
 

鳥取市空き家等対策協議会（第４回） 

 
日時：平成２７年８月２６日（水） 

１０：００～１１：３０ 
場所：鳥取市役所 第２庁舎 
５階会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 題 

 
１） 「鳥取市空き家等除却事業」補助申込み建築物の審議について 

 
２） 空家法に伴う鳥取市空き家等適正管理に関する条例の改正について 

 
３） その他 

 

４ 閉 会 
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平成 27 年 8 月 13 日 

鳥取市 建築指導課 

 

空き家法に伴う鳥取市空き家等の適正管理に関する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 日に施行し、これまで多くの空き家の相談、指導を行って

きました。本市ように全国の自治体においても独自に空き家の適正管理に関する条例を制

定施行（平成 27 年 4 月時点で 401 自治体）する動きが顕著となったことから、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」を施行しました。内容としては、

これまで制定施行された空き家の適正管理に関する条例を基にしており、条例未制定の自

治体（およそ 1300 自治体）が対応しやすいものとなりました。 

 

本市の対応 

しかしながら、法律が施行されたことにより法律独特の文言や定義が条例と異なること

から、改正することが必要となりました。法律に基づく行政手続きは、ほとんど条例と同

じ内容であることから条例廃止をする自治体も少なくありません。しかし、法律には本市

の条例が規定しているような緊急安全措置や寄附の受け入れ等、行政支援についての規定

がないことから、法律のみで対応することは早期解決につながらないと思われます。よっ

て、本市は条例を廃止せず改正することで対応することとしました。予定としては 12 月議

会に上程しようと考えております。 

なお、県内他市町村においても廃止ではなく改正を検討しており、米子市、境港市にお

いては同時期の上程を進めているとのことです。 

 

改正ポイント 

条例の改正については既に改正している都市もございますが、そのポイントは様々です。

よって、これまで本市が対応してきたノウハウより、別紙の通り改正をしたいと考えてお

ります。なお、法律と条例が重複する部分については、法制部局と協議したところ条例に

再掲することは望ましくないとのことから削除しております。また、空き家の利活用につ

いては、法律に記載があることから条例への再掲は行っておりません。 

このたびは条例の骨子をお示ししますので、協議会当日はさらに追加した方がよい事項

等がございましたら積極的にご提案いただければ幸いです。いただいた意見をもとに法制

部局と協議し条文を作成し、10 月末に 12 月議会提案事項として提出します。 

 

 

 

問い合せ先 

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） 
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本市条例（現行）と国の法律について 

 

※網掛け項目が重複事項 

《本市条例（現行）》 《国の法律》 

１条 目的 １条 目的 

２条 用語の定義 ２条 定義 

３条 空き家施策  

４条 所有者等の責務 ３条 所有者等の責務 

５条 禁止行為  

 ４条 市町村の責務※市 

 ５条 基本指針※国 

※H25 に基本方針作成済だが国基準とする必要あり ６条 空家等対策計画の作成※市 

※H26 に設置済だが国基準とする必要あり ７条 協議会の設置※市 

 ８条 都道府県による援助※県 

６条 情報提供  

７条 実態調査 ９条 立入調査等 

※以前より他課の保有する情報を利用 １０条 所有者情報の利用等 

８条 空き家等の台帳の作成 １１条 データーベースの整備※市 

 １２条 空家等の適切な管理の促進援助※市 

※中心市街地整備課、地域振興にて対応中  １３条 空家等及び跡地の活用等援助※市 

９条 緊急安全措置  

１０条 助言、指導及び勧告 １４条第１項 特定空家等への助言、指導 

 １４条第２項 勧告 

１１条 命令 １４条第３項 命令 

※条例施行規則にて制定済  ※１４条第４項～８項は諸手続きについて 

※条例に記載はしていないが代執行法にて対応可 １４条第９項 行政代執行 

 １４条第１０項 略式代執行（所有者不明）

１２条 公表 １４条第１１項 公表 

 １５条 財政上の措置及び税制上の措置※国、県

１３条 寄附の受入れ  

１４条 助成  

１５条 他機関との連携  

１６条 委任  

１７条 罰則（命令違反 5万円以下） １６条 過料（命令違反 50万円以下、妨害 20万円以下）
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鳥取市空き家等の適正管理に関する条例の改正骨子（案） 

 

※新条例は法律を補完するものです 

現条例 新条例（案） 

１条 目的 １条 目的（内容変更） 

２条 用語の定義 ２条 用語の定義（内容変更） 

３条 空き家施策 ３条 空家等施策 

４条 所有者等の責務 ４条 所有者等の責務 

５条 禁止行為 ５条 禁止行為 

６条 情報提供 ６条 情報提供 

７条 実態調査 （削除）※空き家法第９条に規定 

８条 空き家等の台帳の作成 ７条 空き家等の台帳の作成 

９条 緊急安全措置 ８条 緊急安全措置（内容変更） 

 ９条 準特定空家等への助言、指導（新） 

１０条 助言、指導及び勧告 （削除）※空き家法第１４条第１項及び２項に規定 

 １０条 特定空家等に対する勧告に関する意見聴取等 

１１条 命令 （削除）※空き家法第１４条第３項に規定 

１２条 公表 １１ 公表 

１３条 寄附の受入れ １２条 寄附の受入れ 

１４条 助成 １３条 助成 

 １４条 専門的知識を有する者からの意見聴取（新）

１５条 他機関との連携 １５条 他機関との連携 

１６条 委任 １６条 委任 

１７条 罰則 （削除）※空き家法第１６条に規定 

 

対応フロー（法律根拠と条例根拠） 

※固定資産税特例解除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※寄附の受入れ 
※除却補助支援 
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鳥取市空き家等の適正管理に関する条例の改正骨子（案）について 

 

 

１．条例制定の趣旨（新条例第 1条関係） 

この条例は、このたび施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法

律第 127 号。以下「法律」といいます。）」に定めるもののほか、本市に所在する空家等の

適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、放置された空家等による災害等を未然

に防止するとともに、良好な景観及び生活環境の創生並びに安全で安心な地域づくりに寄

与することを目的とするものです。 

なお、法律において空家等への不審者の侵入や放火等の犯罪については、警察が対応す

ることとなりましたので防犯に関する事項は削除する予定です。 

 

２．準特定空家等の設置（新条例第 2条、第 9条関係） 

法律が施行されたことに伴い、本市条例の「空き家等」の用語定義が「空家等」に、「管

理不全な状態の空き家等」が「特定空家等」となります。さらに、本市はこれらに加えて

「準特定空家等」を独自に定義します。 

これは、法律にそって対応する場合、空家等の立入調査をおこない特定空家等に該当す

るもの（国のガイドラインでは、管理がされていない空家等のほとんどが特定空家等に該

当する基準となっている）は、所有者の意見を聞かずして直ちに特定空家等として認定さ

れ行政指導を受ける流れとなっています。 

本市は空家等の現地確認をおこない、まずは「準特定空家等」として取り扱います。「準

特定空家等」として所有者に助言・指導をおこなうなかで、所有者の意見を述べる機会を

与え、それぞれの事情に合った方法で解決していきます。通知を無視するなど、これに従

っていただけない場合に限り、鳥取市空き家等対策協議会において助言をいただき「特定

空家等」の認定の手続きを経たのち、「特定空家等」として法律に基づいて行政処分を行っ

ていく考えです。 

 

※１ 現条例第３条から第６条にかけて条文の改正は考えておりません。 

※２ 現条例第７条は法律第９条に規定されているため削除します。 

※３ 現条例第８条の条文の改正は考えておりません。 

 

３．緊急安全措置について（新条例第 8条関係） 

緊急安全措置については、これまで所有者の同意のもと本市が代行して対処し、要した

費用を所有者に請求するものとしていました。しかしながら、実際に事前に所有者に同意

を得ることは、所有者の調査に時間を要する場合や所有者の通知文無視などにより困難を

極めています。瓦の一部撤去や窓の閉鎖など些細な事案に対しても、対応したくてもでき

ない状態が続いています。 

そこで、このたび民法第 720 条の正当防衛又は緊急避難の規定に基づき、「緊急安全措置」

の内容を一新します。これまでは、所有者の同意と費用請求を必要としておりましたが、

対象を公共の場所（道路、公園など）に面するものとし、所有者の同意を得ずして必要最
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小限の措置（落下のおそれのある瓦や外壁の撤去、シートで覆うことや塀等の設置など）

をおこなえるものとします。 

これまでの通報において、通学路や道路に面する事案が多くありました。公共物の安全

確保ということで市費を用いることは道理に叶うと考えられるため、原則として所有者に

請求はおこないません（財政部局とは未協議）。ただし、第一義的には所有者が対応するこ

とであり、所有者の特定に時間を要する場合や連絡がつかない場合に限りたいと思います。

これについては、後日、所有者に通知する（所有者不明な場合は公示）とともに連絡が取

れた場合や所有者が把握できた場合には費用請求をおこなう考えです。（検討中） 

 

※４ 現条例第１０条は法律第１４条第１項及び第２項に規定されているため削除します。 

 

４．特定空家等に対する勧告に関する意見聴取等（新条例第 10 条関係） 

特定空家等に認定し勧告をおこなった空家等は、固定資産税の住宅特例が解除されます。

「勧告」は行政処分行為でないにもかかわらず、このたびの税制改正ではそれと同等な意

味をもたらすものとなっています。これに対し法律では、所有者に意見徴収する機会を与

えることなく勧告をおこなうものとしています（命令の前に初めて意見聴取あり）。 

空家等所有者が通知に気づかず、知らないうちに固定資産税があがっていたというケー

スや、土地所有者と家屋所有者が異なり空家等所有者が対応しないがために、いきなり土

地所有者の固定資産税があがるといったケースが想定されます。国は勧告する際は土地所

有者にも勧告することとしておりますが、土地所有者としてはいきなり勧告されるわけで

すので、事前に意見聴取をする機会を設けるべきと考えます。 

 

※５ 現条例第１１条は法律第１４条第３項に規定されているため削除します。 

※６ 現条例第１２条は法律第１４条第１１項に規定されていますが、内容が不明確であ

るため、現条例により補足します。 

※７ 現条例第１３条から第１４条にかけて条文の改正は考えておりません。 

 

５．専門知識を有する者からの意見聴衆（新条例第 13 条関係） 

鳥取市空き家等の適正管理に関する条例と鳥取市空き家等対策協議会との関係が現条例

に明記されていないため、改めて記載するものです。 

なお、鳥取市空き家等対策協議会条例についても改正が必要であり、市長をあらたに加

えることが必須となりました。これについては、本条例改正以降に対応する予定です。 

 

※８ 現条例第１４条から第１５条にかけて条文の改正は考えておりません。 

※９ 現条例第１７条は法律第１６条に規定されているため削除します。 

 


