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平成 29年度第 2回丹波市空き家等対策審議会 議事録(要旨) 
 

 

■ 開催日時 平成 29年 12月 25日（月） 15時 00分 ～ 17時 00分 

■ 開催場所 春日住民センター 2階 研修室 

■ 出席者(敬称略・順不同) 

（委員）  小森 星児  兵庫県住宅審議会 

      清水 陽子  関西学院大学総合政策学部 

 柴田 眞里   フローラ法律事務所 

 竹内 香織  竹内司法書士行政書士事務所 

 田口 勝彦  （社）兵庫県宅地建物取引業協会  

 吉住 渉   丹波防犯協会 

 安田 哲也  （有）ウッズ一級建築士事務所 

 藤原 正治  兵庫県立芸術文化センター 

 伊藤 由起  公募委員 

 出町 慎   関西大学佐治スタジオ 

 黒田 正勝  丹波県民局丹波土木事務所 

 北村 久美子 生涯学習応援隊 so-so３９ 

（事務局） 鬼頭副市長、駒谷建設部長 

      住まいづくり課 前川課長、堀内係長、秋山主事 

 

■ 会議次第 

１ 開 会 

２ 委嘱書交付 

３ 副市長あいさつ 

４ 会長あいさつ 

５ 委員自己紹介 

６ 会議の公開・非公開の決定及び傍聴要領について 

７ 報告事項 

  青垣町佐治荒神町略式代執行による除却について       資料１ 

８ 協議事項 

・略式代執行案件の対応について              資料２ 

    「氷上町成松字桜畑の空き家」 

  ・応急措置案件について                  資料３ 

    「青垣町沢野の空き家」 

９ その他 

  空き家利活用に伴う農泊推進対策について          資料４ 

10 次回審議会開催日程 

11 閉 会 
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議 事 概 要  

 

１．開 会 
（駒谷建設部長） 

 
２．委嘱書交付 

清水 陽子  関西学院大学 総合政策学部 

黒田 正勝  丹波県民局丹波土木事務所  

 

３．鬼頭副市長あいさつ 

〇行政代執行を実施したが、画期的なことをしていただいたと思っている。  

〇県内でもこのような取り組みをしている数が少なく、他の所からも問い合わせや視察が

11件あったようだ。 

〇空き家の利活用の取り組みと、住まいるバンクの利活用をしていく取り組みも順調で、

成約件数も 19件ある。これからはもう一件空き家の代執行が予定されている。 

〇また、この審議会の審議の対象外だが、古民家を改修して宿泊施設を検討している。 

４．会長あいさつ 

  〇丹波市で 2件目の代執行の案件が発生し想定していない事態が発生したので、専門家

の意見も聞き、新しい課題について協議することになるが、充分にご審議いただきた

い。 

 

５．委員自己紹介 

 

６．会議の公開・非公開の決定及び傍聴要領について 

（会長） 

  原則公開とする。 

  議論を進めるなかで個人情報が特定される場合は協議の上非公開とする。 

  (事務局） 

  個人情報が特定される場合は、個人の名前は控えて発言いただきたい。 

 

７．報告事項 

（事務局） 

 ①青垣町佐治荒神町略式代執行による除去について       資料１ 

  ・丹波市としては初めての取り組み。資料により完了報告について説明 

    代執行実施後、所有者の死亡が確認できる書類が発見された。 

   ・相続財産管理人の申立を行い、土地の処分を行う予定にしている（予納金として約

100万円の費用を要する。） 

【質疑及び意見等】 

(委員） 

 審議会としても初めての取り組みであった。 
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(委員） 

  終了宣言日の根拠は何か 

(事務局)  

  工事完了日を終了宣言日とし、同日に現地で終了宣言をした。除却工事が終わり更地に

なった何もない状態で、形だけだがさせていただいたということ。 

(委員)  

  その土地は、相続財産管理人の申立をするということは何百万円の価値があると判断し

ているのか。 

 (事務局)  

  土地の単価があり、その単価で売却ができればと思うが、回収できるかどうかはわから

ない。 

 (委員） 

  売却代金の内、予納金を戻したとして、あと残るものがあるということか 

(事務局)  

土地の価格は路線価なので、赤字になる可能性はあるが、放置されるより管理される方

がよいという判断をしている。 

(委員)  

略式代執行の対象となった理由は、安全に問題があるということか。 

(事務局） 

資料のとおり、建物が道路に面しており子どもたちも通るということで、危険性が高か

った。この審議会でもそのように判断いただいた。また、所有者も調べたが、存在しな

いため略式代執行を実施した。 

 

 

８ 協議事項 

① 略式代執行案件の対応について     資料 2 

・氷上町成松字桜畑の空き家 

(事務局)  

   略式代執行案件の対応について説明  

（事務局長 

略式代執行案件の対応について補足説明  

  11月に当審議会の小委員会を開催し、ご審議いただいた結果、至急に解体・除却を行

うべきとの意見をいただいた。所有者が確知できない空き家であるので、解体・除却

には略式代執行が必要であると判断、12月の議会で解体除却費用の補正予算案が承認

された。 

 

 【質疑及び意見等】 

(委員)  
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  この物件が危険空き家であるかどうか、小委員会で危険空き家と確認された。問題は

市が負担しなければいけないことで、除去費を回収できない根拠が明確に必要であり、

市民の方から理解を得られるかどうか。法的に明確な根拠や判例があればいいが。 

（委員） 

  相続人が法律上の勧告であるとか、管理責任を負い続けるのかなど最高裁の判例は現

時点ではない。弁護士の間でも見解が分かれている。1 つは放棄をしたのであるから、

責任は負わないというもの。民法 940条では、放棄をしても管理をしなくてはいけな

いという条文がある。放棄をしても管理義務を負うことについて、その義務の対象が

誰なのか。国土交通省の見解は丹波市と同じで相続放棄をされた方には管理責任がな

いと判断している。丹波市が裁判を起こすのも現実問題として難しいのではないかと

助言したうえで、今回の代執行の判断をさせていただいたというのが経過である。 

（委員） 

  建物所有者と土地所有者が今回異なっているが、建物を撤去されることで土地所有者

にメリットが生じるが、土地所有者に一部負担という考えはないか？ 

（委員） 

  市の方でもそういう問題意識は持っており、小委員会でも議論された。土地所有者は

建物を壊す権原はないし、壊した場合損害賠償請求の対象となる。土地所有者が所有

していない財産・建物に対して一部負担を求めることも難しい。現在、空き家に施さ

れている応急措置は土地所有者負担で行ったと聞いている。建物を壊すためではなく、

建物に対する危険回避を目的としているものである。あとは寄付などの形で土地所有

者から現金等を納めてもらうしてもらう方法しかないのではないかと思われる。 

（委員） 

  委員会としてはやむを得ない処置だと考えている。建物に対することは審議会で協議

することができるが、土地の所有者への対応についてはこの審議会で判断することで

はなく、議会で審議いただいたのでそのように解釈している。しかし、ご指摘につい

ては今後も懸案事項であり、現在の法制度では解決しがたい問題だと認識している。 

（委員） 

  土地所有者が応急措置をしているが、建物所有者いわゆる相続人に負担してもらう施

策とかはないのか 

（委員） 

  法的な解釈をすると今回の案件については、相続人に負担していただくのは難しいと

ころがあるだろう。 

（委員） 

  協力は得られないと思う。市としてはパフォーマンスでも一定のことは相続人に請求

しますよとする方がいいのではないか。 

（委員） 

  それをするのであれば管理責任があるということで指導や勧告などが必要だ。放棄を

した人に負担を求める場合、放棄した人に管理責任があるということが大前提であり、

今回は管理責任がないという判断があるので難しいのではないかと思う。 
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（委員） 

  淡路の看護学校が放棄した例。緊急対策として行政が行っているので、モラルハザー

ド的なことで行ってもらえれば、後で土地所有者から寄付等の話も出るのではないか

と思うが。危険がおよぶなら法律でもやれるようになっているので、行政が議会とど

う向き合うかという話になるのでは。 

（事務局） 

  負担を考えられる事が 2つある。まず 1つ目は土地所有者が最終的に除却することに

よって利益を得るが、土地所有者は他人の物件なので除却する権原はない。また除却

しなければいけない義務もない。よって土地所有者が反射的利益を得るかたちとなる。 

2つ目は、相続人がモラルハザードという意味で、本来除却をしなくてはいけないのに

相続放棄をして逃げてしまう。両者とも除却の義務があるとは考えられないが、最終

的に土地所有者が利益を得るので、土地所有者に対して負担を求めてはどうかという

市議会での意見があった。土地所有者は反射的利益を得るが、除却する権原も義務も

ない中で、土地所有者が費用負担いただき、安全な措置をしていただているというこ

とで、議会の承認をいただいている。議会では、相続放棄された方に対して求めてい

ったらどうかまでの意見は今のところ出ていない。略式代執行をしながら、一方でそ

の費用を相続放棄者に請求するということは可能かどうか。行政代執行に切り替え、

指導し勧告し命令を発し、それでも最終的に従わないということで行政代執行をした

後で費用を請求しないが、裁判になった場合に勝訴できる保証はない。 

（委員） 

  略式代執行と通常の代執行では立場の整合性が取れていない。略式代執行ができる前

提は管理者がいないこと。相続放棄する理由もいろいろあるので、相続人の条件が整

わない限り難しい。 

（委員） 

  借地権も消滅、更地にする。土地所有者の利益をどう証明するか難しいといわれたが、

その辺はしっかり対応しないとこのような物件ばかりが出るのではないか。潰れかけ

たら行政がやってくれるとなると、市民に対していいのか。請求できないということ

だが、何か請求する方法はないのか、法的には何か方法はないだろうか？ 

（委員） 

  相続放棄者にも土地所有者にも法的請求は現時点では難しい。 

（委員） 

  阪神淡路大震災の時は 10年間公共用地を公園用地にということも例としてある。この

土地については公共利用できないか考えたが、それも難しいだろう。 

（事務局） 

  個人で解体除却される場合は、国と県の補助金が使える。仮に 200万費用がかかると

なると、160万円の補助がある。土地の所有者が建物の相続人に相続放棄される前に

承諾を得られて解体すれば補助は 40万だった。相続放棄が認められているので土地所

有者が解体することは無理になったが。代執行で解体するまでの応急措置の仮囲いに
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かかる費用が 20万だった。そこで土地所有者に 20万を負担いただき応急措置を実施

していただいた経過はある。 

（委員） 

  賃貸をする場合に原状復旧する要件があるが、土地を貸す側としても一定の責任があ

ると思っている。明快な法文があるのかわからないが、貸している側にもそういう責

任があるのだということを今後言っていかないと、ほったらかしにしたもん勝ちにな

るとふさわしくない印象がある。土地所有者にメリットを生んでしまうことに疑問が

残ることが印象としてある。 

（委員） 

  除去した土地を公共利用するということを考えてもニーズが考えにくい。 

（委員） 

  ここに至るまでに事前に把握しておくべきだ。人が居住していたということで、危険

な建物を認知していなかったことは改善すべきことであり、今後増加する傾向がある

倒壊の危険がある建物のことを考えると事前の調査、状況把握や地域の人を巻き込ん

だ対策が必要だろう。今後の反省点する必要がある。 

（委員） 

  土地所有者が今の建物を維持できないとして相続放棄した物件を、土地所有者が許可

を得て解体するということはできないのだろうか？ 

（委員） 

  許可を取る相手を土地所有者が相続財産管理人の選任申立てをした場合は可能だが、

解体をだれが行うということや誰かということや費用面での問題など課題がある。土

地所有者はそれだけ危ない物件であれば、土地の賃借料を受けておられたかどうか。

裁判をすることも可能であるし、相続財産管理人の申立をすることはできるが、行政

側から申し立てをさせることはできない。 

（委員） 

  法律に基づいて行政が潰すとなれば、市の負担が生じるので代執行実施後にかかった

費用を土地所有者に請求することなどはできないのだろうか？ 

（事務局） 

  今土地所有者に対しては協力を求めている。除却費用が 200万と仮にすると土地所有

者の負担は 40万。40万にかかる費用が安全対策にかかる費用。土地所有者に対して

は安全対策として費用をお願いしているところだ。 

（委員） 

  市や国、県の補助を活用できて、実際生じる自己負担額は 40万か？ 

（事務局） 

  国県市で 160万の補助ができる。 

（事務局） 

  相続人がしていただくのが一番いいのだが放棄されてしまうとそれもしていただけな

くなる。 

（委員） 
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  反省点を生かし、空き家利活用や相続財産となる段階で適切に空き家の管理をしてい

ただくよう助言等ができるようにしていくことが必要だろう。 

（委員） 

  放棄した人も管理という意味で、空き家を壊すことに同意する権限が何か法律上確立

されれば、土地所有者に対して言いやすくなる。しかしながら現時点ではそれはできな

い。 

(事務局） 

  土地所有者に相続財産管理人を立てることを相談したが、同意を得ることができなか

った。民法 940条に基づいて命令するのも実例がない。建物倒壊の危険度と土地所有

者の反射的利益を考えると危険回避を優先させるべきと市は判断している。明石市で

も建物と土地所有者が違う案件で略式代執行を行った例がある。 

（委員） 

  色々なことがあり対処が遅れたが、このまま放置すると間違いなく建物は倒壊する。

危険回避のために建物を解体することに対して了承を求めたい。今後、このような事

案が起こらないようにするためには後々協議することとしたい。 

 

       ―全委員、了承 ― 

 

② 応急措置案件について    資料３ 

・青垣町沢野の空き家 

（事務局）堀内係長 

    応急措置案件について説明 

 

【質疑及び意見等】 

（委員） 

  家庭裁判所に照会をされたのだろうが、裁判所に記録はないだろうと判断できる。平成

13 年当時の物件が何の措置も取られずなぜ放置されたのかわからない。担保権者とは連

絡がつくのか？ 

（事務局） 

裁判所に記録もなく、連絡も取れない。しかしながら、市内の司法書士に確認したとこ

ろ、処分ができなかったことは確認できた。 

（委員） 

  担保も債権もあって、今後代執行をするとすれば、そのあとの出口を考えたときに、ど

のように対処すればよいのか検討する必要がある。 

（事務局） 

  土地と建物の所有者が一緒であり、債権者が処分しようとした場合は相続財産管理人を

立ての話になる。費用回収は難しいと考えている。 
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（委員） 

  外観目視による判断となるが何らかの応急措置が必要であると判断できるのではないだ

ろうか？ 

（事務局） 

大工に確認してもらったところ、屋根に上がるのは無理という判断。屋根を歩けないの

でブルーシートなどもかけられない。3 方向なので足場を組んでネットをかけるとして

も 50 万円程度費用がかかる。潰した方が早いといわれたが、代執行となると他の調査が

必要となり、危険な状態が続くと判断して、やらざるを得ない状態。 

（委員） 

  行政として確実な実行可能な方法で危険を回避できるように、応急措置を実施するにあ

たり、委員の了承を得たい。 

 

―全委員、了承 ― 

 

９ その他 

 空き家利活用に伴う農泊推進対策について   資料 4 

 （事務局） 

〇空き家利活用に伴う農泊推進対策について説明 

・古民家などを賃貸、購入し、改修をしたうえで事業者に賃貸、売買する中間支援組

織を立ち上げる。 

・歴史的建造物を活用し、エリア開発を実施（地域の交流施設など）。 

・交流人口増加を目的とする体験プログラムを設計、実施する。 

 

【質疑及び意見等】 

（委員） 

   体験プログラム等に参加することは可能か 

（事務局） 

   既に実施しているため参加は可能 

   次回の日程はまだ決めていないが、年度替わりした時点で 4 月ごろにしたいと考えて

いる。 

 

10 次回審議会開催日程 

  平成 29 年度の丹波市空き家等対策審議会は今回で終了とし、次回は平成 30 年 4 月か

５月ごろに実施する。 

 

11 閉 会 

    

 


