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平成３０年度 第１１回鳥取市空家等対策協議会 議事録 

 

 

日時：平成 31 年 1 月 17 日（木）10：00～11：30 

場所：鳥取市役所本庁舎第 2会議室（4階） 

 

協議委員 来田裕子委員（建築部門）、杉本美智子委員（不動産部門）、倉持裕彌委員（文化

部門）、長澤良太委員（景観部門）、下澤理如委員（民間部門）、福山裕正委員（公

募） 

事 務 局 鳥取市都市整備部 綱田正都市整備部長、建築指導課 西尾芳昌課長、小林雄二

建築指導係長、田村みゆき主任、中西麗子主任 

 

 

■ 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）「鳥取市空家等対策計画（案）」について 

3）その他 

4 閉 会 

 

 

■議事内容 

1 開 会 

事務局 それでは皆さんがお揃いになりましたので、これから第１１回鳥取市空家等対

策協議会を開会いたします。委員の皆様には、大変お忙しいところお集まりいただき、

誠にありがとうございます。本日は議題を２つ予定しておりまして、1件目が７月頃に

特定空家の補助ということで８件ご審議いただいたところでありますが、２件辞退さ

れました。２件分を再募集したところ、２件応募がありましたので補助についての審議

をお願いしたいところであります。 

  次に今日のメインでございますが、空家等対策計画が長く出来ておりませんでした。

やっと案が出来ましたのでご審議をいただきたいと思っております。よろしくお願い

します。そういたしますと、議事に先立ちまして、事務局側出席職員を紹介いたします。

綱田都市整備部長、小林建築指導係長、田村主任、中西主任です。 後に建築指導課長

の西尾です。よろしくお願いします。 
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  それでは次に本会議の成立について報告させていただきます。委員８名中本日は６

名の出席をいただいており、過半数を超えますので当協議会が成立していることを報

告させていただきます。 

それでは、会長に議事進行をお渡ししますのでよろしくお願いします。 

 

２ あいさつ 

 会長 皆さん、明けましておめでとうございます。実は先日、鳥取県で県内の研究機関で

空家の研究をしている研究者が集められまして、研究動向とか 近何をやっているの

かとか意見交換をする場が開かれました。色々お話を伺って来たのですが、いろんな所

で先生方がいろんな研究をされていまして、空家の実態を調査されていたりだとか報

告されたりしているのですが、思うのは、研究はやや実態よりも後追いというのか、も

ちろん確認して深堀するというのは重要な仕事なのですが、現実に動いている問題で

すとかそういう方がやっぱり先に行っているなという気がしてきました。私はだいぶ

前に空家については色々実態調査とかをしたことがありますが、その当時からあまり

にもできることが変わっていない。もちろん調べていない場所がいっぱいあるので、そ

れはまだまだやっていかなければいけないこともあると思っているのですが、現実の

スピードの速さというか、色々な所で空家が増えていたりですとか、広報的な問題にぶ

ち当たっていたりですとか、そういう問題が非常に多くなっているということを感じ

ました。こういった協議会の場は実に 先端な問題を取り扱っている場になると思う

ので、私としては非常に勉強させていただける場なのですが、勉強、勉強と言っている

わけにはいかなくて、少しでも前に進めなければならないという難しい事態ではあり

ますけれども、みなさんのご協力を得て少しでも前に進めるような会にしていけたら

と思っておりますので、よろしくお願いします。 

   また、会議の公開についてですが、本日の議題 1について個人情報を含んでいること

から、条例第８条第１項の規定により、議題 1は非公開とさせていただきたいと思いま

すがいかがでしょうか。 

  

委員 （異議なし） 

 

 会長 それでは議題１は非公開とさせていただきます。 

   

 

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 

 会長 それでは議題１の協議に進みたいと思います。「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、事務局より説明をお願いします。 
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 （非公開） 

 

会長 意見が無いようですので、９番、１０番を対象とするということでよろしいでしょ

うか。 

 

委員 異議なし。 

 

議題２ 「鳥取市空家等対策計画（案）」について 

 

会長 それでは議題２号に入ります。 

鳥取市空家等対策計画（案）について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 それでは資料２、３、４で進めさせていただきたいと思いますが、事前に配布し

ました資料２の空家等対策計画及び資料４の概要版についてですが、事前資料の送付

後に、内部の空家等対策本部会にかけまして、色々意見がありました。それについて赤

字で直しております。 後に参考資料ということで、事前資料との変更点を記載をして

おります。主に、建築物のストックとかリスクとかいう言葉は一般市民の方に分かり難

いだろうということで言葉を直したということと、長期優良住宅とかの用語の説明を

追加した方が良いのではないかという意見がありましたので直しています。それでは

資料２の修正版の方でかいつまんで説明させていただきたいと思います。 

（資料により説明） 

 

会長 ご質問、意見等あればお願いします。 

 

委員 今までこの会で、補助金の認定の作業をしてきましたけれども、今回２組がお断り

になったことに対して、今後、今おっしゃったような危険空家として特定して対策を進

めていくという風には考えておられるのでしょうか。今回の２件だけではなくてそれ

以前のものでも、この議題に上がったものについて除去されないで残っているものが

ありますよね。そういったものについて、今まで言及された事例とか、今後そうしてい

くような方針はありますか。 

 

事務局 今のところ勧告に向かったものはありませんが、近々向かいたいと考えている

物件もあります。その時には協議会に諮りまして向かいたいと思います。辞退されたも

のについては引き続き指導を行っていきたいと考えております。 

 

会長 他にいかがでしょうか。 
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委員 ５年間この計画に沿って進めていくということですね。非常に良いことがたくさ

ん書いてありますが。絵に描いた餅ではなくて、 後にＰＤＣＡが出ていましたけれど

も、ＰＤＣＡをやりながら、何年には何をするというというようなロードマップの作成

が必要ではないかと、これを読んで思いました。ショックだったのは、将来、世帯数が

どんどん減っていくという。今、世帯分離が進んで世帯数がどんどん増えていっている

という鳥取市の実態なのですけれども、じゃあ誰が消えるのかというところも色々研

究していかなければならないと思っております。若い人が減っていくと、事業をやろう

にも中心市街地で何も出来ないということもあるし、鳥取市の魅力がどれくらい下が

っているのか。魅力をどんどん上げていかないと、ここの話ではないですけれども。な

にか事業しようかという人も出てこない。そうしたら、家を借りようかということも出

てこないということになってくるので、もっと総合的に、鳥取で事業を起こすような環

境を作っていかなければならないかなあと。 

 

委員 鳥取県の中でも、鳥取市の数字はかなり顕著に出ています。人口減少、特に若年層

の部分では。東部、中部、西部の中で、東部が一番著しく数字に反映されていると思い

ます。そのあたりの根本的な問題がどこにあるのか、人口流出の層とかから分析して、

今後どういった対策が必要かというような、また別に大きな課題が鳥取市にはあるの

で。 

 

委員 新市から旧市の方に人が異動しているとか、どんな年代の人が減っているとか

色々あると思うので難しいと思います。 

 

委員 私たちの仕事で言うと、近年、単独の世帯数が増えていて、避けられないように孤

独死の問題というのが、住宅を扱っているとかなり発生件数が増えています。色々な社

会的な問題をここだけで解決はつかないので。 

 

委員 その辺のところをリンクさせながら、もっと上の方から主観的に思い切らなけれ

ばならないのかというのが、今の自治連合会の課題です。 

 

委員 これだけ空家が多いですから、どういった魅力付けをして、できれば若い世帯が生

活するうえで生活しやすい環境をどう作ってあげるかという提案をしなければならな

いのですけれども。なかなか費用対効果ということを考えると、地方ではコストを上げ

ることが出来ないで難しい。例えばインスペクションだとか、瑕疵保険にまつわるもの

だとか、不動産の全体に対して話は出ているのですけれども、地方都市ではそのコスト

を賄うだけの単価を提案できない。だからインスペクションしても耐震にしてもなか
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なか進まない。新しい提案を出来ないでいる。そこに行政が幾らか補助が付くような制

度というのはあるのですけれども、なかなかそれが追い付かない。 

 

委員 その中で鳥取は手厚い補助が付いているとは思いますが。 

 

委員 他との差別化とか区別化ということで、１点突破とかみたいな重点的な施策があ

ればまた変わってくるのではないかと思うのです。押しなべて全体にばら撒いたり、全

体に非が無いようにするよりは、ここに集中してという方向性が見えてくると良いの

ですけれども。 

 

委員 鳥取市としてのビジョンをお願いしたいと思います。 

 

委員 日本全国の不動産のビジョンというものが作り始められていますが、やはり市の

独特の方向性とかビジョンというのは、どこも漏れが無いように作り上げるのではな

くて、一つの柱をちゃんと立てるということが出来たところが勝ち残るのではないか

と思います。 

 

委員 ２６ページの「管理の促進の民間事業者との連携」という所に、黒丸があるのです

が、残念なことに建築士が外れているような気がします。３３ページには建築士会も出

ていますし、既存建物の診断とかは今、建築士しか出来ないので入れていただけるとあ

りがたいと思います。 

 

事務局 建築士についても、文中に入れておきます。 

 

委員 あと、自治会の活用ですね。自治会の方でも町内会長さんが空家を調査していたり、

私は民生委員もしているのですが、民生委員が社会福祉協議会と一緒に一人暮らしの

方を見守ったり、空家になっていたりする所とかを町内会長に報告したりとかもして

いますので、そういった自治会とか社会福祉協議会とかこの辺からもちょっと詰めて

いくような施策というか何か活用も入れていただけると良いのではないかと思いまし

た。 

 

委員 自治会も今、町内会長のなり手がなくて、当番でないと回らない。以前ならリタイ

ヤされた方が会長になってくださったり奇特な方がいらっしゃったりとかしたのです

けれども、現役世代でも、町内会長を負担しなければいけない状態ですから、なかなか

自治会の権限的なことが難しくなり始めています。 
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委員 一つは自治会の加入率が今、６４．１％になっていて、住んでいる方全部を自治会

がカバー出来ていないというのがあります。民生委員は全部見て回らなければならな

いし、社会福祉協議会も見ていかなければならない。そこのギャップが少し出てきてい

るのではないかと思います。それを今、できるだけたくさん町内会に入ってもらおうと

いう運動をやっているのですけれども。 

 

委員 役所の戸籍謄本だとか住民票だとか、そういったものからの相続人の特定をして

いくということにならないと、民間でなかなかそういったことが出来るような状態に

ないというのが現状だとは思います。 

 

事務局 ２５ページの２番の（２）で地域における空家等の対策の情報提供ということで、

他都市の事例とかも含めて地域の取り組みの事例を紹介して、こういうのが広がって

いけば良いかと思っています。 

 

会長 ２６ページの空家利活用ガイドブックについての情報提供みたいなものですけれ

ども、私が前に参加した県の会議で、岡山県さんが作った空家に関するパンフレットが

非常によくできていると評判になっています。参考になるのではないかと思って、良け

れば読んでいただけたらと。要は危険な空家であるとか維持管理が難しいものであっ

たらどういうルートを辿っていくとこういう風に相談してくださいだとか、分かりや

すく図示されているのが、売りたい人はこういった所がああなったらこうと非常に流

れが見やすくて、ああいう一連化した案内も広く配られたりすると、引っかかる人には

ちゃんと引っかかるのではないかと思います。 

 

委員 鳥取市も作っていますよね。インターネットでも公開している。 

 

会長 質が良くて。良ければ参考に。 

 

事務局 今、作っているのはどちらかと言えば利活用だけなので。 

 

会長 あと、２５ページで気になるのは、「先送りにすることによる問題の啓発」という

所が引っかかる表現であるということ。その引っかかる理由というのが、下の方にあり

ます「空家等を放置し問題を先送りすることによって発生する問題を、所有者が意識す

る必要があります」という所で、たぶんこれは修正で「リスク」が「問題」に替わって

いる所らしいのですが、もう少し何か良い表現があればと思います。次に、（２）で先

ほど以来、自治会の話の難しさというのが出ていまして、個人による管理が難しくなっ

てきている。そしてコミュニティの希薄化だとかというところが増えている。コミュニ
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ティの希薄化というのは、言ってみれば地域で空家を見守る体制が難しくなっている

ということを言っているのだと思うのですけれども、なのに地域で空家を見守る体制

を今求めているという風に、ここも若干、表現としては矛盾してしまうので。地域で空

家を見守っているかどうかを見極めつつ、出来ないところには支援なりサポートが必

要だという話になるのではないかと思います。細かく見ていくと、そういう表現の方が

良いかなと思いました。 

 

委員 この対策計画はかなり練ったものでありますが、こんな立派なものは今回初めて

作られたのですね。 

 

事務局 今回が初めてです。 

 

委員 空家という立場からしたら、これをとりあえず仕上げていくというＰＤＣＡが基

本になると思うのです。地域おこしを行政と一体になって民間でやろうというのがや

っと立ち上がって動き出したのですけれども、やはり問題は山ほどある。特に市街地は

まだ立派ですけれども、限界集落は、村じまいという言葉が横行する位、あそこはもう

だめなのかなとか、何年先かなという話がある。私は１０年前にＵターンで帰って来て、

移住を専門にやって来ました。東京や大阪の相談会に行って持ち帰って、いざという人

があっても、空家はたくさんあるのですが、その整備がちゃんとできていないというの

にイラつくのです。ちゃんとした家があれば移住しておられるのにというのが山ほど

あったもので。結果的に空家はあっても移住者を呼ぶだけの家がないというのが悲し

い現状です。それぞれの専門の部署の方がここをもっと詳しくやってくれとか、もっと

ここをこういう風にやりましょうとか動いたら良い。空家というのは何通りもあって、

今にもつぶれそうなものとか、手を加えなければならないものとか、あと２～３年した

ら必ず空家になるからすぐに使えるというものもある。自治会を始め福祉とかがそれ

を吸い上げて、そこから空家を使わせてもらえるような話に持って行くとか、山ほど方

法はあると思うのです。 

 

会長 他はいかがでしょうか。 

 

委員 消滅集落というのは。 

 

委員 限界集落の先です。 

 

会長 それでは特にご意見がないようですので、議題３、その他について事務局の方から

何かありますでしょうか。 
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事務局 今後についてですが、資料５の工程表をつけております。下から２段目の市民等

ですが、１月末から２月にかけてパブリックコメントを予定しております。そこでいた

だいた意見をまとめて、また３月の終わり位に審議をしていただいて、何とか年度内に

完成したいと思っております。 

 

事務局 その他、先ほど少し言いましたけれども、勧告をそろそろしなければならない案

件がありまして、また審議をしていただかなければならないと考えております。 

 

会長 かなり濃厚な気配ですか。 

 

事務局 何回通知しても動かれませんし、プライベートで訪問した時も会えず、通知を投

げ込んだとしても何の返事もされない。周辺からは相談が来るという案件です。実態は

まだ中には入り込んでいないのですが、周りから見てもかなり屋根が落ち込んでいる

というような状態で、周辺にかなり影響が出ています。 

 

会長 分かりました。 

 

委員 鳥取市の場合は相続人不明とかそういった案件は出ていないのですか。 

 

事務局 今のところ調査中という所です。それが 終的に不明になる案件にあるかもしれ

ません。 

 

委員 全国の段階ではそういった案件に対する法的な対応の措置も出てきているので、

適切な対応を進めることによって、例えば遊休不動産だとかこういった物件について

も流通がある程度促進されたり利用が促進されたりすることによって、街の景色が変

わってきたり、次の担い手が出てくるということもあるので、手をこまねいていないで

着々と進行していただいた方がよろしいかと思います。 

 

事務局 言われるとおりですが、そうすると 終的には代執行までいかないといけなく

なります。そうすると大変な話で、じゃあ代執行を鳥取市がしてくれる、もちろん費用

は請求しないといけないですけれども、そういう苦情が出てくるのもどうかと思いま

す。 

 

委員 それをやらないで同じ状態が続いているということは次のステップに繋がらない

ですから、ある程度の負担を負っても実行していくという機動力は欲しいです。 
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事務局 勧告に向かわなければならないとは考えておりますし、以前、所在不明な案件に

ついて略式代執行をしておりますので、そういう案件があれば進んでいくという考え

ではあります。 

 

会長 ありがとうございました。それでは議事としては以上ですので事務局にお返しし

ます。 

 

4 開 会 

事務局 大変長時間議論いただきましてありがとうございました。今日頂いた意見を基

に修正しながらパブリックコメントにかけていきたいと思います。 終的には３月末

にもう一度集まっていただきまして、計画を策定していくということになります。その

際にはよろしくお願いします。今日はありがとうございました。 

 


