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特定空家の略式代執行による除却について (案) 

 

１．略式代執行の概要 

  本業務は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号、

以下「空家法」という。)第 14条第 10項の規定に基づき、著しく老朽化し倒壊

の恐れがある建築物（以下「危険空家」という。）に必要な措置を命ぜられるべ

き者を確知できずその措置を講ずることができない物件に対し、略式代執行に

より建築物所有者に代わって除却を実施するものである。 

 

２．物件の所在地・概要 

 所在地：丹波市青垣町佐治字荒神町地内 

 地 籍：約 135.53㎡ 

 建築物：建築年 昭和 38年以前 

①居宅  木造瓦葺 2階建  延床面積 74.54㎡ 

          (内訳 1階面積 47.40㎡ 2階面積 27.14㎡) 

  ②炊事場 木造瓦葺平家建   床面積 21.19㎡ 

  ③便所  木造瓦葺平家建   床面積  2.90㎡ 

  ④物置  木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積 12.39㎡ 

                 ①＋②＋③＋④延床面積 111.02㎡ 

 

３．これまでの経過 

 平成 26 年 6 月 市民から市議会議員を通じて通報。現地確認を行う。 

 平成 26 年 7 月 丹波市空き家の適正管理及び利活用の促進に関する条例施行 

 平成 27 年 5 月 空家等対策の推進に関する特別措置法全面施行 

 平成 27 年 7 月 登記簿、戸籍、税務関係調査開始 ※所有者は判明するも所在不明 

 平成 29 年 1 月 近隣住民より積雪により倒壊の恐れがあると通報。 

 平成 29 年 1 月 現地確認を行う。建物前にカラーコーンを設置する。 

 平成 29 年 3 月 丹波市空き家対策審議会で協議 

 平成 29 年 6 月 丹波市空き家対策審議会小委員会で、現地視察及び協議 

 平成 29 年 7 月 市長・副市長現地視察 

 平成 29 年 7 月 丹波市空き家対策審議会全体会で協議 

 

４．危険空家所有者の調査状況等 

  危険空家所有者は外国人であると思われるが、現在の所在は不明。外国人登

録原票も存在が不明であり、平成 24 年に他界している居住者と思われる者(住

民票により確認)の関係人からの証言によると約 50 年前に他界しているとのこ

と。所有者の情報について登記簿謄本から考えうる関係機関への調査について

は、法務局に土地及び建物の登記時の関係書類についての確認を行うも、文書
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の保存年限が満了しているため廃棄されており、建物の根抵当権者である市内

金融機関に当時の書類の確認依頼を行うも、こちらも文書を廃棄されており、

情報は得られなかった。また、東京入国管理局に出入国記録の照会を行うも生

年月日が不明なことから回答を得られなかった。 

 

５． 略式代執行を行う理由 

  当該危険空家は、老朽化が著しく全体的に不陸や破損があり、壁の剥離が見

受けられ、外壁や開口部は大きく破損している上、平成 29年 1月の豪雪時には

瓦が雪と一緒に道路側に落下している。今後放置しておくと日々の劣化が進み、

当該地前面の市道や隣家に倒壊し、市道を通学路として利用している中学生、

その他の通行人や近隣住民が被る影響が極めて高いため、空家法第２条第２項

に規定する特定空家に認定した。本来であれば危険空家所有者に対して、適正

な管理について空家法に基づく助言・指導、勧告をすべきところであるが、そ

の所有者が確知できない。市民の安全・安心を確保することが市としての責務

であることから、空家法第 14 条第 10 項の規定（過失がなくてその措置を命ぜ

られるべき者を確知することができない場合）に基づき略式代執行により建物

を除却する。 

  ※建物の現況については別添写真を参照 

 

６．除却後の土地について 

   除却工事については基礎までの解体を予定しており、除却後は更地とする予

定。土地については、土地所有者が危険空家所有者と同一人物であるので、所

有者の所在は確知できず、空き地として放置されることになる。この土地につ

いては金融機関の根抵当権設定があるが、債権は償却（時効成立）されている

ようである。 

   ただし、土地の購入希望があるようであれば、尼崎市の例にならい、市で相

続財産管理人を家庭裁判所に申し立て、承認されれば財産管理人に売却してい

ただくことを検討する。 

※売却代金については除却費用の回収、相続財産管理人の申立費用(予納金約

100万円)に充て、残金は相続財産管理人に委ねる。 

 

７．除却費用の回収について 

   除却費用概算額・・・250万円 ※委託費積算中 

 本来であれば所有者等から民事徴収により除却費用を回収することになるが、

略式代執行は所有者等が確知している場合の通常の行政代執行とは異なり、行

政代執行法に基づく強制徴収はできないため、費用を回収できる可能性は著し

く低い。 

 ただし、上記５．にあるように相続財産管理人を申し立てた場合は土地売却

費用を除却費用に充てることができる。 
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８．公告の実施について 

  公告については、丹波市公告式条例(平成 16年条例第 3号)を準用し、同条例

第２条別表に規定する掲示場である丹波市市役所前掲示場に掲示するほか、青

垣支所、現地の空き家への表示および市ホームページに掲載することとする。 

  公告期間については、掲示場へ掲示した日から相手方に到達したものと解さ

れる期間(民法第 98条、民事訴訟法第 111条、同条第 112条、行政手続法第 31

条の規定に準用する同法第 15 条第３項)である２週間と、除却に要する期間を

約２週間として、１か月間とする。 

 

９．事前の立入調査の実施について 

  空家法第９条に基づき、立入調査を実施して動産調査を実施できるが、当該

空き家は倒壊の恐れのある危険な建物であるので、応急危険度判定士等による

危険度を判定し、立入調査が可能かどうか判断する。 

 

10．建物内の動産について 

   動産に関する手続きには法の位置づけがない。よって、万が一の訴訟リスク

の回避のため、重要と思われる動産については、市所有の物品庫等で一定期間

保管することとする。 

 

11．今後のスケジュール(案)について  

 

月 日 曜日 内  容 備  考 

7月 12日 水 H29第 1回空き家対策審議会の開催  

7月 18日 火 産業建設常任委員会 報告  

7月 下旬 水 公告実施（～8月下旬まで） 期間…30日間 

8月 下旬 木 公告期間満了  

9月 上旬  委託業務請負業者と契約  

9月 上旬  
略式代執行宣言 

解体・分別・搬出着手 

作業開始 

(仮設材搬入) 

9月下旬～ 

10月上旬 
 略式代執行終了宣言 業務完了後 
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空家法における「特定空家等に対する措置」の手順フロー 
 

事案の発生（市民相談、実態調査等） 

 

 

１ 現地及び所有者等の調査【第 9 条～第 10 条関係】 

■現地調査 

(1)現地調査による空家等の状態の把握 

(2)立入調査の実施 

(3)対応方策の検討 

■所有者等の調査 

(1)所有者等の特定 

 

                    

 

３ 助言又は指導【第 14 条第 1 項関係】  ２ 所有者等の事情の把握 

(1)助言又は指導の実施 

(2)助言又は指導の実施後の対応 

 (1)所有者等の事情の把握 

(2)所有者等の事情に応じた解決策の検討 

 

 

４ 勧告【第 14 条第 2 項関係】 

(1)勧告の実施 

(2)関係部局（税務、その他）への情報提供 

(3)勧告に従い措置が実施された場合の対応 

(4)勧告に従わなかった場合の対応 

(5)所有者等が変わった場合の対応 

 

 

５ 意見書等の提出の機会【第 14 条第 4 項～第 8 項関係】 

(1)措置を命じようとする者への事前の通知 

(2)公開による所有者等からの意見の聴取 

 

 

６ 命令 【第 14 条第 3 項関係】 

(1)命令の実施 

(2)標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める 

方法による公示 

(3)命令に従い措置が実施された場合の対応 

(4)過料の手続 

 

 

７ 行政代執行【第 14 条第 9 項関係】  ８ 略式代執行【第 14 条第 10 項関係】 

(1)実体的要件の明確化 

(2)文書による戒告 

(3)代執行令書による通知 

(4)執行責任者証の携帯及び提示 

(5)代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い 

(6)費用の徴収 

 (1)略式代執行を行うことができる要件の確認 

(2)事前の公告 

(3)略式代執行の対象となる特定空家等の中の動

産の取扱い 

(4)費用の徴収 

 

特定空家等と判定された場合 

・「特定空家等」の判断基準 

・丹波市被災住宅危険空き家判断基準表 

※現地調査と所有者等の調査の順序は事案 

に応じて判断する（同時並行も可） 
過失なく措置を命ぜられ

るべき者を確知すること

ができない場合 

確知できた所有者等に措置を 

講ずる権原がない 
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