大政連という。）は、これまで不定期に
意見交換を行ってきたが、日政連大阪 堀田本部長と大政連 阪井会長の両トップ
が、不動産業界が直面している課題解決をより迅速に実現するためには、不動産
業界の声を集約して、政策要望を一本化することが求められ、両団体の連携協力
関係が不可欠という共通認識に至った。2019年は、両団体の垣根を超え、業界の
健全な発展および会員の権益 擁護という共通の目的のために、吉村 大阪府知事
や各政党へ、一本化した政策要望書を提出した。2020年もさらにこの連携協力関
係を強固にして、両団体で作り上げた政策要望の実現に取り組んでいく。

相続登記申請の義務化等の法制審原案まとまる
日政 連では、平成30年12月6日、参 議院 議 員会 館第1会議
室にて、石川博 崇議 員および法務省民事局民事 課 長に、
「相続登記の義務化を求める要望書」を提出した。その後、
法務省法制審議会民法・不動産登記法部会が11回開催
され、相続登記の義務化等を含めて相続等を登記に反映
させるための仕組み、登記簿と戸籍等の連 携 等による所
有者情報を円滑に把握する仕組み、土地を手放すための
仕組み等について検討された。昨年末、公表された資料を
参考にその概要を以下列挙する。

1. 相続登記の申請の義務化

・不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から一定の期間内に、相続登記の申請
を義務付ける方向で検討
・義務違反者に対する過料による制裁等についても検討

2. 相続人申告登記（仮称）の新設

・自らが法定相続人である旨を申し出ることで、簡易に、その旨の氏名及び住所を登記官が登記
することを可能とする報告的な登記制度の新設について検討

3. 相続登記に対するインセンティブ付与策

・義務を履行した者に対して、費用を軽減する方策についても引き続き検討

4. 相続人への登記の促し

・登記所が他の公的機関から死亡情報等を取得し、これを活用して相続登記の申請を促す取
組などについて検討

5. 所有不動産目録証明書制度の新設

・相続人の請求により、登記官が被相続人名義の不動産登記情報を検索・調査して、その結果
を証明する制度の新設について検討
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活動の主な成果
自 民 党 大 阪 府 連「 政 策 要 望 懇 談 会 」に 出 席
令和元年10月19日（土）、自民党大阪府連の会議室にて「政策要
望懇談会」が行われ、日政連大阪府本部からは堀田本部長 他6名、
大阪府宅建政治連盟（以下、大政連）からは阪井会長 他6名が出席。
両連盟で取りまとめた要望内容について直接説明し、議員の方々と
活発な意見交換を行った。
大政連・阪井会長、日政連・堀田本部長、自民党
大阪府連・とかしき会長が開会の挨拶を行なった後、
本題である政策要望書の具体的な説明へ移行。
大政連・福山幹事長が、要望1の「私道の給水管埋
設時の承諾書撤廃と条文追加」について、承諾書を取
り付ける際に一部で承諾料の要求や妨害行為を確認。
また所在不明や遠方・海外での居住等の理由により、
様々な支障が生じている現状を説明。いち早く承諾書
撤廃に踏み切った京都市の水道事業条例の内容と比
較し、大阪府下各市町村においても、承諾書不要と
「他人の土地の使用の申込みに応じる義務」として「正
当な理由がない限り、当該申込みを承諾することを拒
んではならない」との条文追加を要望。
次いで、日政連・近藤政調委員長が、国土交通省
が提言する「不動産業ビジョン2030年」の緊急課題
にも入っている、要望2の「宅地建物取引業における
心理的瑕疵に関するガイドライン制定」について、
不動産の売買や賃貸を仲介する際、重要 事項説明
書への記載、説明義務が課せられているが、心理的
瑕疵に関する明確なガイドラインがなく、取引後に

訴訟問題等のトラブルへ
と発展するケースが多い
現 状を説明。日政 連、大
政 連合 同で 議 論を重ね
た「心 理 的 瑕 疵 の 告 知
に関する基 準案」を提 示
し、都道 府 県 単位、ひい
ては国のガイドライン制
定を要望した。
さらに、要望3の「固定
資産税の開示の見直し」
について、アメリカで実用化されている不動産の統合
データベース、MLS（Multiple Listing Service）を例
に挙げ、土地に関する所有者情報（納税代理人を含
む）、滞 納情報、課 税 標準等のデータを、パブリック
データとして開示することを要望。
その他にも、美観上や流通上、安全対策の面でも
問題になっている要望4の
「空家対策に関して」、建物
所有者が空き家の予防及び流通促進を目的で、建物
を解体した場合、固定資産税を５年間、住宅用地並
の課税標準額にすることを要望。また現在、大阪府及
び大阪府内４３の市町村ごとに対応が異なる、重要
事項説明に必要な情報に関して、フォーマットを統一
し内容を整理して、インターネットもしくは当該物件
所在地の市役所等において閲覧・交付できるよう要
望。最後に、不動産購入に際する金融機関の融資実
行時において、抵当権設定費用や各種手数料等は、
債権者負担とする様、要望した。

された。また、要望4を支持するとした上で、空家の解
体促進に加え、利活用に関しても両連盟の専門知識
を拝聴したいとの声が挙がり、連盟側からは空家問
題は要望3にも関連し、固定資産税のパブリック化が
解決の糸口になるとの意見や、利活用促進案として
は、隣地買取による固定資産税免除案や二軒持ち政
策推進案等が挙げられた。さらに今回、両連盟が合
同で政策要望を行なった点に評価が集まり、より大き
な声として国や大阪府の各自治体に伝えていきたい
とのお言葉を頂き、自民党大阪府連・原田政務調査
会長の挨拶で閉会した。

その後の意見交換では、自民党大阪府連の各議
員から、要望1は国民の命に関わるインフラ整備で、
国として議論すべき問題との認識や、要望2に関して
は国交相でガイドラインの策定が進んでいる事が示
され、今後の活動としては、大阪都心部の再・再開
発やポスト万博に対する業界の声を望む意見等が出

大阪市宅地建物等振興議員連盟との懇談会に出席
令和元年10月17日（木）、
「大阪市宅地建物等振興議員連盟との懇談会」に
出席。
当日、日政連大阪府本部から、堀田本部長 他8名、大阪府宅建政治連盟
（以下、大政連という。）から阪井会長 他14名が出席。山本長助大阪市会議員
の進行のもと、西川ひろじ大阪市宅地建物等振興議員連盟会長の挨拶、阪井
会長の挨拶、堀田本部長の挨拶、北野妙子自民党市民クラブ市会議員団幹
事長の挨拶があった。自民党の大阪市会議員の方々に、日政連と大政連とが
協議してとりまとめた政策要望を説明し、その実現に向け協力を求めた。
最後に、大阪市宅地建物等振興議員連盟 世話人 多賀谷俊文 大阪市会
議員より、引き続き、大阪の発展に協力いただきたいとの挨拶があり、盛会に
終わった。

全日本不動産政治連盟 大阪府本部の公式サイトをぜひ一度ご覧ください !
活動の主旨をはじめ、最新ニュースやこれまでの主な成果報告、
また、
日政連大阪ニュースのバックナンバー
（PDF版）等も閲覧す
ることができます。

全日会員の利益を守るただ一つの団体です。
全日本不動産政治連盟とは？
昭和53年11月2日、中小不動産業者の擁護・消費者の市場選択の自由を
力強く宣言し、創設された歴史ある政治団体です。

http://www.nisseiren-osaka.com/
日政連 大阪 で検索

全日本不動産政治連盟は、

日政連

大阪

会員の皆様のご協力で活躍しています！
検索

一個人では出来ない、我々の要望事項、政策提言を大きな声として
政治・行政に届ける為に、全日本不動産政治連盟の活動は絶対に必要です。
これからも、不動産業界のため各分野への働きかけを行います。

日政連活動は、会員の皆様から納入いただきました会費で成り立っております。
納入いただきました会費は、不動産業界の発展のために活用しておりますので、今後とも、引き続き、ご理解、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

