
1

令和元年度

「第 3回室蘭市空家等対策協議会」議事録

１．開催日時 令和元年 8月 23日（金）10：00～11：30

２．開催場所 室蘭市役所 4階 議会第 3会議室

３．出 席 者 委員：青山 剛 室蘭市長

（五十音順） 川田 寿之 北海道建築士会室蘭支部 支部長

工藤 英樹 札幌法務局室蘭支局 表示登記専門官

杉山 健 宅地建物取引業協会室蘭支部 運営委員

田村 博文 室蘭市町内会連合会 常任理事

早坂 博 室蘭市議会議員

本間 寛菜 札幌弁護士会室蘭支部 弁護士

真境名 達哉 （会長） 室蘭工業大学 准教授

山中 正尚 （副会長） 室蘭市社会福祉協議会 会長

和田 信彦 札幌方面室蘭警察署 地域・交通官

４．議 題 （1）室蘭市空家等対策協議会の位置づけについて

（2）室蘭市空家等対策計画【概要版】

（3）室蘭市空家等対策計画に基づく取組状況について

（4）特定空家等に対する略式代執行について

５．傍 聴 者 報道関係者 3名

６．議事概要

1. 開会

2. 市長挨拶

3. 委員紹介

・事務局より委員紹介

4. 会長・副会長の選出

・互選により真境名委員を会長に選任

・互選により山中委員を副会長に選任

5. 議題

（1）室蘭市空家等対策協議会の位置づけについて

（事務局説明）※別紙資料 1参照

（2）室蘭市空家等対策計画【概要版】

（事務局説明）※別紙資料 2参照
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（3）室蘭市空家等対策計画に基づく取組状況について

（事務局説明）※別紙資料 3参照

（4）特定空家等に対する略式代執行について

（事務局説明）※別紙資料 4参照

6. その他

これまでの議題説明に関する質疑応答

（山中委員）

・（3）の①空き家化の予防についてですが、この時代に空き家になるのを防ぐというの

は難しいので、特定空き家化の予防というような表現のほうがわかりやすいのではな

いか。

（事務局）

・今後見直しを行います空家等対策計画の中でその表現についても検討致しまして、皆

様にお示ししたいと考えております。

（山中委員）

・空家等活用促進助成金に関しまして、解体しようとする空き家が市で策定したコンパ

クトシティの計画から外れている場合、あえてそこに行政として投資をする必要があ

るのか。本市が掲げている様々な計画との整合性について確認したい。

（事務局）

・コンパクトシティの取組との連携についてでございますが、立地適正化計画について

は昨年度策定したところでございまして、今年度から本格的に施策を運用していくこ

ととしておりますので、どのような連携した取組が必要かといったことにつきまして

も、改めて協議をしていくこととしております。誘導区域から外れた建物に関しても、

どのような助成制度や運用方法が有効かを検討することとしておりますので、具体的

な取組については来年度の空き家対策計画の見直しまでには、ご報告できるような形

になると考えております。

（山中委員）

・コンパクトシティから外れたところに住んでいる方々がすぐに中心部に来るかという

と、非常に疑問である。そうなった場合、計画範囲外の空き家をどう整理するかが大

きな問題となる。もう一つ、空き家対策は全国的な課題となっており、その中で室蘭

市が他の大きな自治体と比べてもかなり先行してやっているのは何故なのか。代執行

してもその費用を回収できる可能性は非常に低いと思っている。そうしたときに空き

家を所有している側としては、財産を放棄すればいい、そうすればその内行政がなん

とかしてくれるだろう、そういった気持ちが強くなってしまう。この辺の問題の整理

については国も政策を進めていない状態。そういう状況の中で、解体後の財産をどう

取得し、どう生かしていくか、これが非常に大事になると思っています。コンパクト

シティの問題も合わせて考えると、空き家対策はいま非常に難しい位置にいるのでは
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ないか、それについて主な自己分析と大変なところなど教えていただきたい。

（事務局）

・空き家対策の難しさというのは委員がおっしゃった事につきるのかなと思います。全

ての空き家をなんとするには財源が必要となりますし、本来空き家の対応というのは

所有者自身が行うということが原則となっています。また、投資した金額が回収でき

ないことも予想されるという事についてでございますが、今後それを踏まえた対策を

考えていく必要があります。しかし、いくら費用回収できないからといって人命をお

ろそかには出来ませんので、人命第一に考えたうえでより経済的にも財政的にも負担

がかからないような取り組み方について、国も含めて考えていく必要があると考えて

おります。対策についても簡単に結論が出せるような問題ではありませんが、室蘭の

実情に合った取り組み姿勢というのを皆さんと一緒に考えていかなければならないと

考えております。

（山中委員）

・私が住んでいる住宅地にもですね、壁が剥がれている建物がありまして、知り合いと

いう感覚の中で相談すると、そのご子息が来て修繕していく事がありました。それは

ご近所の付き合い、親も世話になっているしそういった縁の中で来ていただく事にな

った。逆に行政から指導されると、聞く側も身を構えてしまって難しさが発生してし

まうことが有るので、出来ればご近所の縁のなかでそこからの情報として所有者に連

絡して貰うというのも、一つの情報としてお伝えしたいと思います。

（川田委員）

・空き家バンクというのは個人が登録するものですか、それとも役所で登録する。

（事務局）

・基本的には空き家の所有者又はその相続人の方が、適切に管理されている空き家と言

うことが前提となりますが、直接所有者が登録する制度となっています。

（川田委員）

・仕事の関係上、知り合いから空き家をなんとかしてくれと頼まれることがあり、リフ

ォームして新築より格安の建物として中古で売ってしまおうと考えて格安で買ってる

んですけど、そうやって困っている人は、まだまだたくさん居るんじゃないかと思う。

特に西小路とか沢町とか山の上の人たちがいくらでもいいから売りたいんだけどと相

談を良く受けます。リフォームしても売れるような場所ではないので、もう壊すしか

無いという話をするんですが、そういう人たちは空き家潰して土地を市に寄附するっ

て簡単に言うんですよ。市でも受け取ってくれないのでそんな簡単な話では無いと説

明するんですけど、じゃあどうしたらいいのかと聞かれる。とりあえず説明としては、

家を残しておくと壊れて周りに被害が及ぶ可能性が有るので、潰さなきゃならない、

更地のまま所有するかどうするかはその後決めて下さいと説明している。そこで悩ん

でいる人がかなりの数いるんです。極端な話ですが、更地になった土地を市が買い取
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ってあげるとか、その引き取る費用で壊してあげるとか、そういったことが出来れば

少しずつ空き家は減ってくるかなという気がします。

（事務局）

・今いただいた話については、私たちの元にもよく寄せられるご相談内容でして、市場

から外れた物件をどうするかというのは、現実的に難しい物です。一番防がなければ

ならないのは近隣の方への被害ですので、そこを優先的に考えてくださいと所有者の

方にはお願いをしています。その上で解体後の更地については近所の方で利用してく

れる方が居るか居ないか、それにつきましては役所の方でも近隣を当たりまして、取

得して頂ける方が居ないかを聞き取り調査等をしてお手伝いさせていただいておりま

すが、現実的にはなかなか話がまとまることはありません。活用方法等については、

皆様からのアイディアを頂ければ今後の取組に反映していきたいと考えております。

（川田委員）

・相続している子供はもう戻ってこないためそこの土地はいらない、持っているだけで

も固定資産税がかかるので、何でもいいから手放したいという人がほとんどなので、

そこの対策を練らないといつまでたっても解決しないのかなと思っている。

（事務局）

・寄付を受けることは不可能では無いのですが、その後の活用方法がなければ寄付を受

けるだけの理由にならない。

（川田委員）

・活用方法があれば売れるじゃないですか。市も活用方法がなければ買えないというの

であれば、いつまで経っても解決しないと思います。

（真境名会長）

・価値があるものであれば市でも引き取れるが、それには税金が使われる。市がやるべ

きは最低限のことなので、生命に危害が及ぶだとか安全性の問題とかそういった状況

であれば、経済性を度外視してやりましょうとなると思う。川田委員がおっしゃって

いる事は全体の流通の話だとかそういう話になっている、それについて答えがあれば

良いが答えは無い状態なので、いまは空き家バンクを設けたということでこれからど

うしようかをいろいろと考えていきましょうということである。

（事務局）

・市場流通を外れた所に対する対応というのは、各自治体が苦慮しているところでござ

います。立地条件が悪いところとなりますと話が進まないため、私たちだけでなく委

員の皆様にも知恵をお借りして、対応を進めていかなければならないと思っておりま

すので、今後もよろしくお願いしたいと思います。

（早坂委員）

・室蘭市内どこに行っても高齢者が増えました。これは室蘭の古い歴史が形になって表

れたのかなと思っています。それを対処するためにどうするのかと言うことで皆さん
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お話しされていると思いますが、室蘭については空き家バンクの問題、これについて

市民の方からも詰められまして対処するために市が引き取ってなんとか出来ないのか

ということですが、活用方法があれば本市も皆さんから引き受けますが、なかなか市

としてもなかなか大変だと思うんですよ。確かにこれから先、これまでいろいろ活躍

して本市のために地域のためにやってもらって、これから先どうしていいのか不明瞭

な点がある方に、人命や地域のためにも助けることによって地域がそういう人材が増

えて社会貢献してもらえるような道作りにしていけるような、今後はどのように皆さ

んと意見交換しながら本市のために、また国もそれに対してどのように対応して行け

るようなことを考えるのか、地域を見て考えてもらえるよう、市長や担当者に協力し

ていただいて問題を解決できるようにしていきたいとしたいと考えています。また、

それに向かって我々も協力していきたいとも思いますので、よろしくお願いします。

（杉山委員）

・不動産の見解の部分で、空き家対策の部分について非常に大変な部分だと思います。

実際お金が無いけど壊したい、売りたいんだけど売れるような場所じゃない、場合に

よっては相続権者が非常に多くスムーズに売れるような状態に無い、赤の他人の持分

が存在するなど、色んな部分の兼ね合いがあって空き家対策の難しさが出てくるのか

なと思っています。ちょっとお聞きしたいのですが 5.(4)のサトウビルについて、市

のお金で解体するということですが、解体後の土地は誰の物になるのですか。

（事務局）

・解体後の土地については、現在の所有者は会社の実態はありませんが有限会社キムラ

産業ですので、固定資産税の滞納により差し押さえを行い、今後活用方法の検討を行

ったうえで公売によって、今後の活用を図っていただくということを考えております。

（杉山委員）

・先程山中委員からもお話しがあったように、限られた市税を使うわけですからお金を

少しでも回収すると言うことも考えていかなければならないのかなと、もちろん人命

のほうが優先だと思います。どうしても限られた予算で行うとなると大変ですから、

小さな町が事業を行いたいけどお金が無い、なのでネット上で募集をかけたところお

金が集まって、事業を行うことができるようになったというニュースを見たことが有

るので、こういったビジョンで解体もこのような状況で進めていますと言うことを一

般の人たちにわかりやすい様にしておきながら、そこでわずかでもお金を集めていく、

そこで成果が上がりました皆さんご協力ありがとうございましたという様な形で、お

金を集めていくというのも一つの方法なのでは無いか。

（事務局）

・他都市の状況を確認しながら今後検討させていただきたいと思います。

（田村委員）

・私は白鳥台に住んでまして、昭和 40年の始まり頃から造成された街で空き家はどんど
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ん増えてきています。ただ所有者が施設に入ったり子供の所に行ってしまったりした

家がリフォームされて、若い家族が町会に入ってくるようになった、高齢化は止まり

ませんが町会が若返ってきている状況です。そんな中で、うちの町会として困ってい

る家が 1軒有りまして、外壁が飛ぶ屋根の庇が飛んでいったとか、近隣が困っている

ということで、4～5年前から現状をお話しして、再三再四市役所を通して現状を写真

でとって送ったりしてもらいました。相続人から解体しますとの返答が得られたとの

お話しを受けた後にですね、売り物件として看板が出たわけです。どう考えてもリフ

ォームは難しいし解体しなければならない家屋なのにです。

（杉山委員）

・不動産業者にもよりますが、依頼があれば動かなければならないので看板を出すこと

もあります。場合によっては買い取り業者というのも居ますから、安く買ってリフォ

ームを行って売る場合もあると思います。家屋がそのままでと言う状態ならば、おそ

らく依頼されてじゃあ看板出してくださいねということだと思います。所有者が居て

所有権がきっちりとしていれば、売買の依頼があれば動かなければいけなくなる。

（真境名委員）

・ざっと木造の建物を壊すのに 1戸あたり 200 万円だとして、土地の売却価格が 200 万

円を下回ったら、それは壊すだけ損になるわけですよね。そういった単純な資本原理

で考えてプラスマイナスいくらとか、あとは研究論文にあるのは例えば 2等親までで

あれば権利が移っても自分で処理したいという人がほとんどなんですよ。ただし、そ

れが途絶えて全然会ったこともないおじさんの建物となってくるとごねたりしだすの

で、その当たりの状況も確認して作戦をどうするか考える必要があるのかなと思う。

（田村委員）

・その家は 3人のお子さんが居て、3人ともそこで育っていますから、その家に愛着や

責任はあると思うんですけど。

（真境名委員）

・放置空家等に対してはやっぱり何か問題があると考えているので、その辺は個別に改

めて考えましょう。

（山中委員）

・代執行というのは現在所有権がある人に対して代執行をかけるのか、何も放棄された

物に対して代執行をかけているのか、これを教えて欲しい。

（事務局）

・代執行は大きく二つあります、一つは行政代執行法に基づく代執行、これは所有者が

居るもの、登記上の所有者だけで無く法廷相続人も含みます。こういった所有者に対

して、法に基づいて所有者に代わって行政が解体を行うのが行政代執行です。もう一

つは現在中央町で行っている、略式代執行というものはですね、空き家特措法の中で

規定されます代執行で、所有者が居ない場合、市町村が代わって行う以外の方法が無
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いということで定められて居る代執行でありまして、これに関しましては地域の安全

確保を目的として所有者が居ない建物に関して市町村が行う代執行ということになり

ます。

（山中委員）

・空き家冊子の 2ページについて、固定資産税の特例適用とか空き家を放置すると書い

ていますが、財産を相続された方々を対象とした物だと思うんですよ、所有者が居な

いと送付できないですよね、今課題となっているのは、放棄するだとか金がかかるか

らそっちでなんとかしてといった方々だと思うんですよ、そういった方々に向けたも

のも必要かなと、この冊子は常識有る方々に対するものだと感じますので。

（事務局）

・いらない家を寄附したいと言われる方の中にも税金を納めている方も当然いらっしゃ

います。このパンフレットにある固定資産税の特例適用外になりますというのは、空

き家特措法の中で勧告をされた方々に関しましては、現在は最大で 6分の 1に固定資

産税が減額されているんですが、その減額の特例を排除されますという規定が空き家

特措法の中にあることから、そうならないようにきちんと管理してくださいというよ

うな意味を込めて書かれているものになります。納税義務者は一人に決まりますので、

納税義務者以外の方々にもきちんと管理する義務があるんだよということはですね、

今後何らかの形で知っていただく必要があるという風に考えておりますので、今後の

課題とさせていただきたいと思います。

（山中委員）

・固定資産税の特例適用外という話の中で、固定資産税の支払が毎年来ると思うんです

が、あの辺の関係の中でいきなり金額が上がってしまうと、固定資産税の約 1.7 倍く

らいが市場価格と言われていると思いますが、それが正しいかどうか分かりませんが、

今回のように固定資産税が適用外になると上がっちゃいますよね、その金額の価値が

あるかと言えば無いので売れない、この辺の評価の関係というのは難しくなると思い

ます。

（杉山委員）

・結局物件によって変わってくるのでなんともいえませんが、今売れない物件というの

はそこに住みたいと思っている人たちが居ないわけです。なおかつ建てられた自体が

古く、今は一家に 2台 3台と車がある時代なのに車のスペースが 1台分しか無い。そ

うなると流通自体がしなくなってくる、そうなると先程の約 1.7 倍というのは全然関

係なくなって、値は付くけど流通しない、残念ですねという話になってくる。

（真境名会長）

・アフターケアというか売れない物をどう売ろうとするかということは大変な問題だと

思うんですが、プライマルケアというか起こさないことに関して質問したい。例えば

このビルの場合どこまで踏み込めたのか、つまりある程度の規模のものは市として確
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認する、空きビルとなっていてそろそろやばいなというものは途中で手を打てたので

はないか、その時点でかかるコストといったものが低ければ、アフターケアよりもプ

ライマルケアを進めていく方が良いのでは無いか。今回の空きビルを含めて今後同じ

様なことが 2回目起きないような、今後の方針なり何らかのものは有りますでしょう

か。また、5.(2)の資料において、空家等というのは戸建て住宅を対象としている、ビ

ルは対象とされていないが、それらも含めた市としての対策を教えて欲しい。調査に

よっては把握できる部分でこれはやばいぞとか、それに関するコストがどれくらいあ

ったら出来そうだとか、庁内の対策会議で多分話をしている思うんですけど、そうい

ったものを言っていただけると委員も含めて少し安心できるのではないかと思います。

（事務局）

・本市では平成 24 年より本格的に空き家対策に取組を始め、その後空き家特措法が施行

されて丸 3年が経過した所です。市内にある空き家のうちで、今回の事故がありまし

たサトウビルのように所有者の存在しない建物は、一般の所有が所有する物と法人が

所有する物合わせて 36軒の建物が既に判明しております。その他、これまでにお話し

が出ている様に所有権が拡散して、あったこともないような人の建物の権利が自分に

来ているといった、所有者不存在に相当するようなものは感覚ですが 200 軒近く存在

していると考えております。今後このような建物に関してどのような対応をしていく

のが、安全安心の取組になっていくのかと言うことが、現在庁内に設置している対策

会議の中で検討している事項となっています。このような所有者不存在の建物に関し

ては、国からの補助金制度というものも創設されておりますことから、これらを活用

して計画的な除却・解体を行っていくことも有効では無いかいうことを含めて検討を

行っているところでございますが、その一方で本来空き家というものは所有者が対応

すべきものだということがあるため、むやみに行政が民間建築物に対して手当を行っ

てしまうということは、最終的には行政がやってくれるんだという認識を拡散してし

まうことにもなりかねませんので、予算も含めて慎重に検討が必要かなという様に考

えております。それから、会長からお話しがありましたように事前の調査が可能であ

れば、もう少し費用の圧縮を図ることが出来たのではないかということに関しまして

は、基本的に建物への立入調査権というものは特措法で定められています、しかしな

がら一般的な空き家というものは施錠されております。特措法上の立入調査権には鍵

を壊してまで入ってよい物では無いというように、ガイドラインでも示されているこ

とも有り、むやみやたらに中に入って調査すると言うことはなかなか現実的に難しい

物となっている。所有者不存在が確定している空き家の中には、今後の管理をする上

で事前に内部の状況を調査するという事も、費用圧縮を図る上で重要な取組となって

くると考えておりますので、まずは所有者不存在が確定している建物について今後調

査していく必要があると考えております。



9

（真境名会長）

・今現在市が行っていることをそのまま言っていただければ良い。数字等含めて安心材

料をいただけると、安心して話が出来たり、アフターケアの話に進めましょうとかで

きる様になります。この会議を含めてプライマルケアというのが市の役割だと思いま

す。特定空き家もグラフが出ていますが、その辺りも連動しながら、計画みたいな物

を示していただけると市民も含めて安心していただけるのでは無いかと思います。

（和田委員）

・いろいろ地域の安全安心とかそういうことでサトウビルのお話しがありまして、去年

の地震の時にも警察の方で非常にこういう法に基づいてやって頂いているという事で

安心しております。警察としても実際に空き家の部分が危険だということで通報が来

ています、それをじゃあどうしようかというと警察だけでは何も出来ませんので、市

と連携して今後とも意思疎通を図って進めて参りたいと思いますので、この場をお借

りして引き続きよろしくお願いいたします。

（本間委員）

・最初に空き家の問題があれば警察や市に行くと思うんですが、最終的には弁護士の元

に来ていただくこともあります。最初から弁護士の元に来ることは無いので遠回りに

なるのですが、さっき不在になってから調査と言ったんですが、まだ相続人が居るう

ちに来て貰う方がこちらで遺産分割の手続して、身近な人は家の管理をしなければい

けないと思っている人がほとんどだと思うんですよ、実際に行政から手紙が来たから

どうしようといって来て、解体して権利をまとめたというケースもあるので、早い段

階で来ていただければ法律的に所有権とかなんとか出来るので、その当たりを注意し

て頂ければと思います。

（工藤委員）

・意見と言った大事なものは無いのですが、感触として空き家対策の関係は国の方でも

すごく力を入れている分野であります。今回建物がメインで空き家対策協議会という

ことで進めていますが、土地についてもやっぱりいろいろと報道されていますが、土

地建物の相続が未了になっている事が多いだとか、法務局は登記簿の方で所有者を確

認しますが、所有者が不明確な部分があるとか、その辺をケアしていくために動いて

いるところではあります。実際現場で執務しておりまして、先程から出ています空き

家の話、寄附したいだとか土地についていらないという話もよく耳にするところでご

ざいます。なんとか出来ないのかという質問やご相談も受けていますが、それについ

てはおそらく皆さんの所でお話ししているのと同じように、法務局がどうにか出来る

問題ではありませんので、苦慮しているところでございます。こういった協議会等で

少しでも空き家を減らすことができれば幸いだと思いますので、今後もよろしくお願

いします。
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（事務局）

・先程もご説明させていただきましたが、協議会におきまして議論ですとか、諮問・答

申していただくような事案が発生致しましたら、改めてご案内をさせていただきたい

と考えておりますので、その際はよろしくお願いいたします。

（山中委員）

・すみません、最後に一つだけ非常に気になっていることがありまして、室蘭市は空き

家の関係で非常に先進地として頑張っていると思いますが、それと同時に外部の自治

体から研修を受け入れていると思うんですよ、その辺の関係の中で他の自治体が何を

参考にして行かれているのか簡潔に答えてもらえれば。

（事務局）

・先程の資料 5.(3)のところで老朽空家等活用支援助成事業といったものをご紹介させ

いただいたんですけども、これに関するどのような制度なのかどのような運用をして

いるのかといった事に関する問い合わせを多くいただきます。

以上


