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第２回鈴鹿市空家等対策協議会（議事録要約） 

開催日時 平成２８年５月３１日（火）１４：００～１５：５１ 

場  所 鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

出席委員 

 
末松則子 光永強 富田仁 宮﨑城治 櫻井哲男 西川潤子 

福嶋礼子 岩崎誠二 （９人中８名出席）＊毛利志保（欠席） 

事務局等 松岡都市整備部長 小河都市整備部次長 

住宅政策課 服部住宅政策課長 中井副参事 井上 GL 服部 若林 

 藤田 鈴枝   

建築指導課 伊藤建築指導課長（欠席） 福中 GL 

都市計画課 太田都市計画課長 伊藤 GL   

傍聴者 １名 

資料 ・事項書 

・【資料１】鈴鹿市空家等対策協議会構成員名簿 

・【資料２】第１回鈴鹿市空家等対策協議会質疑事項回答資料 

・【資料３】「鈴鹿市空家等実態調査」中間報告 

・【資料４】「鈴鹿市空家等対策計画」（素案） 

冒頭の事

項 
事務局による司会進行 

１開会 

２市長あいさつ 

３自己紹介（委員，事務局） 

発言者 発 言 内 容 

座長 「事項書 ４承認事項」（１）会議の公開，非公開について， 

事務局から説明をお願いします。 

事務局 

井上 
「事項書 ４承認事項」（１）会議の公開・非公開についてでございます。

「鈴鹿市空家等対策協議会の運営に関する要領」で，「協議会の会議は，

原則として公開する。」となっています。ただし，「鈴鹿市情報公開条例第

７条に規定する非公開情報に関し協議するときは，構成員の過半数が認

める場合は公開しないことができる。」と定められていることから，委員

の皆さまに承認をお願いします。 

本日の会議の内容は，非公開情報に該当する事項はないと思われます

ので「公開」とさせていただきたい。 

また，公開の承認をいただけましたら，傍聴希望者の入室を許可した

いと思いますので，よろしくお願いします。 

座長 事務局から，本日の会議については公開とすることの提案がありました

が，承認してよろしいですか。 

委員 異議なし。 

座長 異議なしの声をいただきましたので，本日の会議は，公開とします。 

本日の協議会の傍聴希望者は，1名です。「鈴鹿市空家等対策協議会傍聴

要領」に基づき，傍聴人席へ入場を許可します。なお，報道関係者につ
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きましては会議途中であっても入室を許可します。 

・傍聴人入場 （着席確認後） 

 次に，「事項書 ５説明事項」について 本日は，３つの事項があり

ます。内容について，事務局から説明後，質疑応答します。 

 それでは，「事項書 ５説明事項」（１）第１回鈴鹿市空家等対策協議

会質疑事項の回答について，事務局から説明を願います。 

事務局 

井上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

太田 

 

【資料２】第１回鈴鹿市空家等対策協議会質疑事項回答資料を使用して

説明いたします。 

まず，空き家の将来予測に関して回答します。 

空き家率と人口の予測について，表とグラフに示しました。 

平成４５年の空き家率は３０．２％，空き家数は２９，７８９戸と予測

しました。 

国立社会保障・人口問題研究所が公表している「三重県の世帯数の将来

推計」などから，鈴鹿市の将来推計をすると，一般世帯の総数は，平成２

８年までは増加を続け，８３，３８８世帯でピークを迎えますが，その後

は減少に転じ，平成３５年には７９，７０８世帯に，平成４５年には７４，

９９６世帯にまで減少すると見込みます。 

住宅数は，総務省の「住宅・土地統計調査」などから，鈴鹿市の将来推

計をすると，平成２５年の総住宅数は８４，１５０戸，空き家数は１１，

１７０戸，空き家率は１３．３％でしたが，既存住宅の除却や，住宅用途

以外への有効活用が進まなければ，平成３５年には総住宅数９２，１１８

戸，空き家１９，３４５戸，空き家率２１．０％に，平成４５年には，総

住宅数９８，６３７戸，空き家数２９，７８９戸，空き家率３０．２％に

上昇する予測です。 

昨年度改定しました鈴鹿市都市マスタープランにおいて，コンパクト

シティが大きなテーマとなっていますが，空き家対策については，どのよ

うに示されているか。とのご質問に対し説明します。 

「鈴鹿市都市マスタープラン 全体構想（概要版）」をご覧ください。 

１０ページに，「図 将来都市構造」が示されていますが，この将来都

市構造を実現するため，１３ページには，「活力ある都市づくり」など５

つのテーマが示されています。 

その中のテーマとして，「コンパクトで住みよい都市づくり」が示され

ています。 

この「コンパクトで住みよい都市づくり」というテーマを実現していく

ための方針が，２６ページに，「①都市拠点における土地の高度利用と都

市機能の誘導」など４つの方針が示されています。 

この中の④に「空家等についての有効な対策の実施」が掲げられてお

り，コンパクトで住みよい都市づくりを進めるにあたり，空家対策は，大

切な要素であることが示されています。 
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なお，概要版には，２６ページの最後の１行だけ記載されているだけで

すので，本冊のこの部分についてのコピーも添付しました。 

今回の改訂に際し「鈴鹿市都市マスタープラン全体構想概要版のポイ

ント」を併せて配布しました。都市マスタープランの本冊につきまして

は，本市のホームページで閲覧できます。併せてご覧ください。 

座長 事務局からの説明について，ご意見・ご質問等ありますか。 

光永委員 具体的に空き家対策をどうするのか，都市計画にうたっていないので

はないか。 

事務局 

太田 
都市マスタープランは都市作りの基本的な事を示しています。空き家

対策の具体的な内容については，空家等対策計画に基づき，それにぶら下

がる事業として展開されていくものです。 

座長 前回，ご意見を頂いたことについて，事務局から説明をさせていただき

ました。具体的な施策については，皆様からご意見を頂いた中で，今後，

決めさせていただきたいと思います。 

座長 

 
続けて，「事項書 ５説明事項」（２）「鈴鹿市空家等実態調査」中間報

告について，事務局から説明をお願いします。 

事務局 

福中 
【資料 3】「鈴鹿市空家等実態調査」中間報告を使用して説明いたします。 

１ページ，「１ 調査の主旨」 

この調査は，空き家がどこに，どんな状態で存在し，その所有者が誰で

あるかなどの情報を収集し，危険な空き家への措置をはじめとする空き

家への対応をスタートさせることを主眼に実施しています。 

「２ 調査計画」 

３月までに市内全域の建築物を網羅的にまわり，空き家と思われる    

建築物を把握する１巡目調査を終えました。現在，２巡目調査を実施中で

す。２巡目調査は，１巡目で空き家と判定した建築物が，空き家かどうか

再度判定を行い，空き家と判定された建築物について，老朽危険度判定を

行うものです。所有者調査は，２巡目調査で空き家と判定した建築物の所

在地と固定資産税台帳の情報を突合し，所有者を把握するものです。今後

の予定について，２巡目調査で空き家と判定した建築物の所有者に対し

アンケート調査を実施し，９月末までに空き家台帳を作成する予定です。 

「３ １巡目調査の結果概要」 

２ページの上の表に黄色で表示（黄色で表示の部分）のとおり，空き家

と思われる建築物，１，７１４棟を抽出しました。そのほとんどが，一戸

建ての専用住宅でした。この表では，地区別の空き家数のほか，平成２８

年３月末現在の住民登録上の世帯数，また，世帯数１００に対する空き家

数を，対世帯数，として示しています。空き家の分母つまり住宅総数であ

るとか，一戸建ての戸数は，今回の調査では調べておらず，今後も，逐一，

住宅の実数等をお示しすることが困難でございます。このようなことか
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ら，この住民登録上の世帯数１００に対する空き家数を，定量的かつ容易

に地域における空き家の状況，地区ごとの比較を示すことができる指標

の一つとする考えです。表における対世帯数（ピンク色で表示の部分）は，

この指標では，市内全域で２．１ポイント，地区ごとの比較では，神戸地

区が７．２ポイントと，他地区よりも数値が高くなっている。 

３ページは，参考資料を掲載しました。上の表は，昨年，自治会長にご

協力いただいた空き家アンケートの結果です。下の表は，統計上の住宅数

と空き家数，住民登録上の世帯数の推移を示したものです。 

「平成２５年住宅・土地統計調査」による空き家の総数は１１,１７０戸

で，一戸建ての空き家の推計は４，５７０戸となっています。これに対し，

１巡目調査の１，７１４棟とは，大きな差となっています。これは，仮説

ですが，人が住んでいないものの，所有者，管理者が保有・管理の意思を

もって，定期的に使用・管理している物件が多く存在し，これらが，統計

上の数値と，自治会長アンケートや今回の実態調査で空き家と判定され

た数との差となっているのではないかと思われます。この差は，統計上の

誤差が多分にあると思いますが，隣近所の方が管理・使用しているもの，

適切に管理されているものなど，比較的状態のよい物件であろうと思っ

ています。 

「４ 二巡目調査の経過概要」 

１巡目調査で空き家と判定した建築物を，再度，訪問し，外観から危険

度判定を行っているところです。５月２０日現在，進捗率は７５％で，こ

こまで１,２９３棟の建築物を調査した結果は４ページの上の表のとお

りである。最終的に空き家台帳に登載していく空き家の数は，１，４５０

棟程度になる見込みです。 

「５ 今後の調査予定」 

２巡目調査で空き家と判定した建築物の所有者に対して，７月初旬に

アンケート用紙を郵送し，最終的に，全ての調査の結果を集約し，空き家

台帳を作成する予定です。アンケート用紙は，第１回協議会で頂いたご意

見を参考に作成し，６ページ以降に掲載しました。 

問１で所有者の年齢構成，問２で所有者の世帯類型の設問です。欄外にＩ

Ｄ番号を入れ，集計の段階で，空き家と所有者の位置関係を把握する予定

です。 

問４から問６は，空き家の基本情報，問７は，空き家の状態設問です。

問８から，問１５までは，空き家所有者の意識についての設問です。この

中で，第１回協議会において，利活用の支障や，困りごとを聞いてみては

とのご意見をいただいていたので，問８で空き家になっている原因を，問

９において，困りごとの設問を設けています。問１６では，協力いただけ

る方に，連絡先等を記載いただくようにしており，市から空き家バンクの

ご案内をする考えです。 
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なお，空き家の利用者側のニーズを把握してはどうかとのご意見をい

ただきましたが，今回の調査では，想定していなかったため，今後の課題

とさせていただきたくご了解をお願いします。 

以上が，現段階での調査結果等の概略です。 

座長 事務局からの説明について，ご意見，ご質問等ありますか。 

福嶋委員 １ページ，一巡目調査の説明で，住宅地図をもとに市内を巡回した委託業

者の調査員は，どのような事業者であるのか。 

また，二巡目調査の危険度判定は，どのような人が行ったのか。 

事務局 

福中 
巡回した調査員は，国際航業という業者で，主に地図情報等を専門に取

り扱っている。危険度判定についても，危険度判定等の研修を終えた国際

航業の職員がまわっています。 

福嶋委員 それらの調査員は，建築士等の資格を持っているのか。 

事務局 

福中 
建築士の資格は持っていません。あくまでも，外観目視により空き家の

判定をして，危険度判定についても，マニュアルに基づき，破損の状況を

目視により行っています。 

富田委員 ２ページの下に，敷地外からは空き家かどうか判断できないもの等は

今回の調査では空き家と判定されません。とあるが，そのような外から見

て空き家と判断できなかったものは，今後も調査しないのか。 

事務局 

福中 
この調査の目的は，まず，位置情報を集めることで，今後，自治会長や

住民の方から情報を頂きながら，市が把握する空き家の数を増やしてい

くことになると思います。 

富田委員 ４ページの所有者アンケートの説明の中で，「所有者を調査し」とある

ので，そのような，空き家かどうか判らないものも調査できるのではない

のか。 

事務局 

福中 
４ページの所有者を調査し，というのは，あくまでも空き家と判定した

ものと，固定資産税の住所を照合して出した所有者であり，固定資産税の

台帳には，人が住んでいるのか空き家かどうかまでは書いていないので

地道に調査をしていく必要があります。 

座長 この後，調査するのですか。 

事務局 

福中 
今回の実態調査においては，追加調査はいたしません。 

 

事務局 

服部 
今後，空き家は増加していくことが考えられるので，調査は適宜行って

いくことを検討している。 

櫻井委員 固定資産税の課税調査の際には，敷地内に入らないのか。 

事務局 

福中 
固定資産税の課税調査では敷地内に立ち入りますが，今回の調査では

道路上からの調査になります。 

櫻井委員 そのような権限を使って，空き家も調査できないのか。法律が違うのか。 

事務局 

福中 
はい。地方税法と空家法は違いいます。空家法にも調査権はあるが，立
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ち入り調査が出来るのは，特定空家等の放置されていて危険な状態にあ

るものです。今回は，空き家を把握するための網羅的な調査であるので，

今の段階で民有地に立ち入るべきではないと考えています。 

櫻井委員 では，どの段階で立ち入り調査が可能になるのか。 

事務局 

福中 
放置されていて危険な空き家を，指導・勧告・命令をする段階において

は，実際に立ち入って，どこがどう悪いか詳細を見ないとどういう指導を

すべきか分からないので，そういう段階で初めて民有地に入ると思って

います。 

光永委員 業者だけに任せておいては遅い。業者は鈴鹿の土地のことはあまり詳

しく知らないはず。自治会長は空き家の場所を把握しているはずなので，

自治会長の情報をもとに，市の職員と業者が現場へ行って，危険と判定し

た空き家の所有者を呼び出して勧告がすぐ出せると思う。このようなこ

とは，１ヶ月もあったらできる。 

事務局 

福中 
３ページの自治会長に協力いただいたアンケート調査結果の情報や，

建築指導課が把握している情報等も業者に提供していますので，まった

く土地勘がないわけではないと考えています。 

光永委員 アンケート調査のようなまわりくどいことをするより，現地調査の際

に立ち合わせたらよい。 

岩崎委員 まったくその通りで，先ほどの都市マスタープランの話も大切ではあ

るが，今現在の問題と将来の問題を別にして考えるべきである。マスター

プランを進めているうちに，どんどん空き家が増えてきてしまう。一番困

っているのは地元の人たちなので，光永委員が言われたように，もっと地

元の自治会を有効に使うべきである。地元の人たちは，自分たちの自治会

の空き家の情報をよく知っている。自分たちだけでは無理であるが，行政

の方で立ち上がってもらえれば，お手伝いしますという人は，たくさんい

るはず。形はきれいに整えられていくが現実は動いていかない。後ほど登

録数等もお聞きしたいが，空き家バンクについても，鈴鹿市に住んでない

人が，鈴鹿市の空き家バンクのホームページを見ることは少ないと思う

ので，登録も少ないと思う。機会ロスしている使える空き家がもっと登録

されるようになるとよいが，とりあえず現実的なところをとらまえて，

徐々に確実に何か動き出せることを考えるべき。 

もっと自治会を有効に使ってもらったら，十分協力は得られると思う。 

光永委員 自治会長は，空き家の場所と所有者を把握している。災害のときに近所

に迷惑を掛ける空き家がどれだけあるか，所有者が分かっているのなら，

その所有者に対策を立てていただく，それができなかったらどうするか

というような具体的なものがないといけない。一番大事なのは，災害のと

きに近所に迷惑を掛けたり，防犯上問題のある空き家をどうするかであ

って，そのような建物の数は限られているので，業者任せではいけないと

思う。 
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こんなことを業者に任せていたら１年も２年もかかる。自治会に言え

ば１ヶ月もあればできる。地区市民センターの職員が付いて行ったら，

２，３日でできることである。 

事務局 

服部 
今後も空き家は増えていく傾向で，自治会を通じて新しい空き家の情

報を把握していきたいと考えていますので，ご協力をお願いします。 

福嶋委員 ２ページ，３ １巡目調査の結果概要の表から読み取れることとして，

対世帯数のポイントは，古くからある都市部が高く，山間部が小さいとい

う解釈でよろしいか。 

また，４ページ，二巡目調査の経過概要について，危険度判定がＤであ

った空き家は，対世帯数のポイントが高い地区に多いのか，それとも山間

部に多いのか。 

事務局 

福中 
はっきりしたことは言えませんが，特に山間部のポイントが高いとい

う傾向があるわけではないと思います。逆に神戸，白子，江島などの市街

地のポイントが高いと考えられます。そのポイントが高い地区に危険度

判定Ｄが多いかどうかは，再来週までに入ってくる予定の２次調査の結

果を見ないと判断ができません。 

福嶋委員 住宅が孤立しているのが古い都市部に多いということか。 

事務局 

福中 
神戸や白子の旧伊勢街道沿いの家が密集している所などで，ポイント

が高くなっている状況ではないかと分析しています。 

福嶋委員 そうするといっそう迷惑度が高いということになるのか。 

事務局 

福中 
はい。 

宮﨑委員 我々が議論する空き家は，共同住宅や集合住宅は，アンケート対象も含

めて基本的には除外するということでよろしいか。 

事務局 

福中 
今回の調査において共同住宅は，一棟全てが空室の場合に，空き家であ

るという数え方をしていますので，そういった判断は道路上からでは出

来ませんので，共同住宅はアンケートの対象から外しています。今後の対

策として，共同住宅も意識するのかどうかということは検討の余地はあ

りますが，主になる対策の対象は一戸建てが中心になります。 

宮﨑委員 この計画期間内で解決を目指す目標としては，１,４５０程度の一戸建

ての空き家になると思うが，今回の実態調査の１,４５０と住宅土地統計

調査の４,５７０との違いの原因はどういうことなのか。  

事務局 

福中 

 

住宅・土地統計調査は，国勢調査のように全てを網羅的に調査するので

はなく，市内の一部を抽出して実施調査しているので，かなり誤差が出る

のではないかと思います。 

宮﨑委員 分かりました。 

櫻井委員 最初に資料２で統計上の空き家の数を出しているが，今回の調査の数

とリンクしない。統計上の数値は捨て去って，これからの調査に基づいて

数を把握していく考えなのか。 
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事務局 

福中 

 

統計上の数値はともかくとして，この実態調査の１,４５０を鈴鹿市に

おける空き家対策のスタートとします。今後，自治会長や住民の方のご協

力を頂きながら，この数を増やしていきます。 

櫻井委員 住宅土地統計調査の空き家数１１,１７０とかなりの開きがあるので，

調査の方法を精査した方がよいのではないか。 

事務局 

井上 
住宅・土地統計調査の空き家数１１,１７０戸の内訳は，売却用若しく

は賃貸用が６,７１０戸，セカンドハウス，別荘と呼ばれる二次的住宅が

１８０戸，それ以外の空き家が４，２８０戸です。統計調査の数値も実態

調査の数値も両方正しいと認識していいます。 

今後，計画の中では，１,７１４棟を対象として進めていきたいと考え

ています。 

光永委員 

 

 

数字のやり取りだけでは実態と合わない。自治会長と立会いをしたら

一日で終わること。職員が５人いたら５ブロックの所へ行ったら一週間

もあったらできる。業者任せにして自分たちが見ていないから数が合わ

ない。やはり実態を見ないといけないと思う。 

事務局 

井上 
昨年度，自治会長にアンケートをお願いしましたが，自治会によって温

度差がございました。今回は，一括して業者が同じ目線で調査をするのが

目的であるので，ご理解をいただきたい。 

光永委員 自治会の協力が得られない所は，業者に任せてもよいが，協力が得られ

る所は，市の職員が実際に見ないといけないのでは。 

事務局 

井上 
空き家調査は一回限りのものではなく，今後も継続して行っていく必

要があります。今回は，そのベースとなるデータ収集ということで，実態

調査を行いました。今後は，自治会と協力しながら，情報を更新していく

ということを考えていますのでご理解いただきたい。 

座長 昨年，空き家対策の法律が施行され，その中で，本市にある約８万世帯

を１年間でどう調査するかにあたり検討した結果，業者に委託すること

になりました。実態調査は，一巡目調査が終わり，二次調査を行っている

段階で，空き家数は１,４５０棟程度の見込みです。 

今後は，業者だけでなく，市職員や，自治会の皆様方のご協力もいただ

ききながら，今回の調査で得た空き家の情報を更新しつつ，速やかに対策

を進めていきたいと思いますので，今後もご協力をお願いいたします。 

座長 いろいろ，御意見，御質問ありがとうございました。 

続けて，事項書 ５説明事項（３）について事務局から説明をお願いし

ます。 

事務局 

井上 
【資料４】「鈴鹿市空家等対策計画」（素案）を使用して説明いたしま

す。 

素案作成経緯について，前回の協議会で，計画に記載する必要がある９

つの項目についてまとめたものを，鈴鹿市空家等対策計画骨格案及び構

成案として事務局からお示しさせていただきました。今回は，前回のご
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意見を踏まえて「鈴鹿市空家等対策計画」（素案）を作成しました。 

この素案につきましては，４月２５日に庁内検討委員会を実施し，関

係部局に報告・意見集約を行いました。 

内容についてご説明申し上げます。計画（素案）は，序章から４章まで

の５章で構成されており，１ページから３ページにかけて「序章 計画の

概要」として，Ⅰ計画の背景，Ⅱ計画の位置づけ，Ⅲ計画の対象地区，Ⅳ

計画の期間，Ⅴ計画の対象の順で記載しています。 

４ページから６ページにかけての「第 1 章 空き家等の現状」では，

「Ⅰ空き家等の現状」と「Ⅱ空家等現地調査の結果」で今現在行っており

ます「鈴鹿市空家等実態調査」の内容と結果について，今後記載する予定

です。「Ⅲ固定資産税等の住宅用地特例」では固定資産税等の住宅用地特

例の適用除外の概要について説明しています。「Ⅳ 空き家等に関する相

談内訳」では空き家相談の現状について記載しました。 

７ページの「第２章 計画の方針」では，「空き家化の抑制・予防対策」

「空き家の活用・流通対策」「特定空家等の抑制・解消対策」の三本の基

本方針を，総合的かつ計画的な空き家等対策推進に向け定めました。 

８ページから１３ページにかけての「第３章 基本方針に基づく対

策」では，「第２章 計画の方針」で立てた３つの基本方針それぞれに

対応した対策を記載しました。  

最初に，「Ⅰ 空き家化の抑制・予防対策」として，「発生要因」を記

載し，次に，「発生抑制対策」として長期優良住宅の制度や，木造住宅

の耐震化事業を記載しました。これらは，いわば建物自体を耐久化する

ことですが，家主に長く住んでもらうことで，空き家の抑制につなげる

意図から記載しました。相続登記の普及啓発，空き家の譲渡所得特別控

除を記載し，ソフト面からのアプローチによる抑制策を記載しました。  

「Ⅱ 空き家等の活用・流通対策」としては，利活用・跡地利用対策と

して考えられる施策を記載しました。内容としては，空き家バンク制度

による空き家の有効活用や，リノベーション支援事業による空き家の利

活用を記載しました。  

「Ⅲ特定空家等の抑制・解消対策」については，空き家に対する適正管

理対策，管理不全対策に分けて記載してあります。まず，適正管理対策

ですが，空き家の適切な維持管理が継続されれば，有効な住宅ストック

としての位置づけとなりますので，その対策について記載しました。次

に，管理不全対策で特定空家等に該当するおそれがあるものの対処につ

いて，所有者等による自助対処を促進する取り組みと，助言・指導や勧

告など行政手続きによる対処内容を記載しました。 

１３ページから１５ページにかけての「第４章 空き家等対策の実施

体制の整備」では，第３章基本方針に基づく対策を受け，総合的かつ計

画的な対策の検討・実践に取り組むための相談体制の整備，実施体制の
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整備について記載しました。 

１６ページ以降は，関連する市の上位計画及び関連法令について掲載

しました。 

座長 事務局からの説明は以上ですが，先ほど空き家バンクについてご質問

がありましたので，事務局から説明願います。 

事務局 

井上 
現在の登録は２件です。ＰＲ不足と認識しています。７月に広報やホ

ームページにて登録を呼びかけます。実態調査で判明した空き家の所有

者の方に空き家バンクへの登録を勧め，登録数を増やす予定です。 

岩崎委員 計画作成も大切だが空き家の持ち主に計画を周知徹底することが大

切。所有者が関心を示されないことで問題が生じている。アンケートの

住所・氏名から空き家対策の周知徹底を図るべき。将来的には固定資産

税の優遇措置がなくなり，近隣への迷惑になることを所有者に考えても

らう必要がある。ただ，所有者を責めるだけでなく，真剣に考えてもら

うための糸口を導き出してあげる必要もある。 

また，市報への掲載も大切だが，市外に住んでいる方で，自身の空き

家への関心がない方に切実に問題点を理解してもらうことも重要であ

る。 

市は，空き家の流通促進のために，空き家バンクへの登録を積極的に

勧めるべき。また，持ち主側も情報の公開を進める意識改革が必要であ

る。 

先ほど，空き家の把握率が現実と離れているとの話もあったが，いず

れにせよ，今後空き家はどんどん増えていく。走りながら考える必要が

ある。 

市は，積極的に自治会等に働きかけ，所有者には積極的に直接コンタ

クトを取る努力が一番大切と考える。 

事務局 

井上 
実態調査は，所有者にコンタクトを取るいい機会であると考えていま

す。所有者の意向の把握，空き家所有の自覚を持っていただくためにも

アンケートを送付しています。空き家バンク登録件数をあげていき，空

き家対策に取り組んでいきます。 

宮﨑委員 特定空家等になりうる可能性がある空き家は２巡目調査によりＤ判定

の物件が対象になってくるという理解でよいか。 

事務局 

井上 
現在のところ特定空家等になりうる可能性があるのはＤ判定と認識し

ている。Ｄ判定の物件から今後対策に取り組んでいきます。 

宮﨑委員 将来的にＤ判定が劇的に減るのは特定空家等に判定されることがポイ

ントと思われる。時間軸で考えるとＤ判定物件はこのまま改善がされな

いと必然的に特定空家等に指定されるのか。空家法による行政手続きで

ある助言・指導などの段階が始まっていくという理解でよいのか。 

事務局 

井上 
助言・指導を行うには，その前に特定空家等に認定されている必要が
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あると空家法に規定されています。特定空家等の認定後に，助言・指

導，勧告，命令，代執行の手順が踏めます。 

座長 宮﨑委員はＤ判定の物件が特定空家等の認定になりうるのかという点

を質問されています。 

宮﨑委員 特定空家等の認定は鈴鹿市も覚悟がいる手続きになると思われる。し

かし，特定空家等の認定が根本的なＤ判定の空き家の問題を解決するポ

イントになる。市としてその覚悟があるのか。 

事務局 

井上 
Ｄ判定が８０件もあるので，当然，取り組んでいく覚悟です。 

富田委員 海外だと３年間空き家を放置していると行政が所有権を取得すると

か，所有権放棄した物件を行政が管理するといった受け皿を作っている

国もある。素案には所有権放棄についてあまり触れられていない。アン

ケートを取ってお困りですかと聞いているが，その後のアフターフォロ

ーとして行政の関わりが少ないように見受けられる。 

また，実際に一般の方が法律を知っているのかとの疑問もある。民法

第７１７条では工作物責任として，管理者や所有者，占有者が責任を負

うとなっているが，そもそも空き家の所有者が知っているのか。その責

任を負うということを周知させるのか。 

事務局 

井上 
本市においては，不要な財産を売却している状況であり，空き家を行

政が取得するのは考えていません。あくまで所有者責任で対応していた

だく姿勢です。 

相談があった物件に対しては，空き家所有者に対して，適正な管理を

お願いする文書を送付し，法律の内容を周知しています。 

富田委員 法律の周知は苦情が来たら対応している現状か。 

事務局 

井上 
現状はそうです。しかし，今回の実態調査で空き家と判断された物件

に対しては，市から進んで周知を行っていきます。 

座長 年間相談件数は４０件程度ですが，内容は多種多様にわたります。問

題が解決した案件もありますが，今までは市民からの通報でしか把握で

きていませんでした。しかし，今回の実態調査で１，４５０棟程度把握

できました。このことにより，法律の周知についても，今後は市からア

プローチするなど，積極的に対応できますので，特定空家等の認定につ

いても所有者と相談しながら進めていきます。 

西川委員 空き家の対象は居住している建物に関してのみか。工場など廃業した

建物も含まれるのか。 

事務局 

福中 

井上 

実態調査の対象として工場は含んでいません。 

空き家対策としてはすべての建築物を対象としていきます。実態調査

に含まれていない用途の建物については，地元自治会の協力も得ながら

対策を実施していきます。 
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西川委員 工場の跡地などは体育館として利用できる。天候にも左右されないの

で活用できる。学校の体育館は利用時間などの制限が大きい。子ども達

の遊び場所も少ないので，空き工場をミニ体育館として使用できるよう

になど活用を考えてもらいたい。 

事務局 

井上 
利活用の方策として考えていきたいと思います。 

西川委員 空き家バンク制度による協定内容について，交渉・契約の仲介手数料

はどのくらいなのか。 

宮﨑委員 宅地建物取引業法で仲介料の上限が決められている。賃貸借では家賃

1ヶ月分が上限になっている。成功報酬なので契約が成立したら費用と

なる。 

岩崎委員 他市の事例では，空き家バンクの登録基準が厳しいと聞くが，鈴鹿市

はどうか。 

事務局 

井上 
空き家バンク制度はもともと定住化施策として始まった制度です。定

住化であれば居住用ですので，状態のよい空き家だけが対象となります

が，本市の場合，空き家対策としての空き家バンク制度として発足して

おりますので，家屋の利活用だけでなく，空き家の跡地利用にも期待し

ています。解体を前提とした空き家も登録可能な方針です。 

福嶋委員 予期せぬ急な帰郷の例も聞いたことがある。このことからも，空き家

バンクの需要は高いと思われる。 

対策計画に重点対象地区を検討すると記載があるが，どのような地区

を想定しているのか。老朽住宅地などの地区を考えているのか。 

事務局 

井上 
重点地区の想定としては，道路が狭い地区や人口密集地区，災害リス

クの高い地区になると思われます。しかし，本市の空き家は市内全域に

存在するため，特定の地区ではなく市内全域を対象とした空き家対策を

行う考えです。 

福嶋委員 Ｄ判定物件が存在する災害リスクの高い地区などを指定していく考え

なのか。 

事務局 

井上 
今のところ市内の分布状況を把握していないので判断できませんが，

Ｄ判定物件への対応を最初に取り組む予定です。 

福嶋委員 Ｄ判定物件の分布が把握されていないということは１巡目調査の手落

ちでは。 

事務局 

福中 
Ｄ判定物件の把握は，２巡目調査が終われば結果を提示できるが，ま

だ調査中であり，現在は精査できていません。今回，中間報告であるた

め，次回の協議会のときに調査結果をお示しします。 

Ｄ判定物件と重点地区の関連性をどうするかは事務局としては未確定

である。Ｄ判定物件は点での対応，重点対象地区は面としての対応とな

り，対策の取り組み方が異なると思われます。 
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座長 重点地区を決める上でも，実態調査の結果を待って，ご意見を参考に

して考えていきます。 

神戸などは高齢化も進んでいます。また海岸線沿いは災害の恐れがあ

るなど地域の特性があります。地区設定は今回のご意見や，Ｄ判定物件

の把握を含めた実態調査の詳細を踏まえて，次回以降の協議会でご意見

を伺いたいと思います。 

櫻井委員 特定空家等の対策について，フローチャートで示されているが，「相

当の猶予期間をつけて」の勧告など，期間など曖昧な点がある。どうい

う期間設定で実行するかも含めて，特定空家等の認定後の，行政手続き

順もフローチャートで提示してもらえると議論が深まる。 

特定空家等を強制執行して除却するのは行政としてリスクが高い業務

と思われる。固定資産税の優遇がなくなるなども有効だし，それ以外の

罰則強化策はないか。強制執行に至るまでに所有者が改善するように，

税制など行政がペナルティーをかけ，改善を促す方策が必要と思う。 

事務局 

井上 
フローチャートは計画に記載するかどうかも含めて検討します。特定

空家等のペナルティーは，全国の地方自治体が考えているが，妙案はな

い状況です。全国や県内市町と連携を深めながら特定空家等の認定から

行政代執行に至るまでの方策を模索し取り組んでいきます。 

櫻井委員 特定空家等のフローチャート以外にも，空き家バンク制度を活用し，

中古住宅の利用が促進するように，除却と活用の２本立てで空き家の流

動化策を計画してもらいたい。 

先行して進んでいる自治体の取り組み状況を情報収集して，期間など

の設定根拠などを調査してもらいたい。 

事務局 

井上 
猶予期間などの設定については，先行の地方自治体を参考にしながら

進めていきたい。 

座長 多くの御指摘，御意見ありがとうございました。今日いただいた貴重

な御意見を参考にしながら，先進自治体の調査や意見交換を進めて必要

があります。個人の財産や他法令と密接に関わる内容ですので，慎重に

対応しならなければいけないと考えています。それでは最後，事項書 7

その他について事務局お願いします。 

事務局 

井上 
次回，協議会の開催予定ですが，１０月中旬頃の開催を予定していま

す。本日協議いただいた素案をベースに，実態調査の結果を反映し，本

日いただいたご意見を参考にして，計画案作りを進めます。準備が整い

次第，協議会の案内通知を送付しますので，よろしくお願いいたしま

す。 
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座長 本日は中間報告でしたので明確でなかった点もありましたが，本日の

ご意見を参考にして，次回１０月の開催に向けて，わかりやすく具体的

に進め，今後の計画の策定にもしっかり活かしていきたいと思います。

円滑な議事の運営にご協力いただき，忌憚のないご意見をいただきあり

がとうございました。家などの住まいに関する問題はとても重要である

との認識が改めて深まりました。今後もご協力ご指導をいただきますよ

うお願いいたします。では進行を事務局に移します。 

事務局 

服部 
末松市長，座長ありがとうございました。また，委員の皆さま，本日

はありがとうございました。 

空き家対策は簡単には解決できませんが，鈴鹿市としての基本的な計

画を定め，その計画に基づき対策を進めてまいります。 

本日いただきましたご意見を参考にさせていただき，計画の策定に取

り組んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします。 

また，本日の出席に伴う謝礼金につきましては，後日，振り込みさせ

ていただきますので，ご確認いただきますようお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

－終了－ 

 


