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第３回伊賀市空家等対策計画策定協議会記録 

 

日  時 平成 28年２月８日（月）午後２時 00分～午後４時 30分 

場  所 伊賀市役所２階 第１委員会室 

出席委員 浅野委員 辻上委員 森下委員 島井委員 桑原委員 相原委員  前川委員 

奥出委員 上山委員 神戸委員 川合委員 石橋委員 乾委員  

欠席委員 辻岡委員 

アドバイザー 三重県県土整備部住宅課 技師 仲矢 

オブザーバー ランドブレイン㈱廣畑 藤本 

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２０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）地域別ワークショップについて（市民生活課長） 

（３）活用事例（担当） 

（４）伊賀市空家等対策計画（第５章）（市民生活課長） 

（５）特定空家等判定調査票について 

４．その他 平成２８年度の協議会について 

       マイナンバー届出確認について 

５．閉会 
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司会  皆様こんにちは。ただ今から第３回伊賀市空家等対策計画策定協議会を開催させてい

ただきます。公私何かとお忙しい中、ご出席いただきまして有難うございます。 

本日の協議会につきましては、伊賀市基本条例並びに伊賀市情報公開条例に基づ

きまして、会議を公開することと、審議会等会議の公開に関する議事録作成の為に、録

音させていただく事をお許しいただきたいと思います。本日は、全議員１４名の内、１１名

の皆様にご出席をいただき、半数を超えておりますので、本協議会第７条２項により、会

議が成立している事をご報告申し上げます。 

尚、本日は計画書に載せたいと考えておりますので、会議の模様を写真に撮らせてい

ただくことを、ご了承お願いします。 

又、本日ご発言いただく際には、前のマイクのトークボタンを押してから、ご発言いただ

きます様お願いします。それでは、浅野会長からご挨拶を頂戴したいと思います。 

会長  皆様こんにちは。本日は御多忙の中、協議会にご出席をいただきありがとうございます。 

前回の協議会で各所ご意見をいただきました。ご意見に対して事務局で対応をしてい

ただきました。本日の協議会におきましても、適時ご発言をいただき、事項書に沿って進

めさせていただきます。 

事項の２番「計画策定経過と今後のスケジュール」につきまして、事務局より報告いた

だきたいと思います。 

事務局 資料の４ページをご覧ください。前回１月１４日に第２回策定協議会を開催し、１月１５

日～１月２５日にかけてワークショップを開催いたしました。２月２日に庁内の検討会を開

き、本日、第３回の協議会を開催させていただきました。 

今後のスケジュールですが、中間案をまとめた後に２月１８日に庁内の総会（政策会

議）を開催し、その後の予定としまして、３月３日に議会に報告をさせていただきまして、３

月４日からパブリック募集したいと思います。その後、４月以降に庁内の検討会議を経て、

この協議会を開催させていただきまして、最終案を決めさせていただきます。その後、議

会に報告をして計画等まとめたいと思っております。 

会長  どうも有難うございました。 

本日の報告にもございましたが、１月に入りまして、各地区にて地域別ワークショップを開

いて、各地域の住民の皆様のご意見をいただいたという事でございます。それをふまえて、

本日の協議会が行われます。３月に入りましたら、パブリックコメント等予定されておるとい

う事ですので、今後の予定等につきまして、委員の皆様からご意見等ございましたら、よ

ろしくお願いします。 

進めさせていただきます。３案目：協議事項（１）の伊賀市空家等対策計画につきまし

て、説明をお願いします。 

事務局 横書きの表をご覧ください。前回の協議会におきまして、沢山のご意見をいただきまし

て有難うございます。 

それを修正させていただきましたのが、これでございます。通番２の３７ページ：前回、
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住宅数につきまして疑問があり、再精査のご要望がございました。精査をさせていただき

ました。平成２５年度の住宅数でございますが、統計調査により、固定資産税情報を元に、

住宅数を推計値で表しておりました。しかし、その情報が正確ではなかったので、（他の方

法として）地域別のゼンリンの住宅地図の戸数と照合しました結果、改めて、全体としては

大きな変化がございませんでしたが、友生地区と猪田地区につきましては、ご覧いただい

たとおり修正を致しました。他の地域につきましては、大きな変化がございませんでしたの

で、ご了承いただきたいと思います。 

後、修正箇所につきましては、前回２章８節につきまして「現状分析と課題」の件で修

正した物がこれでございます。「現状分析と課題」につきまして、分析と課題に分けて、解

りやすくしたほうが良いのではないかとのことでしたので、見直し、修正いたしました。分析

の次に課題を上げまして、「現状分析と課題」７７ページの総括欄に挙げさせていただきま

した。 

後、表３ページ通番１６の９０ページの空家対策計画では、空家法で掲載する必要が

ある項目が解るように掲載を行ないました。主な変更点は以上でございます。 

 

会長  どうも有難うございました。 

ただ今の資料を配っていただきまして、前回出ている意見と、その反映について報告して

いただきました。全体的に、何らかの対策をしていただいたと思います。修正箇所への質

問等ございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。又、後でお気づきの点がございましたら、最後でけっこうですので。

ただ今説明していただいた修正内容もふまえて、中身の議論に入っていきたいと思いま

す。 

事項（２）です。地域別ワークショップについてという事で報告をお願いします。 

事務局 報告書の４６ページをご覧ください。４６～４９ページにかけまして、地域別のワークショッ

プの結果を記載しています。目的ですが、地域の人口が減少する時代ですが、空家を

地域の資源として人口を維持していく事を目的としています。対象を住民自治協議会、

地域振興委員会とし、内容がテーマ１～テーマ４迄ございます。「１．地域の空家実態に

ついて、意見をおうかがいしました。」、「２．空家を増やさない。」、「３．全国的な空家対

策事例について意見をいただいた。」、「４．空家を活用した人口維持対策として、どうい

う事ができるか。」 

４７ページをご覧ください。１月１５日～１月２５日にかけて、５ヶ所に分けて開催致しま

した。地域によりましては活発な意見が出されました。 

次に４８ページをご覧ください。（８）の地域別ワークショップに参加していただいた方にア

ンケートにお答えいただきました。どの地域でも、約８割の方が地域での空家対策、人口

減少対策への取り組みが重要と感じており、地域によって多少の差異はあるものの、多く

の参加者に同じ傾向が見受けけられました。 
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（９）の地域別ワークショップから見えてきた課題と対策では、空家が出る前から、発生し

た時、発注する時、その後のフォローという事で地域別にまとめさせていただきました。発

生する前、何故発生するのか原因についてたずねましたところ、多くの意見が出されまし

た。「まず交通の便の悪い地域なので、空家が出て当然である。」、「若い人の流出が多

いので、空家が増える傾向にある。」、「一人暮らしの高齢者を、都会の若者が引き取ら

れる。」これらの対策案としまして、「空家管理責任を明確にする為、所有者の管理責任

の義務化」、「空家になる前に相談できる体制作り」など、どの地域でも出されています。 

空家が発生した時、各地域でどの様な課題になっているかという事につきまして、「庭

木の手入れがされず、ゴミが放置され防犯、防災上問題となっている。」、「雑草が生い

茂り、動物が住み着き、台風時等物が飛散して危険である。」、「空家の所有者が遠方に

住んでいる。」、「空家は個人の財産であり、地域での対応が困難である。」、「空家の所

有者と連絡が取れず、立入り出来ない。」これについての対策としまして、「所有者と連絡

が取れる仕組みを作りたい。」、「地域と行政が協力して管理する仕組みを検討する。」、

「地域として管理して、コミュニティーサービスを育成する。」、「老朽建物の除去費用に

対して助成制度を確立する。」 

空家を活用する時の課題につきまして、「所有者が売却を望んでも、買い手がない。」、

「借りる人を選びたい。」、「交通が不便な所は困難である。」、これについての対策案とし

まして、「行政と民間が連携して、空家バンクを確立する。」、「促進する為の仕組みを作

る。」 

活用フォローにつきまして、「移住者が地域住民と向き合うのが不安である。」、「移住

者が口込みで呼び込む。」これについての対策としまして、「移住者と地域住民とのトラブ

ルを防ぐ為、橋渡し役になる。」、「地域にてコンシェルジュ制度を設ける。」、「移住者に

地域行事に参加してもらう。」 

人口減少課題としまして、「高齢の夫婦が増え、地域の行事等が成立しない。」、「人

口減少に伴い、農業の担い手が少ない。」、「生活環境及び利便性が悪く、住むのが困

難。」、「地域住民の意識向上が大切。」これについての対策としまして、「行政の取り組

みが必要。」、「移住希望者の相談窓口の設置」、「大学の誘致、企業の誘致等必要」、

「行政の取り組みが重要である。」以上でございます。 

会長  どうも有難うございました。 

各地域で、住民の皆様方多数参加していただきました事に御礼申し上げます。協議会で

今まで議論してきました事と共通した意見（今後の対策等）が多く出されました。そのご意

見を協議会でも反映して、最後５章の「まとめ等」に反映していきたいと思います。ワーク

ショップのご意見につきまして、皆様方ご質問等ありますか。 

委員  ４８・４９ページに段階的に整理されており、解り易くなっておりますが、空家の活用のとこ

ろの地域の課題については、若干、もう少し整理のし直しが必要かと思われますが。又、

後程申し上げたいと思います。 
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会長  どうも有難うございました。 

他の委員の方、ご質問等いかがでしょうか。協議会の中で、ワークショップに参加された

方いらっしゃいますでしょうか。その時の雰囲気等ご紹介していただけますでしょうか。 

委員  出席はさせていただきましたが、事前に何をするかが解らなかったものですから、全体的

にひっくるめた話し合いになり、それぞれ５段階のテーマに分けられていましたが、やりず

らく、まとまった形の話し合いになり、きちっと分けられる様な状況ではなかった。 

小さな地域ですが、２５人集まって今までなかった事や思っていることを発言されて良

かったと思います。 

会長  どうも有難うございました。 

お忙しい中、ご出席いただき有難うございました。他の委員の方、ご質問、ご意見等ござ

いませんか。よろしいでしょうか。 

出していただいたご意見は、協議会で重要だと考える点と重なる部分が多くあります。

地域住民が空家に対する危機感を持ち始めていて、何らかの対策を行政と共に、連携し

ながらやらなければならないと思っている事を、解っていただけたと思います。ワークショッ

プも無事終わりましたので、いただいた意見を計画書に反映していくことで、対応していき

たいと思います。 

それでは、協議事項（３）の活用事例の説明をよろしくお願いします。 

事務局 まずスライドの方で説明させていただきますので、準備しますので少しお時間いただけま

すでしょうか。 

まず、活用事例ということで、「空家バンク制度」とはどういった物かということをお話させ

ていただいて、又、併せて、先進事例につきまして説明させていただきます。空家バンク

制度ですが、配布させていただいております手元の資料をご覧ください。印刷が見にくいと

思いますが、前のスライドをご覧いただければと思います。空家バンクとは空家を活用した

い所有者と借りたい人等とのマッチングする制度です。多くは自治体が行っており人口減

少の著しい地域が２０年以上前から行っております。 

特徴１としまして、自治体が運営するということです。生活情報もあり、安心であるという

メリットがあります。 

特徴２としまして、能動的に探す、自治体空家情報をＯＯＯ。信頼感があります。 

特徴３としまして、貸家を見つけ安いという事です。田舎では見つけにくいし、民間の不

動産業者には無い情報が多く有ります。 

特徴４としまして、直接型と間接型がございます。直接型は移住希望者が持主と直接

交渉し、間接型は移住希望者が宅建業者と間接的交渉を行う方法です。直接型は、自

治体が保有している空家物件登録に則して移住希望者が空家所有者と交渉、契約を独

自に行っていく方法です。間接型は、空家情報を空家所有者が登録し、移住希望者が

宅建業者と交渉し（仲介、相談）、所有者に繋げていただく方法です。 

先進・先行事例の紹介です。山梨県山梨市の空家バンク制度の事例です。２００８年
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より取り組み、以後、空家バンク、空き店舗バンク、空き工場バンクにも取り組まれていま

す。経緯としまして、若年者の流出から過疎化が進み、高齢化し、生活の利便性が低い

など、特に山間地においては、人口減少に伴い農業の担い手不足が顕著であることから、

首都圏からの移住・定住を求め、山梨市の定住促進が始まりました。空家情報登録制

度が２００７年９月に立ち上げられました。２００８年に運用されました。移住定住促進に取

り組まれています。 

取り組み方法としまして、山梨市と山梨県宅建協会が共同で取り組んだという事が、推

進されている部分でございます。取り組み主体としましては、山梨県宅地建物取引業協

会と山梨市役所が、共同で取り組みを行っております。取り組み体制としまして、山梨市

と山梨県が協定を結びまして進められてきました。 

取り組みポイントとしまして、宅建協会との連携という事で物件契約時に専門的アドバイ

ス、物件契約時に宅建協会が先導して調整に入る等行い、見学者の信頼を得ています。

効果的な空家情報提供ということで、物件の売却、希望額、広さ、構造等を「星５つ」とい

う形で分り易く表示しています。又、関心のある空家を、重点的に、より詳細な情報を表

示しています。又、物件の情報開示の為、毎週金曜日に説明会を行っています。その他

の方法としてメール等にて配信しています。 

様々な手法によりまして、登録した方をターゲットに４泊５日の田舎暮らしの体験を実

施し、じっくり見ていただくという事を行ってます。山梨市と宅建業者が共同で行っていま

す。 

山梨県山梨市の空家バンク制度について説明させていただきます。間接型ということ

で、山梨市と宅建業界で協定を行いまして、移住希望者と提供者をつないでいく事をして

います。 

空家取得までの流れを説明させていただきます。「1.情報の提供」、「2.問い合わせ」、

「3.空家バンクへの登録」、「4.見学相談会」、「5.物件交渉の申し込み」、「6.物件の交渉」

以上が空家取得までの流れでございます。利用希望者がニーズを登録時に伝えて、物

件情報を希望者に伝える体制をとって行きます。 

成果と展望ということで、３年半の期間で４５件成約しております。中山間地域の空家

が減少しております。不動産業界のイメージアップを達成しています。 

今後の展望としまして、市街地の物件：店舗併用住宅等への取り込み、又、市内物件

の掘り起こしを目指し、市町村との連携を図っていくことが考えられています。 

現在、山梨県では８市町村での連携を行っており、共有化を図っております。これは山

梨県宅建協会の方の声ですが。「空家バンクでの業界全体のイメージアップを」20 代の

頃でしたが、昔はダーティーなイメージを持たれていた業界で、どうやって市民権を獲得

するかが大きなテーマでしたが、行政と手をつないで取り組みが出来るようになって、世

間の人に知っていただく事で空家バンクに参加しました。古い民家は商品にならないのが

我々の常識ですが、空家バンクでは取引の対象になるという事で、不思議でした。評価
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額ゼロで、土地の値段で取引するということでした。バンク制度により取引し、全体が活性

化しているのを実感しています。といった声があります。 

空家バンクによる経済波及効果という事で、山梨市定住促進事業に係る経済波及試

算結果を報告させていただきます。経済効果は、２０年間で６２億３０００万円ということで

す。これは、山梨県産業関連表の推定であるため、山梨県全体への経済波及効果であ

るということです。単年では初期投資が続き、５年目が一番大きく、６～２０年目について

最大ながら日常的な消費活動のみで一定となっていくという結果が示されています。 

次に三重県内の取り組みという事で、紹介させていただきたいと思います。今現在、県

内では１７市町が取り組みを行っております。まず北の方から、いなべ市、東員町、亀山

市、鈴鹿市、伊賀市、津市、松坂市、大台町、多気町、鳥羽市、志摩市、南勢町、大紀

町、尾鷲市、紀北町、熊野市、紀宝町ということでございます。 

黒色が津波被害の無い想定地域で、青色が沿岸地域で津波被害想定地域です。県

内各地域の契約方法で直接、間接で運営しています。 

伊賀市は契約方法は間接であり、空家登録戸数は２２戸で、成約戸数は０戸です。行

政の関わり無しです。助成制度は空家リノベーション補助金を実施しております。 

いなべ市は契約方法は間接であり、登録戸数は４戸、成約戸数は３５戸です。 

大台町は契約方法は間接であり、登録戸数は１０戸、成約戸数は４６個です。助成制

度としてバンク促進利用促進助成金、登録奨励金、移住支援助成金をしています。 

尾鷲市は、間接方で、登録戸数は１９戸、成約戸数は２３戸で、バンク利用促進助成

金を行なっています。 

亀山市は、直接・間接と両方の契約方法を取っており、登録は１０戸、成約は４戸で

す。 

紀北町は、間接で、登録は５戸、成約は３８戸です。 

紀宝町は、間接で、登録は５戸、成約は５戸です。 

熊野市は、直説で、登録は６戸、成約は不明です。 

志摩市は直接・間接で、登録は４戸、成約は９戸です。 

鈴鹿市は直接・間接で、登録は３戸、成約は１００戸です。 

大紀町は直接で、登録は０戸、成約は３７戸です。 

多気町は間接で、登録は６戸、成約は９戸です。 

津市は直接・間接で、登録は１８戸、成約は４３戸です。バンク利用物件改修費補助

金、空家リノベーション補助金、就職新生活応援奨励金、職務経験者 UIJ ターン促進奨

励金に取り組まれています。 

東員町は直接・間接で、登録は２戸、成約は１５戸です。 

松坂市は直接・間接で、登録は１３戸、成約は１１戸です。行政との関わりとしてコンシ

ェルジュ機能を有しています。又、補助制度としまして、バンク利用奨励金、空家改修事

業補助金、空家リノベーション補助金等に取り組んでいます。 
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南勢町は間接で、登録は６戸、成約は７戸です。 

最後に鳥羽市は直接・間接で、登録は１戸、成約は０戸です。見学会も含めて取り組

んでいます。 

集計しますと、契約方法の直接型が２市町、間接型が８市町、直接・間接型が７市町

あり、それぞれ取組まれております。 

お隣の亀山市の事例を紹介させていただきます。 

１．空き家情報バンク制度の目的は、亀山市内の空き家の有効活用を通じて、市内へ

の定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的に市が「空き家情報バンク」を設置し、

空き家情報の収集と提供を行うものです。 

２．空き家情報バンク制度では、市内の空き家のうち賃貸又は売却を希望する所有者

から、物件の情報提供を求め、市の「空き家情報バンク」に登録し、市のＨＰを通じて希望

者に情報を提供していくものです。 

３． 空き家情報バンク利用要件では、① 亀山市へ移住し定住を希望する方② 亀山

市の地域自治等に深い理解と関心を持ち、地域住民と協調して生活することが可能な方 

４． 情報提供・利用登録では、 空き家情報バンクに登録された空き家の情報の一部

を、市ＨＰや窓口から提供します。 

詳細な情報や具体的な交渉を希望する方には、利用登録申込みを市に提出してもら

います。 

３の要件を満たし、適当と認めた方を空き家情報バンクに利用登録し、希望する物件

の詳細情報を提供します。 

５． 空き家情報バンク契約方法では、市は空き家情報バンクを通じて、情報の収集と

提供までを行います。 市は所有者と希望者との交渉や契約については直接関与しませ

ん。 空き家所有者には、「空き家情報バンク」登録時に、「直接契約」か「間接契約」のい

ずれかの契約方法を選択してもらいます。 直接契約を選択した場合は、所有者と希望

者で直接交渉し契約してもらいます。 間接契約を選択した場合は、市と協定を結んだ６

に記載の団体が仲介を行います。 

６． (公社) 三重県宅地建物取引業協会  (公社) 全日本不動産協会三重県本部  

間接契約を希望する空き家の所有者と利用希望者間の仲介を行なっています。 

以上が制度の概要になっています。 

亀山市のホームページの記載例になっています。三重県下の中では主流になってい

ます。どこでも同じ様な形で①所在地、②分類、③契約方法、④構造、⑤面積及び建物

面積、⑥築年数、⑦詳細、情報、⑧備考等を記載し、物件に合わせた写真を載せなが

ら、表示している所もあります。 

伊賀市の取組みを紹介させていただきます。 

空家情報バンクだーこ不動産ですが。中心市街地活性化計画に基づき、㈱まちづくり伊

賀上野で町家再生の取組みが行われ、空家バンクが活用されいてます。経緯としまして、
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平成２２年８月に町家情報バンクが開始されまして、平成２７年４月に伊賀市全域を対象

にした空家バンクに変わっております。 

（株）まちづくり伊賀上野の概要ですが、設立目的は歴史・文化・伝統を生かし中心市

街地等を魅力、活気にあふれたまちづくりをするということで、設立されました。平成１８年

に設立されています。 

取組み実績ですが、平成２４年から取組みされておりますが、登録数がほぼ無かった

状況で、平成２６年末には、登録数が６戸で、平成２７年度では今日現在では登録数が 

２２戸になり成約数は０戸でございます。 

だーこ不動産の課題ということでは、「該当空家バンクがホームページに載せられてな

い事が課題となっています。」、「空家希望者が事務所を訪問し、閲覧する方法を取って

います。」それから、「物件について担当者と話をする面談方式をとっています。」 

空家バンクの全国的な課題について、説明させていただきます。「契約時にトラブルが

発生する事が多い。」、「地域住民と空家希望者の地域ルールに伴うマサツが生じ、溝が

出来て問題となる。」、「登録取り扱いされた物件の品質性能が悪い。」、「値引き交渉売

買後に、想定した以上の問題が発生した。」、「トラブルの中には、トラブルに関する苦情、

対応に自治体又は担当者が追われている。」、「行政の職員に、不動産売買のノウハウ

が無い。」、「行政に、関与してはいけないという意識が働いている。」 

これまでの空家バンクについては、利用者任せになっている。空家希望者が交渉、契

約を行い、現地に住んでいろいろな事情がわかる。地域住民との関係を築くことが難しい。

空家の品質保証がされてない。 

 

これからの空き家バンク制度として、「人口減少で移住者の獲得に乗り出す自治体

増。」、「空家等対策とリンクした取組みが可能。」、「大都市から地方への移住が増加傾

向、獲得ﾁｬﾝｽ。」、「付加サービスで自治体の本気度がわかる。」、「コンシェルジュ（世

話人）の普及」、「地域と行政、民間事業者が連携した取組み」により、地域活性と中古

不動産市場の信頼性の確保「住」に関わる支援の拡充が求められています。 

まず、空家バンクと合わせた付加サービスの事例ですが、JOINニッポン移住・交流ナビ

が昨年立ち上がったところでございます。 

家を借りる先進地事例では、茨城県太田市の取り組みでは、新婚世帯で月額２万円、

最長３６ヶ月可能といった支援を行っています。福島県二本松市では、新夫婦住いの家

賃助成：月額１万円、最長３６ヶ月可能。次に山口県下関市では、ＵIＪターン希望者なら

５年間低家賃にするなどといった取り組みが行なわれています。 

次に、家を購入、改修するという面では、北海道沼田町では、住宅を購入の際助成金

４５０万円の補助があります。北海道浦幌町では住宅の新築又は、中古住宅の購入に際

して、補助金最大２５０万円が支給されます。岐阜県飛騨市ではお米１０俵をプレゼント

するなどの支援が行われています。福岡県鞍手町では、定住目的で住宅取得した方に
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固定資産税相当額を１０年間交付するといった支援が行われています。 

空き家につきまして、空家バンクを通して、賃貸した物件で住宅改修事業をすると、最

大補助金２００万円支援や耐震改修費用６０万円補助やリフォーム費用３０万円補助が

行なわれています。 

例４としましては、栃木県矢坂市では、古民家でのお試し田舎暮らしで、１ヶ月～最長

３年迄体験できるなど支援がされております。宮城県木城町では、移住又は転入した場

合、奨励金を３年間で３０万円を１年で１０万円ずつ分けて交付するといった支援が行わ

れています。 

子育て教育支援としまして、広島県神石高原町では、小学校入学祝い金として、第１

子１０万円、第２子２０万円、第３子３０万円支援されています。U ターン者子育て支援補

助金として、最長３年間で１０万円支援されます。高知県土佐清水市では、短大及び４

年生大学への進学を考えている方に、奨学金が無利子で貸し付けられるなどの支援が

行われています。 

北海道西興部村では、中学１年生全員が、アメリカ、アラスカ州へのホームステイが 

出来るといった取り組みが行なわれています。 

出産祝い金としまして、北海道福島町では、第１子５万円、第２子２０万円、第３子以

上１００万円が支給されています。北海道北竜町では、医療費から道の助成金を控除し

た９割を補助しています。三重県紀宝町では、出産費用としまして３子 10 万円、４子以

降に 30万円の補助が行なわれています。 

香川県さぬき市では、結婚される方にさぬき市の商品券１０万円分が交付されます。

北海道福島町では、18歳最初の３月３１日になられる迄、医療費を全額控除されます。 

起業、事業、就職等に関して、新規開業予定者に年利２％で１５００万円～最大２５０

０万円迄融資されます。 

農林水産業では、北海道北見市では、市内で農地を確保して就農した方に経営補助

金が毎月５万円、最長２４ヶ月支援されます。茨城県常陸太田市では、就農後５年以内

に認定農業者を目指す方への助成として、５万円（研修中）又は、８万円が支給されます。

広島県神石高原町では、新規就農者に１０万円＋農地の購入費の一部が補助支援さ

れます。 

次項本題に入る前に、コンシェルジュについて紹介させていただきます。もともとホテル

の職域の一つで、宿泊客の様々な相談や要望に応える「よろず承り係」。航空券や観劇

のチケットを手配したり、道案内やレストランの紹介をしたりするのはもちろん、時には人探

しや物探しなどあらゆる要望を承り、「究極のパーソナルサービス」と言われる。顧客一人

ひとりに応じたきめ細かいサービスが注目を集め、今ではホテルのみならず、観光案内所

や駅、百貨店、病院など、多くの業界・企業に、コンシェルジュという制度が広がっている。 

 こうした、制度を応用して、移住希望者の相談や要望、地域を繋ぐ「空き家コンシェルジ

ュ」や、「移住・定住コンシェルジュ」など取り組みが広がりつつあります。 
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伊賀流「空家バンク」について説明を行います。本計画では空き家バンク制度のイメー

ジとして、伊賀市空家等対策計画では、関係部局が行なう付加サービスを行なっていくく

必要があるかと思われます。 

空家バンク制度のイメージとして、間接型をイメージしており、維持管理支援サー      

ビス、リフォーム助成、お試し移住施設、コンシェルジュ、相談会窓口の設置、インスペク

ションサービスこれは品質保証サービス等検討していく必要があるのではと考えられます。

それから、シティープロモーションでは JOIN などに加入していくなど発信力に重点を置き

進める必要があるのではないかということも考えられます。 

関係部局が現在取り組んでいる施策として移住コンシェルジュや空き家リノベーション、

空き店舗助成の３つがすでに取り組まれています。 

山梨県山梨市が試算した波及効果算定式を参考に推計したものを伊賀市に採用した

場合の試算として、１年間で４０世帯、５年間で２００世帯を目標にした場合に、推計値と

して２０年間で１００億円の効果があり、三重県でも同様の経済効果が期待出来ます。 

空家等対策計画における「空き家バンク制度」は、移住・定住に繋げるための「住」を

提供するツールのひとつです。 

 全国的に、地域の特性を生かした取り組みが進み始めており、伊賀市における「空き家

バンク制度」が他に無い特色を出すことで移住希望者を獲得することが求められていま

す。 

 伊賀流「空き家バンク制度」では、独自性を持ち、移住者希望者と地域住民、民間事

業者と行政がＷＩＮ ＷＩＮの関係を保ちつつ取り組める制度の構築を目指しています。 

成果として次のことが考えられます。不動産価値を落とさず空家を活用できる。地域の 

活力増進と人口維持が図れる。民間事業者は収入アップと地域からの信頼を獲得でき

る。行政は税収の確保と、地域満足度の向上が図れる。公的機関では、経済波及効果

と不動産適正管理が進むといったことが想定されます。 

最後になりましたが、計画に記載のある「空家バンク制度」は、この協議会の中で熟成

されていくものです。WIN WIN の関係を築くためにも今後のご指導を宜しくお願いします。

以上で活用事例の報告を終わらせていただきます。 

会長  ご説明どうも有難うございました。 

前回議論していただきましたけれども、今回の計画でも、提案のところで伊賀市において

も現在、空家バンク制度が設けられています。更に空家バンク制度につきまして、先進地

事例を通じながら詳細に説明をしていただきました。ただ今の説明につきまして、委員の

皆様ご意見ご質問等ございませんか。 

委員  空き家バンク制度の中で、伊賀市の場合、物件数が５件となっていますが、まちづくり会

社の関係はどうなっているのでしょうか。 

事務局 それは現在でしょうか、それともこれからでしょうか。 

委員  これからも含めてです。 
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事務局 現在空家バンク制度は㈱まちづくり伊賀上野の方で進められていますが、今後は、空

家バンク制度を再構築していき、住宅は伊賀市が行っていき、店舗は㈱まちづくり伊賀

上野が進めていく予定で協議が進められています。 

会長  よろしかったでしょうか。 

委員  はい。 

会長  他の方から、ご質問等いかがでしょうか。 

委員  先ほどの成約数の件で、伊賀市の登録数２２戸で、成約数０戸。これはいつの段階のこ

とですか。 

事務局 今日現在の段階です。 

委員  登録数０戸で、成約数１００戸、ほとんど成約したということですか。 

事務局 まず、登録数と成約数を足していただくと申し込み件数になります。 

伊賀市の場合、２２戸登録されてますが、成約が無かったということです。 

いなべ市の場合、登録数４戸、成約数３５戸という事で、申し込み件数３９戸あって、その

内４戸残っている状況です。 

委員  そうしますと、成約数の多い所の特徴は何ですか。 

事務局 まず、成約数が多い所の特徴としては、地域のコミュニティーの方と、行政が一緒に取

り組んでいます。 

委員  すみません。私、商工会議所より派遣されてますが、まちづくり伊賀上野の方で、空き家

バンクを担当しています。 

成約なしになっているということですが、これはネット上とかあるいは、マッチングが出来

た数量であると思われまして、アナログの部分では、レストランを世話、プロデュースしたり、

カフェをやったり（文化財を活用して）、はっきり申し上げて、既に３件こなしております。又、

店舗ですが、新天地にてお隣事業で行っております（審査予定がございまして、未だ公開

できませんが）。 

今現在、登録されているのは、ここに明記されている件数ですが、業者さんが見えて、

問い合わせ等数多くきております。但し、今の状態でネットに流せる状態ではないと思って

ます。旧町村部を希望する人が多く、私共、専従者不在で、事務所においでいただいた

ら話せる状態です。先般、宅建業者さんが見えて、問い合わせ件数の多さに驚いていた

状態です。 

委員  登録件数が多いのに、何故成約できないのか。 

委員  まちづくり会社は、中心市街地を活性するために作られ、市外に関しては、システム及

びルートがなく、伊賀市商工会議所さんを窓口に、そういう話を進めている段階です。 

委員  一番注意することは、郡部に関する成約が上がっていないということです。その点につき、

行政はどの様に考えておられますか。要するに問題がはっきりしました。登録数も情報も

郡部が多いが、まちづくり会社は、まちのことしかしていないのではないか、ということで

す。 
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委員  誤解があればいけないんですが、まちづくり会社は出発点で、伊賀市全域を対象として

いますが、現実問題としまして人手不足でして、出来ていないのが現状です。 

委員  間接型となれば、宅建業者さんに協力を得られるのではないでしょうか。 

委員  再編したのは最近でございまして、その際には、本日出席していただいている奥                         

出委員様に相当なお骨折りをいただき、再出発の立ち上げができました。宅建業者さん

の協力も得られております。 

委員  宅建業者の方に、何で今まで成約出来なかったのか、説明してもらって下さい。 

委員  成約というよりも、物件数が少ないのが問題で、成約できる物件がないという状況です。

希望にマッチングしない状況です。 

委員  民間におられる方もおりますので、その方に行く人も可能性大です。 

委員  そもそも、田舎の物件が出てきませんので、それが第１です。 

委員  町村部の物件が多いという話が出ておりましたが。 

委員  住みたいという方は、伊賀市においては周辺部、旧町村部の方が多いです。 

委員  物件は、まち中に集中してるんですか。 

委員  町村部は少ないです、登録件数はまちの中ばかりです。 

委員  ２２件は中心市街地部の件数です。 

委員  その辺の現状分析を明確にしていただかないと。正確な情報に基づいて、それを整理

するのが行政の仕事です。 

会長  課長さんから一言お願いします。 

事務局 有難うございます。今日紹介させていただきましたのは、皆様に空家バンク等のイメー

ジを持っていただくために、現状等をお知らせさせていただきました。 

現在の課題をふまえて、どの様な空家バンクを作っていくべきかを、皆様方にご指導いた

だきます様、宜しくお願いします。 

委員  別の件ですが、５年間で１００戸を目標にすることにつきまして、５年で２００戸ですか、２

００世帯を定住させる計算の根拠は、何かありますか？。山梨市と伊賀市と比較した場

合、規模とか、人口とかいかがですか。 

事務局 波及効果算定を参考にしておりますが、山梨市と伊賀市を面積比較した場合、山梨市

は伊賀市のほぼ１／２程度です。 

委員  産業構造はどうですか。 

事務局 山梨市の森林面積は７割、伊賀市は６割です。土地柄が似ております。 

委員  もう１つ教えて下さい。伊賀市で独自性とはどの様なことでしょうか。 

事務局 伊賀市の特色ということで、計画の冊子の中で、「恵まれた自然や歴史、文化」というこ

とで記載しています。 

委員  そういう抽象的なことと違い、山梨市と伊賀市の違いはどこですか。抽象的なことと違い

まして。 

事務局 山梨市は東京から約２時間程度掛かるということで、又、伊賀市は名古屋、大阪、京
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都へ１時間半程度掛かるということで、その観点からでは大きな違いがありません。ただ、

地域性としましては、山梨市は毎年東京圏へ人口が流出しているという点と、伊賀市も、

大阪方面に人口流出という傾向が見られるという点で、共通性が見られます。 

委員  人口流出先の大都会が、ほぼ同じくらいの距離にあるということに、共通性があるのです

か。 

会長  山梨市を例にしたのは、中身を参考にする空家バンクの制度が先進的だからということ

からですね。制度設計のほうで良い事例で総務省に登録されているということで、紹介さ

れたのですね。 

委員の質問の中で、２００世帯設けることは仮のイメージで、これを目標としてこの計画

書には書きませんよね。その辺を詳しく説明していただければ、誤解が無くて良かったと

思います。 

委員  島ヶ原では昨年３組の世帯の方が移住されてきました。農業世帯の方１組、陶芸家の

方２組こられました。もう１組の方も来られましたが、結果的には鞆田の方へ変わられまし

た。そういう方が沢山おられました。私も含めて４～５人の方が仲介者となり、結果的には

直接契約となり、計画には間接型と揚げられていますが、地方の部分については、直接

型も必要かと思われますので、その辺を細工していただきましたらと思います。 

会長  はい、了解しました。直接型、間接型いろいろありますが、それぞれ一長一短ございまし

て、伊賀地域においても向き、不向きあると思います。 

事務局 今日説明させていただきましたのは、あくまで例といいますか、今現在考えていることで

ございまして、今後、構築していく上で、地域に合った良い方法をお聞きしていく上で、参

考にさせていただきます。 

会長  有難うございます。島ヶ原では、先進事例で直接型でされたということです。そのやり方

も空家バンクの新しい仕組みとして良いのではないでしょうか。他にはいかがでしょうか。 

委員  空家対策事業に取り組んで、５件ほど行いまして、当時はＮＰＯ法人でやりまして、宅建

業者に直接お願いしたんですが、苦情がきまして滞り、継続していくことが困難になりまし

た。２年間続けましたが、３年目につぶれてしまいました。現在は空家対策には取り組ん

ではおりませんが、予算的な措置、引渡し等難しい点で、行政であれば、しっかりされると

ころがありますので。 

会長  どうも有難うございました。直接方、間接型それぞれ長所がありますので、地域の状況に

応じて柔軟に対応出来れば良いのではないでしょうか。ご意見有難うございます。他には、

ご意見ご質問等ございませんか。 

委員  三重県内の取組みについての各市町の比較（表）ですが、登録件数、契約件数という

書き方ですが、各市が何年から取り組んでいて、その内何戸が契約するという表現をし、

現時点での登録物件数と比較し易いなと思います。各市の実績として、何年から取り組

んでいて等、解り易くなると思ったのですが。それと、空家情報バンクがどれくらいの人数

が登録されているかを表現すれば、より実態が解り易くなると思います。 
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それと空家バンクの課題で、全国の事例で、契約トラブル、利用者任せの等記載され

ていますが、次のページに、普及し始めた空家バンクの件が記載されており、内容が極端

に変わっており、結論無しでほったらかした印象になっていますので、各々の内容につい

て、伊賀市ではどう対応したかという事を付け加えていただければ、良かったと思いまし

た。 

会長  どうも有難うございました。 

では、まず表の件でいただいたご意見をふまえて作り直しは可能でしょうか。 

事務局 可能ですので、もう少し資料を精査して、ご意見をいただき易い様に資料を作成してい

きたいと思っております。 

会長  次に課題のところですけど、いかがでしょう。課題を上げていただいて、伊賀市ではどう改

善して取り組んでいくというストーリーにすれば、解り易いと思われますがいかがでしょうか。

その様な方向でやっていくということでよろしいですかね。 

事務局 はい。 

会長  後程、第５章の内容を見ていただきますけれども、今回は基本計画を策定しますので、

方針に従って来年度以降、了承されれば実際に検討する空家バンクの中身に入ってい

きますので、今回ご指摘いただいた内容も、検討していただくということを、事務局のほう

で覚えておいていただきたいと思います。 

他にはいかがでしょうか。 

委員  庁内検討で議論されているかも分りませんが、空家の活用でバンク制度の説明の際、

空家を求める方に暮らしに必要な情報とか、就労に関する情報を求められるケースもあ

ると思います。 

事務局 前回、第４章等で具体的な施策ということであげさせていただきまして、重点的な目標

として空家バンクを主に挙げておりましたので、地域の活力、増進、コミュニティーの増進

とか担当の職員も参加して、検討していくつもりでございます。 

会長  よろしいでしょうか。 

委員  はい。 

会長  他にいかがでしょうか。 

それでは、私からもお願いがあるのですが、先程委員からもおっしゃられた伊賀の空家

バンクで、制度がうまくいかない、直面する課題は何かと質問していただいて、それにお答

えいただきまして、よく解りましたので、計画のどこかに書いておいていただき、バンク制度

の取り組みに入れていただきたいと思います。伊賀市の来年からの空家バンクの取り組

みで、バンク制度で空家をプロデュースして活性化していき、含めて、伊賀の現状を紹介

していただければと考えます。 

課題につきましても、先程のご説明でよく解りましたので、町村部も含めてやっていくオ

ール伊賀市での取り組みが大きな課題であるということがよくわかりました。来年度以降

の議論の時に役に立つのかなと思います。 
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表現方法はお任せしますが、委員の方にご指摘いただいた事を、計画書のどこかに記

載していただければと思います。 

委員  加えて、島ヶ原でうまく行っている事例があって、町村部のほうで同じ仕事をやっていて、

郡部の方が先行して成功している事例の分析をして、記入を是非やっていただきたい。 

会長  そうですね。そのことも含めて、たしか事務局のほうでも資料集みたいな物を作っていた

だいていると思われます。前回、充分説明する時間がありませんでしたが、資料集も配

布していただければと思います。 

島ヶ原でうまく行っている事例を紹介していただいて、来年度以降の議論検討の材料

にしていただきたいと思います。 

ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。それでは、進めさせていただきます。

協議事項（４）で第５章内容の説明をお願いします。 

事務局 第５章：計画の推進についてご説明させていただきます。１１８ページをご覧ください。前

回まで説明させていただいた第４章までの基本施策を推進していくということです。重要

な推進対策を実行するために、第１節：空家等対策ですが、様々な取組み施策を実行

していく為には、行政が主体となり、市民及び空家所有者、「市民所有者」と呼びます、

住民自治協議会、ＮＰＯ法人、各種団体、「地域」と呼びます、建築業者、不動産業者、

大学、金融、福祉、「民間事業者」といいます。又、警察署、裁判所、法務局、公共職業

安定所、「公共機関」といいます、これらが連携し、推進対策構築を図り総合的に推進す

ることが重要だと思われます。 

まず、１では、市役所庁内では、関係部署との連携を図り空家法に基づき、次に掲げる

部署とデータベースを通じて情報の共有化を図り、計画を推進していくことが重要です。 

２では、推進体制の役割ということで、それぞれの役割を持って体制を作っていきたい

と思っております。「市民所有者の役割としまして、住宅のリフオーム、耐震化等図り、住

宅の維持保全、良質化を行っていく必要がございます。」、「空家の売買、賃貸売却等

の方法で流通促進化を図っていく必要がございます。」、「努力義務になっている空家の

管理責任を、市民所有者の重要な義務として条例に記載したいと考えております。」 

地域の役割ですが、自治協、ＮＰＯ法人、各種団体等個人資産の集合として形成され

てます。地域全体の公益的な運営、環境保全において公共と協力して維持していく、地

域が周辺地域の公益を保全することが前提となります。 

次に、民間事業者の役割です。住宅の流通や維持管理を役割と位置づけられ主体と

して、・住宅を保全する、・空家等の維持管理、・空家を除却して更地にする等幅広い

機能と大きな役割を果たします。したがって、適切な住環境を維持する為に、市民所有

者と地域、市との円滑な連携体制を構築し、それぞれの役割を担います。 

公的機関の役割です。公的機関は、住宅施策を管理、監督する立場から、住生活全

般、労働環境全般等、幅広い施策を行っています。空家等の推進、技術的な支援、援

助、又、移住希望者への労働の斡旋、労働環境改善等主要な役割を担っています。 
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公的機関は、行政や民間事業者への指導や支援、援助等について役割を担っていま

す。 

市及び行政の役割です。地域の住環境、市民の住環境等を保全する役割がございま

す。市民、個人資産の所有者等に働きかけ、空家等になる時、住環境を保全する助言

や指導等の役割を担っています。イメージを書いたのが、下の図になってます。 

次に１２０ページを御覧下さい。本計画を推進していく為、実施又は変更する為に意思

決定機関として協議会を設置する予定です。 

空家の適正管理、空家等の活用、跡地活用方針等、空家等資産推進協議や特定空

家等に該当するか否かの判断、特定空家等措置方針の協議、審議を行い、又、円滑に

空家等対策部会を設置すべきと考えます。イの方には、協議会のイメージ図を書かせて

いただいて、部会の専門性を高め、実効性を高める様考慮しております。様々な主体が

連携して協議会を作っています。特定空家等を判定する部会等作っています。部会の

ほうは増える可能性も考えています。 

住民自治協議会につきましては、密接な関係がございません。 

地域の連携としまして、情報共有をを図って進めていきたいと思います。 

１２２ページには、庁内の推進体制ということで、書かせていただきました。又、ご覧いた

だきたいと思います。以上です。 

会長  どうも有難うございました。 

第４章までの内容を受けて、第５章の内容で委員の皆様から、ご意見があればお願いし

ます。 

委員  市民の役割の中で、１１８ページの市民の空家への管理責任の義務化を条例化してい

くということですが、現実この条例に外れてくる、財産放棄をされて、どこにも持って行きよ

うの無い物件、空家が地域の中では、１割ございまして住環境の維持が困難で、持主が

高齢で帰ってこない等ございまして、地域の皆様に、年３回の出会い作業で除草等行っ

てもらっておりますが、地域でガソリン代等の負担も含めやっているのですが、いつまで続

くか分りませんので、その辺を市の取組みといいますか、これからの取組みで検討してい

ただきたいと思います。私ども友生住民自治協議会では、１０の内９地区で１割程度の空

家がございまして、この様な状況でございますので、よろしくお願い申し上げます。 

会長  ご意見どうも有難うございました。事務局のほうで何かございますか。 

事務局 有難うございます。所有者不明とか、放棄された空家が市内でも相当数有ると見込ん

でいます。全国的にも多いと聞いていますので、財産管理人制度というのがございますの

で、利用するか否かも含めて検討する必要がございます。 

会長  どうも有難うございました。他の委員の方いかがですか。 

委員  計画の推進ですので、計画のタイムテーブルが無いのがおかしいと思います。計画倒れ

にならない様に是非、お願いしたいと思います。地方再生と関わってくると思いますので。

うまく乗れるようなタイムテーブルを明示してもらうのが、ご無理な事かと思うんですが、
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是非おねがいします。計画推進の中にタイムテーブルが無いのが、おかしいと思います。 

会長  はい、いかがですか。 

事務局 有難うございます。実際、解消するとか書きにくい状況もございますが、おっしゃってい

ただきました様に大まかな目安として、タイムテーブルを検討していきたいと思います。有

難うございました。 

会長  はいそうですね。来年度から詳細が立ち上げられる大まかな計画ですかね。分る範囲

内で検討宜しくお願いします。 

委員  推進体制のところで、５つに分類されています「市民、民間事業者」がそれに伴う協議会

設置のところで、９つに分かれているのが、図で見ると６つなのか、５つの分類と、９つの分

類があり解りにくく、一緒のほうが解り易く思いますが。特に地域の中に、はいっているとこ

ろでは、最初の段階でＮＰＯ法人など、１２１ページのところでは、住民自治協議会、社会

福祉法人など、１２１ページでは地域に入っていたり、又建築士会が入ってなかったりと

か、銀行をどこに入れるのか等不明で、ややこしいので、最初のところの５つの分類に合

わせて構成すれば、良いのではないかと思われます。 

又、４章での中では、空家を福祉的な活用でというコンセプトもあるので、「福祉」という

こともあげるのが良いとおもわれますが。ただ、地域の中で含まれるということであれば、

良いと思いますが、統一的な形にすれば良いのではないか、精査をお願いします。 

１２２ページの庁内会議の部分ですが、いろいろな形で、庁内検討会をよくされている

と聞きますが、こういった空家の問題は、いろんな部署が連携してやらなければならない

ので、もう少し突っ込んでやるのであれば、庁内体制の部分で横断的な課を設置検討し

ていただければと思います。 

庁内会議の設置で、２つの部会、空家等対策専門部会と空家等活用専門部会がご

ざいますが、分けて設置する意味があるのか。それとも、現場のことがよく分からないので、

現状どおりが良いのかなど、空家のことを検討するのであれば、１つの部署に話をすれば

よいかどうか、出来るかどうか分りませんが検討していただければと思います。 

会長  はいどうも有難うございました。 

今、大きく２点ご指摘いただきましたが、最初の点からお願いします。 

事務局 １２１ページの体制で、１１９と合わせて、もう１度見直しさせていただきます。 

それから、庁内体制の部会につきましては、こしたものをつくる予定はしておりますが、

実際には、もう１つ違う部会も必要かと考えておりますので、柔軟性を持って対応させて

いただきたいと思っております。 

事務局 組織とは、どこを切り口にしながら作っていくのかということでございまして空家という切り

口ではないのですが、例として地域づくり、自治協など、関連の深い空家の活用をそれぞ

れの部署で、移住、空家の交流施策、空家の活用の推進等担当して行っています。 

一方、特定空家等とは、市民生活に影響が大きいもの。例えば建築家の連携等必要

なこともございますので、専門部署の中にさらに独立した部署を設置することを、来年度
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から予定しております。 

会長  どうも有難うござました。 

又、計画の表現については、事務局のほうで見直していただきたいと思います。 

他の方からいかがでしょうか。 

委員  １２０ページの協議会の設置についてですが、協議会というのは、今行われているこの協

議会が今後、移行していくというイメージでいいのかということです。位置づけとしまして、

意思決定機関という表現がされていますが、意思決定機関と書いてしまって良いのかと

思われます。意思決定されるのは、市長ですね。協議会の立ち位置としては、市からの

報告があって、協議会で協議して意見を出すという立場ではないのかと思いますが。 

会長  分りました。今のご質問につきましていかがでしょうか。 

事務局 有難うございます。基本的には、今、ご参加いただいている協議会の皆様方にもお願い

したいと思っています。今の協議会は、あくまで、計画策定であり市長の諮問機関というこ

とで位置づけております。 

会長  分りました。 

それでは又、適切な表現に見直していただきたいと思います。 

委員  住民自治協議会との連携ということで、各地域の委員さんに加わっていただくということ

は、お考えでしょうか。 

事務局 皆様にご参加いただくことは、無理があるかなと思っておりますが、どの自治協ということ

はございませんが、この協議会ように代表の地域から出ていただこうかと思っております。 

会長  よろしかったでしょうか。 

委員  はい。 

会長  では、他の委員の方からご意見等ございませんか。 

委員  １１８ページの市民・所有者の役割ということで、空家の管理責任について市民の管理

責任を条例化するとは、具体的にはどういうことを条例に書かれるのでしょうか。 

事務局 空家法では、所有者が管理に努めなければならないと表現されていますが、地域のワ

ークショップでも所有者の管理について義務化を明確化して欲しいとのご意見をいただき

ましたので、条例で、空家におきましては、所有者が管理しなければならないという言葉

で表現するつもりです。 

委員  罰則はありますか。 

事務局 罰則がある訳ではございませんので、規定の仕方に留まることになります。 

委員  条例とは、伊賀市の条例は多過ぎます。条例にする意味は市民に対して法律効果、拘

束力、プレッシャーなどの、表現は全く無意味。やるんだったら、法律で決まっていること

を細分化したことを書くなら。無駄な条例をつくる必要はない。 

事務局 有難うございます。１からこの為だけに作るのではなくて、空家法の施工細則的なものを

作るつもりで、その中に入れるつもりでございます。 

委員  市長の行政処分による代執行までいけると、条例から直接義務が発生するので、法的
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用語の使い方等に、誤解のないようにしなければと思われますが。 

会長  また、重要なご指摘をいただきましたので、先程の「意思決定」も含めて、見直しをして

いただきたくお願いします。条例は今作るということでなく、これからのこととして、又、条例

の在り方にもご意見をいただきましたので、事務局に於いても、検討の方よろしくお願いし

ます。 

では、他にいかがでしょうか。進めさせていただきまして、よろしいですか。 

事項の（５）番です。特定空家等判定調査表についてという事につきまして、お願いしま

す。 

事務局 特定空家等の判断につきましては、市のガイドラインにより、一般的な考え方が示され

ていますが、市町村が地域の実情を反映して、伊賀市独自の判定調査表を作成いたし

ました。専門部会で案を作りまして、建築士会に監修をお願いし、建築事務所協会で作

成した物です。 

今回は、建築事務所協会の委員に調査表の内容につきまして、ご説明をお願いいたし

ます。 

事務局 すみません。先に私のほうから説明させていただきます。 

特定空家等判定基準作成の経緯としまして、先程課長から説明させていただきました件

の経緯をより詳しく説明させていただきます。 

その前に、行政代執行が行われた、神奈川県横須賀市の件ですが、昨年１０月２６日

に行なったものですが、老朽化により、倒壊の恐れがある場合、空家対策特別措置法に

より判定されたもので、それ以前にも、違う事例があった際にも、具体的な判定が行われ

ていないということが、現状として表れております。 

特定空家等の措置については、まず個人の財産につき、より慎重な対応が必要となり

ます。第３者が見ても適切な判定基準で、明らかな根拠を持って施行することが重要と

いうことで、伊賀市の判定基準の作成が、７月からスタートしております。判定基準の経緯

としましては、判定基準の専門部会を立上げましてリスク回避と公平・公正な認識から、

伊賀市版の判定基準を検討しようと始まりました。その後、三重県建築事務所協会で監

修を依頼し現在の判定基準票を作成しました。 

経緯につきましては、８月１０日に庁内で検討を始めまして、９月２日には三重県と三

重県建築事務所協会に、判定基準案を持って上がりました。１０月８日には、三重県建

築事務所協会と打ち合わせを行いまして、１０月２６日にも打ち合わせを行いました。最

終的に１１月２日に、三重県と三重県建築事務所協会との最終打ち合わせを終えまして、

１１月１６日に結果を持って、第２回専門部会で判定基準表の検討を進めました。１２月

２２日に第３回専門部会では、最終的な判定の流れを考えまして盛り込みました。 

まず、調査員につきましては、専門部会で公平な判定が必要、客観的な視点で調査

する事が求められます。専門家として建築士とか、有資格者を考えております。 

それでは、ここからは監修いただいた、三重県建築事務所協会常任理事の委員のほう
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から、ご説明をいただきたいと思いますので、宜しくお願い申し上げます。 

委員  紹介していただきました事務所協会です。宜しくお願いします。 

特定空家法に対する処置につき、特定空家の状況、ワークショップにもありました様に、

住民さんから申し出られる環境問題、保全問題、災害の問題等全体的な調査をする為

の指標を作ることになっている基本計画を作るということです。 

まず、項目といたしまして、総合的な評価：敷地が安全であるか、敷地全体が安全であ

るか、建物が安全であるか、又、衛生生活上、環境上どうなっているのか、又、防犯上ど

うなっているのか。以上細部に渡っての調査を、１建物について行うのが基本であります。 

調査表にあります様に、全体的な敷地の所在、・建物の大きさ、電気、水道、ガスが有

るかどうか、用途は何であるか。専用住宅、長屋であるか、工場兼住宅その他、建て方等

１戸建てであるのか。等の調査を総合的に行います。また、細部に渡りましては、総合的

な評価を述べさせていただきます。 

全体的に見まして、危険度はどうなのか、応急的な危険度はどうなのか、伊賀地域で

ございますので、伝統的な保存すべき建物であるか、どうなのか・歴史的な建物に関しま

して利活用が可能か否か、以上の項目を総合的に調査しなければいけません。 

次に、放置しておくと、地域住民及び市に全体的に影響を及ぼすという状況です。除

去をする必要が出れば、工事見積書を作り、工事期間を設けなければいけません。総合

的に結果報告書を上げるというところでございます。 

判定表といたしまして、判定Ａ、判定Ｂ、判定Ｃ、判定Ｄ迄ございます。判定Ａは建物、

敷地でございます。判定Ｂは防犯上でございます。判定Ｃは衛生、生活環境上ということ

です。判定Ｄは景観上のことです。以上がチェック項目でございます。 

判定Ａに関しまして、敷地並びに建物の件で、１事例で建物の柱が傾斜しています。

屋根の棟が落ちているなど等ございまして、判定（評点）が１～４までございまして、数字

が大きくなるほど悪い状況でございます。 

次に項目別評点がＡ、Ｂ、Ｃとございまして、Ａが最も悪く簡単に申しますと、壊さなけ

ればならないという状況です。 

建物の基礎に関しまして、布基礎、玉石等ございまして、１例でひび割れしている調査

を細部まで行い、それは、目視の判断で出来る範囲と考えております。 

敷地に関しましては、傾斜しているか、大きな崖があるか、隣に崖があるか、擁壁又は

法面について擁壁にクラックガ入っているか。法面がどうなっているのか等、安全性が問

われます。 

専門的に建物の各部位につきまして、屋根、軒、外壁、窓、基礎各部等に分けてチェ

ックするのが、必要であると思います。何故かと言いますと、利活用の問題に発展いたし

まして、この建物は利活用出来るという判断基準になり、又、行政執行による解体への指

標にもなるのではないかと思っております。 

判定結果としまして、安全上、環境上、防犯上等それぞれ基準を作りまして、それらを
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さらに影響度１～４まで、分類判定しています。影響度１悪影響ありから徐々に下がって

いきまして、影響度４やや影響ありまで、分類されています。 

以上の結果、判定Ａ、Ｂ，Ｃの基準を取りまして、総合的に調査表という形にさせてい

ただきます。 

防犯上では、４項目に渡りまして、判定基準を作っております。 

景観上では、上記と同様の判定基準です。 

判定表２というところで、総合的に建物がどうかという事をまとめて報告します。判定表

につきまして、判定指標がここにでております。お手元の指標の最終ページでございます。

それぞれの項目につきまして、建物の場合、屋根、外壁、基礎がどうなっているのか、総

合的に見て判断する指標です。これにより、危険度が１から４までの判定を行うということ

でございます。 

以上でございます。簡単ではございますが、専門的な部門になろうかと思っております

ので、その点ご理解をお願い致します。以上です。 

会長  どうも有難うございました。 

ただ今説明していただいた判定調査表につきまして、ご質問ありましたらお願いします。い

かがでしょうか。 

委員  表現の話ですが、判定Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄにつきまして、判定Ａと言われると、程度が良いのか

どうか、加えて損傷度Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとか環境度Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとか理解がしにくいかなと思い

ますので、判定ＡとかＢとかの表現も変えられた方が良いのではないでしょうか。 

会長  具体的にはいかがですか。 

委員  項目１、項目２とかに変えた方が、良いのではないかと思います。 

委員  精査します。影響度１、２、３、４についても、又、精査していただきますので。 

会長  どうも有難うございます。 

確かに、委員の言われました様に、保安上危険度の項目と言った方が解り易いと思いま

す。どうも有難うございます。他の委員の皆様方から、何かございますか。 

委員  建物を客観的な判定で、専門的な形で見てもらわないといけないのですが、その空家

の建っている地区の件、郡部・山村部に建っているとか、町部に建っているとか、又、学

校の通学路に面して建っているとか、そうでないとかで、危険性、緊急性とかに影響があ

り、特定空家の判定に影響がありますので、その様な項目を入れたほうが良いのではと

思います。 

委員  有難うございます。 

あくまで、申し訳ではございませんが、建築基準法並びに三重県条例等に則って、網羅し

たつもりではございますが、今ご指摘いただきました件につき、他の条例等も吟味して検

討させていただきます。 

委員  周辺の状況等、入れても良いのでは。 

委員  考慮いたします。有難うございます。 
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会長  どうも有難うございます。 

今、ご指摘いただきました通り、保安上の危険度につきましても、確かに周りに迷惑の掛

からない農地とかですと、その建物本体だけの問題ですが、町の中ですと、両隣に迷惑

が掛かりますので、一級建築士の方だと判断出来るでしょうが、誰が見ても同じ基準にな

る様に、立地条件を表示することは考慮していただければ良いと思います。 

有難うございます。他にはいかがですか。 

私からも１つお願いがございます。調査表を作っていただきまして、どうも有難うござい

ました。骨格は、これで大丈夫だと思いますが、例えば２ページめの歴史的建造物の判

断とか、又、１１ページの景観上支障の判断で、この当たり、景観計画との連携等と取ら

せていただければと思い、又、町家の有効利用とか共、重なりますので、どういう条件の

時に歴史的建造物と判断するか、一級建築士の方に判断していただければ、どなたが判

断しても同じ判定になると思われます。関連部局と共に判断していただければと思いま

す。 

他にはいかがでしょうか。よろしいですか。 

それでは、相原委員どうも有難うございました。 

協議事項は以上ですが、補足し忘れたご意見等ございませんか。 

それでは事項の最後４番：その他ということで、事務局から説明をお願いします。 

事務局 今日も、長時間ご協議いただきまして、有難うございました。 

最初のスケジュールでも説明させていただきました様に、今日、いただきましたご意見を

まとめまして中間案として、提出させていただきたいと思います。 

それを元に、予定では３月４日から１ヶ月間パブリックコメントを予定しております。その

後、最終案をまとめて行きたいと思いますが、委員の皆様の任期が３月３１日までとなっ

ております。４月以降に最終案をまとめ、４月以降に本協議会を開催したいと思っておりま

す。 

その為には、委員の任期を延長させていただくということで、よろしいでしょうか。それだ

けお計りいただきたくお願いします。 

会長  それでは、冒頭に説明された様に、この後パブリックコメントを行っていきますので、最終

的な取りまとめをする協議会が必要ですので、４月以降任期を延長して、協議会を開催

させていただければと思います。特に異論が無いということで、その通りに進めて行きます。

よろしいでしょうか。 

事務局 もう１点ですが、報酬の支払いに当たりまして、該当の委員さんにマイナンバー届出の

確認をさせていただきたいとお願いさせていただきました。該当の方には、少々お残りい

ただきたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。 

会長  本日も長時間に渡りまして、本協議会にご出席をいただき、有難うございました。今日、

いただいたご意見を事務局の方で修正していただきまして、先程説明していただきました

スケジュールに従って、新年度に入りましたら次回の協議会に入りたいと思います。本日
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も長時間に渡り、有難うございました。 


