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財産管理業務研究委員会副委員⾧
第５期民事信託士 堀 政 海

日時:令和４年２月２６日（土）１４時
場所:佐賀県司法書士会館＋Zooｍ

佐賀県司法書士会研修会

～信託不動産の売買を中心に～



質問
いつも懇意にしてもらっている不動産業者から次のような電話がありました。

「父親名義の自宅を信託してもらった子どもから「父親が施設に移り住んだので、その費用を捻出するため自宅を
売却したい」と言われたが、先生に登記手続をお願いできますか。」

回答
（１）はい、わかりました。任せてください。

と言うのか?

（２）すみません。よくわからないので、
信託に詳しいア○○○○スにお願いしてください。

と言うのか?

（２）の回答をしたからといって信用がなくなるわけではありませんが、（１）の回答後、無事に登記手続が完了した
ら、先生に対する不動産業者の信用はますます高まるでしょう。

自分で不動産を含む信託契約書の作成と信託登記に関与した案件であれば、（たぶん）問題なく登記手続ができる
でしょう。しかし、自分が関与したのは、受託者、つまり「売主側」であって、「買主側」ではないはずです。

不動産を信託財産とする民事信託では、設定から変更・終了等々、あらゆるステージで登記手続が必要になります。

いきなり事務所に舞い込んでくるかもしれない信託案件に対して適切に対応するためにも、今日の研修会を機に民事
信託と信託登記に精通していただければ幸いです。

2



※法務省 土地の信託登記件数

伸び続ける信託の登記件数

信託登記件数 成年後見申立件数

２０１６年 ４，５２０ ３４，２００

２０１７年 ７，０５４ ３５，７００

２０１８年 ８，１９４ ３６，５００

２０１９年 １０，０７１ ３６，０００

２０２０年 １１，７５９ ３７，２００
※最高裁判所事務総局家庭局

５
年
で
2.6
倍
に
!
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
2021
年度

近畿圏

24％

中部圏

9％

中国圏

1.1%

九州圏

3.2%

東北圏

1.0%
北海道 四国圏

0.8% 0.6% 北陸圏

0.4%

首都圏

60％

地域別の案件数の割合（2021年7月末現在）

三井住友信託銀行における信託口口座申込数推移（累計ベース）

11%

8%
7%

司法書士

73%

弁護士

行政書士

士業別の案件数の割合（2021年7月末現在）

その他（コンサル等）

税理士
2%

2021.9.14三井住友信託銀行「民事信託実務家支援セミナー」資料から引用
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信託口口座の推移と地域別・士業別割合
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例えば・・・

元気なうちに親 が持っているアパートを信託すると
(登記上の)名義が形式的に である子に移ります!

認知症になっても、判断能力が低下したとしても
子 が親 に代わって売却や修繕、
資産の組み換えをすることができます!

子 に信託しているアパートは家賃が発生しますね?
その家賃は、預けている親(    兼 )の財産です。

※あくまで預けているだけなので、贈与税は発生しません!

信託契約

アパートを信託
委託者

受託者

親 子

受益者

受託者

受託者

基本の基～民事信託ってなあに??
信じて託します。
私のために管理
や運用をしてく
ださい。

代わりにアパー
トの名義を持ち
ます。
管理や処分は私
が行います。

家賃や売却代金
の利益はもらい
ます。

委託者

受託者

委託者

委託者 受益者

家賃・売却代金
調整

 番号 受付年月日・受付番号

第○○号
平成28年2月9日
第▲▲▲号

1.委託者に
関する事項

2.受託者に
関する事項

3.受益者に
関する事項

4.信託事項

 信託目録

佐賀市川原町○○○
佐賀太郎（親）

佐賀市川原町○○○
佐賀次郎（子）

佐賀市川原町○○○
佐賀太郎（親）

信託の目的
 受益者の資産の適正な管理及び有効活用を目的とする。

信託財産の管理方法
1.受託者は、信託不動産について、信託による所有権移転または所有権保存の登記及
び信託の登記手続きを行うこととする。
2.受託者は、信託不動産を第三者に賃貸することができる。
3.受託者は、裁量により信託不動産を換価処分することができる。
4.受託者は、信託の目的に照らして相当と認める時は、信託不動産となる建物を建設
することができる。

信託の終了の理由
本件信託は、委託者兼受益者 佐賀太郎 が死亡したときに終了する。

その他の信託の条項
1.本件信託の受益権は、受託者の承諾がない限り、譲渡、質入れ、その他担保設定す
ることはできないものとする。
2.受益者は、受託者との合意により、本件信託の内容を変更することができる。
3.本件信託が終了した場合、残余の信託財産については、佐賀次郎に帰属するものと
する。

 予備

余白

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項

1 所有者移転
平成5年10月29日
第▲▲▲号

原因 平成5年10月29日 売買
所有者 佐賀市川原町〇〇〇
佐賀太郎

所有者移転
平成28年2月9日
第△△△号

原因 平成27年3月7日 信託
受託者 佐賀市川原町〇〇〇
佐賀次郎

信託 余白 信託目録第△号

権利部（甲区）（所有権に関する事項）

2

信託不動産の登記記録記載例

死亡後の資産の承継先を指
定することもできるので、
遺言と同じような機能を持
たせることもできます。

→何のための信託か?（目的）

→受託者の権限の範囲

委託者と受益者は同一
人物となるため、贈与
税や不動産取得税など
の税金はかかりません。
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「民事信託」と「商事信託」は何が違うの?

受託者 受託者の
権限

財産管理 財産管理の
コスト

信託報酬 メリット デメリット

民事信託

信頼できる家族
や親族
（士業は信託業
法の規制により
受託者になれな
い）

受託者の権限の
範囲が広く、信
託契約・遺言の
中で柔軟に設定
できる

農地や預貯金債
権等を除き、制
限がない（実際
は不動産、現金、
非上場株式等が
多い）

（専門家が受益
者代理人、信託
監督人等として
関与する場合は
原則として）報
酬が発生

受託者等への報
酬を信託契約書
の中で定める必
要あり

信託財産の範囲、
信託目的、管理
方法など柔軟性
が高い

事例・判例が少
なく、トラブル
の予想が付きに
くい

商事信託
営利目的の信託
会社や信託銀行

取得する免許の
種類により権限
が違う。一般的
に権限が狭い。

金融資産中心で、
一定以上の規模
が必要

管理費用、各種
手数料、運用報
酬等のコストが
定期的に発生

取扱い銀行や商
品によって報酬
は異なるが、一
般的に高い

財産管理の負担
を軽減でき、安
定した管理・保
全ができる

管理コストがか
かる。信託でき
る財産に制限が
ある

（参考）「民事信託」と「家族信託」って何が違うの?
「家族信託」及び「家族信託普及協会」の商標登録について

当協会では、「家族信託」そして「家族信託普及協会」の
名称を商標登録しております。（中略）
「家族信託」という呼称は本来正式な法律用語ではございま
せん。
『“信頼できる家族”に財産の管理処分を任せる信託』という
意味で、商事信託とは異なる信託のかたちとしてこの呼称を
使用しております。

私ども協会は、本協会の趣旨を理解し、正しく「家族信
託」の名称を使用される限り、そのご活動を制限するつもり
は一切ございません。

一般社団法人家族信託普及協会のホームページより

※実は「民事信託」という用語は、日本における法律の条文のどこにも出てこない言葉であり、いわば「俗語」なので、その解釈には様々なものがあります
が、基本的には「信託業法の規制を受けない個人的な信託の総称」であるとされています。
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ここでは一覧表による記載に止めますが、各機能は極めて画期的かつ斬新な内容であり、かつ信託法は民法に対する
「特別法」であり、民法の規定に優先して信託法が適用されるため、今まで考えられなかったような仕組みを構築する
ことが可能になっているのです。

条件付移転機能
「委託者」から「受益者」への「受益権の移転」について、受託者（別の財布）を通すことによって、柔軟
な対応が可能となる機能です。これによって、「委託者」の意思により自由に「受益権」を移転したりしな
かったり、あるいは契約解除によって移転を中止することもできます。

意思凍結機能
「委託者」の当初の意思が、以後の状況変化に関係なく⾧期的に継続する機能です。
これにより、「委託者」が認知症になっても、さらに死亡した後でも、「受託者」の働きによって、永続的
に当初「委託者」の意思通りの財産管理が実現できます。

物権の債権化機能
「所有権」という容易に分けられない絶対的な権利である「物権」を、「受益権」という自由に分けること
ができる柔軟な権利「可分債権」に変換できる権利です。

不動産や株式などを信託しておくことにより、相続や売買等で「受益権」が複数に分裂しても、所有名義
は「受託者」のままであり、共有名義化を回避できます。

所有権名義集約機能
多数の「委託者」の財産を特定の「受託者」の所有名義で一括管理できる機能です。
たとえば既に共有となってしまった物権を全員の意思で信託して「受託者」に名義にすることによって、
「受託者」単独の名義でもって一括管理することができます。

財産分離機能
1人の所有財産を分別し、柔軟かつ自由に管理することができる制度です。将来の行き先が決まっている財
産のみを信託して「受託者」名義に移転し、その他の財産は従前どおりの自己名義のまま遺言書等によって
処分を決めることも可能になります。

パス・スルー機能
税制上では「受益権の移転」のみが課税の対象となり、結果的に「受託者の存在」がスルーされるという機
能です。「委託者」から「受託者」への名義変更には課税されず、かつ「相続による権利移転」も「受益者
の変更」とみなされるため、結果として流通税が大幅に軽減されます。

倒産隔離機能
信託財産が各自の固有財産とは完全に分離されるため、「委託者」「受託者」の破産の影響を受けないとい
う機能です。ただし、「委託者と受益者が同一」の自益信託の場合には、結果的に「受益権」が強制執行の
対象となるので、信託設定自体が債権者の不利になることはありませんが、詐害信託（委託者が債権者を害
することを知ってする信託）とならないための注意は必要です。

信託の機能
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１. 分別管理義務

信託法第34条（分別管理義務）
１ 受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該

各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。ただし、分別して管理する方法について、信託行為に別段の定めがあ
るときは、その定めるところによる。

① 第１４条の信託の登記又は登録をすることができる財産（第３号に掲げるものを除く。） 当該信託の登記又は登録
② （省略）
③ （省略）

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、同項第１号に掲げる財産について第１４条の信託の登記又は登録をする義務は、これを免除する
ことができない。

２. 信託財産の対抗要件
倒産隔離機能などの信託法上の信託の効果を主張するための対抗要件です（信託法14）。

一般的な物権変動のための公示 （民法177）「所有権移転の登記」

信託財産の公示 「信託の登記」
二重の公示方法

不動産登記法第98条（信託の登記の申請方法等）
１ 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
２ 信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
３ 信託法第３条第３号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。

信託法第14条（信託財産に属する財産の対抗要件）
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ

当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

信託の登記は、不動産信託の分別管理の方法であり（信託法34Ⅰ①）、その受託者の義務は免除できません（信託法34Ⅱ）。

信託法と登記
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３．信託に関する様々な登記の場面
（１）信託設定時
（２）信託期間中

① 委託者の死亡 （ⅰ）委託者の地位移転条項がない場合
（ⅱ）委託者の地位移転条項がある場合
（ⅲ）委託者の地位消滅規定がある場合

② 受託者の死亡 （ⅰ）受託者が個人の場合（ⅱ）受託者が共同受任の場合 （ⅲ）受託者が法人の場合

③ 受益者の死亡 （ⅰ）受託者が個人の場合（ⅱ）受託者が共同受任の場合 （ⅲ）受託者が法人の場合
④ 信託関係者の変動（死亡以外）

（ⅰ）委託者の地位の移転
（ⅱ）受託者の変更
（ⅲ）信託管理人・受益者代理人・信託監督人の変更

⑤ 信託財産の変動（売却・購入・担保設定）
（ⅰ）信託不動産の売却 （ⅱ）信託財産に属する金銭による不動産取得
（ⅲ）抵当権の設定 （ⅳ）追加信託

⑥ 契約による信託の変更（信託目録変更）
（ⅰ）帰属権利者≠受託者の場合

（ⅱ）帰属権利者＝受託者の場合

（３）信託終了時

⇒（１）はもちろん、（２）も委託者や受託者が生きていれば、変更契約や登記手続ができますが、
（３）は委託者が亡くなってしまっていたら変更契約ができず、大変なことになりかねません。
※信託後に期間が経過し、信託財産の売却、購入など資産変動が生じてくる事例が増えてきています。

取り組み始めている専門家が増えてきているとはいえ、あまり制度を知らない専門家も多くいるのが現状です。
もう一度、契約書と登記事項を見直してみてはいかがでしょうか?（司法書士斎藤 竜さんのホームページより）
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受託者

帰属権利者

④ 信託終了事由
→A子の死亡
⇒ 財産が承継

①Ｂ男 ⇒ ②Ｃ子

Ａ子（76） 長男 Ｂ男（52）

長女 Ｃ子（50）

 高齢者Ａ子の財産管理に対する負担の軽減
（信託財産 自宅、金銭）

 Ａ子の安定した生活の支援と福祉の確保

 次世代への円滑な資産承継

親族関係図

② 管理
運用
処分

スキーム図
亡夫

委託者

受益者

信託契約

① 信託した財産の移転

③ 生活支援・福祉確保

予備受託者

Ａ子 Ｂ男

Ｃ子

基本事例

受益者代理人

信託監督人

指図権者

27ページで再登場す
るので、説明は後で!

27ページで再登場す
るので、説明は後で!
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不動産等管理処分信託契約公正証書
（2020年度民事信託実務入門講座「民事信託登記」資料より）

本公証人は，当事者の嘱託により，次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し，この証書を作成する。
委託者Ａ子（以下「委託者」又は「委託者Ａ子」という。）は，受託者Ｂ男（以下「受託者」又は「受託者Ｂ男」と

いう。）に対し，第１条に定める信託目的を達成するため，第２条及び第３条記載の財産（以下「信託財産」という。
）を信託財産として管理処分することを信託し，受託者Ｂ男はこれを引き受けた（以下「本信託契約」といい，これに
基づいて設定され た信託を「本信託」という。）。

第１条（信託目的）
本信託は，信託財産についての委託者の管理運用及び処分等にかかる負担を軽減して信託財産の適正な管理運用及

び処分を行い，受益者の安定した生活の支援と福祉を確保するとともに，信託財産について次代への円滑な資産承継
を図ることを目的とする。

第２条（信託財産－金銭）
委託者は，本信託契約締結後直ちに，別紙信託財産目録記載の金銭（以下「信託金銭」という。）を，受託者が開

設する受託者名義の信託専用口座に入金あるいは振込むことにより交付する。
第３条（信託財産－不動産）
１ 委託者は，本信託契約締結後直ちに，別紙信託財産目録記載の不動産（以下「信託不動産」という。）を受託者に引

渡す。
２ 委託者及び受託者は，本信託契約締結後直ちに，前項信託不動産について本信託を原因とする所有権移転の登記申

請を行う。
３ 受託者は，前項の登記申請と同時に，信託の登記の申請を行う。
第４条（信託不動産の瑕疵に係る責任）

受託者は，信託期間中及び信託終了後，信託不動産の瑕疵及び瑕疵により生じた損害について，受益者に対し責任
を負わない。ただし，受託者に故意又は過失がある場合はこの限りでない。

第５条（信託の追加）
委託者は，受託者の同意を得て，金銭を本信託に追加することができる。

第６条（委託者）
本信託の委託者は，以下のとおりである。
住 所 佐賀市・・・
氏 名 Ａ子
生年月日 昭和２１年〇月〇日生

第７条（委託者の地位）
委託者の地位は，委託者の死亡により，第２７条第１項の帰属権利者に移転する。

信託目録に記録する
情報（例）

信託の目的（不登法
97Ⅰ⑧）

その他の信託の条項
（不登法97Ⅰ⑪）

委託者の氏名及び住
所（不登法97Ⅰ①）

その他の信託の条項
（不登法97Ⅰ⑪）
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第８条（受託者）
本信託の受託者は，以下のとおりである。
住 所 佐賀市・・・
氏 名 Ｂ男
生年月日 昭和４５年〇月〇日

第９条（後継受託者）
第１６条各号に掲げる事由により当初受託者の任務が終了した場合には，次の者を後継受託者に指定する。
住 所 佐賀市・・・
氏 名 Ｃ子
生年月日 昭和４７年〇月〇日

第１０条（受託者の信託事務）
受託者は，以下の信託事務を行う。

（１）信託不動産を維持，管理する他，必要に応じて売却，建替え，担保提供等の処分をすること。
（２）信託不動産に係る損害保険を受託者名義に変更又は新たに付保し,信託期間中これを保持すること。
（３）信託不動産の維持，管理及び処分に必要な手数料，保険料，公租公課，報酬等の支出をすること。
（４）受益者の生活費，医療費及び介護費用等に充てるために必要な支出をすること。
（５）受益者が老人ホーム，介護施設等信託不動産以外での居住が必要になった場合には，そのために臨時の支出

をすること。
（６）その他信託目的を達成するために必要な事務を行うこと。

第１１条（信託事務処理の第三者への委託）
受託者は，信託不動産の管理を第三者に委託することができる。

第１２条（善管注意義務）
受託者は，信託財産の維持，管理及び処分その他の信託事務について善良な管理者の注意をもって処理しなけれ

ばならない。
第１３条（分別管理義務）

受託者は，信託財産にについて，以下の各号に定める方法により，受託者の固有財産と分別して管理しなければ
ならない。
（１）金 銭:受託者名義の信託専用口座の開設
（２）不動産:信託の登記

第１４条（帳簿等の作成・報告・保存義務）
１ 本信託の計算期間は，毎年１月１日から１２月３１日までとする。ただし，第１期の計算期間については，本信

託設定日から令和３年１２月３１日までとし，最終の計算期間は，直前の計算期間初日から信託終了日までとす
る。

受託者の氏名及び住所
（不登法97Ⅰ①）

その他の信託の条項
（不登法97Ⅰ⑪）

信託財産の管理方法
（不登法97Ⅰ⑨）

信託財産の管理方法
（不登法97Ⅰ⑨）

その他の信託の条項
（不登法97Ⅰ⑪）
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２ 受託者は，毎月信託専用口座の預金出納帳を作成するほか，第１項の計算期間に対応する信託財産目録及び収支計
算書を，当該計算期間が満了した月の翌月末日までに作成し，受益者又はその後見人（任意後見人又は法定後見人
）に交付して，報告しなければ ならない。

３ 受託者は，預金出納帳を作成の日から１０年間，収支計算書及び信託財産目録を本信託結了の日まで保存しなけれ
ばならない。

第１５条（信託費用の償還）
受託者は，固有財産から信託事務処理に係る費用を支出したときは，信託財産からその償還を受けることができる。
第１６条（受託者の任務の終了事由）
受託者に以下の事由が発生した場合，その任務は終了する。
（１）受託者の死亡
（２）受託者が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
（３）受託者が破産手続開始の決定を受けたこと
（４）次条の規定による受託者の辞任
（５）第１８条の規定による受託者の解任

第１７条（受託者の辞任）
受託者は，受益者又はその後見人の書面による同意を得て，いつでも辞任することができる。

第１８条（受託者の解任）
受益者又はその後見人は，受託者についてその任務を遂行することが困難な事由が発生した場合にかぎり，受託

者を解任することができる。
第１９条（信託報酬）

受託者は無報酬とする。
第２０条（受益権）

受益者は，受益権として以下の内容の権利を有する。
（１）信託不動産に居住すること
（２）定期に必要な金銭による給付を受けること
（３）受益者が老人ホーム，介護施設等信託不動産以外での居住が必要になった場合には，信託不動産の売却代金

等を原資に，臨時に必要な金銭による給付を受けること
第２１条（受益者）

本信託の受益者は，委託者Ａ子である。
第２２条（受益権の譲渡・質入れの禁止等）
１ 受益者は，受益権を譲渡・質入れすることはできない。
２ 受益権は相続により承継されない。
第２３条（信託の変更）

本信託は，本信託目的に反しない場合は，受益者又はその後見人と受託者の書面による合意により，変更すること
ができる。

その他の信託の条項
（不登法97Ⅰ⑪）

その他の信託の条項
（不登法97Ⅰ⑪）

その他の信託の条項
（不登法97Ⅰ⑪）

その他の信託の条項
（不登法97Ⅰ⑪）

受益者の氏名及び住
所（不登法97Ⅰ①）
その他の信託の条項
（不登法97Ⅰ⑪）

その他の信託の条項
（不登法97Ⅰ⑪）
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第２４条（信託の期間）
本信託は，本信託契約の締結と同時に効力が発生し，信託法第１６３条各号のほか， 次条による本信託の終了の

ときまでとする。
第２５条（信託の終了）

本信託は，以下の事由により終了する。
（１）受益者の死亡
（２）信託財産の消滅
（３）受益者又はその後見人と受託者の合意

第２６条（清算事務）
１ 本信託の清算受託者は本信託終了事由発生時の受託者とする。
２ 清算受託者は，次条に定める帰属権利者に対して，次のとおり信託財産を交付する。
（１）信託金銭 清算受託者は，信託専用口座から本信託に係る経費・税・債務等を支払ったのち，信託専用口座を解

約して帰属権利者の指定する銀行口座に解約金を振り込む。
（２）信託不動産 清算受託者は，信託不動産を現状有姿のまま帰属権利者に引渡し，信託の登記を抹消する。
第２７条（帰属権利者）
１ 本信託が、第２５条（１）の事由により終了したときは，本信託の帰属権利者はＢ男とする。ただし，Ｂ男がす

でに死亡している場合には，帰属権利者は，Ｃ子とする。
２ 本信託が，前項以外の事由により終了したときは，本信託の残余財産受益者は，受益者とする。

信託の終了の事由
（不登法97Ⅰ⑩）

その他の信託の条項
（不登法97Ⅰ⑪）

その他の信託の条項
（不登法97Ⅰ⑪）

(参考)信託契約書を公正証書で作った方が良い3つの理由

メリット① 高い証拠能力があるためトラブルを回避できる
信頼できる家族であっても、誰かが契約違反をして財産を使い込んだり、委託者の不利益となる運用をしたりするなど、
トラブルが生じる可能性があります。また、委託者が高齢者の場合、後から意思能力が問題になることも少なくなく、そのような
心配が低減します。その際、契約書をもとに争うこととなりますが、当事者同士で作成・保管した契約書では、後から偽造や加筆
される可能性はゼロではありません。その点、公正証書であれば、原本は公証役場に保管されているため、偽造や加筆される可能性はあり
ません。また、公証人という法律家が作成しているため、信用性が高く、争いになった際にも有効な証拠として示すことが可能です。
メリット② 原本を公証役場に保管してもらえる
公正証書の原本は公証役場に保管され、当事者たちには正本や謄本だけが渡されます。
そのため、万が一紛失してしまっても再発行してもらうことが可能です。
メリット③ 信託口口座が作成しやすい
信託口口座とは、家族信託で預けたお金を管理・運用するための口座で、一般的な普通口座とは異なります。信託口口座では「委託者○○
受託者△△信託口」など委託者と受託者の連名となります。
信託財産のローンを支払っている場合や、信託財産を担保に借入をする場合には便利ですので、一部の方は信託口口座を選択することがあ
るでしょう。信託口口座を作成するには、信託契約書を公正証書とすることを条件としている金融機関がほとんどです。
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信託設定時の登記
不動産登記法第97条
１ 信託の登記の登記事項は、第59条各号（登記の目的、登記原因・日付、権利者の住所氏名等）に掲げるもののほか、

次のとおりとする。
① 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
② 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
③ 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
④ 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
⑤ 信託法第185条第３項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
⑥ 信託法第258条第１項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
⑦ 公益信託ニ関スル法律第１条に規定する公益信託であるときは、その旨
⑧
⑨
⑩
⑪

２ 前項第２号から第６号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第１号の受益者（同項第４号に掲げる事
項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。）の氏名又は名称及び住所を登記すること
を要しない。

３ 登記官は、第１項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成すること
ができる。

信託の登記の登記事項

信託の目的
信託財産の管理方法
信託の終了の事由
その他の信託の条項

信託契約書の中から特に重要な信託条項を抽出する（後で詳しく）
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登記申請書

登 記 申 請 書

登記の目的 所有権移転及び信託

原 因 令和３年７月１５日信託

権 利 者 佐賀市・・・
（信託登記申請人）Ｂ男

義 務 者 佐賀市・・・
Ａ子

添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
代理権限証明情報
信託目録に記録すべき情報

令和３年７月１５日申請 佐賀地方法務局 御中

代理人 ・・・

課税価格 金○円

登録免許税 金○円
内訳
移転分 非課税（登録免許税法第７条第１項第１号）
信託分 土地 金○円（租税特別措置法第72条第１項第2号）

建物 金○円

不動産の表示 【省略】

* 「所有権移転の登記」と「信託の登記」は
同時に一の申請情報によってしなればならない
（不登法98Ⅰ、不登令５Ⅱ）。

* 「所有権移転の登記」は権利者（受託者）と 義務
者（委託者）の共同申請
「信託の登記」は受託者の単独申請（不登法98Ⅱ）

* 「登記原因証明情報」(19ページ)参照

* 「信託目録に記録すべき情報」(20ページ)参照

申請情報の内容でなく添付情報として提供する

が、登記原因証明情報の一部としても作成する

* 土地は1000分の3（令和5年3月31日まで）
* 建物は1000分の4
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登記原因証明情報

登 記 原 因 証 明 情 報

１．登記申請情報の要項
（１）登記の目的 所有権移転及び信託
（２）登記の原因 令和３年７月１５日信託
（３）当 事 者

権利者（受託者）
佐賀市… Ｂ男

義務者（委託者）
佐賀市… Ａ子

（４）不 動 産 【省略】

（５）信託目録に記録すべき情報

「信託目録に記録すべき情報」のとおり

★記載方法

①登記原因証明情報の右側に入れる

（スペース的にまず無理）

②「裏面記載のとおり」とする

③別紙にして当事者B男とA子が割印する

２．登記の原因となる事実又は法律行為
（１）信託契約の締結

令和３年７月１５日、委託者A子（以下「甲」という。）
と受託者B男（以下「乙」という。）は、信託契約を締結し、
甲はその所有する本件不動産を乙に信託し、乙はこれを引き
受けた。

（２）所有権の移転
上記信託契約の締結に伴い、本件不動産の所有権は、令和３年

７月１５日、信託契約の規定に基づき、信託を原因として甲か
ら乙に移転した。

令和３年７月１５日 佐賀地方法務局 御中

上記の登記原因のとおり相違ありません。

（権利者・受託者） 佐賀市・・・

Ｂ男 ㊞

（義務者・委託者） 佐賀市・・・

Ａ子 ㊞

19



信 託 目 録 に 記 録 す べ き 情 報

委託者 佐賀市・・・ Ａ子
受託者 佐賀市・・・ Ｂ男
受益者 佐賀市・・・ Ａ子
信託条項
「信託の目的」

信託財産についての委託者の管理運用及び処分等にかかる負担を軽減して信託
財産の適正な管理運用及び処分を行い，受益者の安定した生活の支援と福祉を確
保するとともに，信託財産について次代への円滑な資産承継を図ること。
「信託財産の管理方法」
１ 受託者は，以下の信託事務を行う。
（１）信託不動産を維持，管理する他，必要に応じて売却，建替え，担保提供

等の処分をすること。
（２）信託不動産に係る損害保険を受託者名義に変更又は新たに付保し，信託

期間中これを保持すること。
２ 受託者は，信託不動産の管理を第三者に委託することができる。
「信託の終了の事由」
本信託は以下の事由により終了する。
（１）受益者の死亡
（２）信託財産の消滅
（３）受益者又はその後見人と受託者の合意
「その他の信託の条項」
１ 受託者は，信託期間中及び信託終了後，信託不動産の瑕疵及び瑕疵により生

じた損害について，受益者に対し責任を負わない。ただし，受託者に故意又
は過失がある場合は，この限りでない。

２ 委託者の地位は，委託者の死亡により，第１４項の帰属権利者に移転する。
３ 第５項各号に掲げる事由により当初受託者の任務が終了した場合には，Ｃ子

（佐賀県・・・）を後継受託者に指定する。

４ 本信託の計算期間は，毎年１月１日から１２月３１日までとする。ただし，
第１期の計算期間については，本信託設定日から令和３年１２月３１日まで
とし，最終の計算期間は，直前の計算期間初日から信託終了日までとする。

５ 受託者に以下の事由が発生した場合，その任務は終了する。
（１）受託者の死亡
（２）受託者が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
（３）受託者が破産手続開始決定を受けたこと
（４）次項の規定による受託者の辞任
（５）第７項の規定による受託者の解任

６ 受託者は，受益者又はその後見人の書面による同意を得て，いつでも辞任
することができる。

７ 受益者又はその後見人は，受託者についてその任務を遂行することが困難な
事由が発生した場合にかぎり，受託者を解任することができる。

８ 受益者は，受益権として信託不動産に居住する権利を有する。
９ 本信託の受益権は譲渡・質入れすることができない。
10 受益権は相続により承継されない。
11 本信託は，本信託目的に反しない場合は，受益者又はその後見人と受託者

の書面による合意により，変更することができる。
12 本信託の清算受託者は本信託終了事由発生時の受託者とする。
13 清算受託者は，信託不動産を現状有姿のまま帰属権利者に引渡し，信託の

登記を抹消する。
14 本信託の帰属権利者又は残余財産受益者は，令和３年７月１０日佐賀地

方法務局公証人○○作成同年第○○号不動産等管理処分信託契約公正証書第
２７条記載の者とする。

信託目録に記録すべき情報
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◆ 信託目録作成時の留意点

1. 公示の必要性
 信託法上のデフォルトルール（私的自治を尊重し、別段の定めがない場合に有効となる規定）と異なる信託行為の定めはあ

りませんか。
 第三者に公示しても構わない情報ですか。

当事者のプライバシーに配慮した信託目録の記録になるように心がけることが重要です。
（例）帰属権利者として令和○年○月○日東京法務局公証人○○作成同年第○○号不動産等管理処分信託契約公正証書第○条第

○項記載の者を指定する。※特定性・具体性が必要
（例）第一受益者が死亡した場合、その死亡により同人の有する受益権は消滅し、次に掲げる者が第二受益者として、佐賀太

郎が有していた受益権と同様の受益権を新たに取得する。
住所 佐賀県○○市○○町○○○○○番地
氏名 佐賀 花子（生年月日 昭和○○年××月△△日生）

第一受益者が死亡した場合、その死亡により同人の有する受益権は消滅し、本信託契約に定める者が第二受益者として、
佐賀太郎が有していた受益権と同様の受益権を新たに取得する。※第一受益者死亡後、受託者が受益者変更登記をする。

2. 後続登記の拘束力
 信託の変更や終了等の後続登記手続のことも考えていますか。

３．真実性の確保・受託者の規律維持
 受託者の権限や権限外行為、制限規定等を公示していますか。

4. 受益者の保護
 民事信託では、受託者・受益者は専門家ではありません。
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（受託者の注意義務）
第２９条 （略）
２ 受託者は、信託事務を処理するに当たっては、「善良な
管理者の注意」をもって、これをしなければならない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めると
ころによる注意をもって、これをするものとする。
⇒「善良な管理者の注意義務」がデフォルトルール
※契約書で定めれば、「自己の財産に対するのと同一の注意
義務」まで軽減することが可能
⇒ 「自己の財産に対するのと同一の注意義務」が信託行為の
別段の定め



◆◆横山登記官の見解◆◆
登記事項は簡潔かつ明確に記録されるべき
契約書等の条項の趣旨を逸脱しない範囲でのアレンジは、当然に必要とされるものと考えます。（登記情報711
号20頁）

【信託目録に記録すべきでない事項】
①信託法に定められている規定（重複情報）

これまで「これらも含めて登記することができるものと考える。」としていましたが、最近、信託目録の登記
事項としての役割は、信託目録の明瞭化・簡潔化の方向に向かうべきと考えており、法定終了事由は、信託法に
規定されている周知の事情であることから、ことさら「信託の終了の事由（10号）」として登記する必要はない
と考えています。（登記情報712号17頁）

②信託法上の公示、不動産登記法上の手続効果と結びつかない事項（過剰情報）
例:信託の引き受けと所有権移転の合意、登記義務、信託当事者間のにおける免責規定、受託者の金銭管理の方法
（登記情報712号17～18頁）

【信託目録に記録すべき事項】
後続の登記を想定した事項
◆ 受託者である登記申請人が当該登記申請をする権限を有しているかという点は、信託の目的や受託者の権限

の範囲などの信託目録の記録事項の内容によって審査されることになります。（登記情報713号39頁）

⇒受託者の権限を明確に定める
◆ 当初の信託目録の記録を欠くような場合には、後続の登記申請に先立ち、信託条項を変更したり、信託目録

の記載事項を錯誤遺漏により更正することにより是正が図られることになります。（登記情報713号36頁）
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受託者委託者

受益者

信託契約

Ａ子 Ｂ男 D男
買 主売 主

売買契約

※信託登記を抹消してから所有権移転登記をするのではない
受託者から買主に所有権移転登記をするのと同時に信託登記の抹消をする

（不動産登記法第104条第１項）

不動産登記法第104条（信託の登記の抹消）
１ 信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないことと

なった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は
当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。

２ 信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

信託不動産の売買
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※10ページの不動産登記法第98条（信託の登記の申請方法等）と同じ構造



不動産を売却する際のポイント
1．信託契約書（信託目録）に不動産を売却することができる旨の定めがあるかどうか?（信託目録については後で詳しく!）

これは非常に重要なポイントです。これが定められていないと、そもそも売却することができません。
ですので、信託契約書に「売却ができる」旨が書いていない場合は、信託契約の変更をする必要があります。
信託の変更も契約ですので、（原則として）委託者、受託者及び受益者の合意で変更契約をするのですが、早めにやらな

いと例えば委託者、受益者が認知症になってしまい、信託の変更そのものができなくなってしまうというリスクがあります。
そのため、まずは「信託契約書に不動産を売却することができる旨が記載されているのか」を１番に確認してください。

2．売却手続きについて
通常の不動産の売却の場合のフローとほぼ同じです。
具体的には、①不動産仲介業者と媒介契約、②買主様との売買契約、③売買代金の受領と引渡し、というフローで流れて
いきます。信託をしていればこの一連のフローは、全て受託者ができます。これが信託の一つの大きなメリットです。

3．委託者〇〇受託者〇〇と書くようにする
実際に売却手続き等をする際に売買契約書や重要事項説明書、領収書にサインしたり等、様々な局面で受託者のサインが
必要になります。その時には単純に受託者の名前を書くだけではなく、「委託者○○受託者○○」と書いてください。
受託者が自分は「受託者として」今回不動産の売買をしているのだということを明確に表わすためです。

4．現物である信託不動産を売却したときの税金
不動産を売却した時は様々な税金がかかりますが、その中で売主に課税されるのが譲渡所得税です。

①所有期間の判別
譲渡所得税は、所有期間が５年を超えるか５年以下かで税率が大きく変わってきます。
もともと信託をしていない場合の所有期間は不動産を持っている人をベースに考えれば良いですが、家族信託の中で一
番多い委託者と受益者が同じ人の場合は、委託者が実際に取得した日から所有期間を計算します。つまり信託していな
い通常の不動産と考え方は同じです。

②3000万円の特別控除
これは居住用不動産を売却した場合に使える控除ですが、信託の場合にももちろん使えます。ただし、ポイントとして
特別控除を使う場合の適用要件を満たす必要があります。一番大きいのは誰の居住用財産かという部分です。信託の場
合は受益者を基準に判断します。受託者ではなく受益者ですので、受益者の居住用不動産かどうかがポイントです。

③実際に譲渡所得税を払うのは誰か?
売った後の税金は受益者が払います。税法上、信託財産から利益を得る者に課税をするという考え方があるので、手続
きは受託者がしますが、実際に納税義務があるのは利益を受ける受益者ということになります。
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登記申請書

登 記 申 請 書

登記の目的 所有権移転及び信託登記抹消

原 因 所有権移転 令和４年２月２６日売買
信託登記抹消 信託財産の処分

権 利 者 佐賀市・・・
D男

義 務 者 佐賀市・・・
（信託登記申請人）B男

添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
代理権限証明情報 （承諾書）

令和４年２月２６日申請 佐賀地方法務局 御中

代理人 ・・・・・・ ㊞

課税価格 土地 金2000万円
建物 金1000万円

登録免許税 金50万2000円
内訳
移転分 土地 金30万円（租税特別措置法第72条第１項）

建物 金20万円
抹消分 金2000円

不動産及び信託目録の表示【省略】

* 「所有権移転の登記」と「信託登記の抹消」は
同時にしなればならない
（不登法104条Ⅰ）

* 「所有権移転の登記」は権利者（受託者）と
義務者（委託者）の共同申請
「信託の登記」は受託者の単独申請
（不登法98Ⅱ）

* 「登記原因証明情報」（26，28ページ）参照

* 土地は1000分の15
* 建物は1000分の20
※ 不動産1個につき1000円

通常は、売主負担でしょうね！

※ 信託目録の表示とは？⇒次ページで説明
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登記原因証明情報 ①

登 記 原 因 証 明 情 報

１．登記申請情報の要項
（１）登記の目的 所有権移転及び信託登記抹消
（２）登記の原因 所有権移転 令和４年２月２６日売買

信託登記抹消 信託財産の処分
（３）当 事 者

権利者 佐賀市…
D男（買主）

義務者（信託登記申請人）
佐賀市…

B男（受託者）
（４）不動産及び信託目録の表示 後記のとおり

２．登記の原因となる事実又は法律行為
（１）信託契約の締結

B男（受託者）は、令和３年７月１５日、A子（委託者）と
B男との間で締結された、不動産等管理処分信託契約（以下
「本信託契約」という。）に基づく受託者である。

（２）不動産の売買
B男は、本信託契約の本旨に従い、令和４年２月１日、Ｄ男

との間で本件不動産の売買契約を締結した。
（３）所有権移転時期の特約

前項の売買契約には、本件不動産の所有権は、Ｄ男が売買代
金の全額を支払い、Ｂ男がこれを受領した時にＤ男に移転する
旨の所有権移転時期に関する特約がある。

（４）売買代金全額の支払い
令和４年２月２６日、Ｄ男はＢ男に対し、売買代金全額を支

払い、Ｂ男はこれを受領した。
（５）所有権の移転及び信託の終了

よって、同日、本件不動産の所有権は、Ｂ男からＤ男に移転
し、本件不動産の信託は終了した。

令和４年２月２６日 佐賀地方法務局 御中

上記の登記原因のとおり相違ありません。

（権利者）佐賀市・・・

Ｄ男 ㊞

（義務者）佐賀市・・・

Ｂ男 ㊞
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不動産及び信託目録の表示

所 在 佐賀市…
地 番 １番１
地 目 宅地
地 積 １００．００㎡

（信託目録 第1号）

所 在 佐賀市… １番地１
家屋番号 １番１
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺平家建
床 面 積 ５０．００㎡

（信託目録 第２号）

※信託登記には、「共同担保目録」のような「共同信託目録」
なるものは存在せず、不動産ごとにそれぞれ異なる目録番号が
記録されます。詳細は30ページ～で!



受益者
代理人

信 託
監督人

指 図
権 者

受益者代理人…受益者の代理人となり受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限があ
る人で、受益者が子供や高齢であったり知的障害者である場合や受益者が複数で迅速な意思決定が難しい場
合などに受益者を代理します。

また、将来信託契約の内容を変更する場合に受益者が認知症となり意思表示ができなくなることを想定し
受託者と受益者代理人の合意で信託契約を変更するといった信託契約で定めを設ける場合などで活用されま
す。

信託監督人…受託者を監視・監督する人で、受益者が子供や高齢であったり知的障害者である場合に受益者
が適切に受託者を監視・監督することが難しい場合など、受託者の財産の管理や事務処理がミスなく受益者
のために適切に行われているのか監督する人です。

指図権者…受託者の管理・処分について指図をする人です。主な活用の場面は、自社株式を信託した場合に、
通常その後の自社の議決権は受託者により行使されることとなりますが、受託者であり後継者である⾧男に
はまだ自社の経営の全てを任せることに不安がある場合などに、自社株式の議決権の行使については委託者
である父を指図権者として設定しておくことで、指図に基づいて受託者である⾧男が議決権を行使すると
いった活用です。

※ここで信託関係人の登場!

受託者委託者

受益者

信託契約

Ａ子 Ｂ男
指 図
権 者

信 託
監督人

受益者
代理人

受益者保護
信託事務の円滑化

受託者の監視・
監督・指図
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登記原因証明情報 ②（信託不動産の売却に受益者代理人or信託監督人or指図権者の承諾が必要な場合）

登 記 原 因 証 明 情 報

１．登記申請情報の要項
（１）登記の目的 所有権移転及び信託登記抹消
（２）登記の原因 所有権移転 令和４年２月２６日売買

信託登記抹消 信託財産の処分
（３）当 事 者

権利者 佐賀市…
D男（買主）

義務者（信託登記申請人）
佐賀市…

B男（受託者）
（４）不動産及び信託目録の表示 後記のとおり

２．登記の原因となる事実又は法律行為
（１）信託契約の締結

B男（受託者）は、令和３年７月１５日、A子（委託者）と
B男との間で締結された、不動産等管理処分信託契約（以下
「本信託契約」という。）に基づく受託者である。

（２）不動産の売買
B男は、本信託契約の本旨に従い、令和４年２月１日、Ｄ男

との間で本件不動産の売買契約を締結した。
（３）所有権移転時期の特約

前項の売買契約には、本件不動産の所有権は、Ｄ男が売買代
金の全額を支払い、Ｂ男がこれを受領した時にＤ男に移転する
旨の所有権移転時期に関する特約がある。

（４）受益者代理人（信託監督人or指図権者）の承諾
本信託契約には、受益者代理人（信託監督人or指図権者）の

書面による承諾がある場合に限り、受託者が本件不動産を売却
できる旨の定めがあり、令和４年２月２６日、受益者代理人
（信託監督人or指図権者）は、本件売買契約を承諾した。

（５）売買代金全額の支払い
令和４年２月２６日、Ｄ男はＢ男に対し、売買代金全額を支払

い、Ｂ男はこれを受領した。
（６）所有権の移転及び信託の終了

よって、同日、本件不動産の所有権は、Ｂ男からＤ男に移転
し、本件不動産の信託は終了した。

令和４年２月２６日 佐賀地方法務局 御中

上記の登記原因のとおり相違ありません。

（権利者）佐賀県・・・

Ｄ男 ㊞

（義務者）佐賀県・・・

Ｂ男 ㊞

質疑応答【7097】登記研究508号173ページ
〔要旨〕信託財産について所有権移転登記の申請をする場合、
信託条項に「受託者は受益者の承諾を得て管理処分をする」
旨記載されているときは、受益者の承諾書の添付を要する。
問 信託の登記がされている不動産の移転に関して、信託条
項に『受託者は受益者の承諾を得て管理処分をする』と記載
されている場合には、受益者の承諾書を添付すべきものと考
えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
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承諾書（例）

私、受益者代理人or信託監督人or指図権者である
●男は、委託者A子と受託者B男との間で締結され
た令和３年７月１５日付け不動産等管理処分信託
契約の規定に基づき、受託者B男による後記不動産
の処分に対する承諾権を有しているところ、後記
内容の売買契約を締結することについて異議なく
承諾します。

記
買主 佐賀市… D男
売買代金 金○○○○万円
所有権移転の日 売買代金支払時

不動産の表示 【省略】

令和４年２月２６日

佐賀市…
受益者代理人or信託監督人or指図権者

● 男 ㊞

※信託契約において、信託不動産を売却する場合に受
益者代理人or信託監督人or指図権者の承諾が必要であ
る旨の定めを設け、信託目録にその旨の登記がされて
いる場合の承諾書（例）です。

※本承諾書は、信託法第２６条但し書きを根拠に信託
条項において定められた「実体法を根拠とする第三者
の承諾書等」（不動産登記令7条1項5号ハ 下記参照）
として登記原因日付に影響がある点に注意して下さい。

※承諾書に押印した印鑑の印鑑証明書を添付しますが、
作成後3か月以内の期間制限はありません。（不動産
登記令第19条第2項）

不動産登記令7条1項5号ハ
（添付情報）
第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情
報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければ
ならない。
五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げ
る情報
イ～ロ（略）
ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾
を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又
は承諾したことを証する情報

（賃貸アパート・マンションの民事信託実務135ページより）
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※信託目録を信用してはいけない?
（中略）
この信託目録ですが、不動産ごとに作成されます。したがって、例えば、
同一の信託契約で土地５筆が信託されると、内容が全く同じ信託目録が土地ごとに１つずつ作成されて、土地ごとにそれ
ぞれ異なる目録番号が記録されることになります。
ちなみに、信託の登記には、共同担保目録のような共同信託目録なるものは存在しません。
ですので、信託契約書を見なければ、どの不動産が同一の信託契約の信託財産に属しているかはわからないということに
なります。

●信託目録の作成権者
では、この「信託目録」は、誰が作成しているのでしょう?。
登記官? 司法書士? 答えは・・・、一言でいうのは難しい（＞＜）。
不動産登記法では、信託目録を作成するのは登記官と規定されています。
ですが、登記申請の構造上、実質的には、登記の申請代理人である司法書士が「信託目録」を作成する役割を担っていま
す。どうしてそうなるのかというと・・・、
信託目録は、以下の手順で作成されているからなのです。
１ 申請人の代理人である司法書士が、信託契約の定めの中から「信託目録」に登記すべきと考える内容を選択、抽出し
て、「信託目録に記録すべき情報」を作成し、信託の登記の添付書類として法務局に提供（不動産登記令７条１項６号）。
２ 登記官は、提供された「信託目録に記録すべき情報」を審査。審査といってもあくまで形式的審査権の範囲内の審査。

仮に、添付書類として信託契約を提供していたとしても、登記官は、積極的に検証し、補正指示を出して、重要事項の
記載漏れや誤植を指摘したり、却下するようなことはないといってよいと思います。残念ながら・・・。
３ 登記官は、審査の結果問題がなければ、「信託目録に記録すべき情報」＝「信託目録」として、「信託目録」を作成
（不動産登記法９７条３項）。

したがって、「信託目録」を作成しているのは、実質的には司法書士だということになるのです。
そして、ですね・・・、信託目録が厄介なのは、信託契約の中のどのような事項を選択、抽出して信託目録に記録すべき
かの基準が、登記実務において確立されていないということ!
普通、登記って、どの司法書士が申請しても同じ記載になるものですよね。
ところが、この信託目録ばかりは、担当した司法書士によって内容が結構異なったりします。
「信託目録に記録すべき情報」の作成は、司法書士の力量が問われる責任の重い仕事なのです。

司法書士谷口毅による、民事信託・家族信託に特化した専門
ブログより抜粋（一部修正）
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●信託にかかる登記の依頼を受任した際に事前に確認すべきこと

不動産業者や友人の司法書士から「信託不動産の売買」の際に、事前確認のため、売主からどんな書類をもらえばよい?
と質問をうけることがあります。
あなたなら、まず初めに、どんな書類をもらって信託契約の内容を確認しますか?
私は、「信託不動産の売買」の依頼を受けたら、まず初めに以下の書類を確認することにしています。

１．売買契約書
２．信託設定時から現在に至るまでの信託契約にかかる契約書等の全て
３．信託目録付の登記記録（全物件、信託目録付 ← ここ大事!）

２については、現在の信託契約書だけでいいでしょ!
３については、どうせ同じ内容なんだから、信託目録は１物件のみでいいよね!って、言われることがよくあります。
でも私は、どんなに書類の数や物件数が多くても、必ず全部の書類の内容を確認します。

２について
不動産登記法１０３条は、信託の登記事項に変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更登記を申請しなければ
ならないと規定しています。

例えば・・・、
信託財産:土地３０筆、建物２棟
信託期間:平成１５年２月１日から平成２５年１月３１日まで
のケースで、当事者が信託期間を「令和５年１月３１日まで」に伸⾧する旨の変更契約を締結。
この場合、受託者は、全物件について、信託目録中の信託期間に関する記載を変更する登記を申請する必要があります。
が、信託銀行が受託者になっている場合でも、極まれに、変更登記を申請するのを忘れているケースがあります。

これを見落として、信託期間が継続していることを前提とする登記を申請してしまったら・・・。
登記官は、信託目録を見て、信託は終了していると判断します。したがって、申請した内容との間に食い違いが生じること
になり、最悪の場合、登記の申請は取り下げなくてはならなくなります（恐ろしい。）。
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３について
同一の信託契約の信託財産については、信託目録の内容は同一になるはずです。ですから、先程の例でいえば、受託者は、
全物件の信託目録の信託期間を「平成２０年２月１日から令和５年１月３１日まで」に変更しているはずですよね。

でも、もし建物だけ変更登記を申請するのを忘れてしまっていたら?
これ、私、２回も経験があります（＞＜）。

申請するのを忘れるのなら、いっそのこと全部忘れてくれてればよいのですが、一部だけ忘れていることがあるんです。
当事者以外、登記官でも、どの物件が同一の信託契約の信託財産かはわかりません。
自分でひとつひとつ、契約書と信託目録を見比べて確認するしか方法がないのです。

第三者は、信託目録をみて、信託契約の概要を知ることができます。
ですが、信託目録が、現在の信託契約の内容を正しく、適切に反映したものでなければ、本来は受理されるべき登記が受
理されなかったり、受理されるべきでない登記が受理されてしまう可能性があります。

にもかかわらず、信託目録の内容は、実質的には全て司法書士の裁量に任され、その内容に変更があった場合に、必要な
変更登記の申請を行うのは、信託事務を行う受託者の管理に委ねられているのです。

何の疑いもなく、信託目録を信用するのは危険。

取引の安全を期するためには、信託目録の内容を確認するだけでなく、自分の目で信託契約書の内容を確認することは必
須です。

「信託目録」は信託の登記の要!
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※依頼の流れ
◆取引先の不動産会社営業マンからの電話⇒「売却相談を受けた物件の登記簿謄本を見ると信託登記がされている。」
◎売主は登記名義人（受託者）でよいか? 何か契約に当たって注意する点はないか?
◎売買契約書の記載について通常と異なることがあるか?
◎売主側のみの登記を担当してもらうことになる。（分かれ決済）

※営業マンから売買契約書（案）と登記簿謄本のみ受領
⇒登記簿謄本の信託条項は以下のとおり

１ 信託の目的（略）
２ 信託財産の管理方法

① 受託者は、委託者とともに、本信託契約締結後速やかに、信託不動産について信託を原因とする受託者名義への所有権移転登記及び
信託の登記を行う。

② 受託者は、本信託契約締結後速やかに、受託者名義の信託口口座を開設した上、信託金融資産について同口座への入金・移動を行い、
これを同口座において管理する。

③ 受託者は、信託不動産を受益者の住居として無償で使用させる。ただし、受託者は、受益者が福祉施設への入居等でにより同不動産
を使用する必要がなくなったときは、同不動産を受託者が相当と認める条件で第三者に賃貸することができる。又は売却して換価処分
することができる。

④～⑨ （略）
⑩受託者は、信託不動産の売却及び信託不動産の供担保による金銭の借り入れを行おうとするときは、あらかじめ受益者代理人と協議し

なければならない。
３ 信託終了の事由 （略）
４ その他の信託条項

①～③ （略）
④受益者の死亡により本信託が終了した場合は、受益者の法定代理人を残余財産の帰属権利者に指定する。
⇒法定相続分なのか頭割りかが不明、明確に記載すべき（今日は詳しい説明を省略します。）

※民事信託契約書と信託目録の齟齬に関する事例を紹介しましょう!

※問題点を精査
受託者の売却権限について

１ 「不動産を使用する必要がなくなったとき」とは?⇒どういった状態を指すのか?
２ 「あらかじめ受益者代理人と協議しなければならない」とは?
⇒「あらかじめ協議」とは?
⇒受益者代理人が登記されていない!⇒受益者代理人を定める変更契約が必要ではないのか?
⇒でも、委託者が認知症なら変更契約ができないのでは?⇒結局、売却できないのでは?

⇒次のページに続く

（ある司法書士のセミナー資料より抜粋）

33



※営業マンに「信託契約書をもらってください」と依頼
信託契約書をもらったところ、公正証書で作成されており、次女が受益者代理人として
あらかじめ就任承諾していた。（就任承諾書あり）

※売買の登記を行うあたって必要な登記等は?
◆前提として、信託の変更登記をする必要があるか?
◆前提として、信託目録の変更（更正）は必要か?
◆登記の添付書類として、報告形式の登記原因証明情報で足りるか?
◆協議書が必要になるのか?
※結論
◆前提として、信託の変更登記を求める必要かはあるか?
◆前提として、信託目録の変更（更正）は必要か?
⇒１７ページの不動産登記法第９７条第１項第４号（信託の登記の登記事項）では、「受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及
び住所」と規定されている。そもそも信託契約書のなかで、次女が受益者代理人として記載され、あらかじめ就任承諾している。
よって、信託契約の変更は必要なく、信託目録の更正登記を受託者が単独で申請する。

◆登記の添付書類として、報告形式の登記原因証明情報で足りるか?
⇒登記原因証明情報

１．登記申請情報の要項（略）
２．登記の原因となる事実又は法律行為
（１）信託契約の締結

売主▲▲▲▲は、令和 年 月 日付けで委託者◇◇◇◇との間で締結された不動産管理処分等信託契約（以下「本件信託契
約」という。）に基づく受託者である。また、本件信託契約における受益者は▼▼▼▼であり、その受益者代理人は□□□□である。
（２）信託財産に属する不動産の換価処分の要件

本件信託契約には、受益者が不動産（以下「本件不動産」という。）を使用する必要がなくなったときは、あらかじめ受益者代理人と
協議した上で、受託者が換価処分できる旨の定めがある。
（３）換価処分の要件の充足

本件信託契約の受益者である▼▼▼▼は、令和 年 月 日、住居を介護付有料老人ホームに移転したことにより、本件不動産
を使用することがなくなった。これを受けて、受託者▲▲▲▲は、受益者代理人□□□□と協議を行い、本件不動産を売却すること及び
その相手方並びに売買金額について合意した。
（４）売買契約の締結

売主▲▲▲▲は、本信託契約の本旨に従い、買主●●●●に対し、令和 年 月 日、その所有する本件不動産を売り渡すこと
を約し、買主●●●●は、売主▲▲▲▲に対し、その売買代金を支払うことを約した。

⇒次のページに続く

（受託者の供述）
＊Ａ弁護士が信託契約書を起案し，Ａ弁護士
から紹介されたＢ司法書士が登記申請をした。
＊Ａ弁護士は、契約書を起案しただけで、不
動産の売却の際はＢ司法書士に相談して下さ
いと言われていたので、受託者は、Ａ弁護士
に何も相談していなった。
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（５）所有権移転の時期の特約
（４）の売買契約には、本件不動産の所有権は、売主が売買代金全額を受領したときに、買主に移転する旨の所有権移転時期に関する
特約がある。

（６）特約の履行
買主●●●●は、売主▲▲▲▲に対し、令和 年 月 日前記売買契約に基づき売買代金全額を支払った。

（７）所有権移転
よって、本件不動産の所有権は、同日、売主▲▲▲▲から買主●●●●に移転し、本件不動産の信託は終了した。

以下（略）

受託者▲▲▲▲（以下「甲」という。）と受益者代理人□□□□ （以下「乙」という。）は、○○法務局所属◎◎◎公証役場公証人
◆◆◆◆作成の不動産管理処分等信託契約公正証書（令和○年第○○号）に基づき、後記不動産について、次のとおり協議をした。

（受益者の不動産使用の必要性）
第１条 後記不動産は、信託不動産に属する不動産であって、受益者である◇◇◇◇が生活の本拠として無償で使用し、居住していた
不動産であるところ、令和 年 月 日、介護付有料老人ホーム★★★★（佐賀県☆☆☆☆☆☆）に生活の本拠を移したことに
より、今後使用する必要がなくなった。
（換価処分に対する事前協議）
第２条 甲と乙は、上記の信託契約書に定められた信託の目的に照らし、後記不動産を売却によって換価処分することが受益者の生涯
にわたる生活の安定を図るにあたって必要かつ相当であると判断した。
（売買契約の締結及びその相手方並びに売買代金に関する合意）
第３条 前条に伴い、甲と乙は、買主●●●●（住所 佐賀県☆☆☆☆☆☆）に対して売買代金※※※※万円にて売買することに合意
した。
（換価処分の前提となる要件の充足）
第４条 甲と乙とは、上記信託契約で定めた後記不動産の換価処分の要件が充足されることを相互に確認した。

以上の事前協議を証するため、本協議書を作成し、甲及び乙が署名押印する。

以下（略）

事前協議書

◆協議書が必要になるのか?→次の「事前協議書」は登記申請書には添付せず、法務局から言われたら添付するつもりだったらしい。
⇒結局、添付不要だった!
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※民事信託の乱用と思われる事例を紹介しましょう!
（１）不動産登記の依頼
「委託者Ａ、受託者Ｂ、受益者Ａ」の信託登記がされた不動産売買の決済登記の依頼がありました。不動産登記簿を見ると、信託原因日付は
「平成３０年８月２日（例）」、決済登記の依頼日は「平成３０年８月９日（例）」と、信託してから１週間しか経過していなかったため、違
和感を覚えました。しかも、委託者の住所変更登記が前提として入っており、その住所は、認知症の方が多く入っている介護施設でした（たま
たま私が後見人をしている方と同じ介護施設だったため気付きました）。
（２）不動産屋とのやりとり
不動産屋:「受託者であるBさんの意思確認だけでいいんですよね?」
司法書士:「（さすがに怪しいと思い）まずは信託契約書を見せてくだざい」
不動産屋:「信託契約書を作った方から、信託目録を見ればわかるということで、契約書を見せる必要はないと言われているのですが・・・」
司法書士:「信託目録は、信託契約書のすべてが記載されているわけではないので、信託契約書の確認は必須です」
不動産屋:「信託契約書を見せることが可能か確認して、また連絡します」
～後日～
不動産屋:「信託契約書を見せてもいいとのことですが、FAXやメールでは送れないので、受託者宅まで一緒に見に行ってください」
～受託者宅で信託契約書をみる。私文書で確定日付あり。全部で８条のみ。委託者の署名はなく記名式。
司法書士:「Bさん、Aさんはお元気ですか?」
受託者Ｂ: 「はい。元気です」
司法書士:「Aさんの現住所を見ると、認知症の方が多く入居されている介護施設のようですが」
受託者Ｂ:「（不動産屋と目配せをしながら慌てて）信託してるんで、Aへの面談は必要ないはずですよね」
司法書士:「もしかして、Aさんは認知症ですか? 認知症と診断されていても、判断能力があれば手続きは可能です。この信託登記は司法書士

にお願いしたのですか? そもそもこの契約書を作ったのはどなたですか?」
受託者Ｂ: 「・・・」（無言）
不動産屋:「先生は委託者との面談をしたいようなので、今回の決済手続は、他の司法書士に頼みますね」
司法書士:「わかリました。今回の件は、委託者の面談および意思確認なしでは私は登記できません。ちなみに、この信託契約書を作ったのは

誰ですか?」
不動産屋:「・・・」（無言）

登記原因が発生した平成３０年当時は、家族信託が良い意味でも悪い意味でも広がっていた時期だと思います。
後日わかったことですが、委託者Ａは2年前から完全に判断能力がない状態でした。また、信託契約書も某事務所のHPに記載されているものと全く同じで

あることがわかりました。悲しいことですが、このような家族信託の乱用と思われる案件にも遭遇します。
司法書士仲間から、「信託契約書を見せてもらえない」「意思確認は受託者だけでいのか」「信託目録付の不動産謄本はどうやったら取得できるのか」

「本を読んだけど、登記申請の仕方がわからない」「添付書類がわからない」「法務局によって取扱いが違うので困っている」「信託不動産の処分の際、信
託登記抹消分の費用は誰が負担するのか」など、信託登記に関しての質問等を受けることが最近多くなってきました。これから信託に関する登記実務が増え
てくると思いますので、信託登記に関する実務も今後共有していきたいです。 （家族信託実務ガイド2011.11 第23号 49～50ページより） 36



最後に
「信託はこれからの生前対策の本流」とも言われています。
超高齢化の進展も相まり、これからも民事信託は必ず増え
ていくことでしょう。

登記件数が減少していく中で、私たちはあらたな業務に
取り組んでいく必要があります。

財産管理業務研究委員会では、これからも民事信託、事
業承継を中心にさらなる研究研鑽を重ね、会員はもちろん、
不動産業者、金融機関、一般市民に対して情報発信を続け
ていきたいと考えています。

どうかご理解ご協力ご支援の程よろしくお願い致します。
ご清聴ありがとうございました。
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