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平成 27 年度 第 6回鳥取市空き家等対策協議会 議事録 

 

 

日時：平成 28 年 3 月 25 日（金）10：00～11：30 

場所：鳥取市役所駅南庁舎 B-5 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）、村山洋一委員（民間団体）、芦澤喜武委員（景観形成審議会） 

事 務 局 鳥取市都市整備部 建築指導課 西尾芳昌課長、森田健建築指導係長、 

岡垣頼和技師 

 

 

■ 協議会の経過 

1 開 会 

2 あいさつ 

3 議 題 

1）【報 告】平成 27 年度鳥取市空き家等対策事業 

2）【お願い】平成 28 年度空き家等対策協議会委員について 

3）【資料提供】鳥取市空き家等除却事業アンケートの実施について 

4）その他 

4 閉 会 

 

 

■議事内容 

1 開 会 

事務局） おはようございます。それでは時間となりましたので、始めさせていただきま

す。皆様には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。議会の

方は無事閉会しまして、このたび提案しておりました空き家対策協議会条例についても

無事議決をいただき、4月 1日からの施行という段取りになっております。 

今日の議題としましては 3 議題ございます。報告事項だけに終わることもございます

けれども、よろしくお願いします。 

それでは、協議会の成立についてですけれども、7名の委員のうち本日は 5名の出席で

ございます。過半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。なお、会長が所要で出席できないとのことでし

たので、申し訳ありませんが本日の議事進行は事務局の方でさせていただきます。こう

いうこともございますので、来年度以降は副会長というものを決めた方がいいのかと思



2 
 

っております。 

 

2 あいさつ 

事務局） そうしますと、3議題ございます。本日の議題は個人情報を含んでおりませんの

で、全て公開とさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 

出席委員） はい。 

 

事務局） ありがとうございます。 

 

3 議 題 

1）【報 告】平成 27 年度鳥取市空き家等対策事業 

事務局） それでは議題１について、報告をさせていただきます。平成 27 年度鳥取市空き

家等対策事業について、報告させていただきます。 

 

事務局） はい。今日はお集まりいただきありがとうございます。事前に配布しました資

料、めくっていただいて議題１になります。平成 27 年度鳥取市空き家等対策事業の報告

であります。平成 26 年 4 月 1日に鳥取市空き家等の適正管理に関する条例を施行しまし

て、2年が経過したところであります。昨年度も第 3回の空き家対策協議会において年度

報告をしましたので、今年度もこの 1 年間どのような変化があったのか、数字を見なが

らご確認いただけたらと思います。比較できるように 26 年度と 27 年度を併記しており

ますのでご覧になりながらお聞きいただければと思います。 

空き家に関する相談については、平成 26 年度には 62 件あったわけですが平成 27 年度

は 78 件と 16 件増加しております。表中のその他については、近隣住民ではなくて通り

すがりの方からの通報等が入っているのですが、近隣住民、総合支所、議員、空き家所

有者、不動産業者で相談者を分けたところ、近隣住民からの相談というのはあまり数字

の変化はないのですけれども、空き家の所有者や不動産業者からの相談が増えてきてい

るところです。私の推測ではありますけれども、やはり 27 年度というのは国の空家対策

の推進に関する特別措置法が施行されたことで、空き家所有者が自分の空き家をどうし

たらいいのかという相談が多かったと思います。不動産業者としても、積極的に動かれ

ているところで、あそこの危険空き家を解体すれば跡地の活用が見込めるので所有者と

連絡が取れるような状態にできないかといった相談が寄せられています。 

続きまして、条例による助言指導についてですが、平成 27 年度は条例改正前だったこ

とから法律に基づいた指導は行っておりません。来年度以降は法に基づき指導を行って

いくことになるのですが、平成 26 年度、27 年度の指導件数等につきましては表に書いて

いるとおりです。助言と指導の違いですが、助言は庭木の繁茂など危険性の低いものも

含んでおり、指導の前にお知らせとして行うものです。指導は純粋に崩れ始めている危

険な空き家のみを対象に行っています。この指導については自治会調査結果をベースに

行っております。平成 27 年度については先ほどの 78 件の苦情相談に対し 38 件の所有者
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が解決をしてくださったところです。指導については 134 件中 41 件が解体等をしていた

だいたところです。なので、条例を施行して 2年間で 63 件の崩れ始めている危険な空き

家が解体されたことになります。なお、26 年度の指導件数と 27 年度の指導件数の差は、

解決件数の他に所有者調査中のものが含まれております。 

次に、除却補助についての報告です。8月に皆様に除却補助の対象となる空き家の審議

をしていただいたところですが、2 月末時点で 10 件中 7 件が解体し支払が完了したとこ

ろです。現在 2 件が追加で解体され支払手続き中であります。残念ながら 1 件は着工前

に隣地所有者とトラブルになり市も間に入って調整をしましたが、年度末まで話し合い

が続き年度内の解体には至りませんでした。幸い最終的に隣地所有者の理解は得られま

したので、所有者としては来年度以降に再度補助申込みをしたいとのことです。よって、

今年度は 9件が補助を利用したことになります。 

市が把握している空き家の件数についてですが、建設リサイクル法の届出をベースに

抽出したところ、実態調査により把握した空き家 2022 件あるなかで、平成 26 年度は 62

件が解体され、平成 27 年度は 56 件が解体されたところです。ただし、この届出は延べ

床面積 80 ㎡以上が対象となっているので、指導物件の中には 80 ㎡以下のものが多いこ

とから参考数値としてみていただけたらと思います。とはいえ、ひとつ言えるのは把握

している一般的な空き家も崩れ始めている危険空き家も着実に解体されていることがわ

かります。以上になります。 

 

事務局） はい。ありがとうございます。今の報告についてご意見等ございますでしょう

か。 

 

委員） この実態調査 2022 件だけれども、この実態調査は自治連に頼んで行ったものだよ

ね。 

 

事務局） それがベースとなっています。 

 

委員） それは何年に行ったのか。 

 

事務局） 平成 25 年の 3 月に行いました。その情報をもとに、平成 25 年度中に職員が現

地の確認をして実態を把握したところです。 

 

委員） 年数も経っているし、どんどん変わっていると思う。その当時、自治連の副会長

もここにいるわけだが、自治会としてもわけがわからない中で調査していると思う。自

治連に頼んでそこで説明したとしても、実際は町内会長がよくわからず調査している。

そういう側面もあったし、実態調査から年数も経っているので正確な数字を押さえるべ

きだと思う。 
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事務局） そうですね。当時は空き家に対する認識も自治会で今のように高くなかったの

で、調査自体に否定的な方もおられましたし。ただ、自治会に調査をお願いするわけで

すので、行なわれる町内会長にとって頻繁に調査を行うのはかなりの負担なのかなと。

毎年するのは難しいので、3年か 5年程度の間隔がいいと思っています。 

 

委員） 町内会長にお願いするのは仕方ないこと。普段の生活の中のことなのである程度

は知っていることだから。お手数おかけするがよろしくお願いしますと理解してもらう

しかないと思う。きちっと空き家がどういうものか、どういうものが対象となるのか、

空き家対策や事業の重要性を理解してもらってやらないといけないと思う。 

 

事務局） 実際その当時も、調査報告が返ってきていないところもありますし、言われる

ように何でするのかという趣旨の説明もきっちりしていかないといけないと思っており

ます。言われるように年数も経っておりますし、今 3 年が経とうとしておりますが、近

いうちにしないといけないのかなと。 

 

委員） ぜひそうしていただきたい。 

 

事務局） 一つ基準としたいのが、国の住宅土地統計調査があります。住宅総数と空き家

の数を国が調査するもので、同じように空き家率が出てきます。これはサンプル調査で

あり実態ではないので参考にしかならないのですが、これが 5 年間隔で行われます。奇

しくも平成 25 年は国の調査と市の空き家調査が並行して行われたことから、国の調査と

の比較の意味でも 5年おきというのがいいのかと思っているところです。 

 

委員） 初年度がよくわからない状態でスタートしているから、もう一度しっかりと認識

してもらう意味でも、5年と言わずやった方がいいと思うが。 

 

委員） 自治連もいろいろ調査が来ていて、国勢調査だとか依頼がいっぱい来ている。中

にはこんなことは行政がすればいいことだという声も多い。自治連に頼めば何でもして

もらえるというのでは困る。お願いしますという理解を求めないと、受けないと言われ

かねない。 

 

委員） だけども、空き家対策というのは社会的な現象で必要性のあるもので、大変なこ

とだという認識が自治会で出来ていないのだから。 

 

委員） 平成 25 年にされたということで、私もその場にいたが何の調査だったかまで記憶

はしていない。やはりその程度の認識だったのかなと。また何かの調査なんだと。私も
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この協議会に出てみて初めて重要性がわかった。そういう認識。 

 

委員） やり方としては自治連に依頼するのもだけれども、もう一つは昨日も都市マス（都

市マスタープラン）の会議で、地域のまちづくりということについては都市マスの中に

きっちりうたおうとしているのだけれども、公民館単位で考えていこうという話が出て

いた。公民館は市の機関なんだから、公民館に委託して公民館と地域が連携してやって

もらうという方法もある。そういうものを考えた方がいい。やった分だけ皆が認識して

くれるはずだから。 

 

委員） 公民館も地区の実情を把握していないから。それに合併したところは中央公民館

しかない。合併して 10 年以上が経つが、旧市と新市の公民館の在り方が違いすぎる。一

緒にしていかないといけない。 

 

委員） 自治連にしても公民館にしても、市の下請け事業ではいろいろと苦情や文句があ

るのだろうけれども、末端組織として地域住民と接している者としてやらなければなら

ないと思う。 

 

委員 町内会で副会長をやらせていただいて、空き家の調査を会長と一緒にやったことが

あるのですけれども、やっぱり自分の地区にも 200 世帯ぐらいあって、崩れるような空

き家はなかったのですけれども、やはり調査は大変だったというのをお聞きして。 

補助金は除却事業には出るんですけれども、町内会にも何かあれば頑張ってやってく

れるのかなと。 

 

委員） 前に県の景観法の関係で委員をしていたのだけれども、景観監視委員という制度

を作ったのだが、自治会や町内会から景観監視委員を出してもらいその人が地元の景観

の報告とかをしている。片山知事の時に。そうしたら全然報告が出てこない。だから有

償にしたんだけれども、1件につきいくらで。そうしたら出てきた。なんとか予算を付け

てもらったんだけども、そういうやり方もある。 

 

事務局） なるほど、おもしろいですね。 

 

事務局） 今後、件数をどのように把握していくのか考えていかないといけないと思って

おります。 

 

委員） これからどんどん増えていく。自分の町内会でも増えている。 
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事務局） 来年度検討していく空家等対策計画の中で、この実態調査のことについて記載

していくことは重要かもしれませんね。 

 

（中略） 

 

委員） 今回助成金が 1 件トラブルになって中止になったということなんですけれども、

その場合補助金と言うのはどのような扱いになってくるのでしょうか。余剰が出たとい

うことになるんでしょうか。 

 

事務局） 予算上はカットになります。 

 

事務局） もっと早い段階で中止となれば次点繰上げとなるのですが、今回はギリギリま

で調整をしたいという意思が申請者にもありましたので。 

 

事務局） そうですね。早くにわかって辞退されるということがあれば次点の方にという

のもあるんですけれども、このたびはそれができなかったです。 

 

委員） わかりました。 

 

事務局） 他にありますでしょうか。 

 

出席委員） （意見なし） 

 

2）【お願い】平成 28 年度空き家等対策協議会委員について 

事務局） ではそういたしますと、次はお願い事項になるのですけれども、議題 2 としま

して、平成 28 年度空き家等対策協議会委員についてお願いしたいと思います。 

本日お配りした議題 2の資料でございますが、皆様もご承知ですが平成 26 年 4 月から

この空き家条例を施行しているわけでありますけれども、その中で危険空き家であって

も個人の財産であるとの観点から、この協議会を設置して審議していただいているとい

うわけであります。このたび改正したところでありますが、引き続き同じように危険空

き家について審議していくことになろうかと考えているところでございます。 

協議会の主な検討事項として資料の一番下に書いておりますが、これは改正後の協議

会の流れでありまして、白抜きになっているところが協議会の協議事項であります。除

却補助の審議、勧告前の意見聴取の審議、命令に関する審議、公表についても審議、代

執行についても審議していただくということを考えております。一番重要なものとして、

来年度は空き家対策計画を作っていこうと考えておりますので、これを内部で案を作成
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しまして、皆様にお諮りして充実したものを作っていきたいなと思っております。 

委員の任期は 2 年で、今年度末で満期を迎えることになります。ですが、やっとこの

空き家問題について皆様がある程度把握されて、うまい具合に進んでいるところです。

なので、この 1 期だけではなくできましたら 2 期目も引き続きお願いしたいなと考えて

いるところであります。何卒よろしくお願いします。 

 

委員） 組織の代表として出ている方。自治連の組織の役員がこのたび代わるのだから続

けてほしいと言われても続けられない。 

 

事務局） もう自治連の組織から出られることに。 

 

委員） もう卒業だ。私も。だから協議会条例の改正の際、メンバーを景観形成審議会の

会長から委員に変えてほしいと言ったわけだ。 

 

事務局） そうですね。組織から役員として出ていただいている方につきましては、所属

組織の方に依頼をさせていただきます。 

 

委員） 3 月 31 日でちょうどいい。たぶん役員が決まるのは 5月かな。 

 

事務局） 5 月に新しく決まるのですか。 

 

委員） 5 月に新しく決まる。3月までだが総会を開いて決めることになるので、自治連の

大きな総会を開くのでその時に会長 1 名と副会長を 5 名決める。副会長が協議会とか審

議会の会に出席することになっているので、その時に引き継ぐことになる。 

 

委員） 景観審議会もしょっちゅう変わられると困ってしまうわけで、また最初から理解

してもらわないといけなくなる。公募もあるし。 

 

事務局） 公募は実際もう募集して決まっております。 

 

委員） そういうところがあると難しい。景観審議会も同じで、しょっちゅう代わられて

は困る。 

 

委員） 代わってもらって、勉強してもらってもいいが。 

 

委員） 勉強する機関ではないので。 
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委員） とはいえ、私らは退役なのでしかたがないことなので理解していただきたい。 

 

事務局） そういうご事情があるとのことですので、お二人につきましては所属先に依頼

させていただきます。 

 

委員） 次年度以降も空き家対策協議会という形で開かれるのですか。 

 

事務局） 今のこの会に市長が加わることになります。 

 

委員） 鳥取市はまだ行政命令に至ったものはないとは聞きますが、今後はそういった方

向に進むということですね。 

 

事務局） そうですね。2年間指導をしてきて、改善します改善しますと言ってやっていた

だけない方が何件か出てきているので、本当に周囲に危険なものに関しては勧告以降の

措置を来年度はしていく必要があるでしょう。 

 

委員） 組織の場合は、個人を指名して出してくれたらいいんだけれども。ただその人が

廃業するとか、組織を脱退するのであればやむを得ない。そうして固定していかないと。 

 

委員） 会長や副会長のような充て職の方だと、そのようなことになるわけですよね。 

 

委員） 公開で意見聴取もやっていくんですよね。そうするといままでとはかなり性質の

違うことをやっていくことになるわけですね。いままでは補助金の分配のような話でし

たけれども、全然違う仕事になるなという感覚があります。 

 

委員） この強制代執行はこの前どこかやっていたと思うが。 

 

事務局） 明石市が略式代執行をやりました。 

 

委員） ではなくて、ゴミ屋敷だったと思うが、空家法ではできないから景観条例でやっ

たと聞く。鳥取市の景観条例では代執行はできないからね。そうなっている。 

 

事務局） はい。ではそうしますと、ほとんどの方が了解ということで。よろしくお願い

します。 
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3）【資料提供】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） それでは議題 3 のアンケートについてでございます。前回の協議の中で審議し

ていただいたところですが、案として作成しております。前回の協議で何か飴のような

特典をとのことでしたが、なかなかいい案が浮かびませんでしたので、これについては

いただいた意見を今後の施策に反映していきたいというところで考えております。何か

これについてご意見はございますか。 

 

事務局） 前回皆様にいただいた意見をもとに修正しております。例えば、アンケートで

はなく調査の方がいいとのことから、意識調査というタイトルに変更しました。また、

質問項目は極力削りましたし、増やすべき項目も取り入れました。会長が本日はご欠席

ですが、前回会長より実施前には委員の皆様に情報共有をしていただきたいとのことで

したので、本日資料提供をさせていただきました。 

先ほど課長より話がありましたが、前回何か特典をというご意見もいただきましたが、

やはり所有者にとっての特典は、これに協力すれば困りごとが解決できるというのが一

番役に立つことなのかと思いまして。この調査結果を基に個別対応であったり、他の支

援事業の創設であったりにつながるということを趣旨説明文に書くこととしました。 

 

事務局） 一度集約して、アンケートを送ってくださった方にはその結果を提供しようと

考えております。 

 

事務局） そうですね。他の所有者も同じような内容で困っているということを共有でき

るのは所有者としても利点はあると思いまして。 

 

委員） 今のこれを出すと情報を得ることができるというのは、どこかに書いてあるので

しょうか。 

 

事務局） アンケート結果をどうするかと言うのは、趣旨説明文の下から４行目ぐらいに

書いております。「いただきましたご意見は一度集約し、皆様にも情報共有させていただ

きたいと思います」と書いております。 

 

委員） なるほど、共有と書いているので私は送ってくるのかどうかわからなかった。も

う少し具体的に書かれてはいかがでしょうか。共有ではなく、提供とか、後日郵送させ

ていただきますなど。 

 

事務局） はい、わかりました。ありがとうございます。 
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委員） これを送るときは何か条例とかと一緒に送るのか。 

 

事務局） 条例も法律も文書だけになってしまいますので。法律もパンフレットのような

ものはありませんし、チラシのようなものを作って付けた方がいいかとは思っています。 

 

委員） 質問内容だが、補助件数について 10 件というのが適当かどうかというのは、こち

らの予算の都合なのであまり聞く必要はないかなと。 

 

事務局） 所有者からの意見として、たった 10 件なのかと言われたこともありましたので

入れましたが、確かにこちらの予算の都合もありますし、10 件ぐらいでないと我々も補

助手続きや解体状況などの管理ができないので、今回のようにトラブルが起きては処理

ができなくなります。職員数的にこれぐらいが限界かと。 

 

委員） アンケートの返答期間なんですけれども、4月に出して 6月に回収というのは少し

長すぎる気がしますので、少し期間を詰めて 2 週間程度でされる方が回収率は上がると

思います。 

 

事務局） なるほど。 

 

委員） 名前を書いて回答してもらうという解釈なんですよね。あとは丁寧にお願いをす

れば回収のポイントが上がるでしょうね。せっかく補助も出すわけだから。 

 

委員） 返ってくるということは解決の脈があるということだな。 

 

委員） さきほどの 10 件のこともそうですが、敷地内すべての建物を除去することが適当

かどうかも必要ないのかなと思いますね。これもこちらの意図があるわけですし、極力

質問は減らした方がいいかなと。30 万がどうだとか 1/3 がどうだというのは必要と思う

のですが。 

 

委員） 調査だけではなく啓蒙を兼ねた方がいいだろうな。パンフレットや資料を作って

入れてあげた方がいいかな。 

 

事務局） 4 月末に危険空き家の所有者の一斉指導を行いますので、その際にこのアンケー

トも入れて指導文書と一緒に送れば啓蒙になると思っていましたが、指導文書には補助

金の申込み案内も入れるので、このアンケートも入れては紛れてしまってアンケートま

で見てもらえなくなる可能性がありますし、啓蒙を兼ねて行うのであれば別々に発送し
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た方がいいですね。目に触れる機会も増えそうですし。 

 

委員） 4-2 の質問ですが、空き家を放置していた理由というのは表現がよくないかなと。 

放置しているのではない着手できなかったんだという方がほとんどだと思うので。回

答者の回答意欲を損失させるおそれがあるので、空き家の解体を着手できなかった理由

とか、ちょっと配慮してあげたほうが。 

もう一つ、最後の方に大きめの自由記載欄があってもいいでしょうね。制度そのもの

について何か意見がありますかといったような内容で、特に制度のわかりやすさという

観点がアンケートの中で漏れているので。 

 

委員） 行政より指導を受けるに至った理由を教えてくださいというのがいいかな。放置

していないと言われかねないので。できたら１枚のアンケートにしたほうがいいかもし

れない。 

 

委員） 字が小さくなって見づらくなる。 

 

事務局） 裏表 1枚にまとめては。 

 

委員） これぐらいのボリュームじゃないですか。いらない質問を削って、自由記載欄を

付ければ 3ページぐらいなのかなと。 

 

委員） 書いてもらうところにはアンダーラインがあった方がいいかも。 

 

事務局） はい、ありがとうございます。そういたしますと、もう少し練りまして 4 月末

ごろには発送しまして、5月中旬を目処に回収を行っていきたいと思います。 

 

 

4）その他 

事務局） そういたしますと、事務局としてはその他に協議事項はありませんが、何か他

にありますでしょうか。 

 

委員） さっき自治連の調査についてあったが、いつごろとか予定は。引継ぎとかあるの

で、今年とかだと伝えないといけないが、何年か先であれば新しい委員に言っていただ

ければいい。 

 

事務局） その辺は検討させてください。今年するとなれば自治連にお願いに参りますし、
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どういう方向がいいのかというのもありますので。 

 

事務局） 実施をするにもこちらも膨大な準備が必要ですので、今年度すぐというのはで

きないかと。 

 

委員） それであればいいです。 

 

委員） 鳥取は古い家がよく売れているのか。 

 

委員） 場所にもよりますが、市内の中心部に近い場所と一歩出た造成地は回転がいいん

ですが。そこから出ると、例えば郡部や中山間地となると、値段の付け方も本当に難し

くなる。 

流通することが前提でないと値段がつかないので、そのあたりが相当厳しくなってい

ますし、依頼者の方もタダでもしかたないと。依頼者の方もある程度は覚悟をしてらっ

しゃいますね。それでもどうにもならない場合もありますけど。 

 

委員） どこだかインターネットで見たんだが、鳥取の空き家は安いとあった。 

 

委員） 中心部以外の空き家っていうのは、やっぱりどこの地方都市でも安いですね。県

内とか、東中西部の範囲内で利用価値が見出せないということもあるので、一軒一軒あ

たっていくというのも。 

 

委員） 自分の家の隣の古い家も空き家だったんだが売れてね。今リフォームしているけ

どね。 

 

委員） あの辺は大丈夫ですよ。 

 

委員） 若い人が買って今度入ってくるということなんだが。少しずつ売れているんだな

と感心している。 

 

委員） 市街地はなんとかまだ買い手は付くんですけれども、そうじゃないところは金額

の評価もしにくいし、相続の 1次相続、2次相続、3次相続ぐらいまでなっていたりとか、

本当に困難を極めるものもありますので、なかなか難しい。 

評価できないものを買って不動産業者が金額にならないものを仕事にしても経費が出

ない。なので、そういったご相談は困ってしまいますね。弁護士や行政書士、司法書士

などとタッグを組んで問題解決にあたらないことには。費用対効果と言いましょうか。 
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委員） 費用対効果ね。 

 

委員） それはそうだと思いますよ。郡部の空き家はどんどん出てくるわけですので、当

然、費用対効果と本人の費用をかけさせるだけの社会的意味を持つかどうかというのが

大事な話なのかなと。 

先ほども出てきていましたが、鳥取市の駅前であるとかその周辺であればまだ価値は

あるのでしょうが、郊外から少し外れていくと難しくなっていくのかなと。 

 

委員） 昨日の都市マスの会議でも空き家対策を都市マスの中に入れるようになったのだ

が。 

 

委員） 鳥取市でも中山間地であるとか郡部の端っこのあたりだとか、インフラのコスト

についてはどう考えてらっしゃるんですかね。バスなんてどんどん廃止になっているじ

ゃないですか。お年寄りにはタクシー券を配られたりしているそうですが、道路整備だ

とか水道事業だとか、そういうもののコストは今後もかけ続けるのでしょうか。 

 

事務局） たぶん難しいところでしょう。マスタープランを今考えられているとのことで、

集約していきたいというのがあるのではないでしょうか。 

 

委員） そういう方向性はずいぶんと前から出ているので、ただ見捨てられなくていつま

でも手をかけている。でもそれはその地域に住む人間への情の問題なわけですから、行

政としてはどういう目で見極めているのか。 

空き家の利用とかも今おっしゃったように、インターネットで鳥取の空き家が安いと

言っても、移り住んでも生活ができないようなところじゃ話にならないじゃないですか。

バスはない、水道はない、道路も整備されないようなところじゃ外から来てのどかな田

舎暮らしなんて言えない。サバイバルになってしまいますから。 

 

委員） 私自身 I ターンなのですが、中山間地に住めと言われても難しい。相当人生観の

変更を迫られないと。今は郊外の住宅地に住んでいますが。 

 

委員） 昨日の会議でのことなんだけども、住居地域の誘導というのがあってね。それが

市の方針としては 1ha あたり 40 人ぐらいの人口密度なんだが 40.5 にするとか。人口密

度として 1ha に何人が住みやすいのかと聞いたんだが誰もわからない。 

難しい話なんだが、空き家を広場にしてゆったり街なかに住むというのも住みやすい

だろうし、ごちゃごちゃしているよりもね。その辺の基準がちゃんとできないのかな。
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適切な人口密度はどれぐらいなのかなと思ってね。 

 

委員） それは都市計画の中で 1 種住居地域とか 2 種住居地域だとか、いろんな形でいろ

んな建物と土地の制限がもともと決めてあるじゃないですか。居住誘導地域もその範囲

内でだと思うんですが。 

 

委員） 都市計画区域内でやるわけだ。その中に用途地域があって、用途地域は変更でき

るわけだけれども、中には用途地域によっては建築制限があるんだけれども、法律の中

で唯一私権を制限できるのが都市計画法だけど。 

 

委員） 中山間地域への予算の適正配分をしましょうだとか、切り捨てしましょうだとか、

鳥取県ではあまり聞かないですね。いずれ時間の問題なのかもしれませんが。 

 

委員） ちらほら聞きますけどもね。水道事業だとかが行き詰っているとか。 

 

委員） 現に住民から行政にそこは切り捨てしましょうなんて言うことはないでしょうし、

政治的な決断になってくるんでしょうが。 

 

委員） 強制的に移動ができるのか、自然淘汰を待つのかというところなんでしょうが。 

 

委員） 強制移動と言うのは憲法上難しいんでしょうが、自然淘汰であれば柔らかな誘導

と似たような話で、例えば設備に対してだとか補助金で誘導していくとか、その辺なの

かなと。 

 

委員） いずれにせよ長い話だ。 

 

事務局） 空き家対策計画にそのような課題点を書いてはいかがでしょうか。やはり都市

マスと連携していかないといけないと思っているので。 

 

委員） そういう考え方で進めていくということであって具体的にすぐではない。徐々に

そのような考え方で柔らかな変化を。 

 

委員） 4 月から市長が協議会に入ってくるわけですが、それって何かそういったところを

考えるという趣旨があるのかなと。空き家問題とか都市問題とか、政治的にかなり重要

課題だと言いますし、あまり市長がこういう協議会に出るというのはなかったと思いま

すので。 
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事務局） 来年度の協議が楽しみです。 

 

事務局） 長い時間ありがとうございました。来年度以降、かなりの課題があります。引

き続きよろしくお願いします。本日はありがとうございました。 

 

以上 

 

鳥取市空き家等対策協議会条例第 9条第 2項の規定に基づき署名する。 

 

会 長 

 

委 員 

 

委 員 


