
平成 30年度第 1回野洲市空家等対策協議会次第（傍聴者用） 

 

日時：平成 31年 1月 30日（水）午後 1時 30分～ 

場所：野洲市役所 本館 2階 庁議室 

 

 

１．市長あいさつ 

 

 

２. 委員自己紹介 

 

 

３．報告事項 

  

   ・空家等対策の推進に関する特別措置法の概要について（資料１） 

 

   ・特定空家等に認定した家屋の一覧表について（資料２） 

 

   ・特定空家等に認定した家屋及び指導で解決した空家について 

    （この資料については配布いたしません。） 

 

   ・特定空家等の略式代執行による除却ついて （資料４） 

 

   ・空き家の譲渡所得の 3,000万円特別控除について（資料５） 

 

・全国の動向について（資料６）（資料６は返却してください） 

 

４．その他 

  

   ・都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の一部改正（案）につ

いて（資料７） 

 

・時事通信社提供情報について（資料８） 

 

   ・空き家対策に関する実態調査について（資料９） 

 

   ・今後のスケジュールについて 
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平成３０年度に特定空家等に認定した家屋

•野洲市野洲に建っている３階建
の共同住宅（マンション）。部屋
数９戸。９人の区分所有。税務
課資料では昭和４７年築となっ
ている。鉄骨陸屋根３階建。

•全国でも珍しい事例（但し今後
増加すると考えられている）

•平成２８年１２月撮影の写真。３階の手すり
が外れてぶら
下がっている



この空家の概要
税務課課税資料によると昭和４７年築

面積は不動産登記簿の数値

床面積は１階 １３６．０４㎡ ２階 １３６．０４㎡ ３階 １３６．０４㎡

１３６．０４㎡×３＝４０８．１２㎡（Ａ）

各部屋の面積は３８．２２㎡ ３８．２２㎡×９＝３４３．９８㎡（Ｂ）

Ａ－Ｂ＝６４．１４㎡・・共用部分の面積

共有者の土地の面積１９８．８５㎡

市街化区域



珍しいのは何故か
分譲共同住宅（マンション）であるが、管理組合がない。９人の所有者がいるが所有権移転を何度もし
ている。

現在の所有者は住んだことがないと言っている人がいる。（会社の寮として使用していたことがある。）

管理組合がないため、建物の維持管理を定期的に行っていない。そのため経年劣化が進み平成２４
年（築約３０年後）に３階の手すりが外れぶら下がるという状態になる。

国土交通省において、平成３０年６月８日に開催された第４回住宅団地の再生のあり方に関する検討
会（第２期）において全戸が空き家となり、所有者の約半数が不明となっているマンションの事例として
取り上げられた。（現在所有者については１人を除いて判明している）



平成２４年１１月１２日撮影

階段の踊り場がない

３階の手すりが外れて宙にう
いている。



平成２５年６月１７日撮影

３階の手すりがぶら下がっている 階段の踊り場がなくなっている



平成２５年１２月２０日撮影

現地にコーン及び柵を設置する

（反対側の建物から撮影） 地上から撮影



平成２６年１月３１日 所有者が手すり撤去

手すりを切断中 手すりをクレーンを用いて下ろしている



平成３０年６月２２日 市道に面した側の側
壁が大阪北部地震により崩落した

平成２５年６月１７日撮影 平成３０年６月２２日撮影

側壁が崩落して部屋
の内部が見えている。



経 過 ①
平成２４年１１月１２日 生活安全課へ手すりがぶら下がっている、階段が崩落しているとの苦情がある。

平成２５年 ７月２９日 野洲自治会より空き家管理不全情報報告書が提出される。

〃 １２月２７日 不動産登記簿の所有者に改善指導書を送る。

平成２６年 １月 所有者２人より電話あり。

〃 〃 ２８日 空き家対策協議を開催する。所有者のうち３人が出席する。

〃 〃 ３１日 午後、所有者が手すりの撤去を実施する。

平成３０年 ６月２２日 午前、市道に面した壁が崩落しているとの通報あり。

〃 ７月 ２日 住所が判明している所有者へ写真と文書を送る。

〃 〃 ４日 滋賀県甲賀土木事務所の建築の担当と対応について協議する。

〃 〃 １３日 アスベスト調査委託した会社と現場で話すと、見えているところにアスベストがあり、
飛散している可能性があると言われる。

〃 〃 １８日 アスベストについて記者発表を行う。

〃 ８月 ２日 台風通過後の現状を確認する。



平成３０年８月１日の台風の前後

平成３０年６月２５日撮影 平成３０年８月２日撮影

３階の内壁がある

内壁が無くなっている



平成３０年８月１日の台風通過後

２階 服が出てきている。 下に落下している。

服が落ちかかってい
る。

３階の内壁等が落ちて
いる。



経 過 ②
平成３０年 ８月 ２日 不動産差押えを執行している大阪国税局及び大津地方

税務署へ公売しないか照会文書を送る。

〃 〃 ７日 アスベスト分析調査の結果、アスベストが含有しているこ
とが判明する。

〃 〃 １７日 所有者説明会を開催する。

〃 〃 ２４日 台風通過後の現状を確認する。

〃 ９月 ５日 台風通過後の現状を確認する。

〃 〃 ２５日 第２回所有者説明会を開催する。

〃 〃 ２８日 ３階の軒の外壁が落下する。

〃 １０月 １日 台風通過後の現状及び落下した外壁の除去を確認する。



法に基づく措置
平成３０年 ８月２４日 法第９条に基づく立入調査を通知する。

〃 ９月 ３日 立入調査を実施する。

〃 〃 １８日 法第２条第２項に規定する特定空家等に認定する。

〃 〃 ２８日 法第１４条第１項に基づく指導を行う。

〃 １２月１２日 〃 第２項に基づく勧告を行う。



３階の軒の外壁が落下する

外壁が落下している。
（市道側から撮影）

外壁が落下している。
（奥の方を撮影）



軒の外壁の落下の前後の写真

平成３０年４月１７日撮影 平成３０年９月２８日

軒の外壁がある状態

軒が落下して下地が見えている状態



平成３０年１０月１日台風通過後

平成３０年６月２５日撮影 平成３０年１０月１日撮影

内壁、ベランダとの
仕切りのガラス扉等
が見えない。

天井が落下してきて
いる。



落下物の除去
（ただし敷地からは搬出していない）

市道側から撮影 １階の奥の部屋の前を撮影

がれきが山積み
されている。

奥の家まで通れる状態



現在の状況
所有者自ら家屋を撤去するように対応します。

解体をするのには所有者全員の同意が必要です。

所有者の方が弁護士に依頼して連絡のつかない２人について調査中です。





【参考 ： 特定空家等に対する措置までの流れ：美和コーポ】 

 

現地確認 

                 (法第９条第１項） ＊法＝空家等対策の推進に関する特別措置法 

                                     

関与非 

                   行政関与の判断       民事解決 

                   関与要                      

                     照会・回答              判明または不明 

         税務課等            所有者等の調査       建築基準法、道路法 

                   （法第 10条）       等他法令の活用 

                   立入調査要  立入調査不要 

                            改善依頼・助言 

                      （法第 12条） 

                                                                       特定空家等でないと判断 

                               立入調査 Ｈ30.9.3          

                            （法第 9条第 2項）   

                

              特定空家等であると判断 

所有者等を確知できない場合        Ｈ30.9.18 

特定空家等に認定 

 

                   指導・助言 H30.9.28         改善 

                       （法第 14条第 1項） 

 

              勧告 H30.12.12 

相続人全員の        （法第 14条第 2項） 

相続放棄の申述 

受理の確認      意見書提出、意見聴取 H31.3上旬 

        （法第 14条第 4～8項） 

 

     命令 H31.4上旬 

                   （法第 14条第 3項）        過料 

                                （法第 16条第 1項） 

      公告                標識の設置と公示 H31.6上旬 

     （法第 14条第 10項）      （法第 14条第 11項） 

 

    略式代執行                行政代執行 H31.11中旬. 

     （法第 14条第 10項）      （法第 14条第 9項） 
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