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平成 27 年度 第 5回鳥取市空き家等対策協議会 議事録 

 

 

日時：平成 27 年 12 月 22 日（火）10：00～11：30 

場所：鳥取市役所駅南庁舎 B-2 会議室（地下） 

 

協議委員 森祥平委員（法律部門）、来田裕子委員（建築部門）、杉本美智子委員（不動産

部門）、倉持裕彌（文化部門）村山洋一委員（民間団体）、芦澤喜武委員（景観

審議会）、高木章子委員（公募） 

事 務 局 鳥取市都市整備部 建築指導課 西尾芳昌課長、太田忠孝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 題 

1）鳥取市空き家等対策協議会条例の改正について 

2）鳥取市空き家等除却事業アンケートの実施について 

3）その他 

4 閉 会 

 

 

■議事内容 

1 開 会 

事務局） 時間となりましたので、始めさせていただきます。年末でお忙しいところお集

まりいただきました。ありがとうございます。 

前回の協議会では 2 題の議題について協議していただきました。まず 1 点目につ

いては危険空き家の除却助成対象物件について。次に鳥取市の空き家適正管理に関

する条例の見直しについてご審議いただきました。大変ありがとうございました。

その後の状況でございますが、除却費の助成については、対象となった 1 件が今年

度はできないと辞退されましたので 11番目に決まっておりました者に助成している

という状況となっております。それで、今のところ 7 件の着手届がでており解体が

実施されております。 

条例の方ですが、今議会に提出しておりましたけれども、昨日採決されました。

ですので、来年 1 月 1 日から施行となります。今後もこの条例に基づいて管理して
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いただくように指導等を行なっていこうと考えております。また、協議会委員の皆

様にもご指導ご意見等をお伺いしていくことになると思いますので、今後ともよろ

しくお願いします。それでは議事に入りたいと思います。 

それでは、協議会の成立についてですけれども、7名の出席をいただいております。

半数以上の出席により協議会が成立するということになっておりますので、当協議

会は成立することを報告します。それでは、議事日程に従いまして会議を進めさせ

ていただきます。本日の議題は協議会条例の改正について。それから、前回皆様か

らご意見いただきました解体費助成対象者等に対するアンケートについての 2 件に

ついて、ご協議いただきたいと思っております。それでは会長よろしくお願いしま

す。 

 

 

2 あいさつ 

会 長） はい。ありがとうございます。それでは議事に移りたいと思いますけれども、

本日の議題は個人情報に該当する不開示情報を含んでおりませんので、空き家等対

策協議会条例の規定により協議会を公開とします。そういたしますと、まず議題 1

について協議に入りたいと思います。条例の改正について事務局より説明をお願い

します。 

 

 

3 議 題 

1） 鳥取市空き家等対策協議会条例の改正について 

事務局） はい、事前にお送りしました資料の 1 ページでございます。空き家法とござい

ますけれども、これは特措法の略称でありますが、空き家法に伴う鳥取市の空き家

対策協議会条例の改正ということでお話しさせていただきたいと思います。背景の

方を少し読ませていただきます。空き家に関する相談が急増する中で、本市は空き

家等の適正管理条例というものを平成 26 年 4 月 1日に施行しまして、それと同時に

鳥取市空き家等対策協議会条例を施行したところであります。やはり個人財産であ

る空き家に対して行政が命令や助成等を行う場合というのは、やはり行政だけでの

判断ではなくて第三者機関を交えて審議するべきではないか、もう少し丁寧に個人

財産というのを扱っていくべきではないかということで空き家対策協議会を設置し

て、その内容を審議して措置を講ずることとしております。本市の場合、これまで

条例に従って命令を行なった事案というのはございませんけれども、空き家施策に

関する議論をはじめ、皆様には空き家の除却補助物件の審議等をはかってきたとこ

ろであります。 

平成 27 年 5 月 26 日に国の特別措置法が施行されまして、その法律の中には法第 7

条において、市町村は空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を

行なうための協議会を組織することができるという定めができました。空き家等対
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策計画というのはどんなものかですが、市町村が今後空き家対策をどのように行っ

ていくのかという方針を計画に定めていくもので、法第 6条に規定されております。

本市も空き家対策の基本的な方針と計画を定めていこうと考えておりますので、こ

のたび空き家対策計画の策定を念頭に既存の空き家対策協議会を法定協議会にさせ

ていただきまして、計画の方を皆様とともに協議をしていけたらなと思っていると

ころです。 

この空き家対策協議会の現状の条例の構成員を法律の方に準拠させるとともに既

存の条例の整理及び内容の見直しをしたいと考えているところです。改正のポイン

トとしましては、まず全国的な動きについて話をさせていただきますけれども、既

に協議会を設置している他都市もございますけれども、法律に基づいた協議会とい

うのはまだないと思われます。鳥取市と同じように独自の協議会というところであ

ったりだとか、今後設置していこうと検討をしているところが多いと思われます。

法律に規定される対策計画を作成しやはり公表している自治体というのは現在のと

ころなく、どこの自治体も本市と同様に準備段階の状況にあるようです。しかしな

がら、本市の場合、このように既に協議会がある他、空き家の実態調査や空き家デ

ータベース等、国が作りなさいと言っているものについては既に作成ができており

ます。空き家等対策計画の策定に向けた基礎準備はできている状態です。なので、

空き家対策計画を作るために、既存の協議会の方の改正を行なって、計画に向けた

協議の方を行ないたいと。空き家対策の促進につなげたいなと考えております。 

本日は 2 ページ以降に書いてあることですけれども、このことについて協議して

いただけたらと思います。大きな変更点としましては、2ページ目の表を見ていただ

きますと網掛け部分が新しく変わったところであります。細かいところにつきまし

ては 3ページ目以降に書いてありますけれども、ざっとお話させていただきますと 3

ページ目、事務の関係ですけれども、まず緊急安全措置についてはやはり即時対応

を要することから以前は協議会にはかってから行うべきではないかとしておりまし

たが、事後報告の方が運用しやすいと考えたところです。大きな費用をかけるよう

な緊急安全措置というものがこれまでなかったので、皆様の方に協議はしておりま

せんでしたけれども、今後はもしそういうことがあった場合においては、即時対応

の観点からやはりすぐに対応しなければならないと思っております。なので、事後

報告という形をとらせていただきたいと思います。もちろん代執行のようなものに

なれば、事前に皆様におはかりすることになります。 

その他に 2 ページ目の表にありますが、対策計画の策定及び変更並びに実施に係

る事項と。これまで空き家施策の検討というのがございましたので、その施策の検

討の延長線上にあるものということで、こちらの方に含めたところであります。あ

と勧告に関する事項。やはり固定資産税の住宅特例の解除が入ってきますので、前

回の空き家管理条例にも盛り込みましたように、これに関する協議の方も皆様より

意見を聴取していこうと。あとは代執行に関する事項につきましても、さきほどお

話しましたけれども、やはりこちらについても協議していかないといけないと。次

に、以前の協議会でもお話をさせていただきましたけれども、市長をこの協議会の

メンバーに入っていただくということになっております。あとは法律の構成員をも

とにしていこうかと思っております。その他に、以前ご要望がありましたように鳥
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取市景観形成審議会のこれまでは会長の出席をお願いしておりましたけれども、改

正後は景観形成審議会の委員の出席とさせていただこうかと思っております。 

大きな協議会の審議事項としては、3ページ目の下の図を見ていただきますとわか

りますように、下の白抜きの方が協議会に関することでございますが、寄附の受け

入れであったりこれまでどおり除却補助の審議であったり。次に勧告前の意見聴取、

命令前の意見聴取、公表前の意見聴取、あとは法律に基づく過料の審議であったり、

代執行の審議がございます。このような格好で改正をしていきたいと考えておりま

す。以上となります。 

 

会 長） はい、ありがとうございました。この改正について、ただいま説明をいただき

ましたが、ご意見ご指摘等がありましたらよろしくお願いします。 

 

（中略） 

 

会 長） 他にいかがですか。では、私の方から。これは国の法律で自治体がこれを受け

てこうするということなのであまり議論する余地はないのかなと思うのですが、具

体的にはこれが動き始めると、次からこの委員会に市長が座っているという変化が

あるということでしょうか。 

 

事務局） この条例を議会にかけるのは 3 月議会になるので、実際に施行するのは 4 月 1

日以降になります。なので、市長が入って協議というのは 4 月以降となります。あ

とは、組織について 3 ページの 2 番になるのですが、法律の方では市町村長の他、

地域住民、市議会議員、法務、不動産、建築、福祉、文化に関する学識経験者その

他市町村長が必要と認めるものをもって構成するとありまして、市町村長は必須で

あってそれ以降については市町村の実情にあわせて選んでくださいというのが国の

考えのようですので、市町村長は必須と。他のメンバーにつきましては今のところ

大きく変更は考えておりません。すでに法務、不動産、建築、文化の有識者に参加

いただいているところであり、やはり鳥取市としては景観審議会がございます。特

措法にも特定空家等の基準に景観がございます。なので、景観審議会から委員の方

に来ていただく。民間団体として地域住民の声ということから自治連合会より。ま

た、市の方針で協議会には公募の委員を入れるということにもなっております。 

皆様の空き家対策協議会の任期がこの 3月いっぱいで 2年が経ちます。なので、4

月 1日以降に所属先に再度依頼をさせていただきますが、4月 1日以降に市長を含め

た新しい協議会になります。 

 

委 員） だけど、実際にこれを運用し始めたら大変だと思うよ。簡単な組織ではない。

市長も出られるかもしれないけれども、メンバーも相当考えないといけないだろう
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し、空き家対策の計画を作るとなると、そういうレベルのメンバーがいないとでき

ないだろう。今、都市計画のマスタープランの見直しに私も出ているのだけれども、

国の方から前部長が出てきている。私は黙ってみているのだけれども、なかなかそ

れは簡単にはいかない。同じこと。総合的な知見がなければできないのだから建築

指導課だけではできないと思う。 

 

事務局） 当然そのように考えております。というのもこの空き家対策計画はどのような

ものかというのは、法文の規定を満たせば空き家対策計画ということになるのでし

ょうが、おっしゃるようにマスタープランやコンパクトシティの問題も含め、この

対策計画とリンクさせなければならないと考えておりますので、草々案のようなも

のを建築指導課が考えて、関係各課の方に照会をしていこうかと。例えばおっしゃ

るようにマスタープランについてとか、あとは移住定住にも空き家を活用している

ので、そういうところともリンクしながら大まかなものを作って皆様の方にはかっ

て、こうじゃないああじゃないと意見をいただいて、また関係課に戻して庁内で検

討して再度意見をいただくという繰り返しが何度か必要ではないかと思っておりま

す。確かにおっしゃるように大がかりなものと思います。とはいえ、いきなりボリ

ュームのあるきっちりしたものを作らなくても何度か見直しをして変更をすること

も国の方は推奨しておりますので、そういう方向でいこうと考えております。 

 

委 員） あと私が思うに気を付けないといけないことは、都市計画のマスタープランに

せよなんにせよその計画を作るときにコンサルを入れてしまうこと。コンサルに全

部任せてしまって、表面上はいかにも役所の人が考えましたというものになってい

るが、実は全部コンサルにやらして、出てくるまで検討に加わらない。市民と議論

したもので形成されている計画ではない。ほとんどが。だから困ったなと。 

 

事務局） 確かにこの対策計画についても営業がたくさん来られます。空き家の実態調査

に加えて策定を支援しますというのが多いのですが。金額もかなり高額なのですが、

金額はさておき。おっしゃるようにそういうところに頼ってばかりもいけないのか

と思いますね。正直悩んでいるところではあります。 

 

委 員） なんで私がそういうことをいうかというと、そうなると全国一緒のものができ

てしまう。コンサルがやっているからどこも同じ計画になってしまう。県も市もよ

く似たものがある。 

 

事務局） なるべくオリジナルなものになるようにしたいと、鳥取市の実情に合ったもの

にしたいと考えているところではあります。もちろんこれはパブリックコメントに
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かけたりして、市民の意見を広く取り入れていこうと考えているところです。 

 

委 員） せっかく国の方は、法律を作ったが規制しているわけじゃない。地方で好きな

ようにやらせて、法的効力と実効性を地方に持たせている。それが全国同じような

ことになってしまうのは。なので、なかなか大変だなと。 

 

会 長） そうですね。少し話がずれてしまうのですけれども、今おっしゃる空き家対策

の難しさ。地域性をはらんだときのややこしさというのが出てくるのですけれども、

中心市街地の話をしていても中山間地域の話をしていても同じなのですが、いわゆ

る都市マス的なやつがすごくしっかりとしたものが作られていると他がとってもや

りやすいのですよ。マスターに常に乗ればいんですから。ところが、都市のマスタ

ーがあまりはっきりとしたものを言わない傾向があって、中山間地域も良くしよう

中心市街地も良くしよう。そして人口は減るから今後はコンパクトシティだとなっ

てしまうと、さて同じようなものが異なる地域で出てきたときになにを基準に考え

ていこうかと。どうしても立ち止まってしまう傾向にあるのですよね。それが、地

域に色付けする難しさではあると思うのですが、たぶん人口が減っていくだとか、

そういうようなことをこれから考えていかなきゃいけないとなると、なにかどこか

でそういうことをやっていく必要があるだろうと。 

ただ幸いなことにこの、幸いと言っていいかわかりませんけれども、少なくとも

空き家を議論する場で、そうする都市の地域の色分けを議論するよりは、それはど

ちらかというと都市マス的なところである程度方向を出していただいておくべき必

要があろうかと思います。ここでそのような話をしてしまうとたぶん散らかってし

まって、いろんなところの施策が好き放題な方向を向いてしまいますので、それは

避けたいなと。というような意見もぜひ都市マスの方にも持って行っていただけた

らなと思いますけれども。他いかがでしょうか、この件について。 

 

委 員） たぶんね、鳥取市は来年いっぱいぐらいかかるのではないかな。都市マスがで

きるのは。今まさに議論しているところだから。その中ではこういう人口減少の問

題だとかいろんなものが出るからね。 

 

会 長） はい。いかがでしょうかこの改正案についてですけれども。4月から引き続きな

られる方は若干大変なのかなと思いますが、よろしくお願いしたいなと思います。

特にないようであれば。 

 

（中略） 
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会 長） はい。では議題の 2番目に。説明をお願いします。 

 

 

2） 鳥取市空き家等除却事業アンケートの実施について 

事務局） はい。こちらのアンケートにつきましては、最初に課長よりあいさつで話があ

りましたように、前回の空き家対策協議会で空き家の除却事業についてご意見をい

ただいたところでして、それに基づいてこれを実施していこうかと検討していると

ころです。背景の方から見ていきますと、この空き家対策の中で平成 26 年より鳥取

市空き家等の適正管理に関する条例に基づき、空き家の所有者等に行政指導した空

き家の除却補助を開始したところです。倒壊等の危険のある空き家の除却を促進す

るとともに地域の安心安全を早期に確保することが目的ということで、空き家の解

体補助を始めたところです。本市が把握してきた危険空き家というのは 191 件あり

ます。実態調査でわかったものが 184 件だったのですが、その後、未把握のものも

あり新規に 7 件追加したところであります。このうち指導等により自主的に解体、

修繕されたものや補助により解体したものが合計 49 件ありまして、今年さらに 10

件の除却補助をしますので計 59 件、約 60 件近くが解体等されるところであります。

よって、残りは 60 件を引いた 130 件が指導対象となっていくと思うところですが、

この危険空き家の所有者に対して条例に基づいて適正管理に関する指導をしていく

中で、指導だけではなく行政支援として除却補助の案内を送っていたところであり

ます。平成 26 年は 3 件分の補助枠に対して 17 件の応募があったところでして、平

成 27 年は 10 件の枠に増やして募集したところ、18 件の応募がありました。本市の

場合、例年の指導対象の 1 割程度が応募してくるのかと推測されるところですが、

この状況を鑑みて本市は空き家対策の早期解決並びに効果促進を目指すため、この

空き家除却事業の見直しというのはある程度していかないといけないと思っており

ます。やはり前回皆様にいただいた意見が課題となってくるのかと。 

それ以降に第 4 回の空き家対策協議会にて云々と書いているのですけれども、や

はり個人の所有物に対する税金投入についてご意見をいただいたところであり、ま

た補助金活用者の意見聴取もした方がいいのではないかというご提案をいただいた

ところであります。なので、この補助を見直す基礎資料としまして、補助活用者の

意見聴取をするとともに今後のこの事業を活用してみたいと思う方の意見を聴いて、

事業の見直しをはかっていこうと考えております。 

アンケートの対象者について書いておりますが、状況としましては 191 件の所有

者がアンケートの対象者となると。そのうち自主解体をした方を除き、既に除却補

助を活用した方、並びに補助申請をしたけど落選してしまった方にもアンケートを

していこうと。残りの空き家の所有者についても、補助の申請はしていないけれど

も指導文書は受け取っている方に対してもアンケートを行いまして、100 件程度アン
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ケートをしていけばデータとしては十分と考えております。これまでの指導文書に

対する所有者の反応が 50％程度なので 5割程度の回答を見込んでいるところです。5

ページになりますがアンケートの実施時期につきましては、今年度の補助事業もあ

りますので今年度の補助事業が終わってからの意見聴取としたいので、4月以降にな

るのかと。ただ 4 月には危険空き家の一斉指導もありますので、その準備によって

アンケートの実施は多少前後してくると思いますが、新年度に行っていく予定です。

アンケート結果については、ある程度まとめてアンケート回答者にも情報提供して

いこうと思っております。 

これからが皆様にもご意見をいただきたいところですが、アンケートの構成につ

いてです。これまで調査等を行なってきた感じから設問等をたくさん作ると回答し

てくれない方が多くなってしまうところがありますので、なるべく設問数を減らし

て必要最小限にしたいと考えています。また、指導物件の解決につながるアンケー

トになると思いますので、アンケート用紙には所有者の名前を事前に記載して、内

容を特定できるようにしようと考えております。アンケート構成ということで 5 ペ

ージに 1 から 5 まで書いております。まずは補助の周知状況はどうなのか、そもそ

も知っているのか。どういう手段が効果的な広報なのかというのが、今後の対策の

ためにも必要と思い 1 番目に聞いてみようと。補助に対する意見として 2 番にある

のですけれども、そもそもこの事業は一般の人にわかりやすいのかと思うところが

ありまして、手続きに関する円滑化も見直していきたいと思っております。3番とし

ては補助に対する要望不満等でどういうものがあるのか。補助金額や補助率につい

てであったり、また今条件としている敷地内の建物の全撤去であったり、市税滞納

であったり。また、協議会にはかって優先順位を付けていることについてもどう思

っておられるのか、その他に件数枠についてであったりを聞いてみようかと思って

おります。4番に解体に関する意識について。そもそも自主解体について所有者はど

う考えているのかと思うところがあるので聞いてみたいなと。あとは解体を行なわ

ない理由、行えない理由ですね。他の支援が必要なのかと思っているところであり

ます。家屋処分に関する要望だとかについても、解体ばかりではなく他に解決方法

はあるのか。寄附についても規定しておりますが、今のところ案件がありませんの

でそれについても聞いてみようかというところです。あとは補助活用者に対する意

見の収集についてですが、補助を使ってよかったであるとか、補助の必要性につい

てなど補助の効果というものを聞いてみようかというところであります。それが今

後の補助利用に対するアピールになったらいいのかと。あとは跡地活用ですね。補

助利用をした 3 件について跡地の活用というのははかられていないので、どういう

お考えなのかというのも聞きたいところです。 

6 ページになりますが、アンケート結果により見込まれる方向性ということで書い

ておりますが、アンケートをとって事業の周知不足であったりだとか事業の明確化、
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手続きの改善などがはかれるのかと。あとは補助の申請促進に向けた見直しがはか

れるのかと。効果的なツールにしていくためにもアンケート結果から検討していか

ないといけないと思っております。次に補助内容に関する意見収集をするというこ

とで所有者が対応可能な補助金額や補助率が明確になってくるのかと。なにが原因

で補助を活用しないのかという理由が明らかとなってくると。具体的な個別対応方

法の検討や新たな支援というものも検討する必要があるのではないか、その検討材

料になるのかと考えております。さらに、解体に対する意識を調査することで自主

解体の意識の有無や解体を行なえない理由とかを把握することで、今後の対策にも

なってくるのかと思っております。補助活用者については、これとは別に補助活用

に関する意見聴取をして、これによって補助の必要性の実態や効果を把握すること

ができるのかと。今後の補助活用者への提案であったり、意識啓発に使ったりする

ことができるのかと思っております。例えであげましたが、この 4 点になるかと思

いますが他にも効果はあるのかと思っております。ただですね、このアンケートと

いうのが危険空き家の所有者に対して送るものですので、得られる回答というのは

ある程度は予想されてしまうのかと。もっと補助金が必要だとか、補助率を上げて

くれだとか、件数を増やしてくれなどという方向になるのではないかと心配してい

るところです。なので、一般市民を対象とすることも必要かと思ったりもするので

すが、そうなると今度は回答の整理がつかなくなるのかと。どうするべきかと思っ

ているところですが、補助内容の見直しという観点からひとまずは危険空き家の所

有者への実施としようと思います。6ページの下部以降は、こんな設問が考えられる

のかと思って仮に作ってみたところです。もちろんこの表で実施するわけではござ

いませんし、皆様の意見をどんどん入れていきたいと思っておりますので、是非と

もご意見をいただきたいと思います。 

 

会 長） はい。ありがとうございます。皆様、ご意見等お願いします。 

 

（中略） 

 

委 員） もとになっている空き家のデータは、何年か前のものでしょ。 

 

事務局） 平成 25 年の調査です。3 月に依頼して、その後データを基に現地を職員が確認

に行きました。 

 

委 員） 自治連に頼んで聞いたものでしょ。そのときの記憶があって、実際に調査に出

たことを覚えているのだけれども、いい加減に報告したというのが印象。なにがど

うなのかよくわからなかった。やっとけやっとけということで報告したようなもの。
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基礎データとなる大事な部分なのだから、きちっと自治連の会長たちに説明して行

わないと。もっとわかりやすくやらないと。これをもう一度やらないといけないと

私は思う。 

 

事務局） あのころはまだ空き家問題というものが地域であまり注目されていませんでし

たからね。 

 

委 員） 認識がね。ただ空いている家をということで報告したからね。法律等もできた

ことだし再調査は必要かもしれない。 

 

事務局） そうですね。地域の負担を考えると 3 年か 5 年のペースで更新するべきかと思

っておりますが。法律もできましたし、そのときは具体的な基準をお示しできるの

かと思います。といはいえ、前回のデータもいただいた報告をもとに現地を職員が

見て空き家かどうか、危険な空き家かどうかを判断しているので数値というのはあ

る程度信頼できるのかと。ただ、おっしゃられるように普通の空き家というのは住

んでいるか、住んでいないかというのは地元がよくご存じだと思いますので、空き

家である期間や管理の頻度等の基準ができましたので、これにつきましては確かに

今後戸数としては大きく変わってくるのかと。その部分については押さえておきた

いなと思っております。 

 

委 員） 今度調査をするときはね、自治会だけじゃなく公民館もタッグさせて。公民館

も行政の一つの組織なわけだから。 

 

事務局） そうですね。あのときはアンケートの受取場所として公民館に協力をしていた

だいたところですが。 

 

委 員） 不完全とはいっても今データベースというものはあるのですよね。 

 

事務局） あります。 

 

委 員） あとは更新する作業ですよね。新たなものを加えてとか。 

 

委 員） 鳥取の場合は中心市街地であっても高齢世帯が多いじゃないですか。となると 1

年で 2 件あそことあそこは施設に入ったよとか、空き家になったよとか。けっこう

な速度で空き家ができて。危険空き家になる前の空き家ですね。放置していけば危

険空き家に移行していきそうな状況のもの。案外スピードが速くなっていると思い
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ますね。 

 

委 員） 早いところでは 2，3年でどたどたっと空き家になる。商店街でも。 

 

委 員） おそらく、高齢化していく初期症状。例えば駅南側で多いとか。そういうもの

をうまく捕まえていく。行政相談とかでもありそうですけどもね。行政相談で聞い

た内容と上手くリンクさせるのもありかなと。 

 

委 員） アンケートに関していいでしょうか。送られる際に、なぜあなたにこのアンケ

ートが行ったのかという説明文は入るのでしょうか。 

 

事務局） そうですね。もちろん指導対象になっていることに加えて。 

 

委 員） 事業をしているとよくアンケートが来るのですが。消費税とか。なんでうちに

来たのかなと。わからないと答えたくないというか。どうしてここに来たのかとい

うのがあるので、そういうのをお願いしたいなと。あと、アンケートを読みながら

解体の情報とかを知ることができるようになにかその補助金のパンフレットのよう

ものを入れておくとか。相談会があるとかいう実施要項を入れておくとか。なにか

そのようなものを入れておくとそこからちょっと解体してみようかという結びつき

ができるといいかなと。専門学校で講師をしていたことがあるのですけれども、入

学したい子どもたちにアンケートを書かせるのですけれども、設問にこの専門学校

がいかにいいところだというのが書いてあって。読むと入学したいなと思うアンケ

ート内容だったのですけれども。アンケートとひっかけて学校の PR を書いてしまう

というのをやっておりましたので、そのアンケートをみながら解体をするといいよ

という情報だとか意識に結び付くようなものをチラリといれておかれるといいのか

なと思いました。 

 

委 員） 少し誘導させるような。 

 

委 員） そうですね。補助金があるのを知っていましたかと聞くのは知らなかった人は

どんなんだったのだろうかと思われるので、前年度はこうでしたというチラシなど

が入っているとありがたいなと。 

 

事務局） なるほど、ありがとうございます。 

 

委 員） 補助金行政というのは、私は好きじゃないのだけれども。市民の自主性を削ぐ
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麻薬のようなものだから。できるだけ避けないといけないと私は思っているのだけ

れども。こういうアンケートの中でね、やっぱり前向きにさせるような気が出るよ

うな内容にしたらいい。解体をすることに前向きもないのだろうけれども。例えば

中に住宅解体ローンを作ることに関してどう思いますかというような。具体的な方

向性を出していく。建築についても解体に関する技術の開発をしていかなければい

けない。材質も。解体についての技術も考えないといけない。役所もね。なんかそ

ういう前向きなものを中に入れてもいいのかなと。なにか意見はないかと所有者に

聞いてもたぶん出てこない。こっちがとんでもない提案をして、それに対して意見

をもらう方がいいのかもしれない。 

 

（中略） 

 

委 員） ちょっといいでしょうか。4-2 の質問が私は一番やはりこのアンケートで聞き甲

斐があるのではないかなと。なぜ空き家を放置しているのですかという。これをも

う少し充実させてやればいいのかなと。私の予想では当事者意識がなかったからと

いう。たぶんそういうところなのじゃないかなと思うのですが。当事者意識がない

ということの裏を返せば、相続問題で皆が相続しているから私のものではないと。

もう少しこの回答を予想して充実をはかれば、例えば相続問題では相続で弁護士に

相談しましたかとか、金銭問題であれば不動産で売却の見込みがあるので解体でき

ていましたとか、そっちの方向で政策がつながっていくのではないかなと思います

が。 

 

委 員） 市の方でこういった相談は受け付けていますか。 

 

事務局） 活用以外は建築指導課の方で受け付けています。具体的な手続きになっていく

と司法書士など専門家に相談するように促しますが、考え方などの説明はしており

ます。 

 

委 員） 私がさっき言っていた今裁判所でやっている件は、解体できない理由というの

は本当に些細な問題で。親族内での金銭の支払い方でもめていたりだとか。ただこ

ういうアンケートを通じてそういうものが明らかとなるのも解決策につながるのか

なと。 

 

委 員） そういうことを書かせるように誘導しないといけない。 

 

委 員） 最終的にはインタビューしないといけないかもしれませんね。なかなかこうい
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うアンケートでそういう問題が出てくるという期待はできないかなと。 

 

委 員） よろしいですか。これアンケートの回答を 5 割程度見込んでいると書いていま

すけれども、私は帰ってこないじゃないかなと。このアンケートを一生懸命書いて、

書いた本人が得をするかと言ったら全然得がないというか。回収率を上げるために

は特典のようなものが必要なのではないでしょうか。行政に差し上げて特があるの

は行政の方で、気持ちが知れてよかったと。書く人が得をしないと書いてくださら

ないと思うので、もう少し発展させて、困っていることをちゃんと引き出したあと

にアンケートをご回答いただいた方には、空き家を解体するとか相談できる場所の

なにかミニパンフレットみたいなものを差し上げるとか、弁護士さんに相談される

のであれば法テラスはこちらですとか。解体業者はこちらとか。業者名を上げるこ

とはできないでしょうが、こういうところに相談くださいとか。不動産関係でした

ら宅建業協会さんだとか。なにか導きになるようなものをその方にあとでお礼とし

てお渡しするだとか。なにか書いたことで私もメリットがあるなと思ってくれると

送ってみようかと思うのですけれども。送ったきりでなにも返ってこないとなると、

若干面倒臭いなという感じになるので。こちらからすれば、施策とか方策をその方

に教えてあげられるというメリットがありますので、なにかそういうおまけのよう

なものを考えて差し上げると回答してもらえるのかなと思います。 

 

事務局） ありがとうございます。 

 

（中略） 

 

会 長） アンケートの話に戻ってもよろしいでしょうか。先ほどご意見もありましたが、

実際このアンケートは返ってくるのかという疑問があるのですが、やってみなけれ

ばわからないというのもあるのですけれども、提案というか記名式にしてはどうか

と思うのです。記名式にすればたいてい回収率はさらに下がりますけれども。 

 

事務局） 自ら書いていただくと。 

 

会 長） そうですね。自分で名前を書く。アンケートはたいてい無記名だから返してい

ただけるのでしょうけれども。これは、これはもともと無記名で行う予定ですか。 

 

事務局） いえ、こちらで名前を書いたものを送ろうかと。 

 

会 長） それであればいいかと。そうしたらたぶん 30 パーセントはいけばかなり御の字
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になるような気がします。 

 

委 員） あなたに特別に出していますよ、という風に思っていただけるわけだ。 

 

会 長） そうですね。どうしてこれをあなたに向けて出しているのかという理由が。若

干お願いベースでありながらも市にとってのある種必要な施策というか、近隣住民

のいろいろなことを考えて。問題といってはあれですけど、そういう対象になりつ

つあるという匂いもさせる必要もあるのかなと。こういうのに協力するのもある種

の義務的な部分もなくはないですよというところでやってみるのも手かなと思いま

すね。それで、反応が全然ないとなると今度は 1 件 1 件対象者にヒアリングするな

りそういう形で集めていかなければならない情報もあるので。どういうやり方がい

いのか、まず先にこれを試験的に運用してみて、どれぐらい集まるのかなというの

を見てみてもいいのかなと個人的には思います。 

 

事務局） ありがとうございます。 

 

委 員） いいでしょうか。危険空き家と認定された 191 件に対してということで、これ

は宛先というのはもう明確になっているのでしょうか。 

 

事務局） 4 ページに書いていますが、宛先不明なものが現在 41 件あります。これは相続

がわからなかったり固定資産税も対象外となっているものもあったりと。 

 

委 員） そこは送れない。 

 

事務局） 送れないですね。少しずつ調べてはいるところですが。なので、実際は 150 件

のうち 71 件に連絡ができる状態ですので。 

 

委 員） 固定資産税が未納のものが 41 件ということ。 

 

事務局） それはものによるのですけれども、課税が免税点以下になっているものがあっ

たりして、課税されていないものもあるのです。 

 

委 員） 土地も含めて免税点以下になっているものも。 

 

事務局） そうですね。一定規模以下のものはそうなる場合もあるそうです。あとは、相

続代表者が決まっていないもの。死亡者課税のままになっているものであるとか。 
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委 員） 危険空き家として認定している予備軍というのはあるのでしょうか。 

 

事務局） はい、ございます。 

 

（中略） 

 

委 員） 先ほどの会長の案についての意見なのですけれども、私も記名式の方が、効果

があると思っていて。無記名だと補助金を出してほしいそれ以上意見はないと無責

任な回答をされる可能性もあるので。 

 

委 員） ただ、190 件の中の 40 数件の宛先がわからないというものですし、結果補助に

より解体が終わっているものを充てると言っていますが、ターゲットは 100 もない

ということですか。 

 

事務局） 150 から 60 を引きますので、100 は切っている状態です。 

 

委 員） であればターゲットを決めて出すのですから。記名でいいじゃないですか。当

事者である意識を持ってもらうために、放置すればこうなりますよというきちんと

したアドバイスをしたうえでアンケートを答えてもらう方が、状況把握がしやすい

のかなと。 

 

委 員） 回収率を上げるために、皆さんが言われるように記名がいいかなと思うのです

が。国勢調査のときにドキッとしたのですが、出さないと町内の人がやってきてあ

わてたということがあったのですが。締め切りが書かれると思うので検討の余地は

あると思うのですが、回答のない場合はお宅にお伺いする又はお電話する場合もあ

りますとか。ちょっとそういうのを添えていただく方が。厳しすぎですか。 

 

事務局） 電話番号はわからないケースもあるので。 

 

委 員） わからないにしても一文書いておくというのは効果があるのかなと。 

 

事務局） そうですね。 

 

委 員） いや、返さないでしょうね。 
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委 員） まずは最大限の努力をしてみることかな。その結果で回収率が悪ければおっし

ゃるようにヒアリングをしないといけないかもしれないだろうし。一度やってみる

ことだ。 

 

事務局） そうですね。今回の目的は補助見直しに関する調査でありますが、一方で意識

調査であり、所有者の悩みを明確にして解決につなげる効果もあるものと考えてい

ますので。そういうことも書いて今回このような質問をさせていただきますとする

のがいいのかと。わかりました。 

 

委 員） デリケートな部分を含む問題なので、特定空家等に指定されているということ

について異議のあるかたもあるでしょうから。そこのとことはある程度配慮はしな

いといけないでしょうし。 

 

委 員） すごい感情的な反発があるでしょうね。 

 

委 員） それもあるでしょうね。 

 

委 員） なぜ行政にそこまで言われなきゃならないのかと。 

 

委 員） 中にはいらっしゃるので。 

 

委 員） 相続問題なんてまさにそういうものが溜まったような状態ですから。刺激する

ことは返って危険かもしれないですね。 

 

会 長） 他人事みたいで恐縮ですけど、そういう情報も含めて知る必要があると。 

 

委 員） そうでしょうね。 

 

会 長） これの実施はいつになるのでしょうか。 

 

事務局） 4 月以降になるかと。 

 

会 長） ということはこのアンケートが固まって発送する前に、もしよろしければ委員

の皆さんにメールでもいいので送っていただいてご意見なりを言ってもらうという

プロセスがいいのかなと。 
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事務局） 実は年度末にもう一度協議会を計画しておりますので。3月の中旬以降に、年間

の報告をさせていただきたいと思いますので。そのときに案をお示しします。 

 

会 長） わかりました。よろしくお願いします。 

 

委 員） そうすると、今アンケートというのは一般的なのか。こういうのは調査という

ものになるのではないだろうか。 

 

委 員） 本当はアンケートではないのでしょうね。 

 

委 員） アンケートというと、なんだか出さなくてもいいやとなるのかなと。調査なら

調査と。 

 

委 員） そういうものであっても、アンケートというオブラートに包んであげる方が受

け取った側も気が楽なのかなと。 

 

委 員） でも、記名式なのでしょ。 

 

委 員） 受け取り方なのでしょうけど、アンケートといったら軽いでしょうし調査とい

ったら答えなきゃいかんと。 

 

委 員） 答えてもらいたいのでしょ。なら調査と言えば。 

 

会 長） 一般的にはアンケートという言葉が、かなり曖昧なものとして使っていますけ

れども、通常、質問して調査といういい方をして記名か無記名かというのは、その

調査主体によって決まってくるものなので、一般的に質問者に対して記名とすると

ものすごいアレルギーがありますよね、皆さん。あれって別に無記名じゃないとい

けないと誰も決めたわけではないので。無記名で安易にやられてしまう例が多すぎ

て、わけがわからない状態になっている方がよっぽどなので。記名式にして中身が

しっかりしている方がいいので。いずれにしてもこのアンケートという名称を使わ

ない方が安全対策になるでしょうね。なんとかに関する調査とかという形で。記名

式でよろしくお願いしますというようにして。特にそれで違和感がないと思います

けどね。使った方が逆に違和感や変な誤解が生まれる可能性がありますし、ご指摘

のように使わない方がいいのかなと思います。 

 

事務局） ありがとうございます。 
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会 長） 他よろしいでしょうか。それではその他事項についてですけれども。その他で

なにかありますでしょうか。 

 

委 員） その他で。この委員会の任期はいつまでかな。 

 

事務局） 3 月 31 日までになります。 

 

委 員） もうすぐだな。 

 

委 員） 細かい話ですが、条例が施行されたらその場で解散ということでしょうか。旧

条例となって根拠条例がなくなるわけですから。1月 1日で。 

 

事務局） 管理条例は 1 月 1 日施行ですが、これとは別に協議会条例がありますので。そ

れは 4月 1日施行となります。 

その他事項については、事務局は特にございません。 

 

会 長） それでは本日はこれにて閉会とします。ありがとうございました。 

 

以上 


