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第 5 回東海村空家等対策協議会  

    

開催日

時 

平成 30 年 8月 30 日（木） 

14：00～16：00 
場  所 東海村役場 205 委員会室 

出席者 

委 員／11 名 

事務局／6 名 

欠 席／ 委員 

 

 

○当日の活動・協議内容 

 

１ 開会（事務局） 

   配布資料の確認 

 

２ 会長あいさつ 

   皆さん，こんにちは。第５回東海村空家等対策協議会にご出席いただきましてありがと

うございます。協議委員の任期が２年ということで，引き続き委員を引き受けて頂いた

方，新しく委員になられた方がいらっしゃるとお聞きしております。どなた様もどうぞ

よろしくお願い致します。  

   協議会は年に２回開催しておりますが，今年度は開催が遅くなってしまい反省しており

ます。ここまで空家等対策計画，特措法に基づく施行細則の二つを皆さんからのご意見

により策定することができました。村内の空家調査も進み，３月の協議会では，特定空

家等の可能性がある１１か所を報告することができました。又今回，更に調査が進みま

したので，最新の調査結果報告に対する皆様のご意見を頂きたく，本日，協議会を開催

させて頂きました。特定空家等の助言・指導については，特措法に基づく施行細則の中

で規定されておりますので，それだけで対応できなくはないのですが，参考資料にあり

ます条例の制定が必要になってくるのではないかと思っています。その点もご意見いた

だきたいと思います。近隣市町では石岡・ひたちなか市で略式代執行，笠間市等で行政

代執行されています。住民の安全安心のために，踏み込まなけれがならないのが空家問

題だと思いますので，今後実効性を高めるためにどのようにすればいいか皆様よりご意

見を頂きたいと思います。本村では，現在，専従職員がいないため，多少遅れていると

ころがありますが，一つ一つ丁寧に取り組んでいきたいと思いますので，よろしくお願

いいたします。 
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3 協議委員紹介（事務局） 

 

4 議事 (進行：会長) 

 

【議事(1)特定空家等の判定結果報告（４件）】 

 ＝特定空家等の判定結果報告（事務局）＝ 

   ●調査結果 4 件の報告に関して確認等ありましたらお願いします。（会長） 

  

 ●特定空家 29 番の A3 の表では所有者は Aさんになっていますが，相関図では Bさんが

被相続人になっています。一致していないのでは。(委員) 

⇒A さんは昭和 59 年に死亡のため B さんが相続しています。（事務局） 

 

 ●現時点での建物の所有者は Bさんでよろしいでしょうか。(委員) 

⇒はい。（事務局） 

 

【議事(2)特定空家等に対する措置の方針及び判断について】 

＝特定空家等に対する措置の方針及び判断について説明（事務局）＝ 

●事務局の判定結果の報告について，皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

  特定空家の認定については，皆様のご意見を伺いながら，最終的には，村として認定し

てまいります。認定後の方針等についても，アドバイスが等ありましたら，ご意見をお

願いいたします。 

 まず，29 番の案件について，ご意見等がありましたら，よろしくお願いいたします。

（会長）  

   

●建築の専門的な意見ですが，29 番について建物が写真を見る限りいつ倒壊してもおか

しくないように見えます。特定空家に認定するしないの前に，点数的に達していれば空

家に認定していいのではないかと思います。参考ですが倒壊した場合の影響範囲(建物

の高さ，建物の外周，道路までの距離)を図面にすると，万が一倒壊したときに道路や

通学路に面しているなど，どの辺まで倒れてくるかが確認，判断できる場合もありま

す。倒壊しても影響がない場合もあるので，優先順位(危険性の高い)をつけて点数が達

していれば特定空家に認定していいのではないでしょうか。(委員)  

   

⇒建築基準法，道路法，消防法の観点からも判断していますが，調査表だけではわかりに

くいため，影響範囲の図面をおこしていこうと思います。（事務局） 

⇒例えば，調整区域の中に家が建っていて，周辺が畑だったり，通学路に面していない建

物の場合，危険度は低くなるため，優先順位も変わって来ると思います。ゆえに，この

取り扱いについて決めていく必要があると思います。（会長） 
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   ●調査の数値化というのは前回決まったということですか。特定空家の数値化は県内同

じような取り扱いでしょうか。特定空家の認定するにあたっては，客観性，透明性が求

められると思います。認定にあたっては，裁量部分が出てきて当然だと思いますが，客

観性，透明性は担保したほうが良いと思います。点数数値化は東海村独自のものでしょ

うか。 

   （委員） 

 

  ⇒国のガイドラインに沿って，法に基づく東海村独自の施行細則の様式に沿って判断して

います。(事務局) 

  

   ●客観的な数字が出るのであれば，自動的に特定空家の認定をして良いと思います。特

定空家に認定された場合，客観的に見て除却相当であれば，危険な部分を除却してもら

うしかないと思います。しかしながら，所有者の意思を尊重する必要があり，修繕でき

るのであれば，修繕を選択しても良いと思います。特定空家に認定後，除却相当なの

か，修繕相当なのか，除却相当であれば，住宅地図に通学路とかプロットしてもらうと

ありがたいです。小中学校の通学路に面しているもので除却相当であれば優先的に行う

ものとし，緊急車両が入れない場合など，緊急性がある場合も優先順位が高くなると思

います。 (委員) 

 

 ●通知は B さんに送付してるのですか。隣の方とはどの様な関係ですか。 

 (委員) 

 

⇒空家の敷地内に居住している方は兄弟です。(事務局) 

 

●あくまでも Bさんが相続人ですか。これからも Bさんと交渉するのですか。（委員） 

  

⇒施設に入居していますが，生存している間は Bさんの意思を確認する必要があるとの親

族からの意向があるため，Bさん宛で通知を送っており，親族が施設にいる Bさんに通

知を届けてくれます。 

 （事務局） 

 

●判断はできるのですか。（委員） 

 

⇒そう認識しています。（事務局） 

 

●未登記とのことですが，Aさんは課税台帳に記載されている方ですか。誰が所有者か

によって交渉の相手方が変わりますし，処分権のない方と交渉しても意味がありませ

ん。課税台帳から所有者を Aさんと認定したのですか。誰が所有者なのか所有者認定を

しっかり調べて頂いて，その方と交渉を進めていかないといけません。未登記ですと法
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定相続人を全員調査しないといけなくなるため，所有権認定は難しくなります。（委

員） 

 

⇒再度確認し報告します。(事務局) 

  ⇒誰を交渉相手にするか非常に大事であり，役場としてしっかり調べていきたいと思いま

す。確認し，後程ご報告させていただきます。(会長) 

 

●42 番についてご意見等あればお願いします。（会長） 

    

  ●敷地内外調査の調査員の氏名が一人になっていますが，実際は何人で調査しています

か。今後，更に特定空家の認定するにあたり，調査員一人では，感覚的な判断になって

しまうこともある。どういう判定だったのか所有者から聞かれたときに調査員の負担に

なってしまうので，調査点数のボーダーラインが重要になると思います。判断基準を明

確にデータとして残していれば即答できますし，調査員全員の氏名も残した方が良いの

ではないかと思います。 (委員) 

    

⇒3 人で調査しています。一人では調査に行かずに 2 人ないし 3 人で調査をし，調査表とし

て残し報告しています。(事務局) 

  

 ●東日本大震災や常総市の洪水の時，一部破損壊や半壊等の判断に対して異議申し立てす

る人がいました。その背景には，一部損壊と半壊ではもらえる金額が異なるということが

挙げられ，さらに判断する人によって結果が違ってしまうという問題がありました。この

ことを留意し，注意しないといけないと思います。（委員） 

    

 

 ●仮に裁判になったとき，裁判資料としてこの調査票が必要になるかもしれません。客観

性があった方が良いと思います。（委員） 

  

 

●書面上ですと調査員は一人になってしまうので，調査員は全員記載するなどの対策をし

ていただいて，一人での独断ではなくて，複数名体制など客観的な記録として残してお

いた方が，万が一裁判になったときに判断の客観性の争いになりにくくなります。（委

員） 

 

⇒調査は複数で調査しているので，最終的には協議して一つの報告にするのだと思います

が，その過程がわかるようにしておくように対応していきたいと思います。 

改めて 42 番については特定空家の認定についてご意見の方はよろしいでしょうか。所

有者の居所は確認取れているので，直接指導助言できるということでよろしいですね。

（会長） 
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  ●次に 116 については特定空家に該当しないという調査結果でしたが，この件についてご

意見あればお願いいたします。（会長） 

 

●最近問題になっているブロック塀についてですが，先日の大阪地震でブロック塀の倒壊

による死亡事故があり，教育委員会が通学路の安全確認をしたと思います。ブロック塀

も，空家に付随していれば空家対策の管轄になるのではないかと思います。ひたちなか市

での協議では空き家対策室で対応することになりました。所有者がいて住んでいれば建築

基準法の話になり別ですが，この 116 番の写真を見るとブロック塀が 1.2M を超えている

ようなので，空家の点数化の中でもブロック塀に関して細かい基準がないので，調整が必

要かなと提案します。危険となれば特定空家の判断になると思います。ブロック塀につい

て危険基準があるので調査内容細かくしたほうが良いのではないでしょうか。一つの項目

に入れてはどうでしょうか。（委員） 

 

⇒6 月の調査の段階では気にしていなかった。（事務局） 

⇒いろんなケースが出たときに対応が必要になるので，調査の視点として加えていくべき

だと思います。ブロック塀については，改めて調査させて頂きたいと思います。 

（会長） 

 

  ●29 番と 42 番については特定空家に認定してよろしいというご意見ですので，それに基

づいていきたいと思います。116 番のブロック塀については再度調査して改めてご意見頂

きたいと思います。（会長） 

 

●事務局の議題３の前に，事務局から今後の提案について説明お願いします。（会長） 

 

●事務局からご提案をさせていただきます。法の施行細則では事務的なところをまとめた

だけで最終的にどうするか見えてこないのが問題と考えています。先進的な市町村では

すでに条例を制定し，条例に基づいて代執行など実行しております。本村での現段階で

は，最終的には命令・勧告・代執行に進めていかないといけないので，本村でも条例の

制定をして参りたいと思います。条例の参考資料にあります近隣市町村ではひたちなか

市，国内では千葉県の香取市，兵庫県の明石市につきましては全国でも参考になってい

ます。先進地なところはすべて条例を定めております。何が変わるかと言いますと，空

家法に詳細なところまで記載がなく，この法律だけで代執行まで進めてしまうと訴訟に

なる可能性が高いと，法律の専門家も指摘しています。 

この点を鑑みても本村でも条例を定めて順序立てて進めていきたいと考えております。

今回におきましては，条例案を提示している段階ではないのですが，本日協議頂きまし

たご意見，例えば優先順位をつけてやるべきだとか，意見をいただきましたが，このあ

たりも条例に明確にしていけば，万が一訴訟になったときに住民に対しても説明できる

のではと考えております。今回は条例の資料がないものですから，条例の制定をしたの

ちに 4件の特定空家の認定については条例に基づいて認定をしていく段階を踏んでから
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命令・勧告に進んでいく形で今後のスケジュールとしていこうと考えております。以上

ですが提案としてご意見いただければと思います。（事務局） 

 

⇒村としても条例化は必要と感じています。これからの話ではありますが，条例について

気を付ける点，アドバイスなどありましたらよろしくお願いいたします。明石市の条例

で除却・修繕・立木等の伐採等の細かいところの規定が本村では漏れているのだと思い

ます。どうしても事務的なところで先進的なところの条例を参考にしながらつくってい

く傾向にありますが，アドバイス等ありましたらご意見を頂きたいと思います。 

（会長） 

 

●本来，特定空家の認定よりも前に条例を決めないと前に進めないと思います。協議会の

発足と同時に条例化を進めていれば，それに基づいて協議，判断できるのですが，ほか

の市町村を参考にしながらでも反映させてもいいと思うので，早急に条例化して協議会

の立場を明確にしていただきたいと思います。協議会としては，特定空家の認定の助言

をして，それを受けて村が手続きをしていくようにしないと，後ろ立てがないまま認定

するようになってしまうと思います。（委員） 

 

●あえて条例をつくるのであれば特別措置法では足りない部分を意識した上で,  明確に

して条例をつくって頂ければと思います。（委員） 

 

⇒事務方も対応の遅れの中，特措法の施行細則の策定を最優先していたため，規定が根拠

として足りない部分に気づいてきたので，条例化も必要と考えています。 

村として空家に対しての取り組みが，後手後手に回っているのは事実で，緊急性のある

ものはないと意識があったので，対応に遅れてしまいました。特措法に準じて対応でき

ると考えていたのが，実際には簡単なものではないと痛感しました。改めて条例の制定

については村として根本的なところから議論していきたいと思います。早急に皆様に案

を示せるよう努力してまいりたいと思いますので引き続きご意見頂きたいと思います。 

 （会長） 

 

 

【議事(3)空家等対策計画の目標に対する課題について】  

 ＝空家等対策計画の目標に対する課題について説明（事務局）＝ 

  利活用についてご意見を頂きたいと思います。（事務局）   

   

●日立市は宅建協会と情報提供の提携・連携をし，市民の方が空家の相談が来ると協会に

資料を流して窓口になるところを募集し決めています。北茨城から東海の複数の会社の反

応があり，抽選をして当選した会社が優先的に相談にのって，再利用か売却か不動産業者

として査定に行ったり，アドバイスしたりしています。(委員) 
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  ⇒建物の耐震診断とか，建築士と連携というのはあるのでしょうか。（事務局）  

   

 ●建築士・司法書士・弁護士とかの相談会は別にありますが，不動産業者が出向くのでは

なく，窓口になっている状況で耐震診断等はまだ先の話になるのかなと思います。(委

員) 

 

●建築士会と宅建協会のお互いの県本部において連携を図っています。既存住宅の状況調

査や資料作成に向けて県全体での協議を進めています。売買がでたときは，水戸支部の

場合，水戸市で受けた物件を宅建協会が直接交渉するという形をとっています。空家の

利活用の第一弾として相談窓口を作って，宅建業へ回す必要があると思います。ただ，

ひたちなか市の現状は，協議会で優先順位で特定空家の認定や危険な空家に対して代執

行ばかりになっています。まだ空家バンクの策定に至っていないのが現状です。段階を

経て条例が制定され，落ち着いたら物件の流通を図るという形になるかと思います。最

終的には中古住宅を減らし，優良物件は有効利用を図るというのも目的になると思いま

す。但し，注意しないといけないのは，地域住民のためのサロンにする場合は，特に自

治会等に売買して使う場合は，一般不特定多数の人が出入りすることになると消防法，

建築基準法に引っかかり，集会場の形になるとそのままでは使えないという非常に難し

いところがあります。調整区域になると都市計画法の問題もあるが，法律だけはクリア

しないといけない。こういう問題も踏まえてうまく皆さんお知恵を借りながら協力して

いくのが一番良いのではないかと思います。（委員） 

 

⇒議題を出しても何も進んでいないので，空家等対策推進室を作らないと認定から利活用

まで全部はできないと思うので，体制の強化も必要になってくると考えています。他に

アドバイス等あればお願いします。（会長） 

 

●空家もしくは特定空家に関して警察・消防との情報共有はしていますか。（委員） 

 

⇒総務課の法制担当より個人情報の守秘義務から連携はできないという回答でした。実際

空家が危険となれば情報の提供できるが，それ以外はできないとの回答でした。個人情報

の垣根を越えてできることがあればアドバイスお願いします。（事務局） 

 

●県の方では相談に乗って頂けないのですか（委員） 

 

⇒一度したが，明確な回答はありませんでした。（事務局） 

 

●今，空家として問題になっているのは，おそらく土地として資産価値がないのだと思い

ます。土地としての資産価値があれば，壊して，当然買い手が出ます。資産価値があれ

ば，民間の方で解決できます。売り手と買い手が両方とも手を上げるような状態になら

ない限りは，空家は抜本的に解決できない。 
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やれるところを明確にしてそこを重点的にやるしかないと思います。(委員） 

 

⇒解体に対する補助金の制度化は難しいと思っていて，最後まで空家を放置した人が助

言・指導等をうけてから補助金をもらうというのは，公平性を考えると，単純に支援す

るものではないと思っています。ただ個別に対応していると見えないこともあると思う

ので，これをきっかけにどういうまちづくりをしていくのかが大きな課題になってくる

と思います。村内には，超高齢化している地域もあるので，そういうところでモデル的

にやって成功事例ができればそれをきっかけに対策を構じていきたいと思っています。

今日は事務局の具体的な提案が何もない中で，皆さんから意見だけ頂いて時間ばかりか

かってしまいましたが，今日の課題も含めて，やるべきことがたくさんありますので役

場の中で整理して，改めて皆さんにご意見頂きながら空家対策協議会を進めていけるよ

うにしていきますので，また次回よろしくお願いいたします。本日はありがとうござい

ました。（会長） 

 

⇒委員の皆様には長時間に渡りご意見頂きまして誠にありがとうございました。以上を持

ちまして第 5 回東海村空家等対策協議会を終わりにします。（事務局） 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


