
 

鳥取市空き家等対策協議会（第５回） 

 
日 時：平成２７年１２月２２日（火） 

１０：００～１１：３０      
場 所：市役所駅南庁舎 B-2 会議室（地下） 

 

 

 

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 

 



平成 27 年 12 月 11 日 
都市整備部建築指導課 

 

空家法に伴う鳥取市空き家等対策協議会条例の改正について 

 

背 景 

老朽危険空き家に関する相談が急増するなかで、本市は「鳥取市空き家等の適正管理に

関する条例」を平成 26 年 4 月 1 日に施行するとともに、「鳥取市空き家等対策協議会条例」

を制定し、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、第三者機関で

ある「鳥取市空き家等対策協議会」にてその内容を審議し、措置を講ずることとしており

ます。本市の場合、これまで命令に至った案件はございませんが、空き家施策に関する議

論をはじめ、空き家の除却補助物件の審議等を行なってまいりました。 

平成 27 年 5 月 26 日に国が「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「法」といい

ます）」を施行し、法第７条において「市町村は、空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」と定めました。「空家等対

策計画」とは法第６条に規定するもので、本市の空き家対策の基本的な方針とその計画を

定めるものです。 

 

本市の対応 

本市は法律に基づき「空家等対策計画」の策定を検討しているところですが、その前段

として法律に定める協議会を組織する必要があります。そこで、本市は従来の「鳥取市空

き家等対策協議会」を格上げし、空き家施策検討の延長として「空家等対策計画」の作成

に関する協議を行ないたいと考えています。 

これに伴い、鳥取市空き家等対策協議会条例の構成員を法律に準拠させるとともに、現

行条例の整理および内容の見直しをすることとします。 

 

改正のポイント 

既に協議会を設置している都市もございますが、法律に基づいた「協議会」ではござい

ません。なぜならば、法律に規定する「空家等対策計画」を作成し、公表した自治体は現

在のところなく、どの自治体も本市と同様に準備段階の状況にあるためです。しかしなが

ら、本市の場合、既存の協議会があるほか、空き家の実態調査や空き家データベースの整

備を既に行なっていることから、「空家等対策計画」策定に向けた基礎準備はできている状

態です。 

よって、次頁のとおり既存協議会の改正を行い、「空家等対策計画」の検討を開始し、本

市の空き家対策の促進につなげたいと考えております。協議会当日は、本件の内容を確認

していただくとともに、協議会条例改正に関するご意見をいただきたいと思います。 

 

 
【お問い合せ】 

鳥取市役所 都市整備部 建築指導課 
鳥取県鳥取市尚徳町 116 番地 
電 話：0857-20-3282（担当 岡垣） 



鳥取市空き家等対策協議会条例の改正骨子（案） 

 

現条例 新条例（案） 

１条 設置 １条 設置 

２条 所掌事務 ２条 所掌事務 

・空き家施策の検討 ・空家等施策の検討 

・緊急安全措置の実施 （削除）※即時対応を要すため 

・命令に関する事項 ・命令に関する事項 

・公表に関する事項 ・公表に関する事項 

・寄附の受入れに関する事項 ・寄附の受入れに関する事項 

・助成の実施に関する事項 ・助成の実施に関する事項 

・罰則の適用に関する事項 ・罰則の適用に関する事項 

 ・空家等対策計画の作成及び変更並びに 

実施に関する事項（新） 

 ・勧告に関する事項（新） 

 ・代執行に関する事項（新） 

３条 組織 ３条 組織 

・学識経験を有する者 ・市長のほか学識経験を有する者（変更） 

・鳥取市景観形成審議会長 ・鳥取市景観形成審議会委員（変更） 

・民間団体に属する者 ・民間団体に属する者 

・公募による者 ・公募による者 

４条 任期 ４条 任期 

５条 会長 ５条 会長 

６条 会議 ６条 会議 

７条 関係者の出席等 ７条 関係者の出席等 

８条 会議の公開等 ８条 会議の公開等 

９条 会議録 ９条 会議録 

１０条 庶務 １０条 庶務 

１１条 委任 １１条 委任 

 

  



鳥取市空き家等対策協議会条例の改正骨子（案）について 

 

１．所掌事務について（新条例第２条関係） 

法第６条に規定される「空家等対策計画」の策定については、本市における今後の空き

家対策及びその計画を作成するものであることから、既存の「空き家施策の検討」の延長

としてとらえ、協議会にはかりたいと考えています。事務局が草案を練り、それをもとに

協議会委員の皆様に議論していただく流れを予定しています。 

また、従来規定しておりました「緊急安全措置」については、即時対応を要することか

ら措置前に協議会にはかることはせず、事後報告としたいと考えております。なお、これ

に要した費用につきましては、「鳥取市空家等の適切な管理に関する条例（改正後）」に規

定している通り所有者等に請求するものとします。 

さらに、法第１４条第２項に規定する「勧告」を行う場合、「鳥取市空家等の適切な管理

に関する条例（改正後）」に基づき、事前に所有者等に対して意見聴取することとしており

ますので、これに関する事項について審議していただきます。加えて、法第１４条第９項

に規定する「代執行」、法第１６条に規定する「過料」を行う際には、事前に協議会の皆様

に意見をお伺いしたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

 

２．組織について（新条例第３条関係） 

法第７条に規定される「協議会」については、「市長村長のほか、地域住民、市町村の議

会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必

要と認める者をもって構成する。」とあり、市長を構成員とすることが必須です。法律にお

いて、構成員の人数や市長以外の職種については自治体の実情に合わせて選任することと

なっておりますので、本市の協議会構成員につきましては、現状と大きく変更する予定は

ございませんが、鳥取市景観形成審議会の会長を景観形成審議会の委員と改めます。 

 

３．協議会の主な協議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別案件に対する措置・支援に関する審議の他に、空家等施策の検討並びに空家等対策計画の作成等を行います。 
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平成 27 年 12 月 11 日 

都市整備部建築指導課 

 

鳥取市空き家等除却事業補助アンケートの実施について 

 

背 景 

本市は、平成 26 年 4 月 1 日に施行した「鳥取市空き家等の適正管理に関する条例」に基

づき、空き家所有者への行政支援として空き家の除却補助を開始しました。これは倒壊等

の危険性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

が目的です。 

現在、本市が把握している危険空き家は 191 件あり（平成 25 年空き家実態調査結果 184

件に新規 7 件を追加、ただし既に解体等した 49 件を含む）、当該危険空き家等の所有者に

対して建物の適正管理に関する指導（修繕又は危険箇所の撤去）を行なう際、早期解決に

向け「鳥取市空き家除却事業補助」の案内を行なってまいりました。平成 26 年は補助対象

件数を 3 件として募集※したところ、17 件の応募がありました。これに対し、平成 27 年は

補助対象件数を 10 件に増やし募集したところ 18 件の応募（うち 4 件が平成 26 年度にも応

募）があったことから、本市の場合、例年指導対象物件の 1 割程度が応募するものと推測

されます。この状況を鑑み、本市としては危険空き家問題の早期解決ならびに効果促進を

めざすため、本事業の見直しが課題となっております。 

第 4 回空き家対策協議会にて、本補助事業の在り方について個人所有物に対する税金の

投入に関する意見をいただき、また、本事業活用者の意見収集に関する提案をいただいた

ことから、本事業の見直しをするための基礎資料として、このたびのアンケート調査を実

施しようと考えております。 

※基本的に指導した危険空き家が補助対象となりますが、本市が把握していない危険空き

家が存在する可能性があるため、市報等にも掲載し広く周知するとともに啓発をはかっ

ております。 

 

アンケート対象者 

平成 26 年度および平成 27 年度の鳥取市空き家等除却事業申込者のうち、補助対象建築

物（不良度判定において 100 点以上となったもの）となった空き家所有者（当選者、落選

者を含む）25 件（平成 26 年度は 17 件中 13 件、平成 27 年度は 18 件中 12 件（辞退者 2

名および平成 26 年度申請者 4 名を除く）が対象）ならびに、文書指導を行なった危険空き

家所有者より 75件（自主改善者を含め、通知に対する反応の有無にかかわらず無作為抽出）

を抽出し、計 100 件を対象に実施することを考えています。 

指導文書に対する所有者の反応（指導物件 191 件のうち所有者不明物件 41 件を除いた

150 件中、71 件が指導文書に対して連絡あり）が 47％であることから 5 割程度の回答を見

込んでおります。 



アンケート実施時期について 

平成 27 年度の補助活用者の意見も収集することから、事業完了締切である 3月末以降と

なります。よって、実施は早くても平成 28 年 4 月下旬を予定しております。4月には危険

空き家の一斉指導も行いますのでその準備等によりアンケート実施は多少前後する可能性

があります。なお、アンケート結果についてはアンケート回答者へ情報提供する予定です。 

 

アンケート構成について 

これまでの空き家調査等より、アンケートについては内容を簡素なものとして実施する

ことが回答率の向上につながると考えております。よって、なるべく設問数を減らし今後

の対策に必要最小限の質問としたいと考えております。なお、個別物件に対する解決の手

掛かりを得ることが期待されますので、あらかじめ名前を記載したものを送付する予定で

す。よって、空き家所有者の補助事業申請状況はお伺いしません。 

アンケートの構成案は以下のとおりです。また、次頁以降に事務局の設問案を記載して

おりますが、さらに設けるべきものや修正等ございましたら、協議会当日ご意見お願いし

ます。 

 

【アンケート構成】 

１．空き家除却補助事業の周知状況 

・除却補助事業の周知状況の把握 

・対策促進のための効果的な広報の把握 

２．補助事業に対する意見 

・補助事業に関する意見収集（事業のわかりやすさ） 

・手続きに関する意見収集（手続きの円滑化） 

３．補助内容に対する要望、不満 

・補助金額に対する意見収集（補助金額、補助率について） 

・補助条件に対する意見収集（敷地内全撤去、市税滞納の確認、優先順位について） 

・補助件数に対する意見収集 

４．解体に対する意識 

・自主解体に対する意識確認（補助の必要性） 

・解体を行わない理由の把握（他の支援の必要性を把握） 

・家屋処分に関する要望把握（他の支援の必要性を把握） 

５．補助活用者に対する意見 

・補助活用者の意見収集（補助の必要性、活用効果） 

・補助活用者の跡地活用に関する意識 



アンケート結果より見込まれる方向性 

前述のアンケート構成から、まず事業の周知不足、事業の明確化、手続きの改善等、補

助事の申請促進（導入部分の改善）に向けた見直しがはかれます。また、事業告知をする

ための効果的なツールを絞ることも期待されます。 

次に補助内容に関する意見収集より、所有者が対応可能な補助金額や補助率が明確とな

るばかりでなく、何が原因で補助を活用しないのかといった理由が明らかとなり、具体的

な個別対応方法の検討や新たな支援の必要性を検討する材料にもなります。さらに解体に

対する意識を調査することで、自主解体意識の有無や解体を行わない（行えない）理由を

把握することができ、今後の補助見通しと補助以外での解決方法等を検討することができ

ます。 

補助活用者については、これらとは別に補助活用に関する意見を収集します。これによ

り、補助の必要性の実態や効果を把握することができ、今後の補助活用者への提案や意識

啓発に利用することができます。 

 

例えば・・・ 

・補助金額を絞って補助件数を増やす（又は補助金額を増やして補助件数を絞る） 

・条件の緩和（又は強化） 

・具体的な解決方法（新たな支援方法）の検討及び提示 

・補助のあり方の見直し など 

 

しかしながら、本アンケートは危険空き家所有者に対して実施することから、得られる

回答はある程度予想されることが懸念されます。したがって、一般市民も対象とすること

が望まれるかもしれませんが、回答の整理がつかなくなるおそれがあるため、事務局とし

ては危険空き家所有者を対象に実施する考えです。 

 

 

設  問  案 回  答 

1.空き家補助事業の周知状況 

1-1 鳥取市が平成 26 年より空き家の除却（解体）補助を

行なっていることをご存知でしたか 

 

知っている・知らない 

1-2 鳥取市空き家等除却事業をどこで知りましたか 

（複数回答可） 

本アンケート、指導文書、市報、市ホームページ、ぴょんぴょんネット、総合支所、

知人の案内、業者の案内、その他（                     ） 

 



2.事業のわかりやすさや手続きの円滑さについて 

2-1 補助事業の内容（申込方法、補助金の算出方法、手

続き方法など）はわかりやすいですか 

 

理解している・よくわからない 

2-2 補助申込みの手続きはスムーズと思われますか 

 

 

容易である・手間がかかる 

3.補助内容について 

3-1 補助金の額（上限 30 万円）は適当だと思われますか

適当だと思う 

理由： 

引き上げを望む 

理由： 

（希望金額 上限  万円） 

3-2 補助対象経費（家屋解体費、廃材運搬費、廃材処分

費）の 3 分の 1 という補助率は適当だと思われますか

適当だと思う 

理由： 

引き上げを望む 

理由： 

（希望補助率   分の１） 

3-3 同一敷地内すべての建物を解体撤去することは適当

だと思われますか 

適当だと思う 

理由： 

適当ではない 

理由： 

3-4 補助事業には税金があてられているため、補助利用

には市税納付が原則とされていますが、適当だと思わ

れますか 

適当だと思う 

理由： 

適当ではない 

理由： 

3-5 補助件数について、現在 10 件としておりますが、適

当だと思われますか 

適当だと思う 

理由： 

適当ではない 

理由： 

3-6 申請多数の場合、周辺環境への影響が高いものから

優先的に選考しておりますが、適当だと思われますか

適当だと思う 

理由： 

適当ではない 

理由： 

3-7 補助を受けられるまで空き家を放置することの防止

や、多くの申請者が補助を受けられるためにも、今後

は補助の申込み回数（応募回数）に制限をつけること

が適当だと思われますか 

・制限があるのは仕方ない 

・制限を設けるべきではない 



4.補助金の必要性について 

4-1 自主的に解体するご予定がありますか 

※既に補助をご利用された方におかれましては、自主

的に解体するお考えはありましたか 

はい 

理由： 

いいえ 

理由： 

4-2 行政より指導を受けるまで空き家を放置していた理由を教えてください 

（複数回答可） 

固定資産税、相続問題、金銭問題、境界確定、近隣トラブル、その他（     ） 

（具体的に教えてください                          ） 

4-3 空き家の処分につて、現在、鳥取市では空き家の除

却補助の他に、民間業者の協力（建設業、不動産業協

会の紹介）や、家屋を含めた土地の寄附受入れ（要件

あり）、空き家バンク等がありますが、その他に所有者

様がご希望される処分方法はございますか 

自由回答 

4-4 現在、鳥取市では所有者様のご相談にこたえられるような体制を整備しておりますが、

職員の他に誰からのアドバイスがあるとよいですか 

（複数回答可） 

建築士、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、市議会議員、その他（    ） 

（お答えできる範囲でけっこうですので相談内容を教えてください         ） 

5.補助活用後について 

※除却補助を活用された方にお伺いします 

5-1 補助を活用してよかったですか 

はい 

理由： 

いいえ 

理由： 

5-2 空き家を除却することによって、あなたにどのよう

な効果がありましたか 

（例：近隣住民からの苦情がなくなって安堵している、

跡地が売却できるようになった、精神的な負担が無く

なったなど） 

自由回答 

5-3 あなたと同じように危険な空き家をお持ちで処分に

悩んでおられる方がいらっしゃいましたら、本事業を

お勧めしますか 

はい 

理由： 

いいえ 

理由： 

5-4 除却後の跡地について、今後のご計画を教えてくだ

さい。 

 

 

 

自由回答 

 

※これは設問をまとめたものであり、実施アンケートの様式ではありません 


