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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～H31.3.31 126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

愛媛県庁ホームページにバナー

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

総務省「H25住宅・土地統計調査（確報値）」で

愛媛県の空き家率（二次的住宅を除く）が

「全国ワースト２」と発表される
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□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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私たち
「愛媛県不動産コンサルティング協会」の

空き家対策事業は、

「相談」から
さらに踏み込んだ

「解決」に向けて
取り組んでいます。
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Ⅱ 今期における相談に対する活動報告

１．相談件数 24件（平成30.5.21～平成31.3.14）

相談者住所 相談内容 相談手段

県内

58％

県外

42％

市町経由

83％

ネット

13％

その他

4％

売却

21％

除却

46％

その他

33％

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

1 H30.5.21 松山市 松山市 除却 借地権の放棄 松山市役所

2 H30.6.18 伊予郡 松山市 除却 除却後売却したい 松山市役所

3 H30.7.5 松山市 松山市 売却 無償でも譲りたい 松山市役所

4 H30.8.23 松山市 大洲市 その他 木を切って家も処分 松山市役所

5 H30.10.9 松山市 神奈川県 その他 木を切って欲しい 松山市役所

6 H30.10.11 今治市 愛知県 除却・処分 無償で譲りたい ネット

7 H30.10.17 松山市 松山市 除却・処分 市の補助で除却 松山市役所

8 H30.10.17 松山市 岐阜県 除却・処分 査定・処分 松山市役所

9 H30.10.9 松山市 松山市 有効活用 リフォームして貸したい 松山市役所

10 H30.10.22 松山市 広島県 査定・処分 査定依頼及び処分 松山市役所

11 H30.11.1 松山市 千葉県 売却 低額で売却 松山市役所

12 H30.11.9 松山市 東京都 売却 低額で売却 松山市役所

13 H30.11.16 松山市 松山市 除却 市の補助で除却 松山市役所

14 H30.11.21 東温市 東温市 除却 市の補助で除却 東温市役所

15 H30.11.28 松山市 松山市 除却 ブロックの除去 松山市役所

16 H30.12.4 松山市 大分県 有効活用 除去後の相談 松山市役所

17 H30.12.11 松山市 島根県 除却 市の補助で除却 松山市役所

18 H30.12.15 松山市 松山市 除却 市の補助で除却 松山市役所

19 H30.12.25 東温市 松山市 除却 売却 東温市役所

20 H31.1.14 砥部町 松山市 売却 売却 砥部町役場

21 H31.1.31 松山市 広島県 除却 共有者不明 ネット

22 H31.2.8 松山市 松山市 有効活用 相続人同意 ネット

23 H31.3.1 松山 大阪府 売却 無償で譲りたい 松山市役所

24 H31.3.14 松山 松山市 除却 ブロックが危険 フリーペーパー
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２．相談の概要（２４件）

1 古い借地権付き建物がある。土地の所有名義人は亡くなっている。建物の所有
名義人も亡くなり自分以外に相続権者が複数いる。誰も住み手がなく劣化が
激しいので取り壊しをしたいが問題はないか？

２ 役場から、瓦が落ちてきてるのでなんとかして欲しいとの連絡があった。空き家
になって久しいが、誰も住まない。ただでもいいから、引き取ってもらえないか。
土地建物とも名義人はずっと以前に亡くなっており、相続人は７名いる。

３ 母が住んでいた家が施設に入ってから空き家になっている、医師からもも長く
ないと言われていて、相続が発生しても兄弟３人誰もいらないので無償で譲り
たいがどうすればいいか。

４ 木が茂ってしまい近所からの苦情が松山市にあって対応に困っている。木を
切るにも土地への進入路がない。土地も建物もいらない。もらってくれる方に
贈与する。

５ 木が茂って近所に迷惑をかけているが、切ろうとシルバー人材センターへ相談
したら半年以上先になると言われた。どうすればいいか相談に乗ってほしい。

６ だいぶ傷んだ空き家があり、除却補助はもう終わっているとのことで、自費で
取り壊しを考えているが、県外にいる相続人は誰も要らないと言っている。相談
に乗ってほしい。

７ 建物が倒壊しかけているので取り壊しをしてほしいと市から連絡があった。解体
のお世話や補助金の相談に乗ってほしい。

８ 県外に住んでいるが、松山市に長らく空き家となった家がある。相続人は誰も
要らないと言っているので、今後のことを相談に乗ってほしい。

９ 兄弟から相続した空き家がある。リフォームして貸すか、取り壊して売却した方
が良いか迷っているので相談に乗ってほしい。

10 親が住んでいた家が松山市にある。もう住むこともないので売却のお手伝
いをお願いしたいがどうしたらよいか。県外の自分のところへ呼び寄せた親が
最近認知症気味で心配している。相談に乗ってほしい。

１１ 県外に住んでいるが松山市に空き家がある。自分は子もなく、売却したい。
除却費以上で売れればよいのでお願いしたい。ただ道路が共有になっており
問題がある。

１２ 自分は県外にいるが相続の話し合いのために帰省している。再建築が出来な
い土地であるが、所有していても税金を払うだけなので処分をしたいので相談
に乗ってほしい。
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13 自分が所有している空き家があるが、市から取り壊すように言われている。
補助金の申請も含めて相談に乗ってほしい。

14 父親が病気で倒れて2年ほど空き家になった家がある。壁はひび割れ、シロ
アリも発生している。市から除却の補助もあると言われたがどうしたらよいか
相談に乗ってほしい。

15 ブロック塀が倒れそうで危ないので取り壊したい。どうしたらよいか相談に
乗ってほしい。

16 空き家になって10年ほどになる古いビルがある。今後どうしたらよいか相談
に乗ってほしい。九州にいるのでよくわからない。

17 ともに県外にいる兄弟が所有している空き家があるが、市から紹介をされた
ので、どうすればよいか相談に乗ってほしい。

18 祖父名義の空き家があるが、壁も落ちており市から補助金制度もあるので
取り壊すように言われ紹介された。ある業者から解体の見積もりを取ったら
300万円と言われびっくりした。申請のことも含めて相談に乗ってほしい。

19 東温市に共有名義の空き家がある。母親とその友人との共有となっていて
将来権利関係が複雑にならないうちに処分したい。

20 解体した方がよい空き家を所有している。解体や売却できるかどうかについ
て相談に乗ってほしい。

21 共有名義になっている土地がある。相手の共有者は昭和初めに相続しており
その後登記が動いていない。その人や相続人の行方が分からず前に相談した
弁護士さんは難しいと言われた。何とかならないだろうか。

22 相続を受けた土地建物が松山市にあるが、自分は大阪に居住しており必要が
ない。古くなっており近隣に迷惑をかけないうちに処分が出来るものならしたい
のでお世話をしてほしい。

23 親が昔住んでいた空き家がある。相続人が３人いて処理をしたいが建て替えが
できないようである。どうすればよいか。

24 父親が住んでいた家がある。将来は売却をしたいが相続がまだ済んでいない。
たちまち、ブロック塀が危なくなっているので解体工事について相談に乗って
ほしい。
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３．いくつかの相談案件の詳細

（相談 2）

役場から、瓦が落ちてきてるのでなんとかして欲しいとの連絡があった。空き家
になって久しいが、誰も住まない。ただでもいいから、引き取ってもらえないか。
土地建物とも名義人はずっと以前に亡くなっており、相続人は７名いる。

（対応）

・調査とヒヤリングにより、土地の名義人は相談者の夫の母、建物の名義人
は相談者の夫の祖父であり、相続権者は７名いることがわかった。
・現地に行くと近所の方が何人も出てこられ一刻も早く取り壊しをしてもら
いたい、取り壊し後の隣の建物への養生もきちっとしてもらわないと困る
と苦情がある。よく見ると向かいの建物（こちらは他人のもの）も崩れかか
っておりこちらの方が状態は悪い。（こちらの方は後日行政代執行にてとり
壊された）
・役所に補助の対象（上限80万円）となる建物であることを確認したうえで
解体の見積もりを4社からとると一番安いのが269万円であった。補助金を
超える部分は、相続権者達で負担するということで解体をし、工事業者の
取り壊し証明書を出してもらい、建物滅失登記についても指導した。
・解体が終わり更地になったのをみて、近隣の方から金額によっては購入し
てもよいとの申し出があり、90万円にて売却。これで、少しでも手出し金が
減ってよかったと喜ばれる。
・売買が出来ることとなった頃、農協に被相続人名義の預金と出資金、さら
に共済の解約金があることが判明。
・収入が、売却金90万円、除却補助80万円、農協関係約190万円、計360万円。
出費が総額310万円（解体工事費・相続登記費用・建物滅失登記費用ほか）、
都合50万円の手残りとなり大変喜ばれた。

（相談 4）

木が茂ってしまい近所からの苦情が松山市にあって対応に困っている。木を
切るにも土地への進入路がない。土地も建物もいらない。もらってくれる方に
贈与する。

（対応）

・現地を確認するといわゆる囲繞地であった。木の伐採をするにも車両・道具
を運び入れる通路もなくお願いをした業者さんが偶然隣接地の工事をした
ことがあるとのことで、隣地の敷地を一時使わせてもらうことで伐採は完了
できた。
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（相談 10)

親が住んでいた家が松山市にある。もう住むこともないので売却のお手伝
いをお願いしたいがどうしたらよいか。県外の自分のところへ呼び寄せた親
が最近認知症気味で心配している。相談に乗ってほしい。

（対応)

このような事例は増えている。子は県外へ出ていき、残った親が高齢で
自活できなくなり引き取ることとなるが残った家を処分したいという
ケース。
この場合もそろそろ痴呆ぎみで、認知症になり意思能力が欠けると売

却が出来なくなる。この方の場合は今は何とか意思能力があるというこ
とで、引き取った息子さんに贈与による所有権移転登記を早々に済ませた。
並行して建物の解体工事の見積もりを複数とり、撤去し更地状態で売却活
動をしたところ近隣の方から購入の申し込みがあり、無事に売却の見込み
がついた。
判断能力がなくなる前に早めに所有権を移転した方がよいとの判断が

うまく行ったケース。でないと、もしせっかく購入希望者が現れてもその時
点で司法書士が判断能力を疑うと売買に影響が出る。買主にも迷惑がか
かるという判断から助言したもの。

（相談 18)

祖父名義の空き家があるが、壁も落ちており市から補助金制度もあるので
取り壊すように言われ紹介された。ある業者から解体の見積もりを取ったら
300万円と言われびっくりした。申請のことも含めて相談に乗ってほしい。

（対応)

解体の見積もりは常に複数取ることとしているが、その金額には意外と
差が出ることが多い。この300万円の見積もりにしても、建物の立地によっ
て、大型車両も入れないような場所では手間がかかり、場合によっては重
機も使えず手壊し作業となり積算がかさむのも無理はない。ただ、業者に
よってはタイミングが良ければ、意外に安くしてもらえることもあり、今回
も120万円（税込）で解体することが出来た。安すぎると不良な業者なので
はとの不安もあるが、今回は松山市の除却補助の対象となる危険建物で
あり、当然ながら建設業許可の有無や各申請の規定があることから、その
点も払しょくできる。
当協会では今回解体工事の請負契約書の作成や補助申請のお手伝いも

した。現在は更地となり、近隣への迷惑や建物の倒壊や瓦などの落下によ
る外部への被害は無くなったが、一旦解決できたようでも、利用しづらい
空き地が出来ただけで、周辺の環境やまちづくりの発展性という意味での
解決は出来ていない。
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（相談 21)

共有名義になっている土地がある。相手の共有者は昭和初めに相続しており
その後登記が動いていない。その人や相続人の行方が分からず前に相談した
弁護士さんからは難しいと言われた。何とかならないだろうか。

（対応)

土地は自分も含めて2名の共有名義となっている。相手は昭和初期の
登記で一体権利者が誰でどこにいるか全くわからない。またその土地上に
登記されている建物が２棟あり、これの名義人もどこのだれかわからない。
以前相談した弁護士さんからはこれは難しいと言われたままである。

自分では入手できない戸籍関係の書類もあることから、この際司法書士に
戸籍の入手をしてもらい、少しずつ問題点を整理して、解決の可能性がある
のであれば着手しないと、時間が経てばたつほど権利者が増えますます
解決が難しくなると助言し、司法書士に依頼した。

後日権利者が明らかとなり、司法書士の報告を受け、さらに不在者財産
管理人の選任の申請をするなど一歩一歩解決へ向けて進めていくことと
なった。最終的には訴訟も含めた解決法の模索をしていくこととなる。

なお、登記されている建物も実存する建物とは異なるもののようであり、
こちらの処理についても土地家屋調査士へ調査を依頼した。

このように背景が複雑なものについては各専門資格者と連携をとって
行くことが大切である。
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４．相談案件を写真で見る

●伊予郡の山間部
～近隣には長らく迷惑をかけていた
●相続権者は、土地建物名義人の
３～４代目の７名とわかる

●解体の見積もりをとる
●町から補助金の対象となることの
確認後工事発注

●解体工事完了～更地に
●近隣の方から購入の申し入れ

●実は向かいにある空き家の方が
状態が悪く、所有者が亡くなって
以降空き家で、調べると相続人が
いないことがわかる

●町は行政代執行を決め、町内初の
代執行撤去を行った。（県内では
四国中央市に続き２自治体目）

●あちらもこちらも問題のある空き家
という状態である

（相談 ２）
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（相談 18）

●小さな建物にもかかわらず相談者が
取った解体見積もりでは300万円
と言われほとほと困っていたところ
市から紹介され相談室へ相談

●協会にて相見積もりをとり120万円
で可能

●市に問い合わせたところ今年度始まった
補助金（限度額80万円）の対象にもなる
とわかり、解体に着手

●解体完了～更地に
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■昨年度の事案
～隣地の植木の繁茂と再建築不可不動産■

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）

昨年の事業報告での事案が解決に至り
ましたのでご報告いたします
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●これまで何度となく、手紙を出したりして促してきたが、全く反応なし。
●市役所から連絡を取ってもらいようやく話し合いができることに。
●市役所担当者立ち合いの上、隣地関係者と協議、隣の植木の剪定
の了解を得て着手。すっきりとなる。

●隣人関係の中で過去に何かがあったのであろうと推察する。

「空き家」「所有者不明土地」など
必ず何らかの背景があり、

根気よく解きほぐしていくことで
解決につながります。
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通路の幅員が1.8ｍしかなく、再建築不可。
ただ立地はよく、古い建築だけれども
手を入れれば、活用は出来そう！

対
象
土
地

相続した所有者は関東在住。
不要なので可能なら処分したい。
●敷地 111坪 評価額2,600万円
●S26年以前に建築の住宅
●固定資産税年額￥99,000

そこで
「愛媛県不動産コンサルティング協会」で
私的入札の取り纏めをおこなうことに！

最低価格を決め、所有者の承諾のもと
厳正に入札をした結果、落札者決定。

さらに
再建築不可の土地にもかかわらず、固定資産税が
高く、市資産税課へ更正へ向けての調査依頼。

結果、80％の価格更正が決定。
差額の固定資産税の３年分は所有者へ還付。
落札者への所有権移転登記にあたり、
登記費用も安く済ませることが出来た。
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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．今後について

■私たちは単なる「相談」で終わらず、さらに踏み込んで「解決」
を図ろうと取り組んでいます。

■我々の努力により解決に至るケースや、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、会員への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。

■おかげさまでＮＰＯ法人活動助成をいただくことで、今のとこ
ろ何とか活動が出来ております。

■空き家対策事業に対する「協定団体」として松山市と本年協定
を締結することとなりました。

■これにより松山市が得た「空き家所有者の登記情報」や「納
税者情報」の共有が出来ることとなり、さらなるスピードアップ
と積極的な取り組みが期待できると思っています。

■「空き家特措法」が出来たことで行政が出来ること、民間では
壁があり情報入手が難しいこと、これらの障壁を少しずつ取り
除く努力をしていくことで、よりよい社会の実現が可能と考え
ます。

■さらに「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置
法」が令和元年6月1日に全面施行されます。
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■また、令和２年４月1日には「民法の一部を改正する法律」が施
行され、相続による配偶者居住権の新設や債権法の改正など、
社会構造の変化に合わせた改正が進みます。

■「令和」の新しい時代は、物の所有しての豊かさではなく、真の
幸福感やより成熟した社会の創生や変化が求められるのでは
と考えます。

■「空き家問題」や「所有者不明土地問題」の対応するため、今
後ますます、私たちNPO法人は行政と真の意味での連携を図
り、一つのテーブルの上で、一つ一つの事案の解決をしてい
くべく協働することが大切かと思います。

■「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
らなければならないと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30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


