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１ 公費解体制度の概要

Q１ なぜ公費負担するのか 

（答） 

 家屋等の解体・除去は、本来、所有者の責任において処理されるべきものですが、今回

の豪雨災害による被害が甚大であるため、生活環境上の支障の除去、二次災害の防止及

び被災者の生活再建支援を図り、被災地の迅速な復旧を図るための特例措置として、公

費負担するものです。 

Q２ 解体・撤去費用はだれが負担するのか 

（答） 

 本市の負担において解体・撤去を行います。 

【備考】 

 本市が解体・撤去を行った場合は国庫補助対象となります。最終的には大部分を国が、

一部を市が負担することになります。 

Q３ 市による解体・撤去の対象は

（答） 

 令和２年７月豪雨により損壊した住家及び同一敷地内にある家屋等（倉庫・小屋）が対象

となります。 

Q４ り災証明書とは 

（答） 

 り災証明書とは、住家（人が住むための建物）が被災した場合に、その被害の程度を市

が証明するものです。被害の程度については、国が定めた基準に基づき、「全壊」、「大規

模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「一部損壊」 で証明します。 
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Q５ り災証明書の申請窓口はどこか 

（答） 

 本庁課税課又は牛深支所市民生活課、各支所まちづくり推進課です。 

Q６ 申請期間はいつまでか 

（答） 

 公費解体の申し込みの締め切りは令和２年１２月２８日となります。 

Q７ 申請窓口はどこか 

（答） 

 本庁市民環境課又は牛深支所市民生活課、各支所まちづくり推進課です。 

Q８ 事業所又は社会福祉法人、学校法人、宗教法人が所有する建物は対象

となるのか 

（答） 

 対象となりません。 

Q９ なぜ、事業所等は対象にならないのか 

（答） 

 生活環境上の支障の除去により、被災者の生活再建を図ることを目的としているためで

す。生業の再建に係る相談については、商工会へお尋ねください。 

Q１０ 同じ家屋に対して、応急修理制度と公費解体制度を併用できるのか 

（答） 

 併用できません。 
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２ 解体・撤去の対象

Q１１ 家屋の一部だけを解体・撤去してもらいたいが対象となるのか 

（答） 

 対象となりません。 

 本市で行うのは、被災家屋全体を解体・撤去する場合のみとなります。 

Q１２ 建物の基礎は対象となるのか 

（答） 

 ３階建て以下の戸建て住宅の基礎は対象となります。 

Q１３ 庭木・庭石や土間コンクリートは対象となるのか 

（答） 

 庭木・庭石の類は対象となりません。土間コンクリートは、家屋内部の土間や家屋周りの

いわゆる「犬走り」を除き対象となりません。ただし、工事支障のため撤去の必要性がある

ものは対象となります。 

Q１４ 浄化槽・便槽は対象となるのか 

（答） 

 住居と一体として解体するのであれば、合併浄化槽・単独浄化槽・便槽も撤去の対象とな

ります。解体までに、浄化槽は清掃、便槽は汲取り及び消毒まで済ませておいてください。 

Q15 家屋と一緒に敷地内にあるブロック塀を解体・撤去してもらいたい 

（答） 

 ブロック塀・よう壁等は、解体・撤去の対象となりません。ただし、倒壊の恐れがあると認

められる場合及び工事支障のため撤去の必要性がある場合は、家屋と一緒に敷地内にあ

るブロック塀等も解体・撤去します。申請書にその旨ご記入ください。申請受付後に、現地

調査を行い、倒壊の恐れがあるか否かを判断します。 
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Q16 ブロック塀のみの解体・撤去は対象となるのか 

（答） 

 対象となりません。 

Q１７ ブロック塀の基礎は解体・撤去してもらえないのか

（答） 

 ブロック塀の基礎は撤去しません。土地の所有区分で後日問題とならないよう境界を明

確にするためです。 

Q１８ 敷地内に住家と倉庫があるが、住家と一緒に倉庫を解体・撤去してもら

いたい 

（答） 

 り災証明書で「半壊」以上の判定を受けて住家と一体的に解体・撤去する場合で、「半壊」

以上の被害を受けている場合は対象となります。 

Q１９ 敷地内に住家と倉庫があるが、倉庫のみは対象となるのか 

（答） 

 対象となりません。 

 ただし、倒壊の恐れが認められる場合や二次被害を引き起こす恐れがあるもの又は生活

環境保全上の支障があるものは対象となる場合があります。 

Q２０ 母屋と増築した倉庫がつながっているが、倉庫のみしてもらえるのか 

（答） 

 倉庫のみの解体・撤去は行いません。 

 また、建物の一部のみを残し、解体する場合もリフォームとみなされることから、本制度の

対象とはなりません。 
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Q２１ り災証明書が発行されない空家は対象となるのか 

（答） 

 対象となりません。 

ただし、倒壊の恐れが認められる場合や二次被害を引き起こす恐れがあるもの又は生

活環境保全上の支障があるものは対象となる場合があります。 



9 

３ 申請手続き 

Q２２ 申請にはどのような書類が必要か 

（答） 

 № 必ず提出が必要なもの 備考 

１ 申請書（実印） 家屋所有者が申請者になる。 

所有者が死亡している場合は、相続人の代表者

２ 印鑑登録証明書 発行日から６カ月以内のもの 

取得できる場所・・・本庁市民課又は牛深支所市

民生活課、各支所まちづくり推進課 

３ 申請者の身分証明書 【１つの証明書でよい場合】 

運転免許証、パスポート、在留カード、マイナン

バーカード等申請者本人の顔写真が掲載されて

いるもの 

【２つの証明書が必要な場合】 

健康保険証、介護保険証、年金手帳等申請者本

人の顔写真が掲載されていないものは、公共機

関が発行したものが２種類必要 

４ り災証明書 半壊以上の判定のあるもの 

取得できる場所・・・本庁課税課又は牛深支所市

民生活課、各支所まちづくり推進課 

５ 登記事項（建物）全部事項証

明書 

発行日から６カ月以内のもの 

・登記事項証明書は、現在の建物所有者及び抵

当権等の権利関係が記載されているもの（法務

局で取得可能） 

・登記がない場合（未登記の建物）は固定資産税

評価、課税証明書でも代用可（本庁課税課又は

牛深支所市民生活課、各支所街づくり推進課） 

６ 建物配置図 敷地内の家屋を上から見たときの配置及び概ね

の形状、寸法がわかるもの。手書きでもよい。家

屋が敷地内に複数ある場合は、解体を希望する
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家屋と残す家屋を明示すること。 

下水枡、浄化槽等地下構造物の位置がわかれ

ば明記することが望ましい。 

方位は必ず記載すること。 

７ 解体前の被災家屋等の写真 解体を希望する家屋を２方向以上から撮影した

もの。建物の被災状況がわかるもの。被災当時

から倒壊、腐食が進行している場合は、進行状

況が時系列でわかるものがあれば望ましい。 

№ 場合により必要なもの（主なも

の） 

備考 

１ 委任状（実印） 申請者の実印を押した委任状が必要。 

・申請者以外の方が書類を提出するとき 

・申請者以外の方が申請の補正・取下げをする

とき 

・解体・撤去及び処分に係る事前・事後の立会を

するとき 

２ 共有名義人の同意書（実印） 解体する建物の登記名義人が複数いる場合は、

申請者を除く全ての名義人の同意書が必要。 

同意書には各名義人の実印押印と印鑑証明書

の添付が必要。 

３ 相続人の同意書（実印） 解体する建物の名義人が死亡している場合は、

原則として全ての相続人分の同意書が必要。 

同意書には各相続人の実印押印と印鑑証明書

の添付が必要。 

４ 抵当権等の権利者の同意書 解体する建物に設定されている各権利が設定期

間内であれば必要。 

５ 隣接地所有者の同意書 現地調査の結果により、足場を設置する等解体

作業に隣接地の了解が必要な場合。 

６ 借家人の同意書 現地調査の結果により、借家人の同意が必要な

場合。 

７ 遺産分割協議書及び相続関

係証明書類又は公正証書遺

言書 

遺産分割協議又は公正証書遺言により申請者

が解体する建物の遺産相続人になっている場

合。 
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Q２３ 申請から解体着手までの大まかなスケジュールはどうなるのか 

（答） 

 受付後、書類審査、市の担当者による現地確認、申請者と市、解体業者による３者立会

での現地確認により、解体対象家屋の特定をします。また、場合によりアスベスト調査等が

必要になる場合があり、申請から解体着手までの期間は概ね２～３カ月程度となる見込み

です。 

 申請書類が整っていない場合などは、解体着手までにさらに時間がかかる場合がありま

すのでご注意ください。 

Q２４ 解体着工から完了までの大まかなスケジュールはどうなるのか

（答） 

 工事に係る期間は、調査結果により異なりますが、概ね２週間～１カ月程度です。 

 解体完了後に申請者、市、解体業者の３者で現地確認を行い、完了となります。 

 なお、解体・撤去被災工作物等に連結されている水道、ガス、電力、電話、有線放送等の

配管、結線等の除去工事及びそれに伴う諸手続きは、申請者が解体・撤去工事着手前ま

でに完了してください。 

Q２５ 誰が申請者となるのか

（答） 

 家屋等の所有者が申請者となります。所有者が未成年者、成年被後見人の場合は、法

定代理人（未成年者の場合は親権者又は未成年後見人、成年被後見人の場合は成年後

見人）が申請者となります。 

【備考】 

 家屋等の所有者については、以下の通り判断します。以下の項目で所有者が判断できな

い場合は、個別に判断します。 

（１） 家屋等が登記されている場合は、登記事項（建物）全部事項証明書で判断します。 

（２） 家屋等が未登記である場合は、固定資産税評価・課税証明書における納税義務

者を所有者と判断します。 

（３） 家屋等が未登記・非課税である場合は、原則として家屋等が建っている土地の所

有者を当該家屋等の所有者と判断します。なお、土地の所有者は、登記事項（土地）

全部事項証明書で判断します。 
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Q２６ 家屋等の所有者が複数人（共有して）いる場合は、誰が申請者となる

のか

（答） 

 共有者の中から代表者を１名決めてください。その代表者が申請者となります。申請の際

に代表者以外の共有者全員の同意書（実印・印鑑証明書）を提出していただきます。 

 共有者が、未成年者、成年被後見人の場合は、法定代理人が同意者となります。 

Q２７ 登記事項証明書は、インターネットから印刷したものでもよいか 

（答） 

 認められません。 

 インターネットから印刷できるものは、法務局の証明印がないため公的な証明書としての

効果がありません。法務局にて取得するか、インターネットにて書類を請求することは可能

です。 

Q２８ 所有者が死亡している場合は、誰が申請者となるのか 

（答） 

 原則として、次の通りとなりますが、詳細は窓口にてお尋ねください。 

（１） 遺産分割協議が成立している場合 

 遺産分割協議により所有者（被相続人）から家屋等を相続することになった相続人が申

請者となります。 

  申請の際に遺産分割協議書及び相続関係証明書類（※１）の原本とその写しを持参し

てください。原本とその写しに間違いがないことを確認して、写しを提出していただきます。 

（２） 遺産分割協議が成立していない場合 

 所有者（被相続人）の法定相続人の中から代表者を１名決めてください。その代表者が

申請者となります。申請の際に、代表者以外の法定相続人全員分の同意書及び相続関

係証明書類（※１）を提出してください。 

（３） 公正証書がある場合 

 公正証書遺言（※２）により所有者（被相続人）から家屋等を相続することになった相続

人が申請者となります。申請の際に公正証書遺言の原本及び所有者の死亡が確認でき

る書類（戸籍等）とそれらの写しを持参してください。原本とその写しに間違いがないことを
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確認して、写しを提出していただきます。 

※１ 相続関係証明書類とは、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本、法定相

続人の戸籍謄本等、被相続人の相続関係が確認できる書類のことです。 

※２ 公正証書遺言以外の遺言は、有効なものか否か判断ができないため認めていませ

ん。 

Q２９ ７月豪雨災害発生日以降に家屋等の所有者が変わった場合は申請で

きるのか 

（答） 

 原則として発災日以降に家屋等の所有者が変わった場合は申請できません。ただし、相

続により所有者が変わった場合は申請できます。 

【備考】 

 発災日時点での家屋等の所有者が本制度の対象となります。したがって、発災日以降に

売買や贈与により所有者が変わった場合は申請できません。土地の所有者が変わった場

合も同じ取り扱いです。 

Q３０ タンスなど不要な家財道具は室内に置いたままでいいか 

（答） 

 家財道具は、解体工事着工までに処分しておいてください。 

 なお、給湯器や流し台等の設備は処分する必要はありません。 

Q３１ 解体前の現地立会には必ず行かないといけないか

（答） 

 解体工事は、個人の財産処分に関する大変重要なことであり、現地立会はその範囲や対

象物等を事前に確認する重要な打合せとなりますので、必ず立ち会っていただきますよう

お願いします。 

なお、本人の立会が困難な場合は、代理人を立てていただきますようお願いします。（代理

人の立会の場合、別途委任状が必要となります。） 
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Q３２ 解体中の立会は必要か 

（答） 

 不要です。 

Q３３ 解体後、整地はしてもらえるのか 

（答） 

 現状のままで簡易には整地はしますが、土の運び入れは行いません 

Q３４ 公費解体において解体業者の指定はできるのか

（答） 

 解体業者の指定はできません。 

Q３５ 解体はいつごろになるのか 

（答） 

 原則として受付順に解体・撤去を進めます。ただし、倒壊による二次被害の危険性や生

活再建等の諸事情を総合的に勘案し決定します。 

倒壊による二次被害の危険性が認められる場合は、可能な限り速やかに対応しますの

で、受付時にご相談ください。現地調査を行い、危険性があるか否か判断します。 

Q３６ 家屋解体が終了したが、滅失登記はどうすればいいのか 

（答） 

 公費解体により解体された家屋については、法務局（登記官）の職権で、順次、滅失登記

行います。特に登記を急がれる場合は、自ら「建物滅失登記」を申請してください。 

Q３７ 住宅を取り壊した場合、土地や家屋の固定資産税はどうなるのか 

（答） 

 税額が変更になる場合があります。課税課までお問合せください。 
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Q３８ ほかに支援制度はあるのか。また、他の制度について教えてほしい。 

（答） 

 令和２年７月豪雨災害に遭われた方へ（各種支援制度等のご紹介）のチラシをご確認くだ

さい。 

 なお、詳細につきましては各種支援制度等によって、適用される条件が異なりますので、

条件等の詳細や申請方法等については、各担当部署へお問い合わせください。 
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４ 自費解体                              

Q３９ 自費で解体、撤去を行う場合、いつまでに申請をすればいいか 

（答） 

 本市が公費解体を実施する前に、被災家屋等を解体・撤去された方を対象として費用を

償還する制度があります。 

 令和２年１２月２８日までに、必要書類を添付の上、申請書を提出してください。 

Q４０ 運搬・処分料は対象となるのか 

（答） 

 解体業者等が産業廃棄物として処理を行い、マニフェスト等（産業廃棄物管理票）の提出

があれば、償還の対象となります。 

 収集運搬のみ業者等に委託した場合や、片付けを手伝った方に支払った謝金等の費用

は対象となりません。 

Q５０ だれが申請者となるのか 

（答） 

 解体業者と契約を締結された方が申請者となります。解体業者等と契約を締結された方

と家屋等の所有者が異なる場合は、家屋等の所有者の同意書の提出が必要です。 

Q５１ 申請にはどのような書類の提出が必要か 

（答） 

NO. 必要書類 備考 

１ 申請書 工事契約者が申請者 

２ 申請者の身分証明書 【１つの証明書でよい場合】 

運転免許証、パスポート、在留カード、マイナン

バーカード等申請者本人の顔写真が掲載され

ているもの 

【２つの証明書が必要な場合】 

健康保険証、介護保険証、年金手帳等申請者

本人の顔写真が掲載されていないものは、公

共機関が発行したものが２種類必要 
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３ り災証明書 半壊以上の判定のあるもの 

取得できる場所・・・本庁課税課又は牛深支所

市民生活課、各支所まちづくり推進課 

４ 登記事項（建物）全部事項証明

書 

発行日から６カ月以内のもの 

・登記事項証明書は、現在の建物所有者及び

抵当権等の権利関係が記載されているもの

（法務局で取得可能） 

・登記がない場合（未登記の建物）は固定資産

税評価、課税証明書でも代用可（本庁課税課

又は牛深支所市民生活課、各支所まちづくり推

進課） 

５ 建物配置図 敷地内の家屋を上から見たときの配置及び概

ねの形状、寸法がわかるもの。手書きでもよ

い。家屋が敷地内に複数ある場合は、解体を

希望する家屋と残す家屋を明示すること。 

下水枡、浄化槽等地下構造物の位置がわかれ

ば明記することが望ましい。 

方位は必ず記載すること。 

６ 被災状況がわかる写真 解体を希望する家屋を２方向以上から撮影した

もの。建物の被災状況がわかるもの。被災当

時から倒壊、腐食が進行している場合は、進行

状況が時系列でわかるものがあれば望まし

い。 

７ 施行前・施工中・施工後の被災

家屋等の写真 

解体工事の内容がわかるものが望ましい 

８ 撤去業者との契約書 原本は、受付時にコピーをとり、その後返却。 

 撤去等の内訳がわかるもの 内訳書等、費用の内訳がわかるもの。 

原本は、受付時にコピーをとり、その後返却。 

 領収書の写し 原本は、受付時にコピーをとり、その後返却。 

１０ 撤去等に係る産業廃棄物管理

票（マニフェスト） 

解体工事で生じた廃棄物の搬入先や搬入重量

等を確認するため 

１１ 申請者名義の口座情報がわか

るもの 

通帳の写しなど 
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NO. 申請状況により必要なもの 備考 

１ 委任状（申請者の実印+印鑑証

明書） 

申請者と申請書の提出に来た人（受任者）が異

なる場合に必要 

２ 所有者の同意書（または共有名

義人、相続権者）の同意書（実印

+印鑑証明書） 

申請者と家屋等の所有者が異なる場合は必要

３ 遺産分割協議書及び相続関係

証明書類または公正証書遺言

書 

遺産分割協議又は公正証書遺言により申請者

が解体する建物の遺産相続人になっている場

合に必要 

Q５２ 撤去等に係る産業廃棄物管理票がない場合はどうなるのか 

（答） 

 産業廃棄物管理票（マニフェスト）とは、廃棄物の処理を行った場合に、処理が適正に行

われたことを確認する書類で、解体業者は必ず保管しているものです。産業廃棄物管理票

がある場合に限り、処分料を償還金の申請に含めることができます。解体業者に交付につ

いてお尋ねください。 

Q５３ 自費で解体、撤去及び処分をして、解体工事業者へ支払った金額は全

額償還されるのか 

（答） 

 基本的に償還の対象とするべき項目の金額の合計と、本市が積算した金額のいずれか

安価な金額となります。 

申請者から解体工事業者への支払金額が上限を上回る場合、または、対象外の工事等

を実施していた場合、自己負担が発生します。 


