
答申番号：平成３１年度答申第１号  

令和元年８月  ６日  

 

 

答申書  

 

第１ 審査会の結論  

  審査請求人○○○○（以下「審査請求人」という。）が令和元年５月９

日に提起した処分庁苅田町長（以下「処分庁」という。）が行った平成３

１年４月１２日付固定資産納税通知書による「○○○○○－○ 宅地」の

固定資産税○○○○○○円の課税処分に対する審査請求（以下「本件審査

請求」という。）については、棄却すべきである。  

 

第２ 事案の概要  

  本件は、固定資産税の賦課処分に対して審査請求人が不服を申し立てた

事案である。処分庁は、本件審査請求に係る「○○○○○－○ 宅地」の

土地（以下「本件土地」という。）の登記名義人である「○○○○」が固

定資産税の賦課期日前に死亡していることから、審査請求人が地方税法第

３４３条第２項後段の「当該土地又は家屋を現に所有している者」に該当

するとして、本件処分をした。これに対し審査請求人は、対象となる本件

土地を昭和２２年１２月２日に取得したのは別の同姓同名の「○○○○」

で、上記課税処分を受けるのは相続により引き継いだ同人の親族であって、

審査請求人ではないとの理由から不服を申し立てたものである。  

 

第３ 審理関係人の主張の要旨  

 １ 審査請求人の主張  

① 登記簿全部事項証明書では本件土地の売渡を受けた○○○○の住 

所は「○○○○○番地」となっており、○○○○の住所は「○○○○

○番地」であるから売渡を受けたのは○○○○ではない。  

② 登記簿全部事項証明書によれば、本件土地は昭和２２年１２月２日



自作農創設特別措置法により「○○○○○番地 ○○○○」に売り渡

されている。また同年７月２日「○○○○○番地」の土地も「○○○

○○番地 ○○○○」に売り渡されている。この「○○○○○番地」

の土地については、昭和４９年３月１１日錯誤を原因として○○○○

の住所を「○○○○○番地」から「○○○○○番地」に表示変更登記

手続きをしているが、本件土地については同じように錯誤を原因とす

る表示変更登記を行っていないため本件土地については○○○○は

売渡を受けていない。  

③ 地籍調査結果閲覧票には９筆もの夫所有の土地が記載されており、

その内容は、苅田町によって事前に記入されたものである。そのため、

○○○○は、その中に夫所有の土地ではない本件土地が含まれている

ことがわからないまま署名押印したものである。  

④ 審査請求人は、平成２９年８月２８日の時点で、固定資産税納税通

知書の中に関係のない本件土地が含まれていることに気づかなかっ

たが、平成３０年４月１２日付の固定資産税納税通知書が届いて不審

に思い、妹に調査させて初めて知った。  

⑤ 本件土地について、審査請求人は○○○○とその家族がその土地に

住んでいたのを見たことがあり、建物の課税明細書の名義人は○○○

である。○○○は○○○○の兄○の子である。そして現在この建物は

○○○の子である○○○○が引き継いでいる。したがって本件土地は

○○○○が占有管理している。  

 ２ 処分庁の主張  

  ① 「○○○○○番地」と「○○○○○番地」の土地は昭和６３年１０

月２７日に国土調査により合筆されている。不動産登記法第４１条第

１号、３号の規定により相互に接続していない土地、表題部所有者又

は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆はできないことと

なっている。このことから「○○○○○番地」と「○○○○○番地」

の土地は合筆されていることから接続している土地で、所有者も同一

であることは明らかである。  

    また、国土調査による合筆が行われるにあたり地籍調査結果閲覧票



に「○○○○」の妻「○○○○」が合筆処理することに承諾押印して

いること、「○○○○○番地」は昭和６２年１月６日○○○○から「○

○○○」に相続されており、○○○○は「○○○○」の父であること

からも「苅田町大字○○○○○番地 ○○○○」は「苅田町大字○○

○○○番地 ○○○○」である。  

また、「○○○○○番地」の閉鎖登記簿謄本では昭和４９年３月１１

日付けで「○○○○○番地 ○○○○」から「○○○○○番地 ○○

○○」に登記名義人表示更正登記されており、登記名義人表示更正登

記は同一人物でないとできないことから、「○○○○○番地 ○○○○」

と「○○○○○番地 ○○○○」は同一人物である。  

  ② 「○○○○○番地」の土地については登記名義人表示更正登記を行

っているが、本件土地については登記名義人表示更正登記をおこなっ

ていないと主張しているが、「○○○○○番地」の土地は昭和４９年

３月１１日付けで条件付所有権移転仮登記が行われ、権利者は○○○

○○○○○になっている。同日付けで登記名義人表示更正登記、条件

付所有権移転仮登記が行われていることから、登記名義人表示更正登

記は「○○○○」が自主的に行ったのではなく、条件付所有権移転仮

登記を行う必要のあった○○○○○○○○による代位登記で行われ

たと考えられる。本件土地については○○○○○○○○には必要のな

い土地だったため登記名義人表示更正登記が行われなかったものと

考えられ、登記名義人表示更正登記を行っていないことで自作農創設

特別措置法により売渡を受けていないという主張はあたらない。  

  ③ 本件土地に「○○○○」の兄○○○の子○○○が昭和５８年に倉庫

を建築しているため、○○○の相続人○○○○に固定資産税を課税し

おり、○○○○が占有管理していると主張しているが、民法第１７７

条の規定により登記をしなければ第三者に対抗することができない

ため○○○○も本件土地については自己所有物であると主張できな

い。  

また、審査請求人が小学生の頃、「○○○○」とその家族が本件土地

に住んでいたのを見たことがあると主張しているが、客観的資料がな



いので容認できない。  

  ④ 本件土地に関し、地籍調査結果閲覧票に承諾押印していることから

も審査請求人の両親は所有者について自分たちであると認識してい

た。また審査請求人においても「○○○○」の相続人として平成２９

年８月２８日に相続による固定資産税の納税義務者の代表者印に押

印して提出していることからも自分たちの所有物であると承認して

いる。  

 

第４ 審理員意見書の要旨  

 １ 審理員意見書の結論  

   本件審査請求は、棄却されるべきである。  

 ２ 審理員意見書の理由  

  １ 処分庁が本件土地の固定資産税の納税義務者を審査請求人と決定

したことについて  

  （１）地方税法第３４３条第１項及び第２項は、納税義務者は「固定資

産の所有者」であり、その所有者とは、「土地又は家屋については、

登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者と

して登記又は登録されている者」、「所有者として登記又は登録されて

いる個人が賦課期日前に死亡しているとき（中略）は、同日において

当該土地又は家屋を現に所有している者」をいうとしている。  

    本件においてこれをみるに、本件土地の登記名義人は「○○○○○

番地 ○○○○」であるが、  

    ア 「○○○○○番地」と「○○○○○番地」の土地が昭和６３年

１０月２７日に国土調査により合筆されている。不動産登記法第

４１条第１号及び第３号の規定では相互に接続していない土地、

表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合

筆はできないこととなっていることから「○○○○○番地」と「○

○○○○番地」の土地は合筆されていることをもってこの２筆は

接続している土地で、所有者も同一である。  

    イ 「○○○○○番地」と「○○○○○番地」の土地について、国



土調査による合筆が行われるにあたり地籍調査結果閲覧票に「○

○○○」の妻「○○○○」が合筆処理することに承諾押印してい

る。  

    ウ 「○○○○○番地」は昭和６２年１月６日○○○○から「○○

○○」に相続されており、○○○○は「○○○○」の父であるこ

とから「苅田町大字○○○○○番地 ○○○○」は「苅田町大字

○○○○○番地 ○○○○」である。  

    エ 「○○○○○番地」の閉鎖登記簿謄本では昭和４９年３月１１

日付けで「○○○○○番地 ○○○○」から「○○○○○番地 ○

○○○」に登記名義人表示更正登記されており、不動産登記法第

３１条の規定により、登記名義人表示更正登記は表題部所有者以

外の者は申請することができないことから、「○○○○○番地 

○○○○」と「○○○○○番地 ○○○○」は同一人物である。 

    上記アからエの理由により本件土地の所有者を「○○○○」と判断

し、同人は、本件処分の賦課期日以前に死亡しているため、民法第８

８７条及び第８９６条の規定により審査請求人を相続人として処分

庁が行った本件処分は何ら違法又は不当な点は存在しない。 

２ 本件土地は「○○○○」に売渡されたのかについて  

  （１） 審査請求人は「○○○○○番地」の土地は錯誤を原因とする表

示変更登記を行っているのに対して、本件土地については錯誤を

原因とする表示変更登記を行っていないため本件土地について

は、○○○○は売渡を受けていないと主張する。  

  （２） 処分庁は、「○○○○○番地」の土地は条件付所有権移転仮登

記を行う必要のあった○○○○○○○○による代位登記で行わ

れたと考えられ、本件土地については○○○○○○○○には必要

のない土地だったため登記名義人表示更正登記が行われなかっ

たものと考えられ、登記名義人表示更正登記を行っていないこと

で自作農創設特別措置法により売渡を受けていないという主張

はあたらないと主張する。  

  （３） 審査請求人は、反論書において「○○○○○番地」の土地につ



いて、代位登記がなされたときは、その登記の中に代位者及び代

位原因が記載されるが、本件土地の登記にそのような記載がない

ため登記名義人表示変更登記は○○○○自身が行ったと主張す

る。  

    上記（１）、（２）、（３）については、本件土地の登記簿に記載され

ている者が所有者となるため、本件土地の売渡しがあったかどうか、

「○○○○○番地」の土地の登記名義人表示変更登記を誰がおこなっ

たかは審理員の審理の範疇ではない。  

３ 「○○○○」が本件土地を現に所有している者となるかについて  

  （１） 審査請求人は、本件土地に○○○○とその家族が住んでいたの

を見たことがあり、建物の課税明細書の名義人は○○○である。○

○○は○○○○の兄○の子である。そして現在この建物は○○○の

子である○○○○が引き継いでいる。したがって本件土地は○○○

○○が占有管理していると主張しているが、地方税法第３４３条第

２項の「現に所有している者」とは、所有者として登記又は登録さ

れている個人の死亡によって当該個人の所有に係る固定資産につ

いて相続その他の事由に基づき民法その他の規定により当該固定

資産を現実に所有している者となるため、単に当該固定資産を使用

収益しているにとどまる者は「現に所有している者」には該当しな

いと言える。民法第１７７条の規定により登記をしなければ第三者

に対抗することができないため○○○○も本件土地については自

己所有物であると主張できない。  

また、審査請求人は、小学生の頃「○○○○」とその家族が本件

土地に住んでいたのを見たことがあると主張し陳述書も提出してい

るが、「現に所有している者」とは、実体的所有者、すなわち民法そ

の他所有権の移転に関連する法令に従い定まる所有権の帰属主体で

あるため認容できない。  

４ その他の検討  

   本件土地に関し、地籍調査結果閲覧票に承諾押印していることからも

審査請求人の母「○○○○」は所有者について「○○○○」であると認



識していた。また審査請求人においても「○○○○」の相続人として平

成２９年８月２８日に地方税法第９条の２第１項に規定する相続によ

る固定資産税の納税義務者の代表者印に押印して提出していることか

らも自分たちの所有物であると承認している。審査請求人は審査請求人

及び「○○○○」は本件土地の存在を把握していなかったと反論するが、

承諾押印した以上、把握していなかったことを理由に第三者に対抗でき

ない。  

   固定資産の課税に当たって台帳課税主義の建前がとられているのは、

課税上あくまでも真実の所有者を追究して納税義務者を決定するとな

ると、課税者側が複雑多岐な民事上の実体関係に介入することとなり、

事実問題としてその把握が容易でないばかりでなく、私法上の所有関係

はしばしば長期にわたっていずれとも決し難い場合があるので、このよ

うな困難を除くためであって、古く地租、家屋税時代からとられてきた

制度である。  

   また、仮に賦課期日現在登記簿に所有者として登記されていた者が、

後になって真実の所有者でないことが明らかになったとしてもその者

に対してなされた固定資産税の賦課処分は適法であり、したがって、す

でにされた賦課処分の取消しをすることはできないものである。  

 

第５ 調査審議の経過  

  令和元年７月１０日 審査庁から諮問  

  令和元年７月２３日 審議  

 

第６ 審査会の判断の理由  

 １ 関係法令の要旨  

 （１） 地方税法第３４３条第１項で、納税義務者は「固定資産の所有者」

であり、その所有者とは、「土地又は家屋については、登記簿又は

土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記

又は登録されている者」と規定されており、これをいわゆる「台帳

課税主義」という。この台帳課税主義の例外として、第２項後段に



おいて「所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に

死亡しているとき（中略）は、同日において当該土地又は家屋を現

に所有している者」を所有者とすることを規定している。  

 （２） 民法第８８２条では、相続は、死亡によって開始するとしており、

民法第８８７条で被相続人の子は、相続人となるとしており、民法

第８９６条で相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属し

た一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属した

ものは、この限りでないとしている。 

 （３） 不動産登記法第４１条第１号及び第３号では、「相互に接続して

いない土地の合筆の登記」、「表題部所有者又は所有権の登記名義人

が相互に異なる土地の合筆の登記」はすることができないとしてい

る。  

 （４） 地方税法第９条の２第１項では、納税者について相続があった場

合において、その相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、

そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収及び還付に

関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合に

おいて、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出

なければならないとしている。  

 ２ 当審査会の判断の理由  

 （１） 本件では、いわゆる「台帳課税主義」のもと、「○○○○○番地」

の「○○○○」の相続人を本件土地の所有者であるとしてなされた

本件処分が相当といえるかが問題となっている。  

当審査会は、上記処分の相当性を判断するには、本件土地の登記

上の所有者が「○○○○○番地 ○○○○」と表示されている中、

処分庁が、処分の前提として、当該人物を「○○○○○番地」の「○

○○○」と同一視したことが合理的といえるか否か、その検討をす

る必要があると考える。  

 （２） まず、上記各住所に関連する「○○○○○番地」と「○○○○○

番地」の土地が昭和６３年１０月２７日に国土調査により合筆され

ている。不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第４１条第１



号及び第３号の規定では相互に接続していない土地、表題部所有者

又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆はできないこ

ととなっている（合筆当時の不動産登記法（明治３２年法律第２４

号、以下「旧法」という。）施行下でも、合筆には相互の土地の接

続が必要とされるのは当然といえること、旧法第８１条の３第１項

の存在から合筆には相互に同一の所有者であることが要求されて

いたといえることから、旧法下でも同様の取扱いであったと考えら

れる。）ことから、「○○○○○番地」と「○○○○○番地」の土地

が合筆されていることをもって、この２筆は接続している土地で、

所有者も同一であることが明らかとなる。他方で、自作農創設特別

措置法による売渡時に「○○○○○番地」に「○○○○」の住所が

あったことを示す客観的証拠もない。  

このような事実関係にある以上、上記昭和２２年の売渡による本

件土地取得時期において、「○○○○○番地」の土地と「○○○○

○番地」の土地は、所有関係や位置関係など一体性が強く、「○○

○○○番地」を住所としていた「○○○○」（甲４、５）と本件土

地の登記名義人として表示された「○○○○○番地 ○○○○」

は同一人物である可能性が高い。  

 （３） 次に、本件土地と「○○○○○番地」の両土地は、登記簿上、と

もに自作農創設特別措置法による売渡という同一経緯で同一人物

（登記上は○○○○○番地の○○○○）に所有権が移転しているた

め、両土地の譲受人は同一人物と考えるのが妥当である。そして、

「○○○○○番地」の土地については、「○○○○」が自身の所有

権を認めた上で登記名義人表示更正登記を行っている以上、本件土

地も同様に「○○○○」の所有する土地であると推測できる。なお、

「○○○○○番地」のみ更正登記申請がなされ、本件土地は更正登

記申請がなされていない理由として、「○○○○○番地」について

は、その後の条件付所有権移転登記仮登記が必要となり、その前提

として更正登記も必要となったからであり、他方、本件土地は、昭

和２２年の所有権移転登記後、権利の移転や処分等がなされず、更



正登記が必要とされることなく現在に至るため、そのままになって

いると考えられる。  

 （４） また、「○○○○」は、本件土地に関する固定資産税の課税処分

を毎年受け、それも相当の長期間に及ぶところ、その間、納税を繰

り返し、同人が当該課税処分に異議を述べた形跡は見られないため、

同人において、本件土地を自身の所有する土地として認識していた

と考えられる。  

     なお、この点は、「○○○○」の妻であり相続人である○○○○

も同様で、本件土地に関し、地籍調査結果閲覧票に承諾押印すると

ともに（乙３）、平成８年５月２７日の相続以降、本件土地に関す

る毎年の課税処分に異議を述べた形跡も見られない。  

 ３ 結論  

   以上によれば、処分庁が、処分の前提として、登記上の「○○○○○

番地 ○○○○」を「○○○○○番地」の「○○○○」と同一視したこ

とは合理的といえる。また、仮にその後の実体上の権利変動が生じてい

たとしても、台帳課税主義の観点から上記の処分庁の判断、その後の台

帳・登記の移転や変更がない以上、従前のまま「○○○○」や同人の死

亡後はその相続人を本件土地の所有者と把握し賦課した本件処分は何

ら違法又は不当な点は存在しない。よって本件審査請求には理由がない

から、本件審査請求は、棄却されるべきである。  

以 上  


