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第２回伊賀市空き家等対策計画策定協議会記録 

 

日  時 平成 28年 1月 14日（木）午前 9時 30分～午後 12時 15分 

場  所 ハイトピア伊賀 ５階 大研修室 

出席委員 浅野委員 辻上委員 森下委員 島井委員 桑原委員 辻岡委員 相原委員 奥

出委員 上山委員 川合委員 石橋委員 乾委員  

欠席委員 前川委員 神戸委員 

ア ドバイザー 三重県県土整備部住宅課 課長長岡 技師 仲矢 

オブザーバー ランドブレイン㈱廣畑他 2名 

事 務 局 人権生活環境部 大橋部長 市民生活課 月井課長 上地主査 豊味主査 

傍 聴 者 ０名 

出席者２１名 

 

会議進行記録  

 （進行 市民生活課長） 

１．開会 会長挨拶 

２．計画策定経過と今後のスケジュール（市民生活課長説明） 

３．協議 

 （１）前回からの変更点（市民生活課長） 

（２）空家等所有者実態調査及び意識調査結果報告 

 （３）（仮）伊賀市空家等対策計画（第３、４章）について（豊味） 

４．その他 次回開催日時、場所説明 

５．閉会 
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第２回協議会記録 

 

司会   ただいまから「第２回伊賀市空き家等対策計画策定協議会」を開催いたします。公私

何かとお忙しい中、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。 

私、本日の議事に入りますまでの進行を勤めさせていただきます、市民生活課の月井

と申します。どうぞ宜しくお願いします。 

本日の協議会については、「伊賀市自治基本条例」並びに「伊賀市情報公開条例」の

規定により会議を公開しますことと、審議会等会議の公開に関する要綱に基づく議事録

作成のため録音させていただきますことをご了承いただきたいと思います。 

本日は、全委員 14 名のうち 1２名の皆様にご出席いただいており、半数を超えていま

すので、本協議会設置要綱第７条第２項の規定により、会議が成立していることをご報告

申し上げます。 

それでは、当協議会会長からご挨拶申し上げます。 

会長   みなさん今日は、お忙しい中こうしてお集まりいただきありがとうございます。第 1 回で

は、伊賀市の地勢等を見ていただき、伊賀市の特性がお分かりになったことかと思いま

す。本日第２回では、前回の状況把握を行った特性等を踏まえて、実際の取り組みにつ

いて入っていきたいと思います。それでは、早速、事項に入っていきたいと思います。まず

はじめに前回からの訂正事項を事務局より報告願います。 

事務局 Ａ４サイズの横表をご覧ください。前回ご指摘いただきました箇所を修正いたしました。    

空家の表記でございますが、「き」を入れないという事で統一しました。また、「空家」の表

現について、空家法公布以前のものは「空家」とし、公布以降のものは「空家等」と整理

を行い、固有名詞については、括弧書きで標記をして示しております。 

次に、12～13 ページの件ですが、安政南海地震と伊賀上野地震が連動して起こった

史実があり、木津川断層帯の記述も追加してはどうか。とのご意見でしたが、ご指摘のと

おり、東京大学地震研究所 都司嘉宣氏著書「千年震災」に記載があったので追記しま

した。 

次に、空家等の防犯が未記載であったため、事務局において 16 ページに防犯につい

て追記しました。 

次に、伊賀市の年間住宅供給数の推移で「新築着工戸数」のみ掲載していましたが、

中古住宅の市場取引の動向についてご意見をいただいた箇所について、伊賀市の中古

住宅の市場動向について追加しました。 

次に、空家等実態調査概要について判定基準等についてのご意見をいただいた箇所

については、空家の実態調査（戸数）ですが、2512 戸と表現していましたが、同一敷地

内の分も戸数をカウントしておりましたので、それを修正いたしまして 2495戸となり、17戸

の減としました。 

会長  前回の会議の修正報告をしていただきましたが、ご質問、ご意見等ございませんか。 
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それでは追加で御質問があれば後半でも結構ですので。本題に入る前に空家等所有

者実態調査及び意識調査結果をランドブレインよりご報告いただきたいと思います。 

事務局 計画冊子の 38 ページをご覧いただきたいと思います。所有者等へのアンケート調査に

ついて、12月 1日から 12月 18日まで行いました調査結果がまとまりましたので、ランド

ブレイン株式会社から説明をしていただきます。 

ランドブレイン 所有者意識調査アンケート調査ですが、別紙によりまして説明をさせていただき

たいと思います。 

このアンケート調査では、市内の空き家実態を活用して、所有者の状況把握と、空き

家の現状および将来の利用・活用に関する意向をお伺いし、本市の空き家対策計画を

策定するための基礎資料と各種制度創設に向けた資料とすることを目的としています。

調査実施時期は、平成 27年 12月 1日から平成 27年 12月 18日を期限に実施して

います。調査票の配布は、500票を配布し、回収は 292票で回収率は 58.4％です。 

問１の回答者のご本人についてですが、年齢は、空家の所有者の年代は「60 代」が

36.3％、「70代」が 21.8％、「80代」が 14.1％を占め、高齢層（60歳以上）が約 3/4を

占めています。 

次に、現在の住まいについてですが、「持ち家」が 66.5％、「賃貸住宅・借家」が

12.7％、「マンション」が 8.1％で、持ち家にお住まいの方が 2/3以上占めています。 

次に、就労状況についてですが、「常雇（正社員）」が 20.8％、「自営業主」が 9.9％

「常雇（パート）」が 8.8％で、「働いていない」が約半数を占めています。 

次に、世帯の年間総収入についてですが、「300～500万円」が 34.9％、「100～200

万円」が 23.2％と合計すると過半数を占めています。 

また、「500～1000万円以上」は計 25％、100万円未満は 8.8％あります。 

次に、問２の「空家等対策の推進に関する特別措置法」が本年５月に施行されました。

法律の内容を知っていますかの設問では、「知らない」が 49.3％と約半数を占めており、

「知っている」の 43.7％を上回っており、まだ、この法律が浸透していないといえます。 

次に、問３の空家の登記名義人と回答者の続柄についてですが、「本人」が 75.7％を

占めています。次いでに「父（母）」が 9.9％占めています。 

次に、問３で２～７のいずれかに 回答した方のみお答えいただいた設問ですが、問４

の登記名義人の現在の生存状況についてでは、「生存している」が 53.3％を占めている

一方、「わからない」が 35.6％も占めています。 

次に、問５の空家は、現在どのような状態かについては、「昔住んでいたが今は倉庫と

して利用している」が 34.2％で最も多く、「昔住んでいたが今は別荘として利用している」、

「その他」が各々16.9％を占めており、合わせると 2/3 以上が何らかに利用されているこ

とが伺えます。しかし、空家のまま放置されている建物も 3.9％あります。 

次に、問６の空家の用途はどれにあてはまりますかといった設問では、「専用住宅」が

58.3％と過半数を占めています。「店舗併用住宅」も 3.1％ありますが、「その他」が
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8.5％や「無回答」が 27.8％で多く、建物用途全体としては 2/3 の把握にとどまっていま

す。 

次に、問７の空家の建物構造はどれにあてはまりますかでは、「木造」が 66.4％、「鉄

骨造」が 7.2％を占めています。一方、「無回答」が 24.2％あり多くの建物構造が判明し

ません。 

次に、問８の空家の築年数はどのくらいですかの設問では、築「50年以上」の建物が 3 

4.1％で最も多く、「41～50 年」が 12.6％、「31～40 年」が 12.1％で 30 年以上を合計

すると約６割を占めています。木造は既に耐用年数が過ぎています。 

次に、問９の空家に住まなくなった時期は、いつ頃からですか。の設問では「１～５年前」

が 28.7％で最も多く、「６～10年前」が 16.6％、「11～20年前」が 15.2％で 20年以内

が６割を占めています。比較的住まなくなった時期は最近といえます。 

次に、問１０の空家に家財道具はどの程度残していますかでは、「そのままにしている」

が 33.6％、「一部残している」が 26.9％で、合計すると約６割を占めています。また、「家

事道具を残していない」が 12.1％あります。 

次に、問１１の空家に仏壇は残っていますかでは、「残していない」が 49.3％で約半数

を占めていますが、「位牌も仏壇も置いてある」が 15.7％、「仏壇のみ置いてある」が

6.7％あります。 

次に、問１２の空家に住まなくなった理由は何ですかでは、「住んでいた者が死亡した」

が23.3％で最も多く（無回答省く）、「他所に住む家族と一緒に暮らすため住み替えた」が

11.7％、「病院への入院や福祉施設入所のため住まなくなった」が 10.8％で占め、全体

として住めなくなった主な理由は歳を取って自立して暮らす事が困難になったためと思わ

れます。 

次に、問１３の空家は住める状態ですかでは、「いつでも住める状態である」が36.8％、

「修繕を行えば住める状態である」が 26.0％で合計すると 2/3 を占めています。しかし、

とても住める状態ではない建物も 7.6％あります。 

次に、問１４の現在の空家となっている住居に将来住みますかでは、「住まない」が

44.4％を占めています。一方、「住む」が 6.7％と「家族が住む」が 5.8％、「他の親族が

住む」が2.2％を合わせても14.7％です。このことから今後も半数程度は空家のまま放置

される公算が大きいように思われます。 

次に、問１５の空家の管理状態についてお聞きしますでは、管理の定義として、建物及

び敷地等が近隣周辺地域に悪影響を及ぼさず、良好な環境を保っている状態としてい

ます。「管理している」が 61.4％（137人）、「管理していない」が 12.6％（28人）を占めて

います。過半は管理されている実態が伺えます。 

次に、問１６の管理していない理由についてお聞きしますでは、「維持管理や修繕する

お金が無いので管理できない」が 35.7％、「遠方に住んでいるため管理できない」が

32.1％で合計すると全体の 2/3以上を占めています。 
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次に、問１７の空家を放置している理由は何ですかでは、「他所に住居があるため放置

している」が 39.3％、「建て替えや解体する費用が高く、資金調達ができないため放置し

ている」が 25.0％を占めています。一方、「将来住もうと思っているが今は帰れないため

放置している」が 10.7％を占めています。 

次に、問１５で「１．定期的に管理している」回答した方のみの回答ですが、問１８の現

在、空家の「建物や敷地」を管理している方はどなたですかでは、「所有者本人・家族が

管理している」が 82.5％、「親族等が管理」が 10.2％を占めています。そのことからほとん

どが身内で管理していることが伺えます。 

次に、問１９の空家の維持管理はどのくらいの頻度で行っていますかでは、「月１回程

度」と「半年に１～２回程度」が各々38.0％を占めています。そのなかで「週１回以上」も

8.0％あり、半年に 1回以上が 8割を占めています。 

次に、問２０の空家の維持管理についての年間経費はどのくらいですかでは、「５万円」

が 37.2％、次いで「０円」が 16.1％、「５～９万円」が 15.3％を占めています。なかには

「30万円以上」で維持管理している場合もあります。 

次に、問２１の空家の維持管理について困っていることは何ですかでは、「管理の手間

が大変」が 34.0％、次いで「現住所から空家までの距離が遠く管理できない」が 30.7％

で合計すると約 2/3 を占めています。なかには管理費用が高く生活が維持できないとい

う方もあります。構成比パーセントには無回答 19人は含まれていません。 

次に、問２２の空家の利活用について、どのようにお考えですかでは、「他に売却したい」

が 23.8％で最も多く、次いで「予定がなく現状のままにしたい」が 14.3％、「貸家として運

用したい」が 13.0％を占めています。活用方向は分散しており所有者も模索中のように

見受けられます。 

付問として、問２２で「１．貸家として運用したい」と回答した方の設問ですが、貸し出す

としたら、その条件は何ですかでは、「特に条件無し」が 41.4％で最も多く、次いで「希望

の家賃額で貸し出すことができるなら」が 27.6％、「賃貸期間を５年や 10 年などに限定

できれば」が 17.2％を占めています。 

次に、問２３の貸家として運用する際の、問題点は何ですかでは、「賃借人のマナーの

悪さ」とか「家賃滞納等が心配である」が 23.3％、次いで「貸し出すには相応のリフォーム

が必要である」が 22.3％、「家賃収入に対して維持管理費の負担が大きいのではないか」

が 5.6％等が挙げられる。貸家として運用したいが賃借人の人柄が問題視されていると

思われます。構成比パーセントには無回答 128人は含まれていません。 

次に、空家利活用の取り組み例について、事例１の空家の修繕・除去費用助成制度

では、空家の修繕・除去費用助成制度を利用したいと思いますかについてでは、「利用し

たい」が 53.5％を占め、過半数がこの制度を利用したいと考えています。「利用したくない」

も 18.7％あります。 

次に、事例２の空き家バンク登録制度について、問２５の「空き家バンク登録制度」を
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利用したいと思いますかでは、「利用したい」が 43.0％を占め、「利用したくない」が

28.2％です。概ね利用を考えているように思います。 

次に、事例３の空家の維持管理制度について、問２６の空家維持管理制度を利用した

いと思いますかでは、「利用したくない」が 48.9％を占め、約半数の方がこの制度を利用

したくないと考えています。「利用したい」が29.6％で約３割にとどまり、費用の面や他人に

委ねる抵抗感が影響しています。 

次に、問２７の維持管理はどこが行うとよいと思いますかでは、「行政と所有者が契約し

行政が指定した団体・ＮＰＯ・住民組織で維持管理を行う」が 39.3％と「行政と所有者が

契約し行政が直営して維持管理を行う」が 42.9％を合わせると 82.2％を占め、何らかの

行政の関与を求めていると思われます。 

次に、問２８の建物の維持管理の頻度はどの程度必要と思いますかについての、維持

管理内容の定義ですが、建物の空気の入れ替えと補修箇所の有無の確認と所有者へ

の状況報告を想定しています。維持管理頻度については、「月に１～２回」が 39.3％、次

いで「３ヶ月に１回」が 21.4％を占め、「週に１回の維持管理を必要」と回答した方も

6.0％あります。３ヶ月に 1回は維持管理の必要性を感じます。 

次に、問２９の敷地の維持管理はどの程度必要と思いますかについて、維持管理内容

の定義として、定期的な雑草除去や木の手入れ及び清掃等を想定しています。これにつ

いては、「３ヶ月に１回」が 26.2％、「半年に 1回」が 20.2％、「２ヶ月に 1回」が 19.0％を

占めています。やはり敷地も３ヶ月周期が維持管理に適しているように思います。 

次に、事例４の空家を防災拠点として活用について、問３０の空家を防災拠点として活

用する事に協力したいと思いますかでは、「活用してもよい」が 26.1％、「賃貸なら活用し

てもよい」が17.6％を合わせると43.7％を占め、防災拠点として活用することに協力的で

す。しかし活用したくない方も 38.4％います。 

次に、事例５の空家の寄付制度について、問３１の空家の寄付制度について利用しま

すかでは、「利用したくない」が 39.1％を占め、「わからない」が 28.2％で、合わせると

67.3％の方が利用しないと思われます。寄付制度を利用したいと思われる方も約 1割強

あります。 

次に、事例６の空家を福祉施設としての活用については、問３２の空家の公共的な活

用について協力しますかでは、「売却なら協力できる」が 23.2％、「協力したい」14.1％、

「賃貸なら協力できる」11.6％を合わせると過半数の方が協力できると回答されていま

す。 

次に、事例７の空家を利用した移住・定住建物への活用では、空家の所有者が処分、

売却や除去することができない空家を市へ寄付し、寄付された空家を移住希望者への

滞在型宿泊のお試し移住体験施設や公営住宅に整備し、移住・定住を促進するための

住居に整備を行う手法のことをいいますが、問３３の空家を移住・定住を促進するため住

居について協力しますかでは、「協力できないが」44.0％を占め、「協力できる」23.6％を
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大きく上回っています。 

次に、事例８の市と不動産業者との連携した空家の流通促進について、問３４の地域

のまちづくり活動と不動産事業者等専門家と連携した空家の流通促進をどのように進め

るべきだと思いますかでは、「行政と民間がその長所を活かし、協力しながら進めるべき

である」が 59.9％を占めています。行政と民間に対しての期待が大きいです。民間事業

者への期待割合が１％程度であることから、意識としては任せられないといったことが窺

えます。 

自由意見につきましては、最終のページに付けさせていただいておりますので、割愛さ

せていただきます。以上で、空家等所有者現況調査及び意識調査結果についてご報告

申し上げました。 

会長   ありがとうございました。次の報告と関連してご意見等をお受けしたいと思います。それ

では、事務局より報告していただきます。 

事務局  伊賀市の現状分析からみた課題につきまして、報告させていただきます。配布資料

に基ずきまして、（71ページより始まります）説明させていただきす。 

恵まれた自然では、伊賀市は、地勢的に恵まれた地域で、降水量も三重県東部の沿

岸地域に比べて少なく、自然環境にも恵まれ、市域の６割が森林で緑豊な地域で、四季

折々の風情を味わうことができる地域であるといえます。 

 次に、醸成された歴史と文化では、京都・奈良や伊勢を結ぶ大和街道・伊賀街道・

初瀬街道が東西に通じ、古来より都に隣接する地域であり、交通の要衝として栄え宿場

町として発展してきました。こうした京・大和文化の影響を強く受けながらも独自の文化や

風土を醸成し、著名な先人達を輩出し、歴史的な文化遺産や史跡、文化財、民族無形

文化財など多くのものが継承されています。こうした歴史・文化が織り成す伝統ある地域

として地域資源を有効活用し、移住・定住を図るためのプロセスの仕組みをつくる必要が

あります。 

 次に、土地利用と建築規制では、都市計画区域の指定状況をみると、合併前の旧上

野市、旧伊賀町、旧阿山町、旧青山町の４つの都市計画区域が指定され、このうち、上

野都市計画区域が市街化区域と市街化調整区域として定められています。 

市街化調整区域では、建築規制に基づき建築物の設計・造成・建設が行われること

になります。区域内には町家などの歴史的建築物が数多くありますが、それらの多くは、

法規制以前の建築物であるため、経年劣化等で建て替えやリフォームを行う際にも規制

に基づいた改善を図る必要があります。 

 次に、交通では、伊賀市は、大阪・名古屋の中間に位置し、名阪国道が横断している

ため、その両大都市圏には 1時間余りでアクセスできることから、比較的利便性の高い地

域であり、鉄道網では、ＪＲ関西本線、近畿日本鉄道、伊賀鉄道が東西南北に走ってい

ることから、鉄道沿線の地域では利便性が高くなっていますが、それ以外の地域は、バス

を利用するか、車での移動に限られます。 
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こうしたことから、市内の移動手段としては車を利用できないと日常生活を送るうえで

不便な地域であることがわかります。 

今後、高齢者世帯の増加や、移住・定住を図る上でも、車を利用できない、しない人

の市内の移動手段の利便性を高める必要があります。 

 次に、特色ある住民自治では、伊賀市は、平成16年11月の合併後、伊賀市独自の

まちづくりの実現を図るために、「伊賀市自治基本条例」が制定され、地域ごとに「住民自

治協議会」が設立され、地域の課題解決のための様々な取組みが行われています。こう

した伊賀市の特色である自治の仕組みを活用しながら、利活用をはじめとした空家等対

策を推進する必要があります。 

 次に、地震・津波・火山帯では、三重県が実施した地震被害想定調査結果から、今

後想定される地震によっては、伊賀市では震度５強から震度６強の地震の発生が想定さ

れています。こうした、将来発生が予想される地震への防災・減災対策として、住宅の耐

震性を確保し、住宅の良質化を図る必要があります。 

 次に、土砂災害警戒区域内での建築規制では、上野盆地を囲む山々の傾斜地や隆

起した地形をもとに、土砂災害警戒区域が設定されていますが、区域内では建築物の

構造規制があり、土砂災害で作用される衝撃等に対して、構造が安全であるかどうかの

規制をクリアすることが前提となります。こうしたことから区域内については、将来の安全

性等を考慮し、空家等対策を進める必要があります。 

次に、人口動態・社会動態では、2040（平成 52）年には伊賀市の人口は７万人を切

るといった推計がされています。 

人口動態は、自然動態、社会動態ともに減少傾向にありますが、社会動態では、就学、

就職時の転出が多く、主に若者の流出が課題となっています。 

労働力人口は人口減少とともに、減少傾向にありますが、市内事業所数と従業員数

は増加傾向にあり、昼夜間の人口移動比率は高く、近隣市町村からの流入が主な要因

となっています。伊賀市は、定住自立圏を形成する中心市としての都市機能が確保され

ていることから、2015（平成27）年６月に「定住自立圏構想 中心市宣言」が行われてい

ます。 

 次に、住宅の状況では、市内の住宅で新耐震基準によらない住宅は 3 割強を占め、

被害が将来想定される地震による倒壊が危惧されます。しかし、大規模災害のリスクが

他市町村と比較して低く、安全な地域であることが伺えることから、空家等の有効活用を

図るためのポインです。 

一戸建て住宅に占める 65歳以上の単身及び夫婦のみの世帯数は今後も増加するこ

とが推計されることから、維持管理困難や相続放棄の増加などに伴い、空家等の増加も

予想されます。また、地域の人口減少からコミュニティの維持が厳しくなることが予想され、

地域の活性化を図るためにも人口減少を現状に留める努力が必要となります。  

日本の中古住宅の流通割合は 13.5％で、欧米諸国に比べると非常に低い割合で、
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伊賀市における中古住宅の流通も低く、空家等の利活用を図り移住施策を進めるために

も、不動産業者等と連携して進めていく必要があります。  

 次に、空家等の現状分析では、2015（平成 27）年に実施した「空家等実態調査」か

ら、外観目視による調査方法の課題が浮き彫りになりました。空家等所有者等現況調査

及び意識調査は、「利活用可能な建築物」の所有者等を対象に調査を行っていましたが、

利活用可能と判定したうちの 7.6％が「とても住める状態ではない」といった回答であった

ため、調査手法等の検討が必要です。 

そのため、空家等調査を行うための判定基準項目を整備し、建築物内への立入調査

調査員が同じ規格で調査を行えるように調査マニュアルを整備する必要があります。 

次に、所有者等の意識調査では、空家等になった理由として「居住者の死亡」が最も

多く、生前での資産譲渡や相続などの促進を図ることが重要です。 

空家等の残存家財の状況では、「家財道具を残したまま」が約 60.3％で最も多く、「家

財道具の整理・片付け」が空家等活用時の課題となります。このため、残存家財の除去

支援や仕組みづくりなど、問題解決を図る手段が必要です。 

空家等の維持管理の半数以上が維持管理されている状態ですが、約１割の人が維

持管理しておらず、放置している状態です。こうした、現状を改善するため、維持管理サ

ービスなどの支援制度や低所得者への支援制度を行う必要があります。 

空家等の利活用の意向では、「空き家バンク制度」、「公共的な活用」、「被災者用の

入居施設の活用」の意向が半数程度あり、「空き家バンク制度」を窓口として、空家等利

活用の推進体制の構築に早急に取り組む必要があります。 

空家等の寄付制度利用意向は 1 割余りの人に寄付の意向があることがわかりました。

寄付制度については、全国的には、利活用可能な空家等の基準を設け、寄付を受けて

いるといった例があり、寄付制度について検討を行う必要があります。 

 次に、地方移住希望者の分析では、都市から地方への移住を希望する割合は、男

女ともに若い世代と定年退職後に多くなり、都市に居住している地方出身者は、地方移

住を希望する割合が高く、こうしたターゲットに的を絞り、伊賀市への移住を促進する必

要があります。地方移住を推進している専門機関や組織と提携するほか、また、情報発

信ツールなど広報手段の検討を行う必要があります。 

 地方移住を希望している層の多くは、地方都市への移住を求めている者、農山漁村

地域への移住を希望する者と、異なる潮流があります。伊賀市は自然豊かでありながら、

大都市圏に近いといった特性があるため、移住者を呼び込める可能性が非常に高い地

域であることがわかります。 

 次に、総括では、本計画を推進する上で、危険建築物が今後増加しないために、空

家化を予防することが重要ですが、空家等が発生した（する）場合は、地域住民や所有

者等からの通報・連絡・事前相談などを通じて、空家等の把握を行い、放置されない（し

ない）状況をつくりだす環境整備が重要です。また、所有者等の利活用の意向や今後の
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維持管理方法の把握を行い、特定空家等に至らないように対応を図っていくことが求め

られます。 

特定空家等の判定は、公正・公平な判定基準を整備し、建築士等の有資格者による

調査に基づき行う必要があります。特定空家等と判定されたものについては、具体的な

改善方法を示し、支援制度の活用をなどを進めますが、改善が図れない特定空家等に

ついては措置を行うことが必要です。 

また、空家等及び跡地の利活用は、「空き家バンク制度」を核として取組むための体

制整備を行う必要があります。 

そのため、庁内関係部局をはじめ、地域との連携を行い、空家法に定める法定協議会

の設置を行い、不動産、商工、建設、法務、大学、金融、労働、地域、行政とが役割と

関わりを整理し、それを果たしながら一体的に空家等対策に取り組むことが重要です。 

これを受けまして、第３章以降の施策が書かれています。以上です。 

 会長  ありがとうございました。前回の協議会で協議した内容の結果ということですが、伊賀の

現状にあった第３章以降の施策に繋げていくことになります。今説明のあった第２章第８

節のまとめの部分と、空家等の所有者意識調査結果の項目について、ご意見等をお願

いします。 

委員  第３項の「土地利用と建築規制」で、市街化調整区域で、工場を授産施設として利用

する際、規制地域ということで、用途変更ができないということがありました。空家という一

般的な問題についても同様で、地域によっては活用が困難であるといった状況がでてくる

のではないかと思われます。 

第５項の住民自治では、先般、市から平成３０年を見越して地域包括交付金制度の

関係で、人口割りがかなり上がります。その中で地域活性化事業とかまちづくり事業とか

のパーセントが落ちています。そういった事業に関わってくるとなると、逆の発想が出てくる。

人口の高齢化が３０から４０％の地域と、高齢化が一桁台の地域とのギャップがあります。

これを、並べて書くと問題が出てくるのではないかと思います。 

また、住宅だけでなく、周囲の環境として空き地の問題があり、伊賀市では空き地条例

が制定されておりますが、周囲の環境整備として、空家だけでなく付近の景観、防犯、火

災予防など様々な面で影響が出てきます。調査の部分では、そういったことが出てきてい

ない、実態調査では自治協のみなさんが大変な努力をされたと思っております。所有者

のアンケート調査結果では空家の実態調査の７パーセントの差が見られたということで、

調査手法も行政が主体となって実施していくべきではないかと思います。 

平成２４年に空家所有者へのアンケート調査を実施いたしました。その中で、高齢にな

ってくると医療難民といいますか、通院するにも大変だと聞いています。そうした中、市郊

外の方から市街地に住みたいといった声も聞いています。 

会長 ありがとうございました。 

副会長 土地利用についてお答えさせていただきます。町市４つの都市計画があります。それを
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一つに統合する方向で調整をしています。昨年には、各地域を回って土地利用の説明

会を行ってきましたが、これまでの線引き制度ではなく、市条例による独自の規制を行っ

ていきたいと考えております。地域の意向をお聞きしながら進めていきたい、そのためには、

自治協との協議も踏まえて行くプロセスを考えています。現在、県との協議は済み、国交

省との協議に移っている。 

二つ目の住民自治については、地域包括交付金の見直しを行っております。１月２月

にかけて、各地域の説明会に回っていると聞いていますが、見直しの大きな背景は、自

治会を中心とした積算になっていました。地域の実態に応じたということを考えると、人口

規模によっての積算が考えられます。高齢化率の差を加味するという意見もありました。

しかし、様々な取り組みを交付金や補助金で対応していくのではなく、地域でコミュニティ

ビジネスなどを通じて取り組んでいくことが重要であると考えています。 

市内への移住というものに触れておきますと、全国の事例を見ていますと、空き家バン

クの利活用が、意外と市内での居住者、例えば農村部から街中に移住するなど、逆に街

中から農村部へ移住していくなど、土地建物などの流動性というのが情報が不足しており、

仕組みが無いということからも、市内での流動性を確保する手段として期待できるものと

考えています。事務局から補足があればお願いします。 

事務局 実態調査について、目視だけでは難しいということがありますので、来年度以降は専門

家による調査を行ない実際の調査を進めて行きたいと考えています。 

会長  ありがとうございました。計画書の最後に書かないといけないことは、住宅を中心に考え、

第一弾として、郡を抜いて多いのがやはり住宅なので、空家の周辺に最も多いのが住宅

なので、まず、住宅を中心に実態調査を行ない対策を練って行くこと重要となります。さ

きほど、副会長からも話があったとおり、土地利用の見直しが行われますので、そうした

中でも踏まえて行きながら、工場や店舗などは、次の第２弾、第３弾の計画の中で対策

を考えて行くことがベストだと考えます。工場の活用も、中長期的には行って行く必要が

あると考えます。 

三重県 事前に配布していただいていたので、確認させていただきましたが、以前計画を作って

いた経験からお話をさせていただきますと、伊賀市の現状から出されてきたのが、この第

８節ということですが、第２章前半を分析してまとめたものかと思いますが、どこからが現

状で、どこからが課題なのかをきちんと整理した方が良いと思う。第１項では課題がない

ので、必要ないのではないか。第２項は「必要があります」と書いてあるのが課題であると

思いますが、「こうした歴史文化が織り成す」以下３行は、現状分析であり課題ではない

のではないかということで、段落構成に整合性が見られない書き方であるといったことが

感想であります。総括が空家に特化しているので、違和感を感じます。８６ページの計画

体系の説明となるように書かれたほうが良いのではないか。 

会長  ありがとうございました。第８節のまとめ、現状と課題が混じっているので、整理が必要で

す。特に伊賀らしさを出す必要があって、このまま出すと、津市や伊勢市に出しても、通
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用する計画になってしまうので、しっかりと伊賀ならではの課題がクローズアップされてい

ますので、伊賀らしさを文章にしながらまとめる必要があります。 

委員  ８節のまとめ、１０の空家等の現状分析ですが、空家等実態調査と空家所有者意識調

査のアンケートの対象者として、利活用可能建築物と書かれていますが、３８ページには

どこにも書かれていないので、整合を図って下さい。 

     所有者が不明な空家の分析が不足していると思いますので追加して下さい。 

会長  ご指摘のあった箇所も含めて、総括を最終的に成果物としてまとめ頂くことになります。

その時点で入れていただくことでよろしいですか。 

事務局  アンケート調査については、利活用を目的に行っておりますので、そのため、アンケー

ト調査は、利活用可能な空家を対象に行いました。 

      危険家屋等については、所有者が不明であったり、今のところ、所有者の調査は行っ

ておりません。危険建築物は327戸あり、これについては、来年度以降に調査を行なうこ

とになります。 

会長   今後、掘り下げて下さい。空家が発生したのが５年以内が多いや、防災拠点として活

用しても良いという回答が多いところも、有力な手がかりであると思いますので、反映して

いただけたらと思います。 

委員   ３６頁３７頁の住宅数に疑問があるので、住宅数の実数値を再度調査して下さい。 

事務局 住宅数のカウントの仕方ですが、専用住宅と併用住宅の数としての住宅数でございま

す。 

委員   友生と猪田と地域性や世帯数が良く似ていると思いますが、この違いは何故か。 

事務局  住宅数の固定資産税の住宅情報を使いまして、記載させていただいております。 

会長   データのカウントの間違いがないか改めて見直して下さい。第２章で伊賀ならではの課

題がクローズアップされるようにして下さい。１項で伊賀は朝晩寒暖の差が激しい地域と

書かれていますが、豪雪地帯ではないので、お隣の滋賀県では、長期間住宅が雪に埋

もれてしまい、住宅が傷んでしまいますが、この伊賀では、そういった心配がないため、暮

らしやすい地域であることをしっかり書いていただけたらと思います。 

      ２番目の醸成された歴史と文化では、関西との連結していますので、古くから街道や

宿場町、城下町があり、こうした、宿場町や城下町を持たない市町村が多くありますので、

伊賀の大きな特徴であると思います。また、こうした、街道沿いの町家などは、良質の材

木を使って建てられたものが多く、築５０年以上とアンケートで書かれた空家は、良質の

材木を使って建てられたことも考えられますので、歴史的な特性があるので、こうした、木

造建築はニーズもあり買い手がつく可能性が非常に高いものと考えられます。 

      災害のところですが、南海トラフの防災対策は三重県沿岸部では取り組まれておりま

すが、この伊賀は津波被害の無い地域であるので、三重県の被害想定を見ても、沿岸

部は倒壊棟数、半壊棟数の数は圧倒的に多いことがわかりますが、伊賀はそうした津波

による倒壊棟数はありませんので、安心して住めますというキャッチフレーズで宣伝して、
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きちんと耐震補強を行うと、安心して住めますよといったことを出して、伊賀らしさをアピー

ルした方がいいのではないかと思います。 

      ７番目の土砂災害警戒区域は全国的には進んでいない所が多いと思います。２年前

の広島県で発生した土砂崩れでも、土砂災害警戒区域の指定を住民の同意を得ようと

した矢先に起こった災害です。三重県でもそうした指定が遅れているように思いますが、

こうした指定をしていただいて、空家対策と連携していただければと思います。 

      あと、憂慮される住宅は、高度成長期に建てられた建築物です。 

委員   ７番の土砂災害について、傾斜地と丘陵が書かれていますが、ため池の記載を追加し

て下さい。アンケート調査ですが、空家を使った小規模なデイサービスが行われています

が、こうした施策が方向転換されようとしていますがいかがでしょうか。 

委員   介護保険の改正が２７年度にありまして、２９年度までにと猶予期間はあるものの要支

援１、２の事業が市町村事業に移っていくことになります。報酬単価では、小規模なデイ

サービスの単価が今後低く抑えられてしまい、介護保険報酬よりも低くなります。これは

伊賀市だけの問題ではなく、全国的な問題となっています。施設の基準は縛りが増えて

きている。介護保険事業としては、経営上やりにくくなっている。市町村事業の総合事業

という位置づけになってくる。介護保険事業としては、経営が苦しくなりますが、その一方

で、地域でサロン的な形でボランティアにより行う場合は、空家を利用して行うことは可能

性が広がると思います。 

会長   第２章は今後修正していただくことにして、今回新たに第３章から見て頂くことになりま

す。それでは事務局よろしくお願いします。 

事務局 第３章は、第２章概説の各種情報と分析結果をもとに定めています。本章の体系として、

第１節 計画の基本理念と基本目標、第２節 計画の位置づけ、第３節 計画の期間、

第４節 計画の目標と体系 の４節に別れ、本計画の柱となることが記載されています。

７８ページ目をご覧下さい。 

基本理念としては、伊賀市の地勢、住宅、歴史、文化などの特性を踏まえて、空家等

の周辺地域に及ぼす影響を予防し、空家等を地域の資源として位置づけ活用を図ること

を基本的な考えのもと「住み良さが実感できる 安心して暮らせる 住生活の実現」を基

本理念として記載しております。 

次に、基本的な考え方として、基本理念を補完する考えとして、法律に基づいた所有

者等の責務、建築物への法規制、空家化の予防など空家等対策、活用等についての考

え方など記載しております。 

次に、対象区域と対象建築物ですが、対象区域は、全市域とし、対象建築物としては、

空家法に定める全ての建築物を対象とし、そのうち、専用住宅及び併用住宅を本計画の

「重点取組建築物」と位置づけ対策を行います。 

８０ページをご覧下さい。ここでは、空家法に記載のある役割と責務を記載しておりま

す。 
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第２節計画の位置づけについては、本計画を推進するうえで、空家法、基本指針、ガ

イドラインが礎となり、他計画を整合・連携しながら取り組む必要があることを図に表してい

ます。 

８２ページをご覧下さい。第３節 本計画の期間について、空家法が施行後５年が経

過した後に見直されることとなることから、本計画の期間を空家法に合わせ４年間としまし

た。 

第４節 計画の目標と体系については、重点項目と基本目標に別れ、基本目標を進

めるためには、重点目標がきちんと整備・構築されていないと空家等対策が機能しないこ

とから区分を行いました。 

詳細については、８６ページの第３項計画の体系をご覧下さい。 

計画の体系ですが、空家化が始まる前段階から、空家等が特定空家になっていく流

れに従って記載しております。また、基本理念があり、重点又は基本目標、重点又は基

本施策、重点又は基本的な取組施策の順に広がりを持たせています。この第３章は重

点施策までで、重点取組施策や具体的な施策は第４章からの説明となりますのでご了

承下さい。 

まず、重点目標１の「実施体制の整備」では、空家等対策は主に「対策」と「活用」の大

きく２分され、それぞれがあらゆる分野に繋がり、専門的な知識や資格、技能、経験が不

可欠です。そうしたことから、本計画を絵に描いた餅にしないためにも、実効ある体制が

必要となります。そのため、実施体制が整備され、不動産、商工、建設、法務、大学機

関、金融、労働、地域が連携し、個々の役割を担いながら取り組むことが重要であり、以

下に記載した施策を進める上でも必要不可欠なものであります。そのため、重点施策１と

して、推進体制の構築を掲げています。 

次に、重点目標２の「空き家バンク制度」の構築では、空家等の多くは、利活用可能な

空家であるため、利活用を図るための所有者等と行政、それから、専門機関等とつなが

く架け橋となる入口であるといった考え方のもと、「空き家バンク制度」の構築と活用を重

点施策として掲げています。 

次に、基本目標１の「空家化の予防」では、今後、地域の空家を増やさないことが大切

であるため、所有者等や地域住民などに、啓発や相談窓口などを行い理解を深め、リフ

ォームや耐震化などをつうじて、住宅の良質化を図り新たな空家等の発生を抑制するた

め、基本施策１として、意識の涵養と理解増進、基本施策２として、空家等の発生の抑

制を掲げています。 

次に、基本目標２の「空家等の適正管理」では、空家発生を把握を行い、適切な維持

管理を支援し、「地域の資源」として利活用に繋げるため、基本施策３の「空家等の維持

管理の支援」、基本施策４の「空家等の実態把握」を掲げています。 

次に、基本目標３の「空家等の活用と跡地の利用」では、重点目標である「空き家バン

ク制度」の補完する目標であり、空家等の流通を促進するため、基本施策５の「空家等の
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利活用の推進」、基本施策６の「空家等の跡地利用の促進」について掲げています。 

次に、基本目標４の「地域の活力増進」では、これも、重点目標である「空き家バンク

制度」の補完する目標であり、コンシェルジュ機能を検討し、地域と移住者を繋ぎ移住し

やすい地域環境づくりを促進し、維持管理を行うコミュニティビジネス、ソーシャルビジネ

スなどの支援を行うため、基本施策７の「コミュニティの活性化」を掲げています。 

次に、基本目標５の「移住・定住の促進」では、重点目標である「空き家バンク制度」の

補完する目標であり、移住・定住を進める上では、市場分析やニーズ調査をもとに、ター

ゲット層である年齢層の獲得を進める必要があり、そうした情報発信や魅力ある空家活

用を図るため、基本施策８の「空家等を活用した移住・定住・交流の促進」を掲げていま

す。 

次に、基本目標６の「特定空家等への措置の実施」では、空家法や基本指針、ガイド

ラインに基づき措置を進めます。また、所有者等への救済制度や周辺地域への緊急安

全対策などが必要であるため、基本施策９の「特定空家等に対する措置の実施」を掲げ

ています。以上第３章の説明を終わらせていただきます。 

副会長  質問ご意見ございましたらよろしくお願い致します。第３章部分については、計画の柱

となる大きな部分になってくるわけでございますが、ここで、申し上げた、個々の具体的な

施策については、先に申し上げましたとおり、第４章からとなります。個々の内容にも関係

がございます。第４章からの関わりが出てきます。いかがでしょうか。 

三重県  基本的なことですが、空家対策計画では、伊賀市独自の計画となっていますが、法

では第６条に基づいて記載しなければならない項目が決まっておりまして、一番簡単な

作り方としては、法に書かれてある内容を順番に書いていくことですが、法に照らし合わ

せてその整理が行われていると判断してよろしいでしょうか。 

事務局  そのつもりで、整理を行っております。 

三重県  ありがとうございます。どの項目がどれにあたるか改めてお示し頂ければと思います。 

会長   事務局と県と協議し事務局レベルで調整して頂ければと思います。ほかにご意見はあ

りませんか。 

委員  ８０ページの役割と責務で国の役割や都道府県の役割、市町村の役割が書かれていま

すが、空家の支援措置や地方交付税などの措置が書かれていますが、県や市町村には

そういったことが書かれていませんが書いていった方がよいのではないですか。 

事務局 ここに書かせていただいているのは、空家法に記載にあるまま書かせていただいていま

す。計画の体系をご覧いただくと各種支援について書かれています。 

会長  ８０ページについては、空家法に記載のある内容が書かれているというこでよろしいでしょ

うか。 

委員  この会議というのは、法律に基づいて進めるのか、将来の夢を語る場所なのか、どっちな

のか。空家であれば民間の人、持ち主に任せておけば良いのではないか、危険なものに

ついて、計画を立てて対応し、施策的を目的をもってチャンスに変えて、こういう風に活
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用して行こうとするべきであって、まず、法律に決められた空家対策をどう進めて行くのか

考える必要があるのではないか。 

会長  事務局から説明をお願いします。後ほど補足を行います。 

事務局 事務局で考えているのは、基本的には特措法に基づいた計画を策定していくことを考

えております。それに加えて、人口減少を考えるとき移住・定住を含めた空家活用を考

えています。この計画では、移住・定住施策に重きを置いて計画になっております。 

副会長 昨年の１０月に地方創生に基づく、まち・ひと・しごと総合戦略の柱となっております、空

家を活用した移住・交流の促進ということを促進するためにも、現在の計画についても、

伊賀市独自の計画として作って行きたいと考えております。特定空家等の対策について

は、既に始まっておりますが、関連がありますので、計画に含めて作成をしているところで

す。ご理解を頂きたいと思います。 

会長   ご意見があればお願いします。特定空家等についての具体的な対策は第４章から出

てきます。第４章の説明をお聞きしていただいて、特定空家等における代執行などを本

計画で定めることも目的の一つとなっております。 

委員   重点目標と基本目標では、説明の中にもありましたが、基本目標と重点目標とどう違う

のかよくわからない。第４節にこういったことが必要なので、重点取組を設けるといった記

述があればいいのですが、違いを明確に書く必要があると思います。７６ページの総括が

基本方針に入ってくれば良いのではないかと思います。 

会長   第３章、第４章とまとめて表現を直していくということでよろしいでしょうか。重点目標に

書かれていることが動かせるかどうかで、重点項目以降の施策ができるかどうかとなって

きます。第４章の説明をお願いします 

事務局  第４章について、かなり取組施策が多くなっているため、事前に配布もさせていただい

ておりますので、既にお読み頂いているということで具体的な説明は省かせていただきま

すのでご了承下さい。 

それでは、第４章についてご説明申し上げます。第４章については、先ほどご説明申し

上げました第３章での目標と施策を受けて、具体的な取組み施策を掲載しております。 

第１節 重点取組施策では、基本目標１では、重点取組施策１は「専門機関・団体等

の連携体制の整備」で、重点取組施策２では「業務協定・提携による連携」を掲げていま

す。次に、基本目標２では、重点取組施策１として「空き家バンク制度」の構築を掲げて

います。右のページの図は、イメージ図でございます。 

９２ページをご覧下さい。第２節 基本的な取組施策として、空家法や基本指針、ガイ

ドラインに基づく基本的な空家発生からのスキームとなります。ここでは、主に「空家の発

生」、「把握」、「調査」そして空家等の特定に移り、９３ページの蜂の巣図をご覧いただくと、

青丸がインプットで赤丸がアウトプットとなっています。右に進むごとに最終段階の想定と

なっています。 

９４ページをご覧下さい。第３節 具体的な取組施策として、個々の目標を施策に取り
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組む具体的施策が掲げれています。基本目標１の基本施策１、具体的な施策として「所

有者等への情報提供」では、市民啓発や所有者等への啓発が掲げられ、次に、基本施

策２の「空家等の発生の抑制」では、具体的な施策が５つあり、「住宅の良質化の推進」

では、耐震改修やリフォームの円滑な推進や、融資制度の活用と創設への働きかけ、土

地利用・建築誘導策の検討について掲げられています。「生前の相続対策の推進」では

高齢者への啓発や相談会の開催が掲げられています。 

次のページの「良好な住環境の保全・形成の推進」では、地域へのまちづくり推進のた

めの情報提供や出前講座を行い支援することが掲げられています。「寄付制度の検討」

では、空家法施行以後空家等の寄付についての相談が多いことから、寄付制度創設に

向けての検討を掲げています。「空家等管理困難者対策」では、困難な状態に陥る以前

の対応方法など情報提供や成年後見制度の活用、地域福祉機関と行政が事前の兆候

を掴んだ中でのサポートが掲げられています。 

９６ページをご覧下さい。 

基本目標２、基本施策３は具体的な施策が４つあり、「住まなくなった老朽木造住宅等

の除去支援」では、昭和 56年以前の新耐震基準以前の老朽木造住宅の除去支援につ

いて掲げられています。次に、「低所得者への空家等除去支援」では、低所得者支援とし

て、改善及び除去支援制度の創設が掲げられています。次に、「空家等維持管理ビジネ

スの育成」では、コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの育成について掲げられ、次

に、「ふるさと納税による空家等の維持管理サービス」でふるさと納税を利用した維持管

理サービスの提供が掲げられています。 

基本施策４は大きく２つあり、「空家等の実態把握と相談窓口の設置」では、「通報・相

談による空家等の実態把握」、「空家等実態調査」が掲げられており、次に、「空家等調

査マニュアルの整備」では、タイトルのとおり、マニュアルの整備について掲げられていま

す。 

基本目標３の空家等の活用と跡地の利用、基本施策５の空家等の利活用の推進で

は、具体的な施策が６施策あります。１つ目として、活用流通のための環境整備では、市

場が機能しやすい環境を整備する取り組みを掲げています。次に町家の再生と活用につ

いては、町家を再生・活用するための改修費の融資制度の斡旋や働きかけについて掲

げています、次に、総合コンサルティング体制の整備では、適正管理や除去も含めた空

家等の活用を図る選択肢を提供し、助言や提案までを行うための体制整備を掲げてい

ます。次に、所有者等への情報発信では、啓発パンフレットの作成、講習会の開催、相

談会の開催、固定資産税納入通知書での啓発を掲げています。次に、地域等による空

家等活用の支援では、地域サロンや住民が集まる場、福祉施設や文化芸術活動の場な

どの改修費の支援を掲げています。次に、移住・定住・交流施設への活用では、移住･定

住・交流施設への活用として、お試し移住宿泊施設や地域住民との交流施設など、空

家等を移住・定住・交流施設として活用し、運営を行う場合の改修費の助成を掲げてい
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ます。次に、福祉施設への活用については、市民生活を重層的に支えるセーフティネット

の構築が求められており、移住対策を進めながらも、社会福祉法人、民間事業者等が空

家等を地域福祉向上のための福祉施設として活用を図れるように。空家等の改修費の

助成支援を掲げています。 

次に、基本施策６の空家等の跡地利用その促進では、除却だけを進めると、別の問題

が生じることが懸念され、除却を進めるに当たっては、除去後に良質な土地利用を促す

ため、跡地を地域活性化のために活用することを促進することが掲げられています。 

基本目標４地域の活力増進の基本施策７では、具体的な施策１は再掲となっている

ので、省略させていただき、次の施策２は空家等流通のためのコンシェルジュ機能として、

移住者は地域のルールや習慣や慣習の違いからトラブルに繋がることが全国各地で問

題となっています。移住前から移住後も、地域と移住者をつなぐ世話人「コンシェルジュ」

機能が有効な手段として注目を集めているため、こうした仕組みづくりを検討することを掲

げています。次の施策３、４についても再掲となっておりますので省略させていただきます。

次のページの図をご覧下さい。この図は「地域の活力増進に向けたイメージ図」です。 

次のページをご覧下さい。基本目標５の移住・定住の促進では、基本施策８ 空家等

を活用した移住・定住・交流の促進では、伊賀市は移住しやすい街で、自然、歴史、観

光、食など全国に誇れる魅力が詰まっており、地域の自慢の数々が郷土文化を育み、そ

して、移住・定住・交流を促進させていきます。伊賀市は、津波の心配も無く、火山帯も

近畿圏にはないことから、大規模災害に見舞われる心配が比較的少ない地域であり、そ

うしたことが移住のアピールポイントとして大都市の若い世代などをターゲットに空家等へ

の移住の需要喚起を促進できることを特性として掲げて、１つ目に医療・介護従事者の

移住促進を掲げ、次に外国人の定住支援を掲げています。次に空家流通のための取組

では、需要を喚起・創出するため、情報発信ツールを多様化し、移住希望者が情報を取

得しやすい環境の整備を図ることを掲げています。次に、空家等流通促進の拡充では、

所有者等や入居希望者が安心して空家等を活用できる環境を整え、地域の活性化を

図ることを掲げています。次に空家等の公営住宅化と長期定住者への支援では、ターゲ

ット層に比較的安価な家賃で入居を斡旋し、一定期間住み続けた人の希望により、住宅

を譲渡する仕組みづくりを検討し、職プラス住の斡旋を行う仕組みを検討することを掲げ

ています。 

基本目標６特定空家等への措置、基本施策９特定空家等への措置執行については、

基本的には、空家法や基本指針、ガイドラインに基づいて行っていきますが、括弧１、２は

空家法等に基づき行い、括弧３は市独自の取り組みとしています。応急措置では、急迫

した危険を回避するために、助言・指導及び勧告、命令、代執行による措置を講ずる時

間的な余裕がないと認めるときは、必要最小限の措置を講じることを掲げています。次の

括弧４、５については、空家法に基づく措置となります。次の施策２所有者等不存在空家

等への対応では、空家法が定める「略式代執行」又は、「不在者財産管理人制度・相続
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財産管理人制度」の活用を選択し処分を検討することを掲げています。次の施策３につ

いては、再掲となるため省略させていただきます。 

次のページをご覧下さい。第３節特定空家等対策では、ガイドラインに基づき記載して

おりますので、説明は省略させていただき、右のページのフロー図をご覧下さい。先に説

明を行った応急措置が右の赤矢印で示されており。急迫した危険を回避するために時間

的な余裕がないと認めるときは、簡易な応急処置を行う流れが書かれています。また、

左の図の勧告の下には弁明の機会と記載しておりますが、これについても、伊賀市独自

の施策になります。これについては、勧告を行うことで、固定資産税の住宅特例が除外さ

れ、所有者にとっては不利益処分にあたると考えられます。しかし、国では、行政処分で

あるとの見解から、空家法の中では勧告を行った際の救済制度を設けていません。その

ため、伊賀市では、行政処分ではなく、不利益処分と判断し、伊賀市独自で所有者への

救済措置を設けることを掲げています。 

次のページをご覧下さい。２特定空家等の判断基準については、建築士事務所協会

の監修のもと、伊賀市独自の判定基準を作成しており、次回の協議会で詳細について、

説明をさせていただきます。 

次の空家等判定の流れをご覧下さい。まず、現況調査を行ない、右下矢印を進むと、

建築物、擁壁等の構造上、倒壊のおそれがあると認められる場合は、下の図に移り、立

入調査が必要と判断される場合は、立入調査を行ないます。そこで、建築物の構造調

査、敷地等の構造調査を行ない判定を行い、助言・指導を行うことになります。 

次のページをご覧下さい。３項特定空家等の所有者への勧告では、右のページをご覧

いただくと、猶予期限では、物件を整理するための期間や工事の施工に要する期間を合

計したものを標準として設けることとなります。 

次に、固定資産税の住宅用地特例に関する措置と内部部局への情報提供では、勧

告した場合は、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されることになります。 

次に、勧告に関する弁明の機会では、先ほど特定空家等のフロー図で説明を致しまし

たが、伊賀市独自の取り組みとなります。弁明の機会では、国は空家法に定める勧告は

「行政指導」であり、「処分」ではないと解しています。所有者等からみれば「処分」として

判断できます。所有者の救済手段として、勧告を行う際には弁明の機会を与えることを

掲げています。 

次のページをご覧下さい。４特定空家等の所有者等への命令があり、次に、次のペー

ジの特定空家等への代執行の流れになります。 

以上が、第４章の具体的な取組施策となります。ご審議のほどよろしくお願い致しま

す。 

会長 ありがとうございました。第４章のところでご質問がありましたらお願いします。 

委員 基本目標に書かれてあり採算性を考えられましたか。記録目標を１を達成するには、こう

いった試算をおこなったのか。施策を書かれる前に考えましたか。目標５については、実
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践できるだけの需要を考えてくれました。採算性と需要を考えたうえで施策を考えたのか、

ただ、努力すれば達成できるというものではなくて、できるものだけをやればいいのではな

いか。 

事務局 ありがとうございます。採算性については、個々の具体的な取り組みを検討する際に、

庁内検討会議の下に専門部会というものを設置致しまして、その中で採算性についても

協議を行っております。例えば移住して１世帯が４人程度で、４００万円から５００万円の

収入がある世帯の場合、年間の税収割合はいくらかなど検討を行っております。個々の

実現性について、できないことは書いてもしかたが無いので専門部会で考えております。

できる、できないは別として、できる方向に向けて取り組んでいくことが重要で、基本的な

姿勢であるかと思います。 

委員  収入の４００万円の人が移住してくると想定すれば、伊賀市に収入の４００万円を得られ

る就職先がどれだけあって、隣の名張市とかじゃなくて、どの地方から来てくれるか、税金

が多く使われる年寄りが来てくれてもしかたがない。若い所帯が収入４００万円を見越し

てどれだけ来てくれるのか、そういったことを想定して計画を作っていかないといけない。 

会長   いかがでしょうか。重要なご意見ですが。 

事務局 ありがとうございます。大変貴重なご意見だと思います。専門部会の方でも同様の意見

がでておりまして、大都市圏で年収４００万円だったとして、この伊賀市へ来られた時にそ

の収入を見込めるかどうか、伊賀市の中では、就業者数は多いことから、就職先はありま

す。実態といたしましても、事業所数の数に対しても就労者数が年々増加しているといっ

たことから、就労先はあることがわかります。しかし、年収４００万円を確保できるかという

と非常に難しいのが実態で、ただ、安心して生活を送れる環境を得るということで、減収し

ても移住するといったニーズ調査の結果にもでております。そういったことを受けて、実現

可能な範囲として施策に書かせていただいております。 

委員  アンケートはどういう人を狙っているのか、若い人ならわかるが、子どもを育てている所帯

であれば、現時点で短期の就職は絶対だめなんです。産業構造として永続し安定した就

職先があって、若い者を移住させようとするならば、子育てを行う教育環境、いわゆる教

育レベルを上げないことにはいけない。それを本気で取り組もうとするならば、教育委員

会のお尻を叩いてでも、教育レベルを上げて全国紙に載るようなことでもない限り若い所

帯はやってこない。今ある全国テストで上位になるとかそういったことでもないと、それに、

英語教育に特化するとか、算数に特化するとか、天才を作るとか、教育をしっかりして、

人を取り入れること、そうしないと人口は増えない。 

副会長 貴重なご意見だと思います。そういうことを含めて、地方創生に関する、ひと・まち・しご

創生総合戦略を作ってまいりました。若い方々の移住・定住を促進する上で就業する場

所や住むとこ、医療、教育や福祉も含めまして検討を行ってまいりました。就労の場の状

況を説明申し上げますと、定住自立圏の中心市宣言をしておりますとおり、名張市からは

毎日８０００人、それ以外でもこの伊賀市に就労のために通勤されています。昨日になり
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ますが、最新の有効求人倍率をお聞きしたところ、伊賀管内で 1.39 という全国的にも三

重県内におきましてお非常に高いといった数値があります。ただし、正社員の割合は、

0.72 なんです。三重県の割合が 0.8 とお聞きしておりまして、正社員の割合を高くしてい

かないといけない。昨年の７月８月に、主な企業を私が訪問しました。事業主や工場長

の方にお話を伺うと、地元の就職が無い、結果として、全国各地から集めないといけない

といった状態であるとおっしゃっております。これは、正社員、大卒、院卒も含めて人手が

不足しているということを共通としておっしゃっております。地元の方々が地元でのキャリ

ア形成を早くから教育に取り入れ、高校だけでなく義務教育の段階からそういったキャリ

ア教育をやっていかないと、地方の創生に繋がっていかないのかなと考えています。この

ような課題意識を持って取り組んでいます。 

会長   ご意見はいかがですか。非常に重要なご意見だと思います。 

委員   先ほど、現実問題として、定住してきた過去の人のデータについては、どうなっていま

すか。 

事務局  人口の社会動態については把握しておりまして、それが移住かどうかというのは把握

できておりません。 

委員   現実的には、移住された１００万円の寄付金をあげるとか、住んで頂くと子育てへの援

助をするとか、市としてそういった援助を行っていかないと、移住は進んでいかないと思い

ます。 

副会長  補足しておきますと、人口動態や社会動態ありますが、社会動態の分析をかなり昨

年やりました。若年層の流出はずっと続いています。中高校生のアンケート等も実施して

おりますが、意向調査も確認しておりますが、どうしても「高等教育から大学へ行きたい。」

また、「都市部での生活体験もしてみたい」といった意見があるから、多く社会減となって

おります。それに加えて、２０代３０代の流出もやや多くなっております。子育て環境の影

響だとか、都市部を求めているとか、といった状況の意向把握はできておりませんので、

今後、窓口に来られた市民の方々にご協力をいただいて、そういった意識調査を行ない

サンプルをとっている状況でございます。 

会長   お願いします。 

委員   私はがここに選ばれているのは、郡部の代表として選ばれていると思っておりますので、

先ほどの話も含めて話をさせて頂きたいと思います。実際に、毎年１０組以上の、島ヶ原

支所に移住したいという相談に来られています。昨年だけで３組の方が移住されておりま

して、３０代から４０代の小さいお子さんのいる家庭が来られたのですが、郡部においては、

かなり希望者もおり、サポートもしていますが、先ほどお話のあった、お金の問題もありまし

て、そういった補助があれば、もっとサポートができると思います。特に空家対策について

は、まず空家をどうするかということで、空家を活用するということは、次の段階での話で

はないのかと思いますが、市街地の方は危険があるため対策を進める必要があるかとい

うことで、市の方でしっかり対策を行っていただけたらと思います。基本方針の実施体制
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について、現在お話されていると思いますが、空き家バンクの制度の構築が今後どのよう

になっていくのか、今説明をしていただいた中で、別にあるのか、この中でやるのかといっ

たことが全くわからないことから、例えば島ヶ原で言えば、奈良や京都や大阪から移住希

望者が直接、来て頂いているということで、具体的に不動産屋に島ヶ原に居てもらうとい

うことができない状態で、まちづくり協議会か支所かで相談などの対応をして行かなけれ

ばならないことから、各地域の窓口の体制として、窓口を設置して頂けるものなのかどう

なのか、それに対応していただけるものかといったことが今後の課題となっています。そう

した、体制を早い時期に検討していただいて、設置していただきたい。 

会長   ありがとうございました。空き家バンク制度の体制については、次年度に具体的に検討

されていくことになると思いますが、事務局から補足をお願いします。 

事務局  計画策定後直ぐに取り組みたいと考えておりますが、９１ページの空き家バンクのイメ

ージ図としてお示しさせていただきましたが、伊賀市が中心となりまして、全てを包括して

やっていきたいと思っております。 

委員   伊賀市一本で全体をやっていくとお話がありましたが、郡部と町家やなどがある市街地

とは全く状況が違うことから、そういったところを理解していただかないと、現実に住みたい

人は支所にそういった相談が来て、本庁へ行けというのは、現実、支所が行っているのは、

「私どもは把握していないのでまち協に聞いて下さい」という回答をするので、私は司法書

士もやっていることから、そういった人たちに住居を探してサポートしています。その辺は

大きな縛りでやっていくのではなく、きめ細かな対応でやっていくとはっきりして頂かないと、

それぞれの地域での対応ができないと思います。 

事務局  そうです。市だけで全てをやって行く事はできません。そのため、地域との連携をとる

仕組みといったものを今後作って行かなければならないと思いますので、その切はよろし

くお願い致します。 

会長   重要なご指摘ありがとうございます。 

委員   支援という文字が多くあります。伊賀市については予算があっての取り組みだと思いま

す。その各種支援について、どれだけの国や県から充てられる財源があるのか可能な限

り資料を次回に出していただきたいと思います。移住関係についても、社会福祉関係、デ

イサービスの部分で、高齢化が進んでおり、高齢者が高齢者を支援していることもあり、

先行きが不安であると思いますが、シングルマザーを対象に移住しませんかなど、補助

金を出しますよといったことを市全体で考えて頂きたい。これは参考として聞いて頂きた

い。予算があってのことだと思いますのでよろしくお願いします。また、空家対策で三重県

や市町が行っている木造に関しても耐震補強について、耐震化された家屋は多くはなっ

ておりますが、まだまだ、耐震化されていない家屋も少なくはないと思っておりますので、

そういった施策についても、実施しておりますので、ご参考にしていただければと考えてい

ます。よろしくお願いします。 

副会長  次回は２月８日でして、当初予算の議論を現在やっているところでして、基本施策に
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ついては、お示しすることはできるのですが、予算の公表時期になるとまだまだ先になっ

てくることもあり、公表できない。現在、県で実施しているリノベーション事業でリフォームを

行うと２００万円の補助があり、その上乗せを伊賀市独自で実施しておりますが。また、そ

れ以外の支援施策もやっていきたいと思っておりますが、この計画の中でどういった施策

が有効な施策であるかといったことを見極めて行かないと、下手すれば、税金のばら撒き

になってしまうといけないので、みなさんのご意見をいただきながら支援施策を作って行

きたいと考えています。 

会長   ありがとうございました。他にご意見ありますか。 

三重県 ９０ページの２項の「空き家バンク制度」の活用と、重点取組施策１として、伊賀流「空

き家バンク制度」構築と書かれていますが、８６、８７ページの重点目標と重点施策と違

っていますので、どちらかに統一をお願いします。次に９４ページの基本施策１の意識の

涵養と理解増進では、空家化の予防として書かれていますが、趣旨として、空家等が発

生した際の適正管理のための施策ではないのかなと思います。そのため、空家化の予防

と空家等の適正管理の部分で記載していただければと思います。 

会長  表現については、今後精査し、適宜ご意見を反映し整理していただくということでお願い

します。 

委員  ８０ページの役割と責務について、市が特定空家等への措置や支援を行うと第４章から

書かれているので、このページには、「特定空家等に対する必要な措置を行わなければ

ならない」としか書いていないので、詳しく、支援や措置について書かれた方が良いので

はないかと思います。 

会長   付則を入れることで、施策については何章に書いてありますとか、書いていただくなど

事務局の方で検討をお願いします。 

委員   空家の利活用の部分で、福祉施設の活用についても書かれていますが、改修費用の

助成を行い、地域での活用ができればいいなとは思いますが、介護保険の施設として改

修を行ってもなかなか、ペイできる状況ではないのが現実ですが、地域での活用という意

味では、活用を図っていくことは可能だと思います。収益を考えずにボランティで行うとい

うことであれば、活用できると思いますが、ここで、こういった活用を図ると言えば、単独で

は無理なので、介護保険の総合事業の活用を図って、更に、そのための改修を行うとな

ると、事業が展開しやすいようになると思いますが、介護保険の総合事業のほうでは、総

合事業を使うためには、他の制度を利用してはいけないと定められているため、ここで、

いくら助成をすると言っても、介護保険制度での総合事業が受けられなくなってしまうた

め、実際には使えないことになる。この計画でどうとかではなくて、他の計画と連携して支

援の枠を作らないと活用が図れないと思います。関係部局と連携して、利用しやすいも

のにしていかないといけないと思います。しかし、充分な支援は難しいと思いますので、他

の施策と連携し支援をして頂ければと思います。 

      次に、移住したいと思っているニーズがどれだけいるのかはわかりませんが、外国人住
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民の方達が沢山移住しているということもあり、そうした、外国人住民の定住を促進してい

くことも必要だと考えています。 

会長   ありがとうござました。事務局からお願いします。 

事務局 １０２ページの具体的な施策１で外国人の定住支援を掲載してあります。福祉施設に

ついては、いただいたご意見を参考にしながら、関係部局と相談し改めて検討していきた

いと思います。 

会長   ただいまのご意見につきまして、内容を整理した上で改めて修正していくということでよ

ろしくお願いします。また、空き家バンク制度に関してですが、外国人住民の方が多いと

いう伊賀市の特性があり、外国人住民の窓口としての空き家バンク活用といったものがで

きればと思います。 

      それでは、１２時をまわっているので、まとめに入って行きたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

三重県  今回、見させていただいて、三重県内で伊賀市におかれましても、空家の関係非常

に意識を持ってですね、対応されているという印象を持ちました。各施策も具体的な施

策、８７ページの施策で考えられるものは、全国的にでも考えられるもので対応できるもの

は入っているのでないのかなと、それを、５年間で住民の方にしっかり押さえられるといい

のではないのかなと思います。そういう意味で、三重県内の市町に対してのひとつのベー

スになるのかなということで考えさせていただきました。そういったことで、８１ページの計

画の位置づけで、一方通行の計画の策定で示されておりますが、まち・ひと・しごと総合

戦略ですとか、その他の上位計画であるとか、例えば、伊賀市住生活基本計画とのフィ

ードバックなどがあってもいいのかなと、一方的に降りてくるのではなくて、伊賀市の空き

家等対策計画が、住生活基本計画にフィードバックされていくなど、また議論された中で

も、伊賀市の本庁だけで進めるのではなくて、各支所での動きもあるのであれば、伊賀市

支所地域別計画の中にも空家等対策計画が反映されていくなど、一方通行での反映で

はなくて、双方向での連携といったもので考えていただければと考えています。そうすると、

色々な人がこの計画を見て頂けるかなと思います。最後に、第６章からの活用事例です

が、現在は最新であると思いますが、今後、最新の空家活用が出てくると思います。その

ため、資料編などへの移動を考えていただければと思います。 

会長   ありがとうございました。次回の第５章以降の部分で話し合って行きたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

      いい忘れたことはございませんか。 

      ２章の総括のところで、沢山ご意見をいただいたところで、私もここのところで、伊賀の

特性と課題とか他地域と違うところを引っ張て来ないと、いけないので、委員の皆様から

いただいたご意見と合わせながら、訂正をしていただきたいと思います。それを踏まえて、

第３章４章に入っていきますけど、三重県の住宅課長からお話のあったとおり、基本的な

施策はひととおり考えられる基本的な施策は入っているかなと思いますが、そのままだと
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前に進まないことから、委員からご意見のあった、採算と需要のバランスを考えて実現可

能な施策を実施していくことは当然だと私も思いますが、また、委員からもご指摘のありま

した地域性についても、最終的な現状の検討を進めて行く必要があると思いますので、

地域の課題とか良さとかがクローズアップされているので、そうしたものをひっくるめて、３

章から書いていただくといいのではないかと思います。３章４章は基本的な内容としては、

良くまとまっていると思いますけれども、このままだと、伊勢市の計画で通用しそうなので、

内陸部の大阪と名古屋の間に位置した豊な地域が要所、要所に出てくるなど、他市で

真似できない伊賀ならではの伊賀らしい体制づくりと伊賀らしい空家バンク制度に持って

いければと、次回に委員の皆様と一緒に検討できればと思っております。 

      それでは、事項の４番です。その他の項目です。それでは、事務局からお願いします。 

事務局  失礼します。次回の第３回協議会開催ですが、２月８日（月）午後２時３０分から予定

しています。場所は、本庁２階の第１委員会室で開催させていただきますのでお集まりい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

会長   ありがとうございました。長時間に亘りご審議賜りまして誠にありがとうございました。次

回２月８日ということですので、お忙しい中ではございますが、どうぞよろしくお願い致しま

す。それでは、第２回協議会を閉会します。 


