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平成 28 年度 第 7回鳥取市空き家等対策協議会 議事録 

 

 

日時：平成 28 年 5 月 17 日（火）13：30～15：00 

場所：鳥取市役所本庁舎第 3会議室（4階） 

 

協議委員 深澤義彦委員（市長） 森祥平委員（法律部門）、来田裕子委員（建築部門）、

杉本美智子委員（不動産部門）、倉持裕彌委員（文化部門）中橋文夫委員（景観

形成審議会）高木章子委員（公募） 

事 務 局 鳥取市都市整備部 綱田正都市整備部長、 建築指導課 西尾芳昌課長、森田

健建築指導係長、渡辺晃子主任、岡垣頼和技師、中心市街地整備課 中村理人課

長、地域振興課 安本里美参事兼移住定住促進係長 

 

 

■ 協議会の経過 

1 開 会 

2 あいさつ 

3 議 題 

1）会長、副会長の選出 

2）鳥取市空家等対策事業と今後の予定について 

3）法第 14 条第 10 項に基づく略式代執行について（審議） 

4）その他 

4 閉 会 

 

 

■議事内容 

1 開 会 

事務局 それでは時間となりましたので始めさせていただきます。それでは第 7 回鳥取市

空家等対策協議会を始めます。皆様にはお忙しいところお集まりいただきありがとうご

ざいます。空家等対策等特別措置法の施行に伴って、今回より法定協議会として開催さ

せていただきますのでよろしくお願いします。（中略） 

では、議事日程に従いまして会議を進めさせていただきます。本来ですと会長が議長

になりますけれども、次第にありますように議題 1 で会長、副会長を決めることになっ

ていますので、それまで進行を事務局がさせていただきます。 

議事に移ります前に鳥取市空家等対策協議会委員の紹介をさせていただきます。資料

をめくっていただきたいと思います。鳥取市空家等対策協議会は、市長の他、法律、建
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築、不動産、文化、景観、民間団体、公募の各部門から任命された 8 人の委員で構成さ

れております。1期 2年でございまして、この 4月からスタートしております。よろしく

お願いします。 

 

（中略） 

 

事務局 それでは本協議会の成立ですが、先ほど申し上げましたが、自治連合会の改選時

期による 1 名の欠席により、委員 8 名のうち 7 名の出席を頂いておりますので、鳥取市

空家等対策協議会条例第 6 条第 3 項の規定により、委員の半数以上の出席いただきまし

たので当協議会が成立いたしますことを報告します。 

なお、本日の議題につきましては、議題 3については個人情報を含んでいることから、

条例第 8 条第 1 項の規定により、議題 3 については非公開とさせていただきたいと考え

ているところでございます。また、議事録については、その署名を会長とその他 2 名に

お願いしたいと思っております。議題 1 の後に今回の議会議事録署名委員を決めさせて

いただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

事務局 協議会条例の条項とフローをご覧ください。表の右側が法定協議会に改正した後

の取り扱いとなっております。協議会所掌事務の中に審議事項を記載しておりますが、

下のフローのとおり、寄付の受け入れ、除却補助の支援、勧告前の意見聴取、命令、公

表、過料、代執行に関する審議をこの協議会で行っていきます。 

それと共に空家等対策計画をはじめとする空家等施策の検討をこの協議会では行いた

いと思っておりますのでよろしくお願いします。以上になります。 

 

 

3 議 題  

1）会長、副会長の選出 

事務局 それでは議題 1 の会長、副会長の選出を行いたいと思います。協議会条例第 5 条

第 1項の規定に委員の互選で決めるとなっております。ご意見はございますか。 

 

委員 意見なし。 

 

事務局 無いようですので、事務局案として提案させていただきたいと思います。（中略） 

 

委員 適任だと思います。 

 

事務局 ありがとうございます。（中略）次に副会長でございますけども、条例第 5 条第 3
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の規定に会長の指名となっておりますので、会長より指名をお願いできませんか。 

 

委員 はい、どなたか立候補をされる方がおられれば。 

 

委員 （立候補者なし） 

 

委員 おられないので私の方より指名したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

委員 結構です。 

 

事務局 ありがとうございます。（中略）それでは議事進行を会長にお渡ししますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

委員 前回に引き続き会長という大役を仰せつかりました。前回は、私が不在でも会は無

事に回っておりました。委員皆様の心強い支援により滞りなく進むものと考えています

ので、ご協力の程よろしくお願いします。それでは、議事録署名委員ということで名簿

順にお願いしたいと思います。（中略） 

それでは、議題 2につきまして事務局より説明をお願いします。 

 

2）鳥取市の空家等対策事業と今後の予定について 

事務局 それでは議題 2 についてご説明させていただきます。これにつきましては審議と

いうより、このたび初めて加わられる委員もおられることから、鳥取市の空家等対策に

ついてのご説明と今後の予定について確認させていただくものです。 

資料はページ下にページ番号を振っておりますが、1 ページ目になります。鳥取市の空

家等対策事業と今後の課題についてです。まず、鳥取市の空家等対策の背景についてで

すが、鳥取市の空家等対策の発端は平成 18 年ごろより目立ち始めた老朽化した放置住宅

に関する苦情が始まりとなっています。これが年々増加したことから、平成 24 年に空家

等対策本部を庁内に設置し、庁内の体制を整備するとともに、空家等の管理を促す条例

制定を目標とした危険空き家に関する対処と、危険空家等の発生を未然に防止する観点

から空家等の利活用を促す制度の創設について検討を行いました。これが基となって平

成 25 年に危険空家等対策と空家等の利活用推進を 2 本柱とした鳥取市空家等対策の基本

方針が制定され、現在、多分野にわたって事業を展開しているところです。 

担当課は、危険空家等対策として建築指導課が、空家等の利活用推進としては、こち

らにおられます中心市街地整備課と地域振興課の 3 課で対応しております。 

次に国の法整備です。平成 27 年に国が空家等対策の推進に関する特別措置法を施行し

たことにより、平成 27年度はこれまで鳥取市が独自に制定してきた管理条例や支援制度、
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協議会等を法律に合致するよう改正等を行ってきました。国の法律は特定空家等への指

導、勧告、命令、代執行等を記載するとともに、市町村に空家等対策計画を策定し、危

険空家等のみならず空家等の利活用についても検討するように定めました。 

ページをめくっていいただいて 2 ページ目に国の法律の条項を載せております。右が

改正後の市条例ですが、ご覧のように法律に準拠するものに改正しております。赤文字

部分が今後新たに検討していかなければならない事項となります。 

3 ページ目に移らせていただきます。今後のスケジュールですが、先ほどありましたよ

うに空家等対策計画を平成 28 年度中に策定しようと思っております。これは、鳥取市の

方針を見直すとともに現状にそった内容にしていくものです。さらには国が定める項目

も追加して鳥取市の空家等対策方針のアップグレードをはかっていこうと思っています。 

この空家等対策計画の策定及び変更、実施については、法律に基づき協議会にて協議

することとなっておりますので、事務局及び関係課により草案を作成し、協議会にはか

って内容を精査していきたいと思います。その後、市民に対してもパブリックコメント

を行い、あくまで予定ですが 28 年度中に公表したいと思っております。計画の内容は以

下の 1 から 9 のとおりです。対象区域や空家等の種類、基本方針や計画期間、調査や空

家等の管理については主に建築指導課が記述してまいります。空家等の活用については

中心市街地整備課や地域振興課に草案を作成していただきます。特定空家等に関する措

置は、住民からの相談受付体制からその対処について記載していきます。目次のイメー

ジとしては 5 ページ目に記載しております。波線部分が法律に記載されている項目にな

ります。それ以外にも、関連計画、例えばマスタープランや、創生総合戦力、リノベー

ションまちづくり計画などとも連携していく必要があると思います。 

3 ページに戻りますが、略式代執行の実施についてです。空家法において所有者を確知

できない特定空家等については、命令を経ずして代執行ができることが規定されていま

す。平成 26 年度より条例に基づき危険空家等の指導を行っておりますが、所有者のわか

らない空家等がいくつかございます。そのうち、直ちに建物が倒壊し道路を閉鎖するお

それが高いものが鳥取市内に現在のところ 2 件ありますので、平成 28 年度はこの 2 件を

空家法に基づき略式代執行にて強制撤去する予定です。台風等が来る前に対処すること

が好ましいためこれについては議題 3 にて審議していただきます。その他に、例年のこ

とでございますが危険空家等の除却補助の審議がございます。今年度も 114 件の危険空

家等の所有者に対して、改善指導文書を出すとともに除却補助の案内を行っております。

応募があったものについて選考することになりますので、今年度もよろしくお願いしま

す。 

裏面の 4 ページ目がスケジュールとなっております。空家等対策協議会は年 4 回、5

月、8 月、12 月、3 月を予定しております。代執行については、事前に議会（建設水道委

員会）に説明する必要がありますので、急ではありますがこのたびの協議会にて審議さ

せていただくこととしました。あと、昨年度ご説明しておりました空家等除却意向調査
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ですが 4 月末に予定しておりましたが、強風による空家等の通報や対応に追われており

まして、調査の実施は 6 月中旬以降に遅らせることとしました。 

議題 2 については以上です。 

 

委員 ありがとうございました。去年に比べるとしなければならないことが増えた印象で

すが、今年の審議事項と言うよりは今後の予定ということですので、皆様何かございま

したらよろしくお願いします。 

 

委員 特にございませんか。なければ、本日のメインテーマの議題に入りたいと思います。

事務局に説明をお願いします。 

 

3）法第 14 条第 10 項に基づく略式代執行について（審議） 

事務局 議題 3 について説明します。6 ページをご覧ください。さきほどの議題 2 でもふれ

ましたが、本年度、所有者を確知できない空家等 2 件の略式代執行を予定しております。

所有者を確知できないというのは、資料の最終ページに記載しておりますが、略式代執

行の要件にありますように不動産登記に記載された住所に居ない、住民票の住所に居な

い、固定資産税の情報を使ってものわからないものが対象となります。 

 

案件 1（個人情報を含んでいるため非公開：条例第 8 条第 1 項） 

案件 2（個人情報を含んでいるため非公開：条例第 8 条第 1 項） 

 

事務局 略式代執行のメリットとデメリットですが、メリットとしては所有者がわからな

くて手が付けられなかった物件が法を根拠に対処できます。デメリットは、所有者が確

知できないことから、措置にかかった費用を請求する相手がいないため、市の負担とな

る。また、措置後に所有者を確知できた場合、その者に請求することはできるが、略式

代執行は空家法に定められたものであり、行政代執行法に基づく措置ではないことから、

国税滞納処分の例により強制徴収をすることはできず、民事で徴収することになります。

議題 3 については以上です。 

 

委員 ありがとうございました。2 つの件について、委員の皆様のご意見よろしくお願いし

ます。 

 

（中略） 

 

委員 この、略式代執行の要件は参考資料をあてはめていけば良いのでしょうか。各 2 つ

の案件を 1 個 1 個全部当てはまっていくかどうか。一番左に法律が書いてあって、真ん
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中がガイドラインで、右が鳥取市の方針としてありますが、どれがあてはまるのかとい

うようにこの協議会で審査していくということでよろしいですね。 

 

委員 ガイドラインのところですが住民票とか固定資産税で住所が把握出来ないとあるが、

おそらくやっていらっしゃるとは思うのですが近隣の方や区長に聞かれるとか、そうい

った文言というのも必要ではないでしょうか。書類だけ確認だけしてご近所の方に聞か

ずにそのまま実施しているイメージにみえます。 

 

事務局 関係者には既にヒアリングを行っています。要件として法律には書いてありませ

んが、市の対応方針としてヒアリングは入れていくべきかもしれませんね。 

案件 1、案件 2ともヒアリングは行っていて、案件 2については近所の方に聞いてもわ

からない。 

 

（中略） 

 

委員 案件 1と案件 2を分けて話してはどうですか。 

 

委員 では案件 1についてどうですか。 

 

委員 それ以前の話になるのかもしれませんが、略式代執行の話ですけども（中略）今回

モヤモヤした感じがありまして。どうしても解体費用を税金でまかなわないといけない

のでしょうか。解体した後、固定資産税が上がると思うので、これとは別に解体費用と

いうものを固定資産税に乗せるわけにはいかないのでしょうか。分割してでも請求して

いくべきではないのかなという気がします。 

 

委員 かなり疑問に思いまして、この人たちは完全に消えていなくなっているわけではな

い。ちらちらと現れ、確知出来ないという要件にあてはめて本当に大丈夫なのかなと。

怪しい事案と思います。ここで焦ってしまうと略式代執行自体が違法になってしまうの

で、場合によっては損害賠償などリスクが発生しうるのではないでしょうか。 

 

委員 これはもう、指導、勧告の各段階を踏んでということですよね。 

 

事務局 勧告、命令といった段階を踏むのは行政代執行になります。段階を踏もうにも、

この人たちは手紙を送る先もわからないので、このたび略式代執行となるわけです。 

 

委員 固定資産税も建物は現存していても、特定空家等の認定をすると固定資産税の住宅
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特例も解除されて固定資産税が上げられるそうですがそれも出来ていないのでしょうか。 

 

事務局 認定だけでは上がりません。勧告した場合に固定資産税の特例が解除されます。

今回の物件は相手がいないということで勧告出来ません。 

 

（中略） 

 

委員 先ほど言われた執行をすることで、逆に損害賠償を受ける危険性についてはどうな

んでしょうか。 

 

事務局 事例がほとんどないですが略式代執行をした都市については、所有者から損害賠

償を受けたという話しは聞いていません。公示とかホームページにあげて事前に周知は

しているそうですが。 

 

委員 （中略）弁護士の発想からいうと弁護士会で照会いただいて、銀行サイドに聞いて

みようとか考えるのですが。銀行というところは個人情報が厳しいので本当に教えてく

れるかはわかりませんが。 

 

事務局 銀行に問い合わせたことはありません。 

 

委員 協議してみるたけでもどうでしょうか。しなかった、ではなくしてみたけど出来な

かったという方が良いでしょう。 

 

事務局 たとえば法律の関係で、法律相談みたいな形で市の顧問弁護士の先生にご相談し、

そこから金融機関なりにお問い合わせいただくやり方が考えられます。 

 

委員 そういうやり方は考えられますね。それ以上に、金融機関と調整していただいて、「こ

ういうことを知りたいですけど」と協議を申し入れたら「弁護士会からの照会でしたら

答えられるのですけど」みたいな話しでしたら、そういう方向をとりますし。それでも

難しいようでしたら、難しいですみたいな話で記録としてあげてしまうということがい

ると思います。 

 

事務局 議論いただいております要件が確実に該当しているのか、今回事務局の方が示し

た状況ではそれが判断つかないので、もう少し確認すべきではないかと思います。 

 

委員 確知出来ないというものの見解がまとめにくいですが。 
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事務局 略式そのものが行政代執行法によらないという部分について、相手方を確知出来

ないとはいえ、何も手が打てないのでは対策が滞ってしまう。なので、例外的にこうい

う手続きを行うという法律の流れではあると思いますが、我々としてはそこに確実に過

失なくして確知出来ないという積み上げをしていくことがむしろ必要となるということ

です。 

 

委員 一般的に住民票だけではなくて、住所地や相続人を特定する場合は戸籍を調べるの

ではないでしょうか。それでもわからないのですか。 

 

委員 戸籍はですね、相続人の関係や家族関係を調べるのに使う。戸籍の附票というのが

ありまして、それを見れば住民票の住所がわかるので、おそらくそれは調べられている

と思います。住民票の住所に住んでいらっしゃらない方というのは、あまり多くはない

といえ、（中略）一般的な生活から離れてしまって、どこに住んでいるのかわからない状

態で（中略）ちょっと調べ足りないのかなという印象です。今お聞きする限りでは。 

 

（中略） 

 

委員 基本的に略式についても、例えば一定期間の周知だとか、そういった規定を設けれ

ば出来るのでしょうけども。今回それとは別の形での提案でしょうか。 

 

事務局 基本的に法律に基づいてとなります。公示の期間も 2週間とる予定です。 

 

委員 公権力として人の物を壊すというのは過激な話しでして、対象者に対して壊します

よと告知をしたうえで、さらに意見を聞いて進めましょうというのが代執行なんですけ

ども。略式では省略しようという話しですから。このたびは確知の部分、とりわけ確知

出来ないという部分がこのまま略式代執行を進めるうえで、まさに核心の部分になりま

す。そこが全然いない人ならなんとも思いませんが。 

 

（中略） 

 

事務局 今回の資料の最終ページに要件一覧をあげさせていただいております。これが法

律やガイドラインに加えて鳥取市の方針と 3 つが混在しています。今後、略式に向かう

場合はこういう枠組みで向えるのかどうなのかという判断が必要だと思います。 

そのなかで個別の案件についてそれぞれ、たとえば特定空家等であるということにつ

いて鳥取市がどのような確認をしてどのような対応をして、それが特定空家等と位置付
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けたかというのは、個別の案件と明示させていただきまして個別案件に審議していただ

くという形が必要なのではないでしょうか。 

今回は資料の方で写真付きのところで説明はさせていただいているつもりだったんで

すけれども、委員よりご指摘でもあったように法律的にガイドラインの三要件で本当に

大丈夫なのか、まさにそういったところですね。我々事務局としてもご意見をいただき

たいというところでございます。 

 

委員 写真を見るからに倒壊しそうなところを見ると、緊急性も高く悠長にかまえていら

れないという事情もわかります。しかし一方でおっしゃるように、私も含めて（中略）

モヤモヤした感じが残りますよね。（中略）代執行の金額の問題じゃないかとは思います

が、どう折り合いをつけようかと。 

委員皆様がモヤモヤしていらっしゃるところで、まさに走るのを躊躇するような状況

がありますので、逆にどこまで掘り下げていくとゴーサインに限りなく近づくのか、要

件に合致するのかという部分を皆様からご意見をいただけたら良いのではないかと思い

ます。 

 

委員 確知の問題で、なかなか連絡がつかない方とかいらっしゃる場合は、電話番号でメ

ールを打つことが出来る携帯電話のショートメールとかを利用するとか。そこまで使う

のかということもあるかとは思いますが、そういったところを使ってこのような措置を

行う予定だということを周知して、それを見ていただいて返事がないのであればという

ことではいかがでしょうか。出来るかどうかわからないが、銀行が住所を開示してくれ

ないなら手紙を渡してほしとかお願いまでしてみるとか。それまでやってみたけど、そ

れでも出来なかったというところを記録する方がいいのではないでしょうか。 

 

委員 ショートメールよりも携帯電話を基に契約者の住所、氏名を割り出すことは可能で

はあるでしょうね。携帯会社に照会する手続きで、実際どこの誰だかわからない電話番

号を割り出したことがありますので。 

 

事務局 本当ですか。出来ませんと言われましたが。 

 

委員 それは、弁護士が照会してないからでは。D の会社、A の会社は教えてくれるが、S

の会社は教えてくれない。会社によってずいぶん方針が違う。しかも、聞いたら簡単に

わかる可能性もある。ただ、確知出来ないという判断にそこまでしないといけないかと

のこともあるが。慎重をきすなら必要かと。 

 

事務局 所在がわかると、今度は勧告、命令という手続きが必要となるので、逆に壊せな
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くなる。基本的には所有者にさせるよう指導していくことになる。 

 

委員 十分に調べもせずに略式に向かって行くというのは社会全般からみて危険だと思い

ます。略式の方が楽ですが危ういと思います。 

 

委員 案件 1 については、顧問弁護士とか法律に関するスペシャリストの方と一度協議し

て、そちらの角度から出来る範囲のことをやったうえでというのが今回の結論かと思い

ます。 

 

事務局 このたびの審議が延期となった場合、スケジュールとして 9 月議会の前に協議会

を開いて、今回の結論に対する結果を報告させていただいて、9 月の議会で説明し、10

月又は 11 月ぐらいに実施する流れも考えています。最悪、台風や積雪の時期に間に合う

ようにはと考えています。 

 

委員 若干気になるところは付属するブロック塀です。ブロック塀は良いのかという問題

が多少残ります。どこを壊すのかという範囲を特定した方が良いのではないでしょうか。 

 

事務局 ブロック塀は特に危ない状況ではなかったので、もちろん建物だけです。ブロッ

ク塀は現地に行って触っても崩れる状況ではなかったので。 

 

委員 壊したら廃材の撤去とか運搬とかしないといけないのか。そういう問題が残るのか

な。それなりに費用がかかるでしょう。壊すだけだったらそれほどかからないけど運搬

と処分になると費用がかかる。その部分についてはブルーシートを張るという措置はい

かがなものか。 

 

事務局 廃材については、産業廃棄物法を所管する部署によると基本的には処分してくれ

ということです。中の家財については、他都市で代執行をしたところに聞いたところ、

雨水で既にぐちゃぐちゃになっているからゴミだという判断で捨てたとか。家屋内に高

価な物があるのであれば一時的に保管すべきではないかとは思いますが、壊す時でない

と何が出てくるかはなんとも言えません。廃材や中の物に関しては基本的には処分とい

うことで今は考えています。 

 

委員 今のことに関連してなんですけど、1件目のどこまでやるのかという話しで事務局か

らは建物だけですとのことですが、この協議会としてはどこまで壊すのか、この略式代

執行ならどこまでやるのかという細かい情報を共有していく必要があるんですかね。共

有していく必要があれば図面というか例えば写真をいくつかの角度から見て、色が塗っ
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てあって、ここは撤去してこのような状態にする予定なりそういうものが資料としてあ

った方が良いかと思います。そこまで我々が知る必要がなければ今のままの状態でも良

いのかもしれませんが。 

 

事務局 公道等に面しているという状況が判断出来ればよいかなと思います。 

 

委員 その後、どういう撤去をするのかについては別にこちらとしては。 

 

（中略） 

 

委員 代執行を行う範囲は、やはり所有権の対象が異なるので、ある程度明確に確定出来

る方が良いだろうと思います。場合によっては、建物の一部だけを代執行するというこ

とも考えられなくはないですし、工作物みたいなものも問題になります。ここで議論し

ても現地でやったことが実はずれているんじゃないかではよろしくないので、出来れば

図面あるいは写真でここを対象とするとか。そういったものはしておいた方が良いので

はないでしょうか。 

 

委員 危険空家等の特定においては、母屋や周りの納屋だとか車庫だとかそういったもの

を含めた物なんでしょうけど、今回の略式代執行で議論しているのは特に通学路だとか

道路に面した危険部分だけを先行して手を付けたいということなんですよね。当面は道

路に面したところだけの危険部分の除去ということで。略式の議論を今はしているわけ

だが、母屋だとかそういった物もすでに危険空家等の指定がされていることですから、

時間を追っていけばいずれ代執行が必要となる可能性があるんですよね。危険な部分だ

けを略式で先行して出来ないかということを議論しているのだと思うのですけど。 

危険の判定については、ここに上がる以前に市の方で危険の認定をしている。認定の

具合はちょっと今議論の中で出ていないので、そこがもう少し丁寧な添付がついていれ

ば。認定した経緯とか。 

 

委員 おっしゃられているのは、たぶん今まで補助で議論してきた資料にしては、ちょっ

と今回の資料では判断ができないかなという。 

 

委員 危険と認定した経緯について、もう少し付属資料があると私たちも理解しやすいと

思います。通学路だからとか公道だからとか。危険度についても情報としていただきた

いかと思います。 

 

委員 今回の写真は今まで我々が見てきたよりも、はるかに危ない建物だというのは一目
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瞭然。 

 

委員 これは火災が怖い。すぐに燃えてしまいそうだ。 

 

委員 案件 1 については、法的な確認。私も若干懸念ではあったのですが、どのあたりま

でやるのかという部分を共有した方が良いかと。 

これから詳細な調査がいるかというとそうではなくて、例えばさっき塀の話しが出ま

したけど、見た感じの印象として当然これもやる物だと感じる委員の方もおられる一方

で「実際にはこっちはやらずに終わる」と事務局はいっている。あとでもう一度この案

件について出てきて、あれおかしいじゃないかといった祖語が生じてしまうと後々面倒

なので。未然に防ぐという意味で簡単な形で良いので、どこまでやるか図示した資料が

必要かなと思います。あと危険度判定についても、これまで除却補助の資料のようにい

ろいろ作っていただいていたと思うので、あれに似せる形で一度危険度判定についての

資料をそろえていただくというのが必要なのかもしれません。おそらく危険度について

改めて調査してどうこうというのではなく既存の情報を整理していただく形になるかと

は思いますが、そういう資料を用意していただけたらなと思います。 

案件 1 について、結論は保留で情報が整い次第再度続きをするという形になろうかと

思いますけどいかがでしょうか。 

 

委員 意義なし 

 

委員 案件 2についてお願いします。 

 

委員 案件 2 についても共通する部分があるかもしれません。案件 1 と案件 2 は結局確知

の部分としては、やはり（中略）いつ会えるかわからない。その方がどこに住んでいる

のかはやはり住民票の住所だとわからない。 

 

（中略） 

 

事務局 携帯電話で調べて行くかな。 

 

委員 県内にいらっしゃるのですかね。（中略） 

 

（中略） 

 

事務局 家の状況は見ているみたいです。（中略） 
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委員 放棄する意志は無いという事ですよね。 

 

委員 今のお話を聞いていると、この所有者の方は行政が処分してくれたら喜びますよね。 

 

事務局 だと思います。 

 

委員 しかも略式で。 

 

事務局 所有者がわかった場合は、行政代執行の手続きとなりますので勧告、命令と進み

ます。命令違反金で 50 万円以下の過料と、あとは代執行費用が加算されるので費用はさ

らに高くなります。行政代執行の方が実際は効果があるのでしょうけど。略式代執行と

いうのはそういうモラル的なデメリットもあります。 

 

事務局 この案件も、携帯電話から割り出しが出来ないかということ（中略）です。（中略）

略式代執行を行いますという文書を入れて渡してもらうようにしております。その反応

を見てからということも可能かなと思います。 

 

委員 略式の話しを伝えたら最後、ますます逃げ回る可能性はないでしょうか。よかれと

ばかりに。（中略）略式の話しも良くご存じでは。 

 

委員 その件は可能性しかないので、ここではどうするか議論した方が良いのでは。 

 

委員 相手も反応がなくて、自分の責任において壊すことはまず無いだろうから代執行を

進めれば良いと思う。 

 

委員 危険を除去したいということが優先しているわけですよね。 

 

事務局 条例の方に緊急安全措置という条項を作っていますが、解体までは考えていなく

て、注意喚起であったり土嚢を積んだりとか。瓦を 1 枚 2 枚取れば済むような考えであ

ったので、このように莫大な金額がかかり、しかも建物を解体して無くしてしまうとな

ると、代執行であったり略式代執行にするべきかと思います。これを事務管理の緊急安

全措置で対応するのは難しいのかなと思います。 

 

委員 貼り紙はまずいのでしょうかね。ご連絡くださいとか。人の所有物件に勝手に貼り

紙をするのは良いのかという細かいことがありますが。 
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事務局 この空家法の中で掲示の条文がありますが、命令をした場合の掲示なので。 

 

委員 略式代執行した場合は公告をするんですよね。 

 

事務局 現地にも看板を立てます。 

 

委員 他はいかがでしょうか。 

 

（中略） 

 

委員 後々所在がわかったらどうするのでしょうか。 

 

事務局 費用徴収については民事訴訟となります。 

 

委員 空振りでも裁判を起こした方が良い。 

 

委員 窓口に来た時にはそういうことを文書で伝えるなどした方がいいでしょうね。 

 

事務局 手紙で渡すようにしている。 

 

委員 略式でないものは補助金の案内をしてはいかがでしょうか。 

 

事務局 既に 4月の一斉指導の際に、すべての特定空家等に補助の案内をしています。 

 

委員 現れた時に行政代執行の手続きは出来ないか。 

 

事務局 勧告をする必要がありますのですぐにはできません。意見聴取や命令等を経るこ

とになるので 6ヶ月から 1年はかかります。 

 

委員 それが出来ないのでやってしまうというのはどうでしょうか。 

 

委員 それをしてしまうと不誠実なので法的にご法度かと。 

 

委員 役所だと手続きに時間がかかるので短縮は難しい。 
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事務局 初めてなもので整理して再度おはかりしたいと思います。 

 

事務局 市が略式に向かうとき、市独自の対応方針で網をかけた場合、市道や公共施設等

に面することがより大切になってくると思います。ここについて条例などで考え方を整

理して向かいたいという提案ですが、市の考え方が適切であるかお伺いしたいのですが。 

 

委員 案件 2 について近隣からの苦情が所有者に伝わっているのでしょうか。安全性につ

いて確保されているのでしょうか。 

 

委員 案件 1よりも危ない。よく見ると公道から支え棒がしてあるようですし。 

 

委員 もう少し危険なことがわかる資料があれば。 

 

委員 案件 1 を基に案件 2 も整理してもらうということになろうかと思いますが、いかが

でしょうか。 

 

委員 意義なし。 

 

委員 市からの提案もあるでしょうが、臨時で協議会をしてもらうならいつ頃が良いでし

ょうか。 

 

事務局 準備もあるので 8月か、それより早い段階で開きたいと思います。 

 

委員 妥当性をつけるなら、図面が必要と思いますが。 

 

委員 建物の中は所有物なので簡単には入れない。詳しい写真くらいが限界。敷地の中で

もどうかと思いますが。 

 

委員 全国でも例が少ないので注目度も高いと思いますから慎重にしたいと思います。事

務局は、本日の意見を基に次回の資料等の準備をお願いします。 

 

委員 その他、何かございますでしょうか。 

 

委員 意見なし。 
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4 開 会 

事務局 長い時間ありがとうございました。本日の協議会はこれにて閉会とさせていただ

きます。本日はありがとうございました。 


