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平成２９年度 第９回鳥取市空家等対策協議会 議事録 

 

 

日時：平成 29 年 8 月 7日（月）14：00～15：05 

場所：鳥取市役所本庁舎第 4会議室（4階） 

 

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）、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、森田健建築指導係長、田村みゆ

き主任、坂根好明主任 

 

 

■ 協議会の経過 

1 開 会 

2 あいさつ 

3 議 題 

1）「鳥取市空家等除却事業」補助申込み建築物の審議について 

2）「（仮称）鳥取市空家等対策計画」の策定について 

3）その他 

4 閉 会 

 

 

■議事内容 

1 開 会（２ あいさつ） 

事務局 それでは皆さんがお揃いになられましたので、これから第９回鳥取市空家等対策

協議会を始めたいと思います。（中略）昨年度を振り返りますと、略式代執行、所在のわ

からない案件も執行させていただきました。その折には皆さんのご意見を聞かせていた

だきまして何とか無事に執行できたところでございます。本当は２件の予定でしたが、１

件は執行するまでに崩れてしまい、緊急安全措置ということで鳥取市の方で道路に影響

のないようにさせていただいたところでございます。 

それからこの度の議題にもありますが解体補助について１０件審査し順番を決めてい

ただいたところでありますが、２件できない状況にありまして、１件は近隣トラブルでで

きない、もう１件については資金繰りができないということで辞退されました。次の１１、

１２、１３と順番を決めたところですがそちらもできないということで、昨年は８件にと

どまっております。この度も少ないですが皆さんにご審議いただき、補助に向けて進めて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 



2 
 

出席委員さんでございますけれども、見てのとおり半数でございます。条例の中で半数

以上いれば成立するとなっておりますので今回は成立するということでさせていただき

ます。（中略）では、議事日程に従いまして会議を進めていきたいと思いますので、委員

よろしくお願いいたします。 

 

委員 それでは「個人情報に関する情報」に該当する不開示情報を含んでいるため、鳥取市

空家等対策協議会条例第８条第１項の規定により、本日の議題を非公開としたいとの事

務局案がありますが、非公開ということでよろしいでしょうか。 

 

委員 異議なし。 

 

3 議 題  

1）【審議】「鳥取市空家等除却事業」補助申込み建築物の審議について 

 

（非公開） 

 

委員 よろしいでしょうか。ではいずれも了承を得られましたので、補助金で対応するとい

うことでよろしくお願いします。それでは議題２の（仮称）鳥取市空家等対策計画の策

定についてよろしくお願いします。 

 

2）【審議】「（仮称）鳥取市空家等対策計画」の策定について 

 

事務局 それでは議案２について説明させていただきます。４８ページをお願いできます

でしょうか。鳥取市空家等対策計画の策定ということで、こちらもすでにお読み取りい

ただいていると思いますが、改めてこの場で説明させていただきます。 

まず、背景としましては、鳥取市の空家対策は、平成２４年１１月に「鳥取市空家対策

本部」を庁内に設置したことに始まります。設置経緯は市民の方より危険空家に関する相

談が相次いだことによります。よって条例制定を目標とした危険空家に関する対処と、危

険空家の発生予防の観点から、空家の利活用を促す制度創設について検討を重ねてまい

りました。これが基となって、鳥取市は平成２５年３月に「危険空家対策」と「空家の利

活用推進」を２本柱とした「鳥取市空家等対策の基本方針」を策定し、現在、多分野にわ

たり事業展開を行っているところであります。 

国の法整備としましては、平成２７年５月に国が特措法を施行したことを受け、平成２

７年度はこれまで鳥取市が独自に策定してきた管理条例、支援制度、協議会等を法律に合

致するよう改正等の手続きを行いました。また、国の法律は危険空家、特定空家等への指

導、命令、代執行等を記載するとともに市町村に「空家等対策計画」を策定し、危険空家
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への対処のみならず空家の利活用についても検討するように定めています。策定におけ

るスケジュール等ですが、本市においても今年度の内に法律に規定される「空家等対策計

画」を策定しようと考えております。 

平成２５年度に策定した「鳥取市空家等対策の基本方針」をベースに、鳥取市の方針を

見直すとともに鳥取市の現状に沿った内容に改訂し、国の定める内容を追加しようと思

っております。特措法の７条において、市町村は空家対策計画の作成及び変更並びに実施

に関する協議を行うために協議会を組織することが規定されています。よって、事務局及

び関係課により草案を作成し、協議会に諮り内容を精査していただき、その後市民に対し

てパブリックコメントを行い、今年度末に公表する予定です。 

次の４９ページ、５０ページをお願いできますでしょうか。こちらが、鳥取市空家等対

策計画の草案の目次となります。内容についてはまだまだこれから検討していかないと

いけないところですが、大項目としてはこういったものを中心に計画を盛り込んでいこ

うかと想定しているところです。策定にあたっての概略の工程表も付けてあります。５１

ページをご覧いただけますでしょうか。今月、来月にかけて鳥取市の庁内で計画の検討を

進めていこうと考えております。内容を詰めていって１０月の下旬ごろ協議会に諮らせ

ていただこうと思っております。その後、市民政策コメントを実施して、平成３０年２月

末頃に再度、本協議会において最終確認をお願いしまして計画を策定させるという流れ

になっております。 

 

事務局 当素案は昨年度末に策定する予定でしたが、諸事情により策定出来ませんでした

ので、今年度改めて策定していくことを考えております。昨年度の段階で素案自体はで

きております。ですけども関係課等との話がまとまっておりませんので、十分に詰めて

いった上で、協議会の皆さんに諮りながら進めていったらと思っております。 

 

委員 とりあえず今、説明していただきましたが何か意見、ご質問等ありますでしょうか。 

 

委員 協議会条例というのは空家対策の鳥取県の条例の中に入っているのですか。条文と

して設置するというのは。それができてないということですか。 

 

事務局 それはできておりましたけども、昨年度の第１回目の対策協議会の中で昨年度中

にすると言っていたのにできなかったということです。 

 

委員 項目として目新しいものはありますか。 

 

事務局 特に目新しいものはないと思います。 
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委員 今までやっていたことと何か大きく違うことをやるわけではないと。 

 

事務局 利活用の分野が入ってきます。 

 

委員 利活用と危険空家の除去はかなり方向性が違うわけで、それを一つにまとめるとい

うのは非常に難しいし、疑問があるのですが。法律的に計画をまとめるという話があっ

て、確かにこういう計画を作るというのは現状把握という意味では非常に大きいのでし

ょうね。現状を把握して、その影響を市民に公表しながら対策をとるべきですとアピー

ルするのは大事かと。あとは、優先順位を市政としてどのように考えられるのかでしょ

うね。 

 

事務局 利活用を支援して、危険空家を無くしたいという思いです。そうは言っても、全部

がそうなるわけではないのでしょうが。 

 

委員 中心市街地活性化は、空家・空地の利活用などいろいろ出てきているがどれ一つとし

て活路がうまく見いだせていないのが現状ですから、せめて危険空家ぐらいは問題なく

粛々と進めるというところですよね。 

 

委員 リフォームとかリノベーションとか、インターネット上の話題ではよく聞きますけ

ど。 

 

委員 かけるコストとペイの関係が地方都市ではバランスが取れないじゃないですか。そ

こが一番の問題で。鳥取では賃貸で、独身なら５万円が限度、家族世帯でも７万円が限

度ですよ。空きビルをリフォーム、リノベーションして賃貸物件にすれば、都会では十

数万、単身でも家賃が取れるかもしれませんが、鳥取で十数万の家賃が払える所得の人

がどれだけいらっしゃるか。ほぼいないでしょうね。 

 

委員 家賃十数万は、家を建った方が。 

 

委員 今の金利だったら、土地買って家を新築で建てられますよね。 

 

委員 余裕で建てられます。 

 

委員 都市のリノベーションをここに持ってきても合わない。 

 

森委員 リノベーションも見た目はすごくいいのですけどね。 
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委員 収益性が合わないのでなかなか手が上がらない。儲かるなら業者が手を出している。

そうならないのは儲からないから、危険性が高いからで、興味のある若者達は手作り感

のある何かでごまかしているというのが今の現状になっている。なかなか難しい問題で

す。 

 

委員 投資的にはこれ、移住者をどんどん増やしましょうとか、そっちの話がメインで、非

課税の買い手の人たちが入ってこない。 

 

委員 ２０代、３０代、４０代の消費する人がいないことが一番問題で、ただ移住で１５０

０人入って来ても、出ていくのが４０００人いる現状では、いくら移住を誘致したって、

出を止めなければこれも難しい話であって。毎年４０００人が出て行ってしまうこの現

状を、高校を卒業したらもう鳥取にはいないという現状をどう考えるかという。 

 

委員 補助申請の前も意見でも言わせていただいたが、補助申請が通った方に、何かアンケ

ートを是非していただきたい。 

 

事務局 本当は今日しようかと思っていたのですが、今日は委員がおられないので。アンケ

ートのデータを今日は持ってきていないので、今日はしなかったということです。次回

には示させていただきたいと思います。 

 

委員 わかりました。 

 

委員 数十万で済んだ物件はないと思うので。少なくとも吉方の小さい家でも、道路がそん

なに広くないから大型車が入りませんし、そうすると３０坪検討のものでも１００万円

はかかったりすると思うんです。それに中に生活用品がそのまま残っているような場合

は、また処分費が別途要りますから、そうすると少ない予算で補助金がメインで取り壊

しをされる方はいないと思われるので。 

 

委員 補助金で解体された方の総事業費もデータとして残しておかれて、それをまたした

い言う方にアドバイス的な数字として返せるようにしておけば、折角補助金を払うのだ

からデータは活用できるのはないかと。なんで空家になったかと割と単純なことだと思

うのですけど、その申請者の立場というか背後関係も教えていただけるといいじゃない

かと思うのですが。 

 

委員 今日もここに来る前に相談を受けていたお宅も、お子さん３人関東にいらっしゃっ
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て、お父さんは公務員をしてらしたようなのですけど亡くなって空家になっている。 

お盆だからお墓参りとかいろいろ管理に帰って来てらっしゃるのですけど、処分したい

とおっしゃる。そこも相当な、もう５０年近くたっているような古い家なので。 

もう１件相談受けているのが、これも県外に出ていてもう両親もいないから、それも

さっき写っていた家に近いような古い家ですよ。そんな話がほんとに年間限りなく出て

くるので、それだけ鳥取に人がいなくなっているのだなぁとつくづく感じます。１５０

０人入って来たと喜んでいる場合じゃなくて、４０００人をどうするかが大きな問題で

す。 

 

委員 これは全日本の問題であり、且つ田舎の地方都市ということで、明確なこうやればこ

うなりますみたいな解がおそらくないのだろうと思います。だからこそ皆さんがおっし

ゃるようにアンケートとか手がかりを探す活動が、折角お金を出しているわけなのです

からお金を出した以上は何かしら政策にヒントをもらってもいいんじゃないかと思いま

す。この事業も３年間やってきたわけですから是非手がかりを探していただいて、いず

れにせよ今日はこれ頭出しなので、先ほどもお話が合ったように１０月下旬頃に計画案

が出てきて、それを当協議会で意見等を聞いてそれをまた進めていこうという話ですの

でよろしくお願いしたいと思います。その他何かございますか。 

 

委員 空家と人のマッチングがすごく難しい。住居がネックになってダメになる案件がす

ごく多い。 

 

委員 調整区域の制度が今年変わりましたよね。２０年以上たったらよくなった。 

 

委員 空家の担当課って変わりましたよね。地域振興課が空家バンクの担当だったが昨年

度末で空家バンクの募集をやめています。まだいくつか残っているのは、今年いっぱい

は引き継ぐということですけど。 

 

事務局 地域振興課が手を引いてしまいました。 

 

委員 中心市街地整備課が結果的には中山間も含めて鳥取市全域の空家バンクを見直すと。 

 

事務局 そういう気ではおりますけれども。地域振興課が手を引くといっておりますが、そ

れではいけないと、地域振興課の方がしないといけないと言っているところであります。

この計画を作るにあたっても、しっかり位置づけを作っていかないといけないと思って

います。 
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委員 今、地域振興課でまとめておられる空家バンクは、登録が４軒しかないですよね。中

心市街地活性化協議会の方で把握しているのは店舗ですかね。空家バンクというシステ

ムが鳥取市全域でちゃんと機能するようなものを作っていただきたいと思います。 

 

委員 全国的なネットワークとして空家情報を登録していくような整備を今、国交省の方

がやっているんですけど、空家の相談を受けても郡部のものとかは市場の流通性に乗ら

ないということで、処分もできないどうしたらよいかという根源的な所有権の登記法の

問題にまで及ぶような深い問題になっていると思うのです。住宅だけでなくて山林だと

か田畑についても所有権を未来永劫、個人のものとしてそのまま放置しておくのか、芋

づる式に増えていくのですから。その問題と地方の郡部の土地の所有権だとかいろんな

ものについて、これから地方都市の場合はいろんな問題が起きてくると思うのですよ。

その中で空家バンクだとかで問われてくるのは中心市街地に近い住宅地の周りぐらいで、

郡やなんかの方はなかなか難しいですし、生活利便だとか交通のインフラだとかいろん

なことがこれからどんどん難しくなってくると思うので。理想として出されているもの

と現実として進行している状況とのギャップがあるので、どうしていくか、上からの言

葉を待っているのではなくて、当の人間が自分たちで発信してどういった方向で進めて

いくかを本当に考えなくてはいけないと思います。 

 

委員 まちづくり協議会とかが機能してやっているところは割といいのですが。鹿野とか。 

 

委員 地域のボランティアとかがやってらっしゃる地域はたまにありますけど、そういう

熱意のある人材がいなかったり、みなさん高齢化していたりするような所だと、なかな

かそういうことも難しいですよね。 

 

委員 そういう難しい所を、これからどんどん狭めていって、そういう方向性とか新しい人

の流れとかを作るところまで持っていかないと。 

 

委員 今のままで残していくのは難しいと思うから、残す所と消滅させる所と淘汰をきち

んとしないといけないと思うのです。淘汰して、残す所はきちんと整備する。そうでな

い所はコストダウンして淘汰させていくという選択をしないと、あっちもこっちにも手

を放しませんからと言っていると、どこもがダメになるので。本当にそういう取捨選択

をしてきちんとした計画を打ち出さないといけないのですけど。そうできていないのが

今の現状だから、あそこでもここでも住めるんじゃないかと国民はまだ思っていると思

うんですけど、現実にはそうはいかないので。 

 

委員 おっしゃる通りなのですけど、中山間地の切り捨てとかの話になってくるので。これ
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は、おっしゃるように、正直なところ切り捨てていかなければならないと思うのですけ

ど、いまそういう議論を鳥取市民が耐えられるかと言ったら耐えられないと思うのです。 

 

委員 費用負担をあなたはしますかということで。県民一人一人が費用負担をしてでもそ

こを維持させたいと思うのなら、そうしなきゃいけないですよ。税金を倍でも払って。 

 

委員 人口分布で言えば中山間地は少数利益を守っていくという話になってくるので、や

らないという話につながりそうですが。そこを一種の区分をしてここは守り、ここは切

り捨てるみたいな区分を最終的には政治でやっていくしかないのですけど。 

 

委員 今、本来はコンパクトシティと言って、それをやっているのですけど地方都市は切り

離しができないものだから、全部残すみたいに線を引っ張ってしまうのですよ。それっ

て、できるはずがないじゃないですか。 

 

委員 近い将来さっきの草が繁茂したおうちがずらっと並んでいるような集落ができてく

ると思うのです。 

 

委員 現に鳥取市内でも消滅した集落がありますけどね。 

 

委員 あとは介護サービスだとかインフラだとかが耐えられるかどうかという局面にまで

いくと思うのです。それの話とこれの話はすごくつながっていて、家の除却にしても今

日話題になっている中心市街地とさっきの所と同じように扱っていいのかは考えどころ

だと思うのですが。郡部よりも市街地が優先になる、そういう政策はあると思います。

正に計画はそういうところを求められているのだと思うのですよ。 

 

委員 地方は切り捨てる。 

 

事務局 切り捨てるとは言っていません。 

 

委員 言っていませんけど、都市計画区域の中で居住誘導地域というのをまた新たに設定

して、居住誘導地域とそうでないところの線引きはしています。これは将来的に格差を

生むとは思っています。今はまだ出ていませんけど。あっちも残し、こっちも残しみた

いなことで結果これかというマスタープランなのだけど、それしか今は落としどころが

ないんだろうなというのはわかるんで、本当に苦しいところですよね。すばらしいプラ

ンになっていると言えないです。 
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委員 私は政治はよくわからないですけど、単純に家を壊しましょうという話でなくて、ど

れを壊してどれを壊さないか選択の問題であるとか、移住者とかの関係で最後はここで

暮らしましょうとか、そういう政略が絡む問題で今ここで取り扱っている問題はほんの

一部に過ぎないですから。そんなところも取り込んで計画できればいいですけど、なか

なか縦割りというのは現実的な行政としてあるのですから。 

 

委員 ２０年前の市町村合併からすでに始まっているのですから。地方の端の所はもうで

きなくなっているんだなということは。だからこそ市町村合併、そこから始まって今に

至る。最終的にはもうコンパクトシティ化を全国にしていくのが日本の統治の形と今の

ところは考えているのですよね。 

 

委員 そんなに難しい問題に取り組もうとされているんだと思いますが、本当に難しくて

どこまで取り込めるかわからないですけど。それはまた１０月末頃の話ということで。 

 

事務局 案を見ていただきたいと思うのですが、相談窓口というのをどういう風にしてい

くかというのも書き上げておりますし、そういった所も検討していくのかなと考えてお

ります。第５章に相談窓口をあげています。鳥取市の空家対策の推進体制を検討してい

こうかと考えています。 

 

委員 鳥取市では常時、そういった空家の相談というのを受け付ける部署があるのですか。 

 

事務局 いいえ、ございません。最終的には民間と連携してという発想になるかもしれませ

ん。 

 

委員 業界青年部で１～２回空家の相談を受けるじゃないですか。解決方法が提案できな

いものが結構多いのです。所有権の問題や登記法の問題、ひいては日本国憲法の財産権

の問題についても関わることなので、簡単に放棄もできないじゃないですか、日本は。

全放棄でもない限り。 

 

事務局 相続の方法を変えていかなければ。 

 

委員 最近は法務局での相談もその話ばかりです。相続登記がされていない土地ばっかり

で。所有権不明な土地が日本全国合わせると九州、そんな話も出ています。 

 

 

委員 宅地ならまだしも、農地もきちんと圃場整備がしてある所ならわかるでしょう。山林
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の一部とかになるとわかりません。 

 

委員 絶対にわからないですよね。当然、相続登記するほどの価値もないわけですから。 

 

委員 そういうので、代々あそこの山のここ、ここの山のここと何か所もそういうのを残し

ていらっしゃるところがあるけど、それをどうしろって個人に言ったって無理じゃない

ですか。町村単位で帰属させるとか、そういった方向に向かっていかないと。 

 

委員 帰属すると管理義務が出てきますから。その辺は、全国レベルで司法の調整を図る必

要があって、それはすごく大きな話になってきてしまいますので。ここに上がってきて

いるのはそういう問題がない、所有権がはっきりしているものなので。 

 

委員 そうでない問題も山ほどあって、じゃあ今、どこかに行って解決できる問題かと言っ

たら法律の問題なんかがあるので、どこに行っても解決しない問題が今、山積みになっ

ているという現状があるということです。法律家の方にそのあたりの法整備をどんどん

していただかないと相談に来られても解決できません。 

 

委員 このぐらいにさせていただきましょうか。ひと通りご意見が出ましたので、議題２は

終了させてください。特にそのほかの協議事項はないということでよろしいでしょうか。

ではこれで空家対策協議会を閉会させていただきます。ありがとうございました。 

 

4 開 会 

事務局 本日はありがとうございました。 

 

以上 

 


