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平成２６年度 第 1 回鳥取市空き家等対策協議会 議事録 

 

 

日時：平成 26 年 5 月 7 日（水）10：00～11：30 

場所：鳥取市役所本庁舎第３会議室 

 

協議委員 森祥平委員、来田裕子委員、杉本美智子委員、倉持裕彌委員、 

芦澤喜武委員、村山洋一委員 

事 務 局 鳥取市都市整備部 大島英司部長、建築指導課 桑村和滋課長、 

尾坂和昭課長補佐兼審査係長、岡垣頼和技師 

 

■ 協議会の経過 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 事 

１）鳥取市の空き家の現状について 

２）適正管理条例制度の概要と空き家等協議会の役割について 

３）適正管理条例以外の空き家対策とその状況について 

４）国の空き家対策特別措置法の検討状況について 

５）会長選出 

６）その他 

 

４ 閉 会 

 

■議事内容 

１ 開 会 

事務局）それでは、定刻となりましたのでただいまより、第１回鳥取市空き家等対策協議

会を開会したいと思います。委員の皆様にはご多忙中にもかかわらずご参集いた

だき誠にありがとうございます。本日は一般公募による委員の方１名を除く６名

の委員全員の出席をいただいております。 

 

２ あいさつ 

事務局）鳥取市の空き家対策でございますけれども、決してトップランナーではございま
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せんが、鳥取市の場合、中心市街地から合併した町村まで、様々なタイプの空き

家がございます。よって、できるだけオーソドックスであり、どのような状況に

おいても対応できるような形をとっていくということで本市の場合立上っており

ます。事務局を務めています建築指導課ですが、他都市では、中心市街地活性化

の観点から空き家の対策が始まり、市街地整備課など都市整備部門が持っている

ところもございますし、先進地の所沢市では、防犯から始まっているような自治

体もございますけれども、本市では非常にオーソドックスに建築指導課が事務局

を持っています。また、近年空き家となり廃墟となってしまう前に予防対策が必

要であるというように言われておりますので、条例化こそしておりませんけれど

も、私ども空き家の検討を始めました時点から適正管理と廃墟になってしまわな

いように空き家を有効活用していく 2 本柱の方針で向かってまいりました。もち

ろんご審議いただく内容は、やはり人様の財産に係る空き家の適正管理に関する

事項が多くなってくると思いますけれども、市としては空き家になってしまって

建物が傷んでしまったものに対してのみ対策を打つのではなく、傷んでしまう前

に有効活用できるものは有効活用してできる限り瀬戸際で食い止めるようにして

いきたいと思っておりますので、どうかご審議よろしくお願いしたします。 

 

３ 議 事 

１）鳥取市の空き家の現状について 

事務局）議題に従いまして進めていきます。それでは、議題１の鳥取市の空き家状況につ

きまして説明させていただきます。資料４の５ページをお開きください。空き家

等の調査状況ですが、平成 25 年 3 月に市内の 833 自治会にアンケートを依頼して

635 の自治会から報告がありました。それを集計したものです。調査結果によると

平成 26 年 2 月現在空き家の総数は 2022 軒、危険空き家が 297 軒ということにな

っております。当日参考資料で配布しました新聞記事ですが、空き家の７割が戸

建住宅であるとのことです。本市では 86.2％が戸建住宅となります。そして、本

市で空き家を管理せず放置したままの状態にする原因としては、一番多いのが資

金面での対応が困難というケースです。次に多いのが、財産の相続をしたことを

知らない、特に数代前のものを相続している事実を知らないケースが多いです。

最近、町内会でもよく言われますが、コミュニケーションが薄くなってきたであ

ったり、身内も疎遠となってきたりというケースもあるようです。 

次に、自治会からのアンケートをもとに当課がすべての空き家の実態調査を行

った結果、真に危険である空き家 173 軒が明らかとなりました。これに関しては、

この 5 月に一斉に通知文を送ります。通知内容としては、主に資料 3 を送ります。

また、これとは別に資料 4 の空き家の適正管理のパンフレット及び空き家の除却

補助案内を送る予定です。文書通知の他に市内に在住の所有者に関しては、所有
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者宅に訪問し、直接指導する場合もございます。6ページから8ページにかけては、

管理不全な状況の空き家の例を添付しております。なお、平成 18 年度から平成 25

年度 3 月末にかけて直接建築指導課に連絡があった空き家の相談件数は 105 軒で

あり、そのうち半数の 56 軒が解決しております。残りの 49 軒のうち、庭木の繁

茂のような危険ではないが近隣に迷惑がかかっているケースは 19 軒ございます。

以上が現在の空き家の状況であります。 

空き家等の適正管理に関する条例にもとづく指導の流れとしましては、資料 6

のフロー図をご覧いただきたいのですが、このフロー図で特に赤部分で表示され

ている部分に関しては重点的に協議会にて審議していただきたいという内容です。 

この 4 月より条例が施行され、現在は助言指導の準備段階であります。今後こ

の助言指導を行うにあたって、我々として不安に思っているのは、無視されて何

も応答がないものです。反応があったものについては、先ほどの台帳に記録して

いくという流れになっております。まずは、第一段階として、所有者に空き家が

どのような状況であるかを認識していただくことが重要と考えております。指導

に従い対応していただくか、どうしても対応しがたい場合は、支援制度を活用し

ていただくか、それともどうしてもこちらに来られない事情があって、市に安全

な状態にしてもらえないかという依頼をしていただくのか、このフローに沿って

随時ご報告していくと考えております。 

 

２）適正管理条例制度の概要と空き家等協議会の役割について 

事務局）続きまして議題 2 の適正管理条例の概要と協議会の役割についてです。資料２の 5

ページをご覧ください。まず適正管理条例の概要について説明させていただきま

す。 

まず、７条の実態調査ですが、市民からの情報提供などにより管理不全な状態

の空き家を発見したときには空き家等の実態調査を行います。その後、空き家等

の状況を所有者に連絡します。その際の選択肢としてあるのが緊急安全措置です。

これは、管理不全な状態が切迫する場合、例えば屋根や外壁が剥離して飛散しそ

うなケースにおいて所有者が遠方で即時対応ができない場合とか、高齢者で業者

との折衝が難しい場合、所有者の同意のもと市が必要最低限の措置を講じること

ができます。かかった費用は所有者に請求します。 

つぎに指導・勧告です。これは空き家等が管理不全な状態にあると認められる

場合には、空き家等の所有者に対して管理不全な状態の改善に必要な措置を講ず

るよう指導・勧告することができます。命令ですが、勧告を受けた所有者には勧

告に応じない又は緊急安全措置に動じない場合は期限を決めて命令します。公表

は、命令を受けた所有者が正当な理由なく命令に従わないときには命令を受けた

所有者の住所氏名、空き家等の所在地及び命令内容を公表します。罰則ですが、
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市の命令に従わず公表された後においてもなお正当な理由なく命令にかかわる必

要な措置を講じなかった所有者には５万円以下の過料が科される場合があります。 

なお、管理不全な状態というのは、空き家等が、老朽化により台風、積雪等の

自然災害で倒壊するおそれがある状態、建築材等の飛散のおそれがある状態、不

特定者の侵入による火災若しくは犯罪が誘発されるおそれがある状態、または衛

生上有害と認められる状態ということです。庭木が生い茂って放置されている場

合も管理不全な状態として扱っております。 

続きまして、資料４のフロー図に沿って説明させていただきます。危険な状態

の空き家の情報提供を受けます、それをもちまして現地調査を行い所有者に指導

を行います。所有者が対処できない事情が認めがたい場合、改善状況を確認して

改善されていない場合は勧告します。勧告をして是正されていない場合は、命令

を行います。命令をして是正がされていなければ、意見を述べる機会があります

ので、意見を聞き正当な理由がなく命令に従わない場合は、公表に進みます。な

お、公表に関する他都市の状況ですが、所有者個々での事情があり、現在のとこ

ろ公表に至った事例はございません。公表をして是正がされていなければ、所有

者の意見を聞き正当な理由がなければ、罰則へと進みます。フローの赤文字部分

が空き家対策協議会で審議していただく事項となります。 

対策協議会の役割として、資料４の１６ページの空き家対策協議条例ですが、

第２条に記載されております空き家施策の検討に関する事項、緊急安全措置の実

施に関する事項、命令に関する事項、公表に関する事項、寄附の受け入れに関す

る事項、助成の実施に関する事項、罰則の適用に関する事項が審議事項となりま

す。１４条の助成に関しましては来月の６月市報に記載します。また、指導課の

ホームページにも記載しますし、この５月に１７３軒の危険空き家の所有者への

指導文書とともに補助金の制度のお知らせを送ります。委員のみなさまにおかれ

ましては、事務局が作成した不良判定調査の結果などによって審議していただく

ことになります。 

 

３）適正管理条例以外の空き家対策とその状況について 

事務局）続きまして議題３の適正管理条例以外の空き家対策とその状況についてですが、

資料５の空き家利活用ガイドブックをご覧ください。中心市街地整備課では、街

なか空き家改修支援事などの支援メニューがあります。また、現在検討中のもの

として有休不動産のリノベーション推進がございます。中山間地域振興課では、

移住定住促進事業の一環として、空き家の利活用推進補助事業などの支援を行い

空き家の利活用に取り組んでいます。建築指導課は、空き家解体コーディネート

空き家かたづけ隊モデル事業というものを行っています。概要は、空き家の除却

意識の向上を目的として、空き家所有者が自費で空き家を解体する際の家財道具
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の分別整理に関してマンパワーの面から支援するものです。専門知識のある民間

技術者を空き家解体コーディネーターとして協力を要請し、その方の指導・助言

を受けながら、地域住民より募った空き家かたづけ隊と空き家の所有者が連携し

て空き家の家財道具の分別整理を行うものです。ことにより空き家等の除却促進

を目的としています。交付金として協力していただいた自治会には、事業完了後

３万円を交付いたします。今後、市報やホームページにて募集していく予定です。 

 

４）国の空き家対策特別措置法の検討状況について 

事務局）続きまして議題４の国の空き家対策特別措置法の検討状況につきましてですが、

昨年の秋ごろこの特別措置法案が議員立法として国会に提出されるということで

したが提出されませんでした。平成２６年４月１７日の公明新聞の記事によると、

自民公明が空き家の特別措置法を最終調整し本国会に提出する予定とのことです。

新聞記事によりますと固定資産税の軽減等について記載されていないのでどのよ

うになっているかは不明です。今後情報が入り次第共有していきたいと思います。 

 

事務局）まとめますと、資料２が空き家対策審議会の下準備であります。審議会に諮る前

に自治体でできる範囲で通知を行い、所有者との窓口を開くものです。資料４と

５が空き家適正管理対策と空き家利活用対策とを別冊で作成し、各総合支所での

対応または市民の方にご理解いただくためのものでございます。現時点での Q&A

もありますが、先ほどの国の特措法ができましたら用語の定義や記述についても

更新する必要があると思いますが、市民の方の意見や地域審議会の方の意見を含

めまとめたものであり、本庁でも総合支所でも同じような対応がきるようにと作

成したものです。空き家利活用ガイドブックですが、支援制度を中心に盛り込ん

だものを用意して、予防策もできる限り普及していきます。 

最後に国の特措法についてですが、確実な情報はありませんが国の法律では、

第三者委員会を設置するかどうかは市町村の裁量にゆだねられるということです。

しかし、本市としましては既に協議会条例を制定しこうして委員のみなさまに参

加していただいているわけですが、事務局の持っている知見だけでは判断・対応

しきれない事項も多く、専門家のみなさまや、またこれから加わっていただく一

般公募委員の方のご意見をふまえて、鳥取市なりのやり方を探っていかなければ

ならないと考えております。現在の鳥取市の全体像については以上でございます。 

 

５）会長選出 

事務局）それでは会長の選出に移りたいと思います。 

※協議の結果、倉持委員に決定 
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６）その他 

事務局）ご不明な点等ございましたらご意見をいただきたいと思います。 

委 員）通知を送られるということですが、所有関係を調査されているとは思いますが、

そもそもどこに送ったらいいかわからない事例はどれぐらいあるのでしょうか。

たとえば、相続人が全員相続放棄している事例であったり、死亡していたりなど

送り先がわからないものです。 

 

事務局）財産放棄をしたと言われたケースは何件かあったのですが、実際は全員が放棄さ

れていないものが多く、その場合はヒアリングをもとにまだ放棄されていない方

に通知を行い対応の検討をしていただいているところです。また、なかには法的

な手続きを踏まず放棄しているつもりになっている方もおられ、その際は理解し

ていただくよう説明し指導を行っている状況です。実際に財産放棄をしてしまっ

た場合は、財産管理人がつくのでその方に通知をして改善を求めていますので、

送り先不明のケースは今のところございません。ただし、この５月の通知文の一

斉送付でそのような事例が発生する可能性はあると考えております。全員死亡し

てしまった場合は、その関係者にお願いをして対応していただいた例もございま

す。 

 

委 員）このような危険空き家は固定資産税をどうしているのですか。 

 

事務局）全てがそうだとは言えませんが、課税対象外となっているものが多いです。 

 

委 員）相続人が全くいないという事例は今のところないとのことですが、相続事例は多

いのでしょうか。登記上の名義人が亡くなっていてというような。 

 

事務局）その例は多いです。しかも、自分が相続していること自体を知らなかったという

例が大半です。所有者が亡くなられると相続は横にも縦にも広がってしまいますの

で、相続人が数十名いるというケースもありました。その時は相続人同士でお話を

していただいて、解体していただいた例もありますし、理解を示していただけない

方もおられます。 

 

委 員）相続事例においては、さきほどのフロー図でいう期限付き命令以降では効かない

のではないかと考えますがどうでしょうか。相続人が複数いる場合は誰に命令をか

けるかで条例自体が行き詰ってしまうケースもあるかもしれません。 

 

事務局）確かにこのフローに沿って進めていけばそうなるのですが、指導に従わないから、
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即勧告・命令と進むのではなく、個々の事情もありますので、それを伺いながら実

際は助言・指導を何度も繰り返し、行い徐々に整理していこうと考えております。

どうしても受け入れていただけない場合については、このフローに従って勧告、命

令と進めていくことになります。 

 

委 員）公表するとありますが、どのような媒体でおこなうのですか。 

 

事務局）空き家適正管理条例の施行規則にも記載しておりますが、ホームページに記載す

ることを考えております。また敷地の前に標識の設置も行います。 

 

委 員）ホームページによる公表の効果はあるのだろうか。 

 

委 員）公表というのは効きすぎる場合もあって、公表されてしまうと後に引けない状態

になるでしょう。たとえば、ホームページなどの媒体はすぐに拡散する可能性があ

ります。最近は面白半分で拡散するケースもございますので、非常に慎重に扱うべ

きかと考えます。 

 

事務局）個別にみていって、今年いきなり公表を行う事例がでることはあまり想定してい

なませんが、この５月に通知を行って通知文が届いているにもかかわらず所有者が

何も対応しない、いわゆる通知無視については視野に含めるべきかもしれません。

所有者の方におかれましても、無視ではなく対応できない理由を連絡していただく

など何かしら反応があれば、執行部としても対処が考えられるのですが、一貫して

関係ないという態度をとられてしまうと対応に困ってしまいます。 

 

委 員）固定資産税の軽減特例措置についてですが、倒壊しそうな建物については固定資

産税の特例措置を外して更地並み課税にするなども検討することはできないのでし

ょうか。 

 

事務局）これについては、国の特措法でも意見がわかれているところと伺っています。以

前入手した情報では危険家屋を壊した場合数年間は軽減措置を持続させるという方

向で検討しているとのことです。国がそういった方向で動いている中、自治体が罰

則的な課税を行うというのは難しいと考えています。今後国の動向を伺うことにな

るかと思います。 

 

委 員）昨年、自治会を通して調査を行ったとのことですが、これの報告はあったのでし

ょうか。また、報告がなかった自治会への追跡調査は行うのですか。 
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事務局）結果については、昨年集計が終わった時点で鳥取市治連合会において説明を行っ

ています。どの地域が未提出だったとか、どの地域に空き家が多かといった地域を

比較するようなデータを公開することは好ましくないと判断し、鳥取市全体の空き

家軒数と危険空き家の軒数及びその種別を報告させていただきました。その際に、

必要であれば事務局に依頼していただければ個別に町内ごとの集計結果をお出しす

ることを伝えております。なお、追跡調査ですが、これに関しては調査自体を理解

していただけない自治会もあり、１００％の提出は難しいと考えております。しか

しながら本市の現状を知る意味でも今後余力があれば再度追跡していく考えである

とともに、数年おきにデータの更新として全域の再調査を行いと考えております。 

 

委 員）空き家問題については、広報活動も必要と思います。空き家問題はどうしても良

いイメージがわきにくいものと思いますが、逆に活用という面で空き家を活用した

らこれだけいいことがありますといった話も広く伝えられたら思います。脅しばか

りでなく魅力的な広報が必要ですね。 

 

事務局）そういう面では、空き家利活用ガイドブックはその第一歩かと思います。今はま

だ取り組みが始まったばかりのものが多いですが、今後補助等が活用されて事例が

紹介できるようになれば効果的かと考えております。 

 

委 員）以前、仕事で空き地に建築をする計画があり、となりに倒壊しそうな空き家があ

る事例がありました。土地販売者にその件を相談したら、鳥取市が何とかしてくれ

ると言っていると言われました。それを受けてしまうと、建築をしている私たちで

あれば「何とかしてくれる」という意味を理解できますが、一般市民は空き家で壊

れそうな家があると、行政が何とかしれくれるという行政頼みの意識がすごく高い

気がします。危険家屋を持っている方への措置はこうして条例で示されているので

すが、一般市民の方の意識も変えていく必要があると思います。行政頼みではいけ

ないとういことを気づかないと、いつか魔法のようにこの問題が解決するのではな

いかと勘違いされていくおそれがあります。近所の方も本来は持主に直接言うべき

ものを言わなくなったりとか、その矛先を役所にむけたりすることも考えらえられ

ます。一般市民への認識に対する広報と所有者に対する広報この両方に力を入れな

くてはならないと思います。 

 

事務局）まったくその通りです。こうやっていろいろな自治体が条例を作って対策を進め

ていくと、市民の方は行政に言えば解体してもらえるだろうと思い込んでしまって

います。また特殊な事情で代執行をした自治体があると、それを事例に簡単に代執
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行をしろと言ってくるケースもあります。空き家の問題を解決するのはあくまで所

有者であるということを理解していただく意味で、条例施行の際には自治連合会や、

地域審議会で説明にまわりましたが、いまひとつ浸透していないなと頭を悩ませて

いるところです。 

 

事務局）一方でこの協議会で、空き家の所有者・相続者が生活に困っていて対応できない

という場合に、罰則や公表を適応されないという状況を理解していただく機会とし

てこの協議会を期待している市民の方、議員の方もおられます。空き家の所有者が

前向き方向に努力しているなかで、どうしても事情を伺うと対応できないとう方を

追い詰めるものではないということも理解していただく必要もあるかと考えていま

す。 

 

委 員）しかしながら、このような老朽して崩れかけている空き家など良好な景観を損ね

るものに関しては、公共のお金を投じてもいいのではないかと考えます。景観は周

りに住んでいる人のものでもあるのだから、そういう面では、公のお金を投じても

いいのではないでしょうか。 

 

事務局）これまでの対策はどうしても指導として一方的に所有者を説得してきた面がある

のですけれども、４月からは条例が施行され、ようやく支援事業として空き家の除

却補助ができるようになりました。そこをうまく利用してもらって解体に踏み切っ

てもらえればと思っています。今年はまだ３件と少ないですが、徐々に軒数を増や

せられたらと考えています。 

 

委 員）やはり、行きつく先は相続問題かと思います。そこが解決しない限り前に進まな

いものが出てくると思います。 

 

事務局）そうですね、我々としても法律に疎い部分もあり、所有者の込み入った相談とな

ると市が行っている暮らしの１１０番を紹介してはいるものの、なかなか解決に至

らないところがあります。今後は協議会を通してその辺も整理できればと思います

のでよろしくお願いします。 

 

４ 閉 会 

事務局）それでは、以上で第１回空き家等対策協議会を閉会とさせていただきます。長時

間ご苦労様でした。（１１時３０分 閉会） 

 

 


