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特定非営利活動法人

愛媛県不動産コンサルティング協会

Ⅰ 空き家対策事業へのこれまでの取り組み

●H26年度より空き家対策事業に着手～国土交通省基盤強化推進事業団体として採択
●相談体制の整備～相談員研修
●県内市町ほかと連携
（愛媛県建築住宅課、県内20市町空き家担当課、士業団体、建設業団体など）
●チラシ・ポスター作製～連携先へ配布
●空き家相談マニュアル作成～市町ほか連携先へ配布

チラシ・ポスター 空き家相談マニュアル

●管理サービス事業者（民間）や解体業者へのアンケート・ヒヤリング調査実施
●シルバー人材センターへ、空き家管理業務取り組みの依頼～県内多くのセンターで開始
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●県内を対象にした「空き家相談室」を開設
～ホームページ作成、協会内に相談室・事務局設置

□相談件数 H27.3.25～H30.3.1 101件
（現地調査や権利関係調査、 回答書作成のもの）
※電話やメールで終わる相談を除く

バナー 愛媛県庁ホームページにも貼って頂いています

協会ホームページ 「空き家」ページ
http://ehime-consul.jp/akiya/index.html



●周知や提言のため「シンポジウム」開催
●出張セミナー（愛媛新聞社、女性財団など）
●県外からの視察対応
（川崎市議団、東京都板橋区建築指導課、大阪府公明党議員団）
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「どうする？！えひめの空き家問題」
講演会・シンポジウム チラシ

「どうする？！えひめの空き家問題」
シンポジウムのようす

●松山市空き家等対策協議会 ●東温市空き家対策協議会 に委員として参画
〇東温市空き家バンクのマニュアル・契約書式作成に参画
〇自治体による地域集いステイション設置の際の民間空き家借り上げの契約書作成
〇複数の自治体による空き家対策計画に連携先・相談先として記載

□愛媛県の現状を訴えることにより、愛媛県民・市民が問題意識を持ってもらうこと
が重要～新聞・マスコミ・メディア・雑誌等からの取材を受け発信

愛媛新聞社による『Sora ie mirai Project』 と称する
空き家対策プロジェクトに協力
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■①症状～危険（倒壊寸前）

Ⅱ 相談から解決まで、の事例パターン

急いで取り壊し

・取り壊しに向けての促し（放っておいたら賠償責任！）
・解体工事をどこに頼んだらよいかわからない（数社の相見積もりの手配）
・足場設置のための隣接地へのお願い・交渉
・工事完了後の建物滅失登記の指導（費用を抑えるため法務局へ本人申請）
・着手していなかった未了の相続登記の指導（司法書士の紹介）
→当事者は高齢で経済的な余裕がなく、関係者（解体工事業者・司法書士には費用
減額協力してもらう）

相談から
解体完了
まで12日間

■②症状～危険（倒壊寸前）
隣の建物にもたれかかり
窓ガラスをやぶる。
隣人は危険なため転居。

・解体費の捻出が出来ない
・松山市でも問題となっていた
・土地の売却をして充てるしかないと説得
・買い手をさがす
・買い手が見つかった時点で解体工事
・更地となったあと、売買をし、完了したが時間
がかかる～ 解決まで約1年

相談者に解体費の支払い能力が

なければ、売却するほか無いが、

売却も簡単でなく、このケースも

解体費で消え、手残り金は無し

相談者にしっかりと寄り添い、相談に耳を傾けることで、

信頼関係が生まれ、早い解決に向けて処理ができる



5

Ⅲ 今期における相談に対する活動報告

No 受付年月日 空家の住所 相談者住所 相談内容 備考 何処で窓口を知ったか

1 H29.8.8 松山市 松山市 有効活用 遺贈・遺言 松山市役所

2 H29.8.21 松山市 松山市 売却 再建築不可 松山市役所

3 H29.8.21 松山市 千葉県 売却 市街化調整区域 松山市役所

4 H29.8.19 伊方町 松山市 売却 売却したい その他

5 H29.9.13 松山市 神奈川県 有効活用 松山市に利用依頼 松山市役所

6 H29.9.13 松山市 松山市 売却 寄付したい 松山市役所

7 H29.8.22 松山市 大阪市 売却 相場相談 松山市役所

8 H29.9.27 松山市 松山市 売却 相続したくない その他

9 H29.10.5 松山市 高知県 有効活用 売却・賃貸 松山市役所

10 H29.10.6 伊方町 大阪 有効活用 売却・賃貸 ホームページ

11 H29.11.17 松山市 松山市 売却 境界査定ができない 松山市役所

12 H29.11.27 松山市 久万高原町 売却 公民館建替え 松山市役所

13 H29.11.27 松山市 松山市 売却 売却 松山市役所

14 H29.12.6 松山市 松山市 売却 売却 松山市役所

15 H30.1.4 松山市 千葉県 除却 ブロックの除去 松山市役所

16 H30.1.19 松山市 松山市 売却 売却他社に依頼 松山市役所

17 H30.1.22 松山市 千葉県 有効活用 何かに使えないか 松山市役所

18 H30.2.1 松山市 松山市 除却 建物壊れかけて危険 松山市役所

19 H30.2.5 八幡浜市 松山市 売却 売却 チラシ

20 H30.2.5 松山市 高知県 売却 借地人の相続放棄 松山市役所

21 H30.2.20 松山市 神戸市 売却 売却時期の相談 ホームページ

22 H30.3.1 松山市 滋賀県 売却 囲繞地の売買 松山市役所

１．相談件数 22件（平成29.8.1～平成30.3.1）

相談者住所 相談内容 相談手段

県内在住

55%

県外在住

45%

市町村経由

77%

ホーム

ページ

9%

その

他

14%

売却

68%

除却

9%

有効活用

23%
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２．相談の概要

1 姉の夫婦二人が自分を受贈者とする遺言書を作成。一人は亡くなったが、
一人が認知症になってしまった。施設に入れ面倒を見ているが、預金も底を
つき、空き家となった住宅をどうしたら良いかわからない。

２ 再建築が出来ない空き家があるがどうしたら良いかわからないので相談に
乗って欲しい。

３ 両親とも亡くなり家が空き家となったままになっている。相続人の兄弟とも
今後の処理についてわからなく困っている。

４ 田舎（山の中）に親から相続をした広大地（宅地）があるが、固定資産税を
納めるのも馬鹿らしく、もう要らないがどうにかならないか？

５ 市内中心部に、私たち兄弟が相続した老朽建物付きの土地があるが、市や
公共なものに利用してもらうことは出来ないか？

６ 再建築が出来ない老朽建物を所有している。もう要らないので、寄付なり
もらってくれる人がいれば贈与してもよいが、何とかしてもらえないか。

７ 親が亡くなり相続をした住宅があるが、自分は県外に居住しているので必要
ではない。売却について相談に乗って欲しい。

８ 登記名義人が7名の共有となっている空き家がある。もうすでに2名は亡くなり
１名は認知症気味である。所有者はあちこちに散らばっているし、固定資産税を
ずっと払い続けるのもいやになった。もう要らないが何とかしてもらえないか。

９ 松山市に空き家となって長く経つ家がある。自分は県外で維持管理も難しい。
売却あるいは貸すことは出来ないか。

10 県外から長文の手紙で依頼（相談）が届く。自分は若いうちに県外に出たが
いずれ老後は生まれ育った田舎の家で過ごしたいと、相続後も維持管理を
してきたが、最近になり田舎へ帰ることは諸事情によりあきらめた。
建物はまだ使えるが、人口も少ない海沿いの集落で、何とか処分は出来な

いだろうか。

１１ 所有地のことで長年道路の問題や境界査定が出来なくて困っている。
何とか解決願えないだろうか。

１２ 長らく空き家となって危険空き家化している。隣には公民館があるが、どうし
たら良いか助言をしてほしい。

１３ 両親とも亡くなり、自分一人が相続人で、手続きをいろいろしたが、不動産の
処理について相談できるところがなく困っているがどうしたら良いだろうか。
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14 相続した空き家があるが、今後の処理について助言してほしい。

15 空き家になって１０年以上経つ建物を所有している。県外にいる自分のところ
に、ブロックが倒壊しかかっており、危険と松山市から苦情が来たが、お世話に
なれないか。

16 売却したい空き家がある。不動産業者に依頼はしているが相談に乗ってもら
えないか。

17 祖父名義の不動産がたくさんあるが、相続人間の関係が悪く、解決できてい
なくて困っている。どうすればよいか相談に乗って欲しい。

18 借地人であった自分たちが住まなくなって20年以上経ち、放置したままで
倒壊している建物がある。どうすればよいか相談に乗って欲しい。

19 売却したい空き家がある。地元の不動産業者に売却依頼をしているが相談に
乗って欲しい。

20 所有地に借地人所有の建物があり、その所有者が亡くなり空き家となったが、
最近その借地人の相続人から「相続放棄」をした書類が届いた。今後どうすれば
よいか相談に乗って欲しい。

21 両親が住んでいた空き家が松山市にある。相続人である自分たちは皆県外に
いるので、もう必要ではないので今後のことについて相談に乗って欲しい。

22 道路の問題で再建築に難がある空き家を所有しているが、どうしたら良いか
相談に乗って欲しい。

３．相談案件のいくつかの詳細

両親とも亡くなり家が空き家となったままになっている。相続人の兄弟とも
今後の処理についてわからなく困っている。

調査の結果、市街化区域と調整区域にまたがった土地であった。1棟建物
の敷地としては広く、造成が必要となるため、造成見積もりを取り、一旦
回答した。調整区域にある農地についての処理は難しいが、深い調査を
したら、宅地化できる可能性もあるとして委員会内では議論しており、
今後の処理について正式に依頼があった場合は、解決できるものと思っ
ている。

（相談 ３）

（対応と回答）
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（相談 ６）

再建築が出来ない老朽建物を所有している。もう要らないので、寄付なり
もらってくれる人がいれば贈与してもよいが、何とかしてもらえないか。

（対応と回答）

調査の結果、道路が建築基準法上の道路扱いしておらず、残念ながら
建て替えについては難しい。贈与してもよいとの相談者の考えもあり、
近隣に高校のボート部建物があることから、学園に働きかけ協議しても
らったが不可となった。

（相談 ８）

登記名義人が７名の共有となっている空き家がある。もうすでに２名は亡
くなり１名は認知症気味である。所有者はあちこちに散らばっているし、固
定資産税をずっと払い続けるのもいやになった。もう要らないが何とかし
てもらえないか。

調査の結果、道路が建築基準法上の道路扱いをしておらず、再建築の
ためには法第４３条但し書きによる手続きが必要となる。周辺状況を見
るとこの手続きに協力を得ることは難しいのではないかと思われる。
その場合、一方後退による再建築の可能性はあるものの、進入路が狭
く解体及び建築工事に手間がかかり、割高になることから、根本的な
解決は将来に先送りし、また所有者の健康状態なども考え、できるだけ
早期に、何とか現状で引き取ってくれ利活用をしてくれる法人や個人
を探すことが賢明であると判断した。

（対応と回答）

（相談 １８）

借地人であった自分たちが住まなくなって20年以上経ち、放置したままで
倒壊している建物がある。どうすればよいか相談に乗って欲しい。

現地確認すると、平家建物３棟がすべて倒壊し、隣地ブロック塀に倒れ
掛かり、隣地駐車場の自動車へ被害を与えるかわからない状況であっ
た。登記関係の調査をしたうえで至急相談者と面談、借地権の放棄の
確認をしたうえで、地主と面談。放棄に関する文書の作成をすることで
建物解体工事発注の承諾を得る。解体工事の見積もりを２社からとり、
施工会社を選定の上、解体工事を実施。借地人相続人は６名であった。

（対応と回答）
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４．相談案件を写真で見る

相談地
（1.8ｍ幅の通路で再建築不可）

隣家
相談地境界線

境界線

（この植木は隣家のもので、
通路に張り出していて、奥への
通行の邪魔となっている）

□相談地・隣家ともに空き家。相談地所有者は県外在住。隣家所有者は介護施設に入所
しており、県外にいる所有者の子へ三度手紙を出し、この植木の状況について知らせ
処理を促すも反応なし。現在、松山市から働きかけてもらうようお願いをしている。

□倒壊寸前のブロック塀の解体～所有者は関東在住のため、代行依頼があり
事故が発生する前に急いで処理。
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解体後、所有者が変わり住宅が新築された。
これで再び健全な街並みに！

なぜこのように放置されたのか、背景を知り
権利の確認と調整をし、どのような解決法が
あるかを考える「問題解決能力」が必要！
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５．相談室での相談のようす

６．空き家特別委員会のようす

７．事例検討会

空き家相談への対応処理・解決法について、委員会でメンバーが共有することは、
スキルアップとノウハウの蓄積となり、大切である。
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８．空き家相談から解決へ向かっていくために必要なもの

●民法（特に相続・後見・遺言）についての知識
●税法についての知識
●建築基準法・都市計画法についての知識
●不動産登記に関する知識
●建築の施工知識・現場経験
●ヒヤリング能力と権利の調整能力
●役所との折衝能力
●企画力
●文書作成能力
●コンプライアンスの遵守
〇人間の営みに対する理解・人間力
〇誠実さ
〇相談者（困っている人）の役に立ちたいという志
〇自分たちの街の衰退を止めたいという郷土愛

９．今後の課題

■当協会の「空き家問題」への取り組みは、現在のところ、
実際の空き家相談に対して、「その場合はこうして下さい」
や「こういう所があるからそこへ行ってください」など、
口頭で受け答えをして終わるのではなく、踏み込んで解決
を図ろうと取り組んでいます。

■したがって、我々の努力により解決に至るケースがあっ
たり、すぐには解決に至らなくても、我々の助言やお手伝
いにより、相談者が解決へ向けて一歩踏み出すためのお
役に立てていると自負しています。

■しかしながら、これらにかかる労力は、協会の会員のボラン
ティアに頼っており、いつまでも続けられるわけはありませ
ん。

■せめて、調査にかかる実費と、会員が動くことに対する最
低の日当と交通費という実費が無いと、維持が出来ませ

ん。
■私どもの協会を紹介される自治体担当部課が、相談案件
や危険空き家等について調査する際、公費で取得した登記
情報などの基礎情報の提供をしていただくようお願いを
しないといけないと考えています。
■先の実費を相談者へお願いをし、負担していただくことも
考える時が来ているかとも思いますが、相談者の多くは高
齢であったり、経済的に余裕のない弱者であったりするこ
とが多いのです。
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■「空き家問題」に取り組んでみると、これまでの成長社会と
は違い縮んで行く社会、あるいは確実に成熟社会へと変わ
りつつあることを認識させてくれます。
又、人口の一極集中の弊害、そして人口減少という大きな
変化を迎え、愛媛という地方のあちこちで街に病気の症状
が表われ始めたことを感じさせられます。
■先ほど問題解決力について触れましたが、私たちは不動産
にかかるあらゆる問題解決ができるべく、日々研鑽しており
ます。
■このような私たちの活動に対し、さらなるご理解と、ご支援
を賜りますよう、お願い申し上げまして、「平成２９年度 愛媛
県NPO法人活動助成事業 活動報告」をさせていただきます。

以上


