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第３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１０月１４日（金）１３：３０～１５：０２ 

場  所 鈴鹿市役所 本館１２階 １２０３会議室 

出席委員 

 
末松則子 光永強 宮﨑城治 櫻井哲男 岩崎誠二 （９人中５名出席）  

＊富田仁（欠席） 毛利志保（欠席） 西川潤子（欠席） 福嶋礼子（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 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】鈴鹿市空家等対策計画（案） 

・【資料２】鈴鹿市空家等対策計画策定スケジュール 

・【参考資料】欠席委員からのご意見 

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 

発言者 発 言 内 容 

座長 「事項書 ３承認事項」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 
それでは，「事項書 ３承認事項」会議の公開・非公開について説明し

ます。 

この会議の公開・非公開につきましては，前回の鈴鹿市空家等対策協議

会でご説明したとおりです。 

本日の会議の内容につきまして，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と思います。 

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。 

説明は以上です。 

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
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つ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 ４説明事項」について，本日は，２つの事項があり

ます。内容について事務局から説明後，質疑応答とします。 

 それでは，「事項書 ４説明事項」（１）「鈴鹿市空家等対策計画」

（案）について，事務局から説明をお願いします。 

事務局 

井上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事項書 ４説明事項」（１）「鈴鹿市空家等対策計画」（案）について

説明いたします。 

前回の協議会で，「鈴鹿市空家等対策計画」（素案）を提案させていただ

き，委員の皆様から頂きましたご意見などを踏まえまして，「鈴鹿市空家

等対策計画」（案）を作成しました。 

この計画案につきましては， ９月２３日の庁内検討委員会で関係各課

長に報告するとともに，意見集約を行いまして，本日，委員の皆さまに提

案させていただきます。 

それでは，【資料１】「鈴鹿市空家等対策計画」（案）をご覧ください。 

まず，目次でございます。序章から始まり第４章までの５章編成での構

成は，計画素案と同様です。 

では，１ページ序章から順にご説明申し上げます。 

「Ⅰ計画の背景」の後に，Ⅱとして「計画の目的」を追加し，項目出し

を行うことにより，目的の明確化を図りました。 

２ページの「Ⅲ計画の位置づけ」では，内容を整理した上で，鈴鹿市の

最上位計画であります「鈴鹿市総合計画２０２３」との関係，並びに関連

する鈴鹿市のその他の計画と本計画との関係をイメージ図として添付し

ました。 

「Ⅳ計画の対象地区」では，実態調査の結果，空き家等が市内全域に，

ほぼ同程度の割合で，点在していることが判明しましたので，対象区域を

「市内全域」としました。この市内全域を対象地区とする点は，前回の協

議会と同様ですが，実態調査の結果，市内のどの地区においても，同じよ

うな傾向であることも判明したことから，現時点では，市内全域を均等に

空家対策を実施すべきとの判断から，重点対象地区は設けないこととし

ましたので，重点対象地区の記載については削除しました。 

３ページの「Ⅴ計画の期間」にも，本計画と｢鈴鹿市総合計画２０２３｣

をはじめとする，本市のまちづくりビジョンと各種計画との計画期間の

関係を示す，イメージ図を添付しました。なお，空家法は施行後５年間の

時限立法ですが，本計画は，総合計画との整合を図るために，平成３５年

度までの７年間とします。 

「Ⅵ計画の対象」は，本計画の対象は空家法に規定する空き家全てとし

ますが，本計画は，一戸建て住宅を主な対象として作成しました。これは，

空家等実態調査の結果を踏まえたものです。 
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続きまして，第 1章 空き家等の現状です。 

この章につきましては，空家等実態調査の結果の掲載を含め，大幅に変

更しました。 

まず，４ページから５ページには，統計上の空き家の状況として，住宅・

土地統計調査の結果を掲載するほか，人口・世帯数の推移を掲載しまし

た。 

住宅・土地統計調査における空き家は，基準日において，人の住んでい

ない住宅戸数を統計的に算出したものであるのに対し，本市で実施した

空家等実態調査や空家法上の空き家等は，おおむね 1年以上，使用されて

いないものであり，空き家の捉え方が全く異なります。このことから，あ

くまで統計調査から見る空き家の現状内容としてとらまえていただきた

いと思います。 

６ページには，本市で実施した空家等実態調査の調査方法，内容等につ

いて，掲載しました。 

７ページには，空き家のイメージ図を掲載しました。 

８ページから１３ページには，実態調査の結果を掲載しました。 

まず，８ページ，実態調査の結果，把握した空き家数を掲載しました。 

現地調査で得られた空き家から，所有者に対するアンケートにおいて

使用が認められるものを除いた結果，実態調査における空き家数は，空家

法上の空き家に相当するものが１１３２件でした。このうち，特定空家等

になるおそれが高いと判断されたものは１５７件でした。 

次に，９ページには，地区別の空き家数，空き家率を掲載しました。 

１０ページには，地区別の特定空家等に相当する管理不全空き家の数，

建築物の老朽危険度別の数とその判定基準を掲載しました。 

また，実態調査において，建築物の老朽危険度判定を行い，Ａ～Ｄに空

き家等を分類しました。 

Ａは，小規模の修繕により再利用が可能な空き家。 

Ｂは，維持管理が行き届いておらず，損傷もみられるが，当面の危険性

はないと思われる空き家。 

Ｃは，ただちに倒壊や建築資材の飛散等の危険性はないが，維持管理が

行き届いておらず，損傷が激しい空き家。 

Ｄは，倒壊や建築資材の飛散等の危険が切迫しており，緊急度が極めて

高いと思われる空き家。 

このように，健全と思われるＡ判定，解体が必要と思われるＤ判定まで

４段階に分類分けをおこないました。管理不全空き家等は，Ｄ判定の全て

と，敷地等の状態によりＡ～Ｃ判定であっても管理不全空き家等に該当

する空き家等となります。 

１１ページには地区別の空き家率を，１２ページには空き家の分布を

地図上に表した図を掲載しました。 
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１３ページから，本市の空き家は，平屋或いは２階建ての木造の一戸建

て住宅が大半を占めている状況がわかります。 

１４ページから２１ページに，所有者に対するアンケート調査の結果

を掲載しました。 

まず，１６ページ，④建築時期としては，昭和５０年以前に建てられた

ものが６割程度を占め，新耐震基準以前に建てられたものが多くを占め

ています。 

１６ページの下，⑤空き家の状態については，現状でも住める状態のも

のも少なからず存在しています。 

１７ページ，⑥空き家となっている原因は，転居した，相続したが利用

していないとするものが多くなっています。 

⑦困っていることは，改修や解体の費用不足や賃貸入居者や購入者が

いない，相談先がわからないが多く見られます。 

１９ページ，⑩維持管理を行っていない理由としては，費用や，住まい

との距離，身体・年齢の問題をあげるものが半数程度いる一方，理由はな

いとするものも２割程度見られました。 

２０ページ，⑫利活用の意向については，賃貸又は売却するなど利活用

の意向のあるものが多く見られます。 

⑬期待する支援等については，解体費用の支援のほか，専門家への相談

や借り上げ制度といった，利活用に関する相談や支援を求めるものも多

く見られます。 

２１ページ，⑭空き家バンクを知っている方は，１割にも満たないのが

現状です。 

空き家バンクへ登録したいが７４件あり，一定のニーズがあると言え

そうです。 

２２ページ，税法上の取り扱いについては，前回お示ししたものと同様

です。 

下の相談件数については，物件ごとで整理し直しました。 

６年間の相談件数の累計は１５２件，うち，解決済みのものは， 

約３０％の４４件です。 

２３ページの「第２章 計画の方針」です。この章は，当初，基本方針

のみの１節でしたが，３節での構成としました。 

まず，空家等実態調査の結果から判明した課題を２３ページの「Ⅰ 空

き家等に関する課題」として３つ設定し，空き家の課題の洗い出しをおこ

ないました。 

そして，この課題を解決するための方針となる「Ⅱ 基本方針」として

２５ページに記載しました。ここに記載しています３つの基本方針は前

回からの変更はありません。 

更に，次ページの「Ⅲ 成果指標」を追加しました。本計画に基づく空
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家対策に実行性を持たせるために，また，計画そのものを評価するため

に，具体的な数値目標を掲げました。 

２７ページです。「第３章 基本方針に基づく対策」では，これまでは

各施策項目に課名を併記していましたが，第４章に表に整理して記載し

ましたので，削除しました。 

「Ⅰ 空き家化の抑制・予防対策」です。空き家の発生原因などが調査

により把握できたことから，抑制策として２８ページに居住・使用の持続

による発生抑制と，相続に起因する空き家の発生抑制について記載しま

した。 

２９ページ「Ⅱ 空き家等の活用・流通促進」ですが，「適切な管理方

策」は，空き家を資源として活用する観点から，適切な維持管理の促進に

関して記載しました。 

３０ページの「利活用・跡地利用対策」ですが，建物の利活用と跡地の

利用についての項目出しを行った上で，前回項目の羅列であった部分を，

各事業について説明を加えました。また，アンケート調査から判明しまし

た相談等に関しての窓口体制の強化や跡地の利活用について記載しまし

た。 

３１ページの「Ⅲ 特定空家等の抑制・解消方策」は，主に適切に管理

されていない空き家等への対処と特定空家等の判断について記載しまし

た。特定空家等に該当するか否かの判断は，国の示すガイドラインを参考

としました。この判断基準の概要の表が次ページに記載してあります。特

定空家等の分類は，国の示すガイドラインにありますとおり，保安上危険

な場合，衛生上有害な場合，景観上不適合な場合および生活環境上不適切

な場合の４分類のいずれかに該当した場合となります。特定空家等の判

断は，大量のごみやねずみなどの有害動物の大量発生，景観を著しく害し

ている或いは立木や雑草が繁茂しているなど建築物の老朽化だけでなく

敷地の状態によっても特定空家等と判断することとなります。 

３３ページには，特定空家等への対処について，フロー図にて解説して

います。特定空家等への対処については，空家法に規定されているとお

り，まず，助言・指導から始まり，勧告・命令そして代執行と進んで行き

ます。ただし，全ての特定空家等が，必ずこのフロー図のように代執行に

行き着くものではありません。 

次ページでは，「特定空家等への措置の範囲」で，特定空家等が，周辺

に及ぼす悪影響の程度と，危険等の切迫性に応じての対処について，記載

しました。この表には，措置の範囲に建築物のイメージを併記しました。

助言・指導，勧告，命令，代執行の各段階の措置の範囲を定めました。建

築物の損傷が小さい場合は，助言・指導を行い，その後も損傷の程度が同

程度であれば，助言・指導を繰り返すこととなります。 

また，損傷の程度がさらに悪化し，悪影響の程度が大きくなった場合
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は，勧告の対象となります。この勧告がなされた特定空家等の敷地につい

ては，地方税法に規定する住宅用地特例の適用対象から除外されます。こ

れは，固定資産税の６分の１の優遇措置がなくなることです。 

３５ページの「第４章 空き家等対策の実施体制の整備」については，

住宅政策課が総合窓口となり，関係各課と連携して対応します。 

３６ページの括弧４には，特定空家等への措置に関して，空き家と言え

ども私有財産であり，その財産権は憲法で保証されていることから，特定

空家等に関する手続きについては，公平性・公正性を確保しなければなら

ない旨を記載してあります。 

最後に，次ページからの資料編ですが，素案に記載しておりました本計

画に関連する鈴鹿市の各種計画の抜粋や法令を削除し，空家等対策の推

進に関する特別措置法の全文を記載しました。 

前回の協議会でお示ししました，計画の素案から変更となりました項

目などにつきまして，ご説明申し上げました。 

また，全体として，文言の訂正や内容の調整，各章の整合を図るなどの

修正を加えています。 

なお，本日，ご欠席の委員の方から，事前にいただきましたご意見と事

務局の回答を，参考資料として添付しましたので確認をお願いします。 

説明は，以上です。 

座長 事務局からの説明について，ご意見・ご質問ありますか。 

光永委員 前回の協議会では，管理不全の空き家等が８０件というお話であった

が，実態は１５７件ということが分かって前進した。これからどうするの

かが大事になってくる。空き家は全国的にも問題になっている。特に災害

上の影響が大きい。今後のスケジュールを教えていただき，具体的にどう

するのかが大事になってくる。 

事務局 

服部 
今回の調査で，危険度の高い建物が１５７件ということが把握できま

した。まず１５７件という状態の悪いものから対策を進めていく考えで

あります。 

光永委員 まず，その１５７件から進めていくことは，手順としてはそれでよい

が，具体的にそれをどのような形でするのか。前回，私が提案したのは，

まず，行政と自治会がＤ判定の物件をまわって，その次の段階として，行

政として勧告を打っていくのか，そして税制上の優遇措置をしない，そう

いう手順を今日説明していただきたい。 

事務局 

服部 
まず，その１５７件の所有者に対しコンタクトをとって，自治会の協力

も得ながら，順番に実施していきます。それが，特定空家等であると判断

されたときには，法律に従い，指導・助言という手順を踏んでいかないと

いけません。その中で，内容によって，どこをどう改善すればよいかとい

うことを含めて所有者の方に説明や指導をして，それがある期間猶予を

与えた中で，改修ができていないときは，次の段階の勧告へと進んでいく
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という流れになっています。 

宮﨑委員 空家等実態調査の費用はどれくらいかかったのか。 

事務局 

伊藤課長 
約１,６００万円です。 

 

宮﨑委員 おそらく，このデータはすごく貴重で，住宅・土地統計調査とは全然違

って，事実にかなりコンプリートできた情報であると思うので，１６００

万円かけたからには意地でもある程度の効果を出していかないといけな

い。今，お話しに出たことがまさにそのとおりで，どう対策をとっていく

のかセグメントができると思う。アンケート結果によって，どういう理由

であるか，例えば，相続絡みとか，解体費用絡みとか，空き家バンク絡み

とか，いろいろ分類できると思う。その所有者に対して直接こういう制度

がありますよとか，特定空家等でいうと最終的には代執行まであります

よとか，そういうアナウンスを個々に対して継続的にしていくのか。 

事務局 

服部 
アンケート結果で，空き家バンクに登録したいという方はお名前も書

いていただいていますので分かっています。そうでない方についても，建

物を指導していく中で，先ほど言われたようなことも十分考慮した中で，

どのような対策ができるのか，その方がどうお考えかということも含め

て対策を進めていきたいと考えています。 

宮﨑委員 

 
私も対策の解決の方向性としては，計画に書いてあるとおりであると

思うので，それが認知されていないから認知させるのか，もしくは警告す

るのか，個別に追っていってほしい。１,６００万円かけたからには，意

地でもある程度の効果を出していかないといけないと思います。貴重な

情報であるので，大変であると思うが対策は個別に講じた方がよいと思

う。 

事務局 

服部 
ありがとうございます。 

櫻井委員 アンケート調査の中で発送総数が１,２４５通となっているが，空き家

の総数は１,１３２件となっている。件数の食い違いはなぜか。 

事務局 

福中 
 この違いについては，１,２４５通発送したうちの６９０件回答があっ

たわけですが，その６９０件の中で，１５ページの自宅等として使用して

いると使用の実態が把握できたものについては，空き家ではないという

ことで判定をしておりますので，最終的に残ったのが１,１３２件です。 

櫻井委員 前回の見込みで１,４５０件という数字もあったが，二次調査が終わっ

た段階で，１,２４５件あるということで，その数を発送したという考え

でよいか。 

事務局 

福中 
前回，ご説明させていただいたのが一次調査であり，１回目の網羅的な

調査の数字で，約１,４００件程度でした。その後，２回目調査を回らせ

ていただいた時に，住んでいると思われる建物もありました。それについ

て，所有者を調べて，１,４００件から「使用されている建物」，「所有者
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が分からない建物」を除いたものが１,２４５件で，そこにアンケートを

送付しました。そして最終的に残ったのが１.１３２件です。 

櫻井委員 今回調査をして，管理不全空き家等の数が出て，特定空家等の認定とい

うところにいかないと，なかなか進んでいかないと思う。税制上のペナル

ティによる動機付けで解体へ進むとか，アクションを起こすためには，そ

ういうものが必要である。管理不全空き家等１５７件に対して即刻精密

な調査をかけて判定に移っていくわけではないのか。今のお話だと，連絡

を取って，こういう状態ですよと所有者に促す程度では，なかなか改善に

は進んでいかないと思う。何かインパクトが必要である。最初に何かアク

ションを起こして，鈴鹿市は本気で取り組むぞというのが見えないとい

けない。調査をした担当部署はすごいエネルギーを使ってこれをまとめ

ていると思うが，役所というところは，担当者が代わっていくので，その

エネルギーを引き継ぐだけで，計画倒れになってしまうという危惧があ

る。であるので，前回，手続きにかかる期間を明示したらどうかとお尋ね

をしたが，それについては難しいとの回答であった。このことは，計画策

定の次の段階になるとは思うが，ある程度の方向性についてどのように

考えているか。 

光永委員 それで先ほど私が言ったわけです。管理不全空き家等が判明している

ので，これらを年内に対応してしまわないといけない。写真も撮ってあ

り，持ち主が分かっているわけであるから，年内に自治会と行政とが，Ｄ

判定のひどい状態を再確認して，市から持ち主へまず対策をとってくだ

さいという通知を出すべきではないか。そうでないと，アンケートばっか

り取っていても意味がない。私の地域でも持ち主は状況をよく分かって

いる。そろそろ壊さないといけないとか，だけど費用がかかるとかで，い

つ市の方から言われるか心配している方もいる。だから，それこそはっき

り言った方がよい。自治会と行政が一緒にもう一度現地確認をして，持ち

主のところへ確認をした後，解体などの対応の指導を書類送付するなど，

まず，年度内にこの１５７件は対応すべきであると思う。強制執行はまた

別の問題であるので，最終的に裁判とかそういう内容になる。だから，ま

ず，勧告する。そして，勧告しても何も返事がないということであれば，

税制上の優遇措置を切ることを伝える。一回目，二回目と措置して，三回

目として壊してください。壊さなかったら行政代執行しますよという警

告文を出す。行政代執行するのはその後である。スケジュールには，パブ

リックコメントなどは書いてあるが，対策を具体的に進めないといけな

いので，空き家に対する措置などをどう進めるのか事務局はどう考えて

いるのか。 

事務局 

服部 
基本的にまず特定空家等の判断をする必要があります。特定空家等の

判断をする時に，その持ち主の方に連絡をして，敷地などに入ったりして

判断します。判断するにあたり，一部分だけの確認ではいけないので，全
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体をきちんと把握した中で，最終的にどのように改善するかという話に

なります。当然，連絡をそれぞれの所有者に取らないと敷地にも入れない

ので，手続きとしては順番立ててやっていく必要があります。このように

順次順番にやっていきたいと考えています。 

光永委員 少なくとも年度内にはやらないと。 

事務局 

服部 
まず鈴鹿市としての方針がこの計画で定まります。基本的には，この計

画に基づいて，対策を進めていくことになります。ですから，情報などは，

現状に加えて収集はするにしても，対策そのものは，来年度から順次始め

ていくということになります。 

光永委員 年度内には少なくとも，確認ぐらいはしないといけない。 

事務局 

服部 
順次，確認はしていくわけですが，実際に相手方に対して，指導等の具

体的な対処を求めていくというのは，来年度から実施していきたいと考

えています。 

事務局 

井上 
 この計画が，本日，事務局が提案させていただく最終案として考えてお

りますが，このあと，パブリックコメントを行いまして，この計画案を広

く市民の方から意見を募集するという期間が手続上ございます。 

光永委員 

 
どういう意見か。 

事務局 

井上 
委員の皆様から頂いたご意見を反映させたものを，ホームページや各

地区市民センターにおいて公開し意見を求めます。 

光永委員 そんなことやっていたらなかなか進まない。それなら，議会にこういう

ことやりますよと諮ってもらった方がよい。 

座長 新たな計画を策定する際には，パブリックコメントの手続きをとるよ

う決まっています。 

光永委員 

 
どのくらいの期間か。 

事務局 

井上 
３０日間です。 

岩崎委員 管理不全空き家等の１５７件について，所有者や状況等を把握してい

るのか。 

事務局 

福中 

 

 

この管理不全空き家等を含む空き家等１,１３２件については，固定資

産税の納付書を送付する対象の方がほとんどですので，所有者や空き家

の状態については把握していますし，宮﨑委員も言われましたが，空き家

の情報とアンケートの情報を突合することも可能になっております。 

従いまして，１,１３２件については，空き家の情報を把握しています。 

岩崎委員 調査もされてかなり大変な作業であったと思うが，調査は外から外見

を見ただけで，実際には人が住んでいたということもあった様であるが，

この１５７件の中には人が住んでいる可能性はないのか。 

事務局 

福中 
その確信は，１００％ではありません。 
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岩崎委員 

 
ありがちなのが，行政のされる仕事は確かにきちんとした調査をして

順を踏んでされているが，もう一歩実際動かそうとすると，具体的な策と

か具体的な行動がないと，絶対に先に行かないと思う。というのは，所有

者の方の関心も余りないし，型通りのことはやるがそれ以上のことはや

らないというような，言い方は失礼かもしれないが，やりっぱなしの作業

になってしまうので，あと何も解決しない。 

もし，本気でやるなら，各自治会に問い合わせたらすぐ分かると思う。 

１,１３２件もある空き家を全部解決しようというのは，本当に難しいと

思う。とりあえず，せっかくこれだけの費用をかけたのであるから，この

１５７だけでも具体策を講じるべきである。先ほど，皆様からもご意見が

出ていたように，持ち主にもこちらから訴える要素がないと，あまり動い

てくださらない。具体例を出して説明されるとよいと思う。税法上不利に

なりますよとか，将来問題になりますよとか，ということがないと，なか

なか，動き出さない。だから，そういう様な事務を含めて，ごく紳士的に

折衝をするという大前提ではあるが，具体的に行動を起こされることで

す。それには，自治会を十分に利用になったらよいと思う。皆様おっしゃ

られる様に具体的な行動を起こさないと，その場限りで解決しないで，数

字の把握だけで終わってしまう気がしないでもない。 

光永委員 岩崎委員が言われたことは，一週間もあれば１５７件くらい，行政の方

から 1 名と自治会長が現地を見たらすぐ解決することである。どの家が

住んでいるか住んでいないか，業者の方では中に入れないのでわからな

い。しかし，自治会長は，そこはよく分かっている。それによって解決す

る部分も出てくる。既に，空き家の所有者は，解体する費用がかかるので

心配している。お金を使いたくないから。だけど，いつかは言われる。そ

のほかには，もう管理したくないとか，近所のことなんか知らないという

人もいるから，近所で困っている人もいる。すぐ確認すれば分かることで

あるので，迅速に対応すべきであると思う。 

岩崎委員 とりあえず，この１５７件から具体的に行動してスタートしたらいか

がかと思う。その間に，いろいろな情報が入ってくると思う。渡りに船と

いうことで喜ばれるかもしれない。そんな話は迷惑だと言われるかもし

れない。あるいは，れっきとした住民がいて管理していたのかもしれな

い。それさえも分からない状態で議論するよりも，一度，自治会等をお使

いになって，費用等がかからないでやる方法はいくらでもあると思う。 

事務局 

井上 
まず，計画を発表して確定させないと，空き家対策は進んでいきませ

ん。そして，この空家等対策計画の公表を３月３１日を予定していますの

で，光永委員から年度内というお言葉を頂いておりますが，年度内は動け

ない状況でございます。 

ただし，自治会等にアプローチしていくのはできるかと思います。それ

で次の話として，どの自治会からという順番も含めて，自治会と連携して
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実施していくというのは考えています。 

ただ，この１５７件も，空き家で朽ちているとは言え，憲法で保障され

ている財産権が及んでいる物件ですので，やはり手続きを慎重に進めて

いかないといけません。法の規定に基づいて，まず特定空家等に認定す

る。認定したら，すぐ指導する。それで指導して，改善が見られなければ，

先ほど，岩崎委員からもご意見がありましたように，固定資産税等課税標

準の適用を外すことになる勧告を行うことも解決手段になると思いま

す。 

しかし，何度も申し上げますように，行政が，個人の財産を不利益な方

向に処分することに関しては，手続きに時間が必要になると考えており

ます。 

ただし，それを理由に延ばし延ばしにするということは考えておりま

せん。迅速に進めてはいきますけど，今のところ時間がかかるものと考え

ております。 

光永委員 なぜ，時間がかかるのか分からない。憲法で保障されていることくらい

誰でも分かっていることである。まず，自治会と調査をすることについて

は，憲法は関係ない。１５７件を確認するのに，事務局で少なくとも３名

くらいいればできる。１週間あればできる。なぜ時間がかかるかわからな

い。誰かにさせるのなら別であるが，行政が自治会と調整するのなら，１

２月中にできるはずである。 

事務局 

服部 
今，申し上げているのが，法に基づく助言等については，計画の完成後

ということになりますが，所有者調査については，年度内に着手できるよ

うに進めていきたいと考えておりますので，また自治会にはご協力をい

ただかないとできないことと思っております。 

光永委員 自治会長の中にもいろいろといる。個人の財産の所へ立ち入るのが嫌

であるとか，嫌われるのが嫌だと言う者もいる。そんなのは一部である。 

大部分は近隣のことで困っているので，そこの調査くらいはすぐにで

きる。パブリックコメントは市報等で出されるので，それはそれで市民の

意見を聴くということは大事である。しかし，１５７件，せっかく１６０

０万円もかけて調査したわけであるので，行政がそれをやったのではな

く業者にさせたわけであるので，そうしたら行政と自治会が住んでいる

かどうかも，もう一度確認して，その次の段階として，勧告をするなり，

指導するなり，税制上の措置をとっていくというのはその次の段階であ

る。だけど，調査もせずにそれが来年度になると言っていたら，それは遅

すぎる。去年から調査しているわけであるので。 

事務局 

服部 
先ほども申し上げましたが，空き家の対応を進めていくには，特定空家

等としての認定が必要ですので，まず，職員が直接現地を確認して認定す

るというのが大前提になります。それからでないと次の段階である勧告

などには進めません。また，現地調査の時には，自治会のご協力が得られ
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るということであれば，ご協力いただいた上で調査も進めていきたいと

思います。 

座長 管理不全空き家等について議論していただいておりますが，計画案の

その他の部分についてのご意見はありますか。                 

宮﨑委員 アンケートの困っていることでは，「解体費用がない」が２番目に多い

状況である。市の耐震診断に伴う解体費補助の上限２０万円補助や，３０

００万円の所得税控除制度などは，市民の皆さんは意外と知らないと思

う。所得税控除制度などは，今までは住んでいないと控除を受けられなか

ったが，空き家の相続であっても受けられるようになった。これらは，所

有者にとっては大きなメリットになるので，こういうことも，アンケート

のそれぞれの回答者に，情報提供をしてわかりやすく周知してほしい。 

事務局 

服部 
メリット，デメリットを両方併せ持った情報提供を進めていく必要が

あると思っています。ご意見賜りました。 

櫻井委員 対策への優先順位はつけないとのことであるが，防災の観点からみれ

ば，沿道建築物の倒壊などが考えられる。防災危機管理課で行っている避

難計画の情報などから優先順位をつけるなどの考えがあっても良いので

はないか。 

事務局 

服部 
１５７件の現状は市内に点在している状況です。その中で，調査をした

上で，避難道路など関係各課と連携をとり，対策の順番を決めて行きたい

と考えています。 

櫻井委員 案の２７ページですが，空き家等の実態把握の記述について，「平成２

８年度以降も市内パトロールを行い実態把握に取り組みます」と記載あ

るが，どのくらいのピッチで調査を行うのか？まず，市が現状把握してい

る空き家以外の情報を自治会長から逐次挙げていただいてパトロールす

るのか。年間日程をきって，半年に１回全市を回る考えであるとか，今後

の展開についての取り組みの意向をお聞きしたい。 

事務局 

服部 
今のところはまだ具体的な計画はありません。まず１５７件の現地調

査を行う必要がありますので，経路における空き家を併せて確認してい

くことが考えられます。また，自治会の協力をいただくということもあり

ますが，現場立会いなどを行っている市の関係各課から情報の収集を行

い，空き家の把握に努めていきます。 

岩崎委員 それは分かるが，市の職員が目視で見回りするのはまったく意味がな

いと思われる。外見からは分からない。やはり，実質的な空き家を把握

するのは，自治会を有効に使って積極的に調査を行う必要がある。各自

治会にしても空き家には苦労している。協力のない自治会は少ないので

はないかと思う。積極的に協力する自治会から対策を行うのでいいので

はないか。１５７件が増えたり減ったり今後どうなるか分からない状態

で，議論していてもあまり前に進まない。 
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事務局 

服部 
基本的には自治会の協力あるなしに関わらず市としては公平に対処す

べきで，危険な状態にあるとなれば，自治会の協力あるなしで対応が変

ることは考えておりません。ただ，自治会の協力があれば対策を非常に

進めやすいので，自治会の協力のもと取り組んでいきたい。 

光永委員 それはやってからである。やってないから協力するしないも分からな

い。各連合自治会にブロック長もいるわけだから，その人から指導すれ

ばいい。まずやらないと。 

事務局 

服部 
ありがとうございます。 

岩崎委員 役所は役所のやり方があり，難しい問題もあるかと思うが，民間では

効果がでる方法をいち早く考えて，法に触れない一番合理的で効果的で

メリットがでる方法を検討する。そういう点を役所ももう少し検討し，

思い切ってやってもいいのではないか。 

事務局 

服部 
ありがとうございます。 

宮﨑委員 

 
私は宅建協会の代表でもあり，宅建協会としてどう関われるのか考え

ていた。協会側として反省することもあるが，空き家バンクの理念はす

ばらしいが，実際のところ機能していないのではないかと思われる。ち

なみに，これまでの成約実績は何件あるのか。 

事務局 

井上 
問い合わせは何件かありましたが，成約には至っていません。 

宮﨑委員 

 
賃貸借のマーケットはすごく大きく，日々すごい量が流通されてい

る。本来，きちんと機能したら成約はあって然るべきであると思う。ホ

ームページ上で見たら物件数が少なくて魅力がないデータベースなの

で，市にお願いしたいのは，魅力のあるデータベースにしてほしい。宅

建協会としても周知が足りていないと思われる。今日答えがでるもので

はなく今後一緒になって考えいきたいが，不動産業者がまずは市の空き

家バンクのデータベースを見るぐらいの仕組みを協会としても考えない

といけない。あと，手続きの方法であるが，遠方の方も市役所に申請し

て登録するという仕組みである。民間の不動産の業者はいっさいがっさ

い不動産業者が調査した上で，物事を進めていく。依頼者主体ではなく

業者主体でいろいろ調べて商品としてマーケットにあげるということを

する。これは，面倒くさい作業を一通り業者がするわけである。しか

し，そこは市が行うことは難しいと思われる。空き家バンクの協定を結

んでいる２つの協会の窓口の連絡先をホームページに掲載するのもいい

と思う。もしかして空き家バンクの登録とは別で成約してしまうかもし

れないが，それはそれで流通すればいいのではないか。また，空き家バ

ンクの詳しい内容もホームページ中では分かりづらい。例えばホームペ

ージのバナー的な感じでアップするとか，いろいろなやり方を協会とブ

ラッシュアップして考えていく必要があるのではないかと感じる。 
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事務局 

服部 
貴重なご意見ありがとうございます。空き家バンクの登録をしても成

約に至らなければ空き家の状態は改善されないのであって，成約に至る

ことは重要と思います。ご提案いただいた内容については今後検討した

いと思います。 

櫻井委員 宮﨑委員に伺いたい。中古物件の流通する年代があると思われるが，

昭和５６年以前の建物は流通しづらいのか？ 

宮﨑委員 

 

 

役割を終えつつある物件はたしかに流通させづらいが，世の中にはい

ろいろなニーズがある。役割を終えた物件であっても相応の値段がつい

て動くこともある。たしかに，広く一般的ではない狭いマーケットに対

しての流通かもしれない。 

櫻井委員 昭和５６年以前の物件で賃貸する場合，防災危機管理課が実施してい

る耐震補強などの耐震改修を行って，安全性が確認できてからでないと

流通しづらいのか，そうではないのか。 

宮﨑委員 

 
そうではない。耐震性を気にする方はおのずと新しい建物を選ばれ

る。逆に，昭和５６年以前の物件を求める方は，余計なお金をかけずに

安く貸してもしくは売ってくれという方もいる。 

櫻井委員 耐震補強工事費用は３００万から３５０万かかってしまう。工事を行

ってから貸し出ししようとするとオーナーとしてはすごく負担になる。

解体費用と改修費用を比べて解体が安いから解体にしようかとか考え

る。どちらにせよ多額な費用がかかるので，利活用に踏み出す動機付け

がほしいと感じている。だから，助言までは早く対処する。そして，固

定資産税の６分の１優遇措置を解除するとか，そういった対策が必要と

思われる。 

宮﨑委員 

 
使わない建物の固定資産税の特例解除を特定空家等の段階で実施する

のは有効だと思われる。特例はあくまでも居住用財産を目的として設け

られているものである。 

櫻井委員 話が少し反れるが，燃費の悪い車も自動車税が上がるように，空き家

に対しても同様にペナルティがあるべきと思われる。このことは市とし

てではなく国が整備しないといけない。 

宮﨑委員 当たり前ですが，朽ちた建物は壊したほうが良い。しかし，現状で

は，壊すと税金が上がる，壊すにもお金がかかる。そうすると，壊すわ

けがない。 

光永委員 テレビでも言っていたのだが，固定資産税特例は住宅が足りなかった

時代にできた制度である。今においては固定資産税特例が無くせるわけ

だから，特例解除までは行政としてすぐ実行できると思う。 

代執行はもう一つ奥に入った段階だが，空家法に基づく勧告で固定資

産税特例が無くなる事は，決まっていることである。 

岩崎委員 計画の２１ページの空き家バンクについて，登録を希望しないと回答
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した方の理由はどういうものがあるのか。 

事務局 

福中 
この計画には記載していませんが，空家等実態調査の報告書の中でク

ロス集計をしています。空き家バンクに登録しないと回答した１５５名

が，空き家をどういう使われ方をしたいのかのクロス集計の結果があり

ます。「売却する予定である」が１５５名中４０名，「解体をする予定で

ある」の方が５４名いまして，空き家バンクとリンクするところがある

のですが，所有者はあえて空き家バンクを利用したいと思っておらず，

いくつかフリー回答の中でも既に不動産業者さんと契約をしている，ま

たは，契約予定である方もみえる。今のところ空き家バンクに魅力が無

いので空き家バンクに流れていかない，空き家バンクが何なのか認知さ

れていないところもあるので，成約につながっていないと推測されま

す。 

岩崎委員 このようにいい制度が出来ても浸透していない。「空き家バンクに登

録するとどうなるかな。」「世間様に知られて嫌だな。」等様々な理由が

あると思うのだが，それを解決していかないと，空き家バンクを作った

だけになる。空き家バンクに登録すると何か優遇措置がある等はこれか

ら検討してはどうか。仲介手数料が安くなるとか。皆さん壊れかけの空

き家のことばかり言われるが，使用できる空き家をもっと活用すべきで

ある。私の周りにも空き家を探している人はいるので，もっと情報を発

信していくべき。探している人は，都会とは違って広い敷地で少しずつ

修理しながら１０年２０年かかってでも住みたいもの。私たちが想像し

ている以上の需要があると思われる。空き家バンクをもっとＰＲしてい

く必要があると思われる。空き家所有者の方にもっと空き家バンクを利

用して，もっと有効に空き家バンクが心配なく使えるものであることを

お知らせしたらいいと思う。 

事務局 

井上 
空き家バンクの周知に関してですが，この制度は昨年１０月に立ち上

げようやく運用１年ということになります。ご指摘のとおりまだ周知不

足のところがありますので，広報すずかに定期的に掲載したり，ホーム

ページでも募集したり，ラジオ広報，モニター広告を実施しています。

空き家バンクは認知不足ですが，これから，宅建協会のお力もお借りし

ながら進めて行きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

岩崎委員 空き家の所有者のことばかり考えているけども，空き家を探している

方も空き家バンクに登録できるのか。 

事務局 

井上 
空き家を探している方も登録いただけます。どちらかと言うと探して

いる方の数のほうが多いです。 

座長 計画以外についてもたくさんのご意見いただきました。 

他にご意見がありましたら発言をお願いします。 

ご意見が無いようですので，次に進めさせていただきます。 
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「事項書 ４説明事項」（２）今後のスケジュールについて事務局か

ら説明をお願いします。 

事務局 

井上 
それでは，「事項書 ４説明事項」（２）今後のスケジュールについて

の説明します。 

【資料２】鈴鹿市空家等対策計画策定スケジュールをご覧ください。 

本日，協議していただきました計画案を，皆様からのご意見を参考に

修正を行い，鈴鹿市空家等対策計画（案）を仕上げます。 

その計画（案）でもって，庁内の手続きを経まして，１１月にパブリ

ックコメントの実施を決定し，１２月にパブリックコメントを３０日間

の予定で実施したいと考えています。 

次回の協議会では，パブリックコメントで頂きましたご意見を参考に

して，鈴鹿市空家等対策計画を完成させますので，その計画について，

委員の皆様からご意見をいただく予定です。 

その後，協議会でのご意見などを加味いたしまして「鈴鹿市空家等対

策計画」として３月３１日に公表をしたいと考えています。 

最後となりますが，次回の第４回協議会は，来年２月中旬の開催を予

定していますので，出席の程よろしくお願いいたします。 

座長 今後のスケジュールについて，ご意見・ご質問はありますか。 

光永委員 パブリックコメントはどのような手法で行うのか。 

事務局 

井上 
広報すずか１２月５日号にパブリックコメント実施について掲載しま

す。また，ホームページにも掲載し，地区市民センターの窓口，総務課

と住宅政策課の窓口で実施します。 

市民の皆さんからのご意見をいただきながら進めて行きたいと思いま

す。 

事務局 

服部 
計画に戻って申し訳ないのですが，参考資料としてお配りしておりま

す，「欠席委員のご意見」の毛利委員からのご意見のなかで，計画案の

２ページの「Ⅲ 計画の位置づけ」のイメージ図について，組織図やピ

ラミッド図のように階層別に図示した方がわかりやすいのではないか，

とのご意見を頂いております。事務局としましては，他の委員さんから

のご意見も伺いながら検討していきたいと考えておりますので，何かご

意見がございましたらよろしくお願いします。 

岩崎委員 空家等対策計画と他の３つの計画とは同格のものなのか。他の計画の

一部というわけではなく別のものなのか。鈴鹿市総合計画２０２３から

の赤い矢印が鈴鹿市空家等対策計画にしか向いていないのはなぜか。 

事務局 

井上 
鈴鹿市の扱いとしましては，鈴鹿市空家等対策計画と記載しておりま

す他の３つの計画は同程度の扱いです。記載しているのは，連携すべき

主な計画です。 
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座長 この図では「鈴鹿市総合計画２０２３」からの赤い矢印が「鈴鹿市空

家等対策計画」だけですが，他の３つの計画にも赤い矢印がつくのが本

来です。その他のことも含めて，この図が見づらいと毛利委員からご意

見いただいていますので，少しこの図を修正したいと思います。 

ほかにご意見がありましたら発言をお願いします。 

ご意見が無いようですので，次に進めさせていただきます。 

座長 それでは，「事項書 ５その他」となりますが，ご意見はありません

か。 

岩崎委員 今現在空き家バンクにどのくらい登録があるのか。前回協議会時点で

３件だったが増えているのか。また，反応が少なかった場合の対策は何

か講じていくのか。 

事務局 

井上 
この１年で３件の登録がございました。非常に少ないと考えておりま

す。今回の調査結果によりまして，空き家バンク登録の意思のアンケー

ト結果で７３名の方が登録して利用したいと回答いただいております。

その方にまず，アプローチして登録件数を増やしていくことをしてまい

ります。 

岩崎委員 それと同時にこの１５７件の管理不全空き家について，これらは空き

家バンクに登録の予定はあるのか。 

事務局 

井上 
登録希望者はアンケートに住所氏名連絡先を記載して回答いただいて

おりますが，登録を希望しない方に対しては，今回のアンケートは無記

名ですので，アプローチの手法がありません。 

事務局 

松岡 
管理不全空き家等に対して所有者調査を行い，所有者が空き家バンク

に登録の意思を示した場合は対応させていただきたいと思います。 

岩崎委員 この１５７件を調査される中で，併せて空き家バンクのこともご説明

いただいて，登録されるよう勧めていただけたらいかがかと思う。 

座長 ありがとうございました。 

委員の皆さまからは以上のようですので，事務局から何かあります

か。 

事務局 

井上 
ございません。 

座長 事務局からもないようですので，本日の事項書の内容については，こ

れで終了いたします。皆様からいただきましたご意見を事務局で取りま

とめ，計画の策定を進めるようお願いします。 

計画案のほかにも空き家バンクなど様々なご意見をいただきました。

実際に自治会の皆さまとも連携・協力していかなければ進んでいかない

空き家問題でございますので，今後も連携・協力をお願いします。 

では，進行を事務局に移します。 
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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。本日いただき

ましたご意見を参考に，計画の策定を進めていきますので，今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

－終了－ 

 


