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第４回鈴鹿市空家等対策協議会（議事録） 

開催日時 平成２９年２月１４日（火）１５：３０～１６：２５ 

場  所 鈴鹿市役所 本館１２階 １２０２会議室 

出席委員 

 
末松則子 宮﨑城治 櫻井哲男 西川潤子 福嶋礼子 岩崎誠二 （９人

中６名出席） ＊光永強（欠席） 富田仁（欠席） 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 福中ＧＬ 

都市計画課 太田都市計画課長（欠席） 伊藤ＧＬ   

傍聴者 なし 

資料 ・事項書 

・【資料１】鈴鹿市空家等対策計画（案）に係る意見公募手続きの結果 

・【資料２】鈴鹿市空家等対策計画（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 

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・非公開についてです。 

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，本日は，傍聴希望者がございませんでしたので，このまま会議を

進めていただきますようお願いします。 

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。 

 それでは，「事項書 ４説明事項」（１）「パブリックコメントの結

果」について，事務局から説明をお願いします。 
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事務局 

井上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事項書 ４説明事項」（１）「パブリックコメントの結果」について 

説明をさせていただきます。 

まず，実施しましたパブリックコメントについて，説明させていただき

ます。 

「鈴鹿市空家等対策計画（案）」に係る意見公募として，昨年の１２月６

日から本年１月５日までの３０日間，パブリックコメントを実施し，広く

市民の皆様から意見を公募しました。 

このパブリックコメントの実施につきましては，「広報すずか」でお知

らせし，「鈴鹿市ホームページ」に掲載して，本庁と「２２の地区市民セ

ンター」で「鈴鹿市空家等対策計画（案）」を公開するとともに，意見の

公募を行いました。その結果，２名の方から３件の御意見を頂きました。 

資料１「鈴鹿市空家等対策計画（案）に係る意見公募手続きの結果」を 

ご覧ください。頂いた御意見及び市の回答（案）をまとめたものが，資料

１でございます。左側に「頂いた御意見」，右側に「市の回答（案）」を記

載しております。「頂いた御意見」はいずれも原文のとおり記載させいた

だいております。 

それでは，意見１について 

「市の関与が後手後手に廻っている。積極的に空き家をなくそうとする

取り組みが感じられない。確かに私有財産への介入となるが，公共の福

祉，地域防災の観点から，管理不全空き家や特定空き家を除却する取り組

みを市が主体となって取り組むべきである。」との御意見を頂きました。 

特定空家等への対処につきましては，計画（案）の第３章の３１ページ

から３４ページにかけて記載しておりますので，回答（案）としましては 

「特定空家等への対処は，第３章に記載しており，本計画に基づき積極的

に取り組みます。」としたいと考えております。 

次に，意見２について， 

「空き家を減らす取り組みとして，長期優良住宅の普及（Ｐ２８），木造

住宅の耐震化（同Ｐ２８）が掲げられているが，これらは，建物の長寿命

化への取り組みであり，現に空き家となっているものや，成りかけている

ものへの抑制効果にはなっておらず，単に寿命を先延ばししているだけ

である。そもそも空き家が発生する主因は，人口減少である。この人口減

少社会の中，新たに住宅団地を造成して新築住宅を供給していることが，

既存住宅の有効利用対策が進まない最大の要因と考えられる。スクラッ

プアンドビルトを除き，新築住宅供給を少しでも規制する等の政策が必

要ではないか。また，人口増加対策のため，鈴鹿市が住みやすい市となる

ような政策をもっと積極的に行うことも大切であり，そのような政策も

記載していただきたい。」との御意見を頂きました。 

回答（案）としては， 

「本計画は，住宅の建築や開発を制限するものではありません。このこと
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から，計画の修正は行わず，原案とおりといたします。また，住みよいま

ちを実現するための施策については，「鈴鹿市総合計画 ２０２３」に記

載しています。」と考えております。 

この回答の理由ですが，本計画に，住宅の建築や開発の制限を記載する

ことが馴染まないことと，併せて, 住みよいまちを実現するための施策

については，「鈴鹿市総合計画 ２０２３」に記載していることから，そ

の旨を回答しております。 

続いて，意見３でございます。 

御意見は，「鈴鹿市空家等実態調査報告書（資料編）・資料Ｐ１４によると， 

一ノ宮地区長太栄町の戸建て住宅の世帯数は７４３戸とのこと。長太栄

町は１丁目から５丁目まであり，このうち１丁目と２丁目の現状は次の

ようになっています。 

長太栄町１丁目 戸建て住宅８６戸 空き家７戸 空き家率 ８.１％ 

長太栄町２丁目 戸建て住宅２７３戸 空き家２４戸 空き家率 ８.

８％ 計 戸建て住宅３５９戸 空き家３１戸 空き家率 ８.６％ 

 上記長太栄町の世帯数（７４３戸）から見て，長太栄町３丁目から５丁

目には３８４戸建っていることになり，１丁目・２丁目と同様の比率で空

き家があると仮定すると，長太栄町全体には６０戸以上の空き家が存在

することになります。ところが，資料Ｐ１４によると長太栄町の空き家総

数は１９件（空き家率２.２％）と表示されています。今回実施された調

査は，現状と大きくかけ離れた調査結果（調査精度が悪い）になっている

と思われますがいかがでしょうか。」との御意見を頂きました。 

回答（案）としましては， 

「参考資料【（鈴鹿市空家等実態調査報告書）（資料編）】の御意見として

拝聴し，今後の空き家等対策の参考にさせていただきます。」としたいと

考えております。 

意見３で頂いた内容は，パブリックコメントの対象計画（案）への御意

見ではなく，「鈴鹿市空家等対策計画（案）」と同時に参考資料として公開

しました「鈴鹿市空家等実態調査報告書」の内容についての御意見でした

ので，このような回答とさせていただきました。 

以上が，パブリックコメントの御意見と市の回答（案）であります。 

この結果，パブリックコメントで頂いた御意見につきましては，いずれ

も参考とさせていただき，今後の空き家対策の推進につなげていくもの

とし，鈴鹿市空家等対策計画（案）は，現案どおり手続きを進めていきた

いと考えています。 

説明は，以上でございます。 

座長 事務局からの説明について，御意見，御質問はありますか。 

福嶋委員 意見の件数は２名で３件とお聞きしましたが，お一人で２件質問して

いるのは何番と何番ですか。 
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事務局 

服部 
１と２が同じ方です。 

 

福嶋委員 ３の意見の方への回答で，指摘された数値の誤差というのは，参考資料

のことであるので参考とさせていただきますとの回答ですが，報告書と

この方が仰っている数値がどのような理由で違っていると考えられます

か。 

事務局 

服部 
この実態調査というのは，道路から見てどうかという基準を設けまし

ての調査でありますので，地元の方が把握している空き家の数と数字的

に乖離があると考えられます。 

福嶋委員 そうすると，しっかりよく見ると空き家の数がもっと多いということ

になるのですね。 

事務局 

服部 
それは，普段の状況がもっと重要になってくるポイントと思われます

が，全体的に市内を網羅して見ていく調査の中でわかる数値としては，現

在の調査の結果ということになっています。 

福嶋委員 いつも思うのですが，パブリックコメントに対する回答が素っ気無い

感じが市民感情としてするので，できれば，もう少し市民に歩み寄った感

じでお答えをしていただけるとよいのではないかと思います。 

事務局 

服部 
先ほども説明をさせていただきましたように，今回は計画（案）につい

てのパブリックコメントでありまして，資料編のご意見ということでし

たので，このような回答とさせていただいております。 

福島委員 はい。 

櫻井委員 資料編というのは，ホームページ上の同じ所に掲示されていたのです

か。数字的な疑問は，資料編についての本編とは違うけれども回答するべ

きではないですか。数字で出されてきていると，何らかの根拠などを提示

してあげないと回答にならない気がします。 

事務局 

井上 
確かに計画（案）と同時に公表されたものなので，数字が出ている以上

回答すべきではないかという櫻井委員の御意見ですが，ただ，この頂いた

御意見について，この意見を頂いた方の地区は，ここに具体的に長太栄町

と記されていますので，長太栄町の自治会の関係者の皆様には，今後，協

議会が終わりましたら接触を図りまして，この数値の御意見若しくは，ど

こが市の調査と違っているというような対応はさせていただきます。 

ただ，回答としては，申し訳ございませんが，全庁的な話でございます

ので，以前のパブリックコメントの回答若しくは，今後，行っていく回答

もございますので，このような回答案で行きたいと考えております。 

座長 要するに，どのように調べ方が違ったから，この数字に誤差があるので

ということをはっきりとここに明記した方がよいということでしょう

か。 

櫻井委員 それができないのであれば，参考資料についての説明というような形
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で，本編，計画（案）とは違うというようにしていただいたら，わかりや

すいのではないかと思う。これでは，答えと違うような気がします。 

座長 今回，意見とし拝聴し，今後は，空き家対策の参考にさせていただきま

すということは，一応，これは聞いておきますということですけど，市の

調査方法は，その自治会で調べていただいた調べ方と違うので，調査方法

によって誤差が生じています，というような所が足りないと思いますし，

これで納得というのはなかなか難しいと思います。 

福嶋委員 先ほど，個別に対応させていただきますとの回答でしたが，パブリック

コメントをして，その意見ですので，しっかりとした根拠を示すべきでは

ないかと思います。 

座長 要するに，調査の仕方が違うということです。 

岩崎委員 毎回出席させていただいているので事情はよくわかるが，この方々の

ように資料だけご覧になられた方は，わからないのでしょう。それから，

この資料を基に計画を策定するわけであるから，やはり土台が狂ってい

ると，資料自体もちょっと不完全なものではないかという不安があるの

ではないでしょうか。やはり，正直な所を書いて，調査の仕方において，

個人的なことなので深く立ち入れなかったということも表現されておい

た方が納得されやすいのではないかと思います。 

事務局 

服部 
ご意見を頂きましたので，内容について明記をしていきたいと考えて

おります。 

座長 

 
市と自治会の調査方法の違いを明確に書けばよいと思います。それが

委員の皆様方の意見であると思いますが，櫻井委員そういうことでよろ

しいですか。 

櫻井委員 はい。それでよいと思います。数字の違いがこうですと言い切れればよ

いと思う。そうすれば，わかっていただけると思います。 

事務局 

服部 
後でまた訂正したものをお送りさせていただきたいと思いますので，

よろしくお願いします。 

座長 

 
違いを明記させていただいて，事務局に一任していただくということ

でよろしければ，ここで承認を取らせていただきたいと思いますが，よろ

しいでしょうか。 

委員 はい。 

座長 先ほどまでの御意見を参考に，理由をきちんと明記したもので，パブリ

ックコメントの承認を頂くということでよろしくお願いします。 

座長 次に進めさせていただきます。 

「事項書 ４説明事項」（２）「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」（２）「鈴鹿市空家等対策計画（案）」について

説明をさせていただきます。 

それでは，資料２の鈴鹿市空家等対策計画（案）をご覧ください。 

パブリックコメント後の計画の最終案として，本日お配りさせていた
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だきました。前回の協議会から１点の変更点がございますので，その内容

について説明いたします。 

２ページをご覧ください。計画の位置付けの図を変更しております。 

前回，この図が分かりにくいと御意見を頂きましたので，このような図に

変更いたしました。 

続きまして，変更点の話ではございませんが，前回の協議会以降の住宅

政策課の取り組みについて，説明させていていただきます。 

１０ページをご覧ください。空き家の老朽危険度判定で｢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｣と判断しました

Ｄ物件への対応を行って参りました。本日までに，Ｄ判定の空き家１０２

件全てについて，住宅政策課の職員が，現地確認を行うとともに，所有者

の方から管理状況などについて，お話を伺いました。その結果，３２件は

解体などにより，既に，空き家状態が解消しております。 

次の対応として，管理不全空き家などから順次，職員が現地確認を行

い，所有者の方から管理状況などについて聞き取りを行っていきます。 

また，空き家実態調査のアンケートで，空き家バンク登録の意向を示さ

れた７３名の方全員に連絡を取り，空き家バンクの物件登録をお願いし

ましたところ，前回の協議会時点では３件であった物件登録件数が，現時

点で７件登録されています。既に，ホームページ上で，この７件の物件を

公開しております。今後も，この方々を中心に，物件登録数の増加を図っ

ていきたいと考えています。 

説明は以上でございます。 

座長 ただいまの事務局からの説明について，何か御質問，御意見はあります

か。 

福嶋委員 先ほどの空き家バンクの登録が７件であると説明がありましたが，そ

うすると２６ページの成果指標の所の空き家バンクの登録件数の目標値

が１００件で，空き家バンクの成約件数の目標値が５件ということです

が，大体，この１００件という数字は，何というか無理があるというか，

その辺りはいかがですか。成果指標について教えてください。 

事務局 

井上 
今のところ，平成３５年度に登録件数１００件という数字ですが，今

回，アンケートで７３名の方に連絡をして登録をお願いしましたので，こ

の短期間で４件増えたと考えております。平成３５年度に１００件を目

標として成果指標を考えておりますので，この１００件というのが，ハー

ドルが高い数字かと事務局の方では考えております。最初の出だしは，こ

れくらいのスピードで行かないと，この１００件と数値は達成できない

のかなと考えております。 

福嶋委員 もう一つ聞いてよろしいですか。 

先ほどの説明の中で，１０ページのＤ判定が１０２件であったのが，そ

のうち３２件が解消されていたと言われましたが，これは，空き家の所有

者へ接触を図ったから解消されたのか，あるいは，時差があって解消され

ていたのですか。 

事務局 

服部 
今までから，指導を繰り返していた物件もありますし，当然，時差いわ

ゆる時間が空いているという中で，それぞれの所有者の方が解体や改修
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をした物件もあります。もちろん，今，申し上げたように指導していたも

のが，その間に解体されたといったものもあります。 

福島委員 

 
そうすると，指導をすると成果を上げることができるということなの

ですか。 

事務局 

服部 
所有者の意識的なものにもよりますので，同じようなペースで解消さ

れていくというわけではありませんが，計画にもありますように，積極的

にそういった部分の指導を強化して解消を図っていきたいと考えていま

す。 

福島委員 はい。 

座長 ほかに御意見はないようですので，次に進めさせていただきます。 

「事項書 ５その他」について，全体を通して御意見はありますか。 

宮﨑委員 特定空家等の措置の範囲を決めるフローが読み取れませんでしたが，

具体的にはどういう流れで措置が行われていくというのが，ぼけている

ような気がしました。そこは，実際，計画の中で助言から代執行まであっ

て，誰がどういう流れでやっていくのかという所が具体化されていくの

か，それとも，飽くまで制度としてはあるけれど，運用まではまだちょっ

と遠いのかなと感じました。 

事務局 

服部 
特定空家等の対処としましては，まず，特定空家等に認定をするという

行為が必要になってきます。そうすることによって，法律に基づく指導・

助言を行っていくわけでありますが，基本的には，住宅政策課の職員が，

そういった空き家に対して所有者の方とコンタクトを取りながら，指導・

助言を進めていきます。そして，物件の状態にもよりますが，３３ページ

にも記載させていただいていますように，勧告・命令へと進んでいくとい

うことでありまして，その時間的なものというのは，相手の方の状況とい

うのもありますので，そういったものをいろいろ考慮しながら，ある期間

を設けた中で，進めていきたいと考えています。 

宮﨑委員 １０２件のうち３２件減ったように，やり取りをすることによって，普

通に解消されていくものがもちろんあると思いますが，そうでない部分

は，やりながら，その都度判断せざるを得ないということですか。ケース

バイケースで。 

事務局 

服部 
今の３２件というのは，まだ，法律に基づく特定空家等の指導・助言で

はないです。その前の段階で，このような効果が出ています。３２件とい

うのは，３９ページに法律を掲載していますが，そこの第１２条に助言そ

の他必要な援助に努めるというのがありまして，そういった部分で，３２

件は対応しております。今後，特定空家等に認定しますと，第１４条に基

づき進めていくということになりますので，先ほどから申し上げていま

すように，相手の方の考え方もありますので，粘り強く指導・助言を進め

て，できるだけそういったものを解消していただくよう積極的に対策に

努めていくということであります。 



8 

 

宮﨑委員 これを読んでいると，代執行まで行かなくても勧告相当で固定資産の

軽減をなくすという制度にはなっているようですが。それも，状況に応じ

た判断で最悪あり得るということですか。 

事務局 

服部 
今，言われましたように，指導・助言に長い期間従わないというような

場合で，非常に危険な場合は，勧告に進みます。そうすると，固定資産税

の住宅用地の特例は受けられないということになります。 

宮﨑委員 わかりました。 

福嶋委員 ３０ページの（１）空き家等の利活用の③の所ですが，官民一体となっ

て取り組むということで，関係団体と連携を図りますと記載しています

が，イメージとしてどのような団体と連携を図っていこうと考えている

のですか。 

事務局 

井上 
もう既に始めているお話でありまして，ホームページの空き家に関す

るページに掲載しておりますが，宅建協会の皆様，全日本不動産協会の皆

様，建築士事務所協会の方と連携を図りながら進めていこうと考えてお

ります。そちらのリンクも含めて，ホームページ等で公開しております。 

福嶋委員 自治会とはどのように連携していく構想をお持ちですか。 

事務局 

服部 
先ほどもありましたように，空き家がこれからも増えていく中，自治会

は市の調査以外の空き家も把握しておられるということもありますの

で，今後，空き家を把握していく中で，自治会とコンタクトを取って対策

について協力していただくようなことで考えています。 

福嶋委員 いつも切実に考えていらっしゃるのが自治会の方たちであると思うの

で，太いパイプで連携を図っていただきたいと思います。        

宮﨑委員 宅建協会の代表として，どうして鈴鹿市の空き家バンクの実績が上が

らないのかと考えていましたが，例えば，津市の空き家バンクは，仕組み

は全く同じですが，物件数が多くて，交渉中や交渉成立というように実績

が挙がっています。今日見てきたら登録物件数が増えていたが，あれがも

っと増えてきて，私ども不動産業者が，それを伝えるようになってくる

と，ここにあるような平成３５年を待たずして，おそらく年間５件くらい

は成約できるのではないかと思います。数が登録されていても，フローし

ていないと意味がないので，充実させるのと一緒に，空き家バンクのしく

みを，ある程度成熟したものを，もう一度，協会の会員に講習会などの場

を設けないと，なかなか業者の方が知らないというのが実態です。充実し

ていけば，津市のようになっていくのかと感じました。 

事務局 

服部 
今，津市のお話が出ましたが，他市も含めて参考にさせていただいて，

何とか空き家バンクの登録数や成約が増えるように鈴鹿市としても考え

ていきたいと思います。 

櫻井委員 その件ですが，空き家バンクの資料を作成して，間取り等をお客さんに

提示しないといけないと思うが，大体，昭和５６年以前の建物が４分の３
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ぐらいあると思います。今，市や国で行っている耐震診断を活用して持ち

主に診断を受けていただくと，図面をデータ化したものを建築士が作成

するので，そのデータを提供すれば早く情報がホームページにアップで

きて，成約件数につながっていくのではないかと思います。 

事務局 

服部 
耐震診断等の案内も鈴鹿市の補助制度ですので，そういったお話の中

では御案内をしております。写真や間取図なども，その時に公開をします

ので，今言われたように，図面がないと，そういったものがホームページ

上でもわからないということになると，利用される方がわかりにくい部

分もありますので，今後もそういった部分につきましては，十分周知して

いきたいと考えています。 

岩崎委員 

 
空き家バンクに登録された方は，登録のお願いをした方の数よりかな

り少なかったわけですが，空き家バンクに登録されない方の理由はどの

ようなところにあるのですか。 

事務局 

井上 
登録をしない理由というのは，聞いてはいないのですが，近々売れる予

定があるからというようなことをお聞きしたことはあります。次回から

は，現状把握のため理由をお聞きするようにしたいと思います。 

事務局 

伊藤 
空き家バンクに登録をしない理由について，資料としてはありません。 

宮﨑委員 空き家バンク制度を知っている人間は，今のホームページまで入って

いけるが，知らない人間があそこまで入るのは結構難しいと思います。ト

ップページで出せませんか。 

事務局 

井上 
実はトップページに出ていまして，トップページの一番下の方にあり

ます。 

宮﨑委員 

 
そうですか。 

事務局 

松岡 
補足ですが，計画（案）のアンケート調査結果にもありますが，空き家

バンクの認知度が低いので，ＰＲや広報の仕方については，十分御相談さ

せていただいて，よいものにしていきたいと思いますので，またご協力を

お願いいたします。 

西川委員 利活用のことですが，東京都などは高齢化の進行に注目していて，グ

ループホームなどは，寄宿舎の扱いの場合，規制があって，廊下が何メ

ートル以上ないといけないとか，基準を満たさないとグループホームと

して使えません。その規制を緩和して，普通の住宅をグループホームと

して使えるようになっているということで，愛知県も独自でそのような

規制緩和をしていたり，福島県や鳥取県もそういうことをやっている

が，鈴鹿市や三重県はそのような考えはないですか。 

事務局 

伊藤 
空き家以外の用途に使うということになると，建築基準法という法律

がありまして，その法律の中で新たな規制が掛かってきます。愛知県の

取組みは，以前，資料等で見たことがありますが，国から新たに出た内
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容でいきますと，飽くまでも寄宿舎として扱うということがはっきりと

出ていましたので，住宅をグループホームに使うということになると，

適用される法律に適合するような改修が必要になります。 

西川委員 独自に要綱を設けて，空き家をグループホームに転用しても寄宿舎と

して規制をしない，年に３回避難訓練を実施することなどの条件を設け

て空き家を活用しているということです。 

これから元気な高齢者も増えてくる。サービス付き高齢者住宅なども

ありますが，同じ仲間でシェアして高齢者同士が住みたいという所や，

若者がシェアして居住するというものもあるので，そういう活用ができ

るように規制を緩和していただければ，もっと利活用できるのではない

かと思います。 

事務局 

伊藤 
 貴重な御意見を頂きましたので，一度，その自治体に確認をしまし

て，それが取り入れることができるものであれば活用させていただきた

いと思います。 

西川委員 はい。福島県と鳥取県も行っているということです。 

事務局 

伊藤 
ありがとうございます。 

福嶋委員 最近，貧困家庭というのが増えてきて，子供の６人から７人に一人は

貧困ということで，それが問題になってきています。それは，シングル

マザーの家庭が多かったりするのですが，そういう方たちが，アパート

に入っているお金を支払っていくよりは，空き家をうまくシェアして暮

らしていく方が生活の満足度がより高くなるのではないでしょうか。そ

のような住宅を必要としている貧困家庭に安く貸してあげるとか，売る

とか，福祉的な利活用ができればよいと思います。それは，たぶん若い

世代だと思いますが，そういうことも考えていただけるとありがたいと

思います。 

事務局 

服部 
貴重な御意見を頂きましたので，今後，そういった部分も含めて検討

をしていきたいと思います。 

櫻井委員 

 
計画（案）の３２ページの特定空家等の判断基準について，ガイドラ

インに基づいてということであったが，計画書であるので，こういう大

枠でしか表現ができていないのかと思うが，これを所有者に説明するに

当たって，やはり数値化するとか，どの点がいけないからこの判断に至

るとかのフローを示さないと，なかなか納得してくれない人も出てくる

のではないと思うがどうでしょうか。 

事務局 

服部 
これは大きくこういう状態の例を挙げていますので，もう少し具体的

に，その各部分を見た中で，もう少し細かい判定をできるチェック表の

ようなものを現在作成中です。数値化は，なかなか難しい部分もありま

すので，項目として，それぞれの部位に対して状況を見ていく形で検討

しております。 
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櫻井委員 

 
伊賀市は，タブレットを使って，そこに評価する所が書いてあるもの

を使いながら回る。それで調査した写真や記録を出して，それを市で集

計して，すぐに対応できるプログラムを考えてある。できることなら，

我々としては，それを全県下でやってもらった方が楽な気がしますが，

２月うちにそれをするということらしいです。 

事務局 

服部 
それは，実態調査をするのですか。 

櫻井委員 

 
評価をするということです。 

座長 

 
また，情報収集させていただきます。 

櫻井委員 

 
私ども建築士事務所協会が，１年ほど前から関わっていて，そのよう

なソフトを開発するのも協力して伊賀市は行っていました。 

事務局 

服部 
ソフトを開発してですか。 

櫻井委員 

 
はい。簡単なもののようであるが，それで評価していって，皆同じ様

に集計できるということになるとわかりやすいのではないかと。 

事務局 

服部 
はい。ありがとうございます。 

座長 利活用，空き家に対する判断の仕方，空き家バンクの方法など，あら

ゆる方面から御意見を頂きありがとうございました。まだまだ情報収集

や他の自治体との意見交換をさせていただく中で，本市としても，しっ

かりとした政策に結び付けることができるものがあるような気がしま

す。今日は，たくさん御意見を頂きましたので，その中でこれから参考

にさせていただき，取組みを進めてまいりたいと思いますので，引き続

きの御指導賜りたいと思います。 

それでは，今後のスケジュール等について事務局から説明をお願いし

ます。 

事務局 

井上 
今後のスケジュールでございますが，本日頂きました御意見を参考に

修正を行い，３月初旬に庁内での計画の公表に向けた手続きを行います。

それを経まして，「鈴鹿市空家等対策計画」とパブリックコメントの結果

について３月末を目途に公表をしたいと考えております。 

以上でございます。 

座長 ３月初旬に庁内での計画の公表に向けた手続きを行った後に，３月末

を目途に，パブリックコメントの結果とともに公表する予定ですので， 

よろしくお願いします。 

それでは，本日の協議事項及び報告事項については以上でございま

す。 

これで，本日の協議会については，終了させていただきます。皆様か

ら頂きました御意見については，事務局で取りまとめていただき，今後

の空き家等対策に活かしていきたいと思いますのでよろしくお願いいた
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します。 

皆様方には，多岐にわたりましていろいろな御意見を頂き，また，４

回の空家等対策協議会に御参加いただきありがとうございました。 

本日の協議会が最後の鈴鹿市空家等対策協議会となります。計画の策

定をもって一区切りとさせていただきます。委員の皆様には本当にあり

がとうございました。心から御礼を申し上げます。 

今後も，皆様方との深いつながりがあろうかと思っておりますので，

また御指導賜りますことをお願いさせていただき，進行を事務局にお返

しします。 

事務局 

服部 
末松市長，座長ありがとうございました。また，委員の皆様，本日は

ありがとうございました。 

市長からもありましたように，本日の協議会をもちまして，鈴鹿市空家

等対策協議会は一区切りいたします。これまで，委員の皆様から頂きまし

た御意見を活かしまして，今後は，空き家等対策に取り組んでまいりま

す。 

これにて，本日の協議会は終了といたします。 

ありがとうございました。 

－終了－ 

 


