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第１回伊賀市空家等対策協議会会議録 

 

進行  ただいまから「第１回伊賀市空家等対策協議会」を開催いたします。 

皆様におかれましては、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務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」及び「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 10 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、伊賀市空家等の適正管理に関する条例施行規則第１３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、まず人権生活環境部長の大橋からご挨拶申し上げます。 

人権生活環境部長  皆様おはようございます。人権生活環境部長の大橋と申します。 

   当協議会として初めての会議ということで市行政を代表して一言ごあいさつさせて

いただきます。 

委員の皆様方には本日何かとご多用のところ、こうして第 1 回『空き家等対策協

議会』にご出席いただき、誠にありがとうございます。また、このたび委員への就

任をお願いさせていただいたところ、快く承諾いただきましたこと、重ねて厚くお

礼申し上げます。 

本日ご出席の各業界団体、市内の関係団体の方々には日頃は伊賀市の市政の推進

に関しまして、格別のご理解、ご協力を賜っておりますことを、この場をお借りし

まして厚くお礼申し上げます。 

    さて、近年、少子高齢化、人口減少、地域経済の低迷など社会情勢の急激な変化

に直面する中、空き家の問題が全国的に大きな社会問題となっております。今後さ

らに空き家の増加が避けられない状況の中、空き家対策は現在の状況だけでなく将

来を見据え、伊賀市としては早急に取り組むべき待ったなしの喫緊の課題と考え、

本年度から市民生活課に新たに空き家対策係を設け、取り組みの強化に努めている

ところでございます。 

昨年５月２６日に「空家等対策特別措置法」が全面施行されたのを受け、伊賀市

として特措法第６条に基づく空き家対策計画を本年 5 月に策定をしました。計画の

特徴としては、管理不全な空き家の対策に加え、空き家を地域資源と位置づけ、活

用に重点を置いた計画とすること、また、実効性を重視し、重点目標として「推進

体制の整備」と「空き家バンク制度の活用」を掲げていることです。 

特定空家等に関しては、空家計画に掲げた 2495戸について空き家等判定調査、特



－ 2 - 
 

定空き家判定に伴う事前調査として職員が現地調査をしております。 

また、7月から伊賀流空き家バンクを設置し、物件の登録受付を開始しました。伊

賀流バンクの特徴は住宅の建物検査であるインスペクションや住宅性能評価さらに

は不動産鑑定といった仕組みの構築、そして空き家等の維持管理サービスでありま

す。10 月 1 日から登録物件の公開も始めました。すでに多くの問い合わせをいただ

き、商談中のものも何件かあると聞いております。 

並行してこの間、空き家対策を実施するうえで関係する機関や団体とそれぞれの

業務に関して個別の協定を締結する一方、さらに空き家対策を円滑に推進するため、

8月 30日には個々の協定に加え関係団体 7者と伊賀市との間で、県内では初めてと

なる空家対策包括連携協定を締結しております。 

併せて、空き家再生等事業補助、空き家等除却費補助制度等も整備してきており

ます。 

本協議会はその計画推進のための協議機関であり、委員の皆様方からは専門的な

見地からのご意見、ご教示を賜りたいと考えております。 

本日の会議では、計画策定後の経過と今後のスケジュールを説明させていただき、

特定空家等の対策や、空き家バンク制度の運用状況を示させていただき、ご意見を

頂戴したいと考えております。 

今後は「特定空き家対策」、「空き家バンクの運営」を進めていくために、今日の

ような全体会議に加えて、具体的なことを協議いただく専門委員会の設置について

も、後ほど提案させていただく予定です。繰り返しになりますが、専門的視点から

皆様方のご意見を頂戴したいということでございます。 

どうか慎重審議賜りますことをお願い申し上げ、冒頭のごあいさつとさせていた

だきます。本日は本当にご苦労様です。 

進行  続きまして、事項書第２項の「委嘱状交付及び委員紹介」に移らせていただきま

す。 

委員の皆様のお名前を読み上げさせていただきますことで、ご紹介とあわせて委

員の委嘱とさせていただきますのでご了承いただきたいと存じます。 

島ヶ原地域まちづくり協議会 会長 島井不二雄 様 

三重大学大学院工学研究科建築学 准教授 浅野聡 様 

一般社団法人三重県建築士事務所協会 副会長 相原清安 様 

公益社団法人三重県宅地建物取引業協会 伊賀支部長 西昭彦 様 

公益社団法人全日本不動産協会三重県本部 理事 前川伸二 様本日ご欠席です。 

一般社団法人三重県不動産鑑定士協会 副会長 田中 利彦 様本日ご欠席です。 

一般社団法人三重県建設業協会代表 奥井 実 様 

三重弁護士会 推薦弁護士 中川 大河 様 

三重県土地家屋調査士会 会長 神戸 照男 様本日ご欠席です。 
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三重県司法書士会 伊賀支部長 川合 良司 様 

上野商工会議所 副会頭 石橋 正行 様 

伊賀市商工会 副会長 大田 棟広 様本日ご欠席です。 

社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会 地域福祉部長 乾 光哉 様 

伊賀市参与 大森 秀俊 様 

以上１４名の皆様でございます。 

委員の任期は、平成３０年９月３０日までとなっております。 

なお、委嘱状につきましては、お手元に配布させていただいておりますのでご確

認いただきますようお願いいたします。 

続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。 

人権生活環境部長の大橋です。 

人権生活環境部市民生活課長の月井です。 

市民生活課空き家対策係長の豊味です。 

続いて、事項書第３項の「会長、副会長の選任について」ですが、 

規則第１２条第２項の規定により、会長は委員の互選により選出することとなっ

ておりますが、選任方法についてはいかがいたしましょう。 

委員  事務局一任 

ありがとうございます。事務局案としまして会長は 浅野 聡 様 にお願いし

たいと存じますがいかがでしょうか。 

全委員  異議無し 

ありがとうございます。それでは、会長は「浅野 聡さま」にお願いいたします。

それでは、浅野会長にはお席をご移動お願いいたします。 

 

それでは、只今、会長に選出されました浅野様から一言ご挨拶いただきたいと思

います。 

会長  お忙しい中第１回協議会にご参加いただきまことにありがとうございます。本協

議会には、ご縁がありまして、計画策定協議会でも会長をさせていただいており、

本協議会においても会長をさせていただくことになりました。皆様宜しくお願い致

します。 

進行  ありがとうございました。 

    次に、副会長ですが、規則第１２条第２項により、副会長は会長が指名すること

になっておりますので、会長に指名をお願いします。 

会長  空家等対策計画策定協議会において、副市長が副会長にあたっていただいており

ましたので、本協議会においても伊賀市参与の大森様に副会長を指名させていただ

きたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。 

全委員 異議無し 
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進行  それでは、会長の指名により、副会長には伊賀市の大森参与とさせていただきま

す。 

進行  それでは、議事に入らせていただきます。 

規則第１３条第１項の規定により、本協議会の会議は会長が議長になることとな

っていますので、ここからは、浅野会長に議事進行をお願いします。 

会長  本日の協議会ですが、資料がお手元に配られておりますので、これをもとに議事

進行を進めさせていただきたいと思いますので宜しくお願いします。 

    それでは、事項４の経過と今後のスケジュールを事務局から説明をお願いします。 

事務局１ 本日の資料ですが、事項書、「第１回伊賀市空家等対策協議会」と書かれた冊子、

「資料№１伊賀市空家等対策計画取組進捗状況」、「資料№２（２）特定空家等対策

について」、「資料№３（３）空き家バンク制度の運用状況」、「資料№４（４）委員

会の設置について」この資料以外に参考として、新聞記事の切り抜きの資料「参考

１」、「参考２」が本日の資料となります。お手元にありますでしょうか。 

    ありがとうございます。 

 それでは、本協議会は今日が第１回目ですので、お配りしております伊賀市空家

等対策計画と計画策定の経緯について、簡単にご説明させていただきます。 

 「伊賀市空家等対策計画」については、昨年５月から策定作業に入りまして、空家

の実態調査や空き家所有者のアンケート結果、地域のワークショップ、各種調査の

結果等を元に計画案を策定しました。その後、パブリックコメントを経て議会や計

画策定協議会における様々なご意見を反映し、本年５月に策定いたしました。 

 この計画は、空家等対策特別措置法に基づくものですが、伊賀市の計画の特徴と

しましては、空き家化を予防するとともに、空き家を地域の資源として位置づけ、

空き家を利活用した地域活力の増進や伊賀市への移住の促進などを目標に掲げてい

ることです。 

計画 P８８、８９には、計画の体系を現しており、基本理念、重点目標、基本目標、

更にはそれらを実現するための施策を挙げております。それぞれの説明は割愛させ

ていただきますが、一度ご覧いただきたいと思います。 

なお、この空家等対策協議会は、「伊賀市空家等の適正管理に関する条例」第１４

条に基づく協議会であり、計画に基づく伊賀市の空き家対策を進めていくため、計

画の進行管理や施策の検討などにおいて委員の皆様の専門的な見地からご意見を頂

戴することを目的に設置しているものです。 

それでは、「第１回伊賀市空家等対策協議会資料」をご覧下さい。こちらの資料の

５ページ、６ページをご覧ください。 

今年度の空家等対策計画の推進経過の主なものをご報告させていただきます。 

 ５月１７日 議会議員全員協議会でこの計画の最終報告を行いました。 

 ６月２７日 法律に基づき伊賀市空家等の適正管理に関する条例を全部改正し本
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会議において裁決されました。 

 ７月１日 空き家バンク設置要綱を施行し、登録物件の募集を開始しました。そ

れに伴いまして、三重県宅地建物取引業協会又、全日本不動産協会三重県本部と協

定を締結しました。 

 ７月２１日 三重県司法書士会と協定を締結しました。 

 ８月１８日 三重県建設業協会伊賀支部又、三重県土地家屋調査士会と協定を締

結しました。 

 ８月２９日 三重県建築士事務所協会と三重県不動産鑑定士協会と協定を締結し

ました。 

８月３０日 これまで協定を締結しました７団体と伊賀市空家等対策推進包括連

携協定を調印しました。 

参考１をご覧下さい、包括連携協定の調印式の様子が掲載されています。このよ

うな包括連携協定の調印式は三重県ではもちろん、全国的にも大変めずらしい調印

式であり取り上げていただきました。伊賀市の空き家バンクについても、大変珍し

い取り組みを行っておりますので、報道で取り上げていただきました。 

９月３０日 伊賀市シルバー人材センターと協定を締結しました。これは、空家

の維持管理サービスの協定となります。 

１０月１日 空き家バンク登録物件を公開しました。 

１０月２０日 本日の第１回伊賀市空家等対策協議会です。 

以降の予定ですが、特定空家等判定調査（第３次調査）を１１月から１２月にか

けて予定しています。この調査結果を受けて、特定空家等対策の方針を定めまして、

空家等対策計画を改定を計画しています。 

後ほど、審議していただく、専門委員会を１１月から１月にかけて予定していま

す。２月上旬には、第２回伊賀市空家等対策協議会を開催したいと予定しています。 

会長  ありがとうございまいした。ご意見・ご質問はありますか。 

    ご意見等については、審議以降にもお受けしますので宜しくお願いします。 

    続きまして、５．協議・報告事項の（１）空家等対策計画進捗状況報告について

事務局から説明をお願いします。 

事務局２ 資料№１「伊賀市空家等対策計画取組進捗状況」をご覧下さい。 

     進捗状況として、計画が本年５月に策定し、本年１０月１３日までの取組状況

をまとめたものです。 

     それでは、本資料の見方について説明します。１枚めくっていただき、基本理

念以降の表をご覧下さい。 

     表タイトルに、区分、目標、施策、取組施策欄があり、伊賀市空家等対策計画

に基づき記載しています。 

     次に、事業、概要欄では、計画策定時の庁内専門部会並びに計画策定協議会に
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おいて取りまとめたものやご審議いただいた事業に基づき記載しています。 

     次に、対応状況、H28 進捗欄では、計画策定以降から現時点までの進捗状況を

数値化した結果を記載しています。 

次に、条例の有無、協定の有無、予算の有無、交付金等の有無については、施

策を取り組む上での参考として記載しています。 

それでは、先ほど説明した数値化方法についてご説明しますので、資料№１の

表紙に戻って下さい。 

     枠欄の３をご覧下さい。例１から３を例示してありますが、それぞれの取組に

対しての数値化例でございます。 

     次に、５をご覧下さい。執行率の計算方式について、説明しています。記載事

業数は 107事業で 6段階評価の加点方式で行っています。5点は 100％達成で、4

点は 100点未満 75点以上、3点は 75点未満 50点以上、2点は 50点未満 25点以

上、1 点は 25 点未満 1 点以上、0 点は事業未着手です。最高評価点は、107 事業

に 5点を掛けまして、535点となります。進捗率の計算方法として、107事業の加

点した値に対し、最高評価点を割り戻した値を進捗率としています。 

     1枚めくって下さい。進捗状況結果を掲載しています。 

     重点目標・施策、「１．推進体制の整備」は 80％、「２「空き家バンク制度」の

活用」は 73％で重点目標・施策の進捗・達成状況は 76％です。 

     基本目標・施策、「目標１．空家化の予防」で「施策１．意識の涵養と理解増進」

は 60％、「施策２．空家等の発生の抑制」は 61％で、目標１の進捗・達成状況は

61％です。 

     次に「目標２」の「施策３」は 50％、「施策４」は 53％で、目標２の進捗・達

成状況は 52％です。 

     次に「目標３」の「施策５」は 71％、「施策６」は 60％で、目標３の進捗・達

成状況は 70％です。 

     次に「目標４」の「施策７」は進捗・達成状況は 58％です。 

     次に「目標５」の「施策８」は進捗・達成状況は 53％です。 

     次に「目標６」の「施策９」は進捗・達成状況は 66％です。 

     次の表をご覧下さい。すべて、ご説明申しあげますとお時間がございませんの

で、未着手となっているものについてのみ、ご説明します。 

     １ページ目の 3 行目「専門委員会の設置」については、本日ご審議いただきま

すので、本日以降から進捗率に反映されます。9行目「空き家バンク登録システム

の構築」ですが、予算の都合によりシステム構築を行わず、代わって、本年度２

月に伊賀市ホームページのシステム更新が行われることにあわせて、利用しやす

いホームページの公開を行うため、担当課と調整を行っています。 

     ２ページ目の 3 行目「マニュアルの整備」については、建築規制等における空
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き家リフォーム等の改修や除去に係るマニュアルの整備を今後行う予定をしてお

ります。４行目「都市計画区域」ですが、都市計画課と調整を進めながら、建築

誘導対策等について調整を行います。これら２つの事業については、担当課と協

議を進めながら取り組む必要があるため、未着手となっています。 

     ３ページ目の 4 行目「寄附制度の検討」については、昨年度行った「空家等所

有者アンケート調査」の結果から７人に１人は市へ寄付をしたいといった意向を

お持ちですが、公共施設適正化計画が策定されており、市が保有することが難し

い現状もありますが、今後、庁内で検討を進めながら寄附の是非を検討するため、

未着手となっています。 

     ４ページ目の 3 行目「空家等対策計画の改訂」について、冒頭にも課長から説

明があったとおり、第 3 次調査結果に基づき、特定空家等の対策などの方針を計

画に盛り込むことを計画しています。そのため、第 3次調査が 11月から予定して

いるため、現段階では未着手となっています。5行目「老朽住宅除去支援」につい

て、三重県の補助制度になりますが、本年度は市として要望を行っていません。

次年度以降、補助制度がありましたら、要望を行うことを計画しています。その

ため、未着手となっています。６行目、８行目については、平成 29年度予算要求

を現在行っている段階であるため、未着手となっています。 

     ６ページ目の１行目「ハローワークとの連携」については、求人票に空き家バ

ンク制度の宣伝を掲載することができることを聞いております。そのため、仕事

を求め移住してくる人に空き家バンクの利用を促すための取組のひとつとして検

討をしていますが、現在、未着手です。８行目「町家リフォーム支援制度」につ

いて、伊賀市歴史的風致維持向上計画が策定しており、町家など歴史的建築物の

保全を図るため、同計画と調整を図りながら支援を行う制度を構築する方向で担

当課と協議を進めていきます。そのため、同計画も策定し間もないことから、現

在では、未着手となっています。１０行目「NPO連携・支援」について、市内で

も空き家対策に関る取り組みを行っている団体があります。今後、こうした団体

と連携を深め課題に取り組みたいと考えていますが、これについては、現在の進

捗を見ながら調整を行いたいと考えています。そのため、未着手となっています。

１１行目「空き家アドバイザー制度」について、京都市が不動産事業者、宅建業

を取得している個人を育成し、アドバイザーとして登録を行い、空き家全般・流

通の専門家として相談などを行う制度ですが、これについては、伊賀市の空き家

対策の状況を見ながら制度の必要性を検討し取り組みたいと考えています。その

ため、未着手となっています。 

     ７ページ目、７行目「ハローワークとの連携」は６ページ１行目の再掲です。 

     ９ページ目、２行目「空家等の準公営住宅化」について、国では、空家等を準

公営化に向けて検討を進めている段階であり、これについては、国の動向を伺い
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ながら取り組みを進めたいと考えています。まだ、閣議決定もされていませんの

で、未着手となっています。４行目「外国人定住支援」については、調整が出来

次第取り組みたいと考えており、現在は未着手です。９行目、１０行目について

は９ページ２行目と６ページ１行目の再掲となっています。 

     最後のページになりますが、３行目「ガイドラインに基づく措置」について、

所有者等不存在空家等への対応を行って行く必要があり、平成２９年度の当初予

算要求を行っています。そのため、未着手となっています。４行目「財産管理人

制度による処分について、前行と同様となります。最後の行になりますが、平成

２９年度当初予算要求を現在行っている段階であるため、未着手となっています。 

     取組進捗状況については、以上のとおりです。 

会長   報告のありました内容について、委員の皆様からご質問等がありましたらお願

いします。 

委員   ２ページ目の１行目「啓発（空家問題）」について、さらに、啓発を進めて行く

のか、回答を待っているのが３なのか。 

事務局１ 所有者 500 人に通知を行いましたが、相当な反響があり、ここで一旦止めてい

るわけなのですが、今後も引き続き、物件の登録などの啓発を行っていきたいと

考えています。所有者に直接ダイレクトメールを行い啓発を行っていきたいと考

えています。 

会長   よろしいですか。 

委員   はい。 

会長   他の委員の方からご質問はありませんか。 

委員   ２ページ目の８行目「福祉貢献サポートセンターとの連携」と書かれています

が、「貢献」ではなく「後見」の誤りです。修正をお願いします。また、ここでは、

福祉後見サポートセンターとの連携にするのではなく、「後見人制度との連携」と

いった大きな枠組みの中での取り組みに改める方が良いと思います。 

事務局１ 委員からご指摘のあったとおり、修正を行います。 

会長   私から一言、表紙の裏面に進捗状況が記載されていますが、どの施策がどれだ

け進み、どこが課題になっているかが良くわかる資料となっているので、評価で

きます。 

     今回は、計画が策定して、第１回の協議会となり、成果としてはこれから反映

されていくと思いますが、今後の進捗状況に合わせて、成果を掲載していくと空

き家対策の進み具合がより明確になると思います。 

     続きまして、特定空家等の対策について説明をお願いします。 

事務局２ 資料２の特定空家等対策についてをご覧下さい。 

     まず、用語の定義ですが、「空家等」空家法第２条に定める空き家です。「老朽

危険空家等」昨年度実施した空家等実態調査で判明した空家等で、特定空家等の
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おそれのある空家等です。「特定空家等」空家等のうち、判定を行った空家等です。 

     続いて、空家等の推移ですが、基準月が前月末現在となっています。平成 28年

４月をご覧下さい。空家等数が 2495 戸で、うち利活用可能が 2070、老朽危険空

家等が425となり、特定空家等は制度を開始していませんので０となっています。 

     平成 28年 7月ですが、空家等数 2400、うち利活用可能が 2185と 4月と比較し

て 115 増加しています。また、老朽危険空家等 215 と同様に 4 月と比較して 210

減少しています。全体の増減では 95減少しています。これについては後ほど説明

を行います。 

     平成 28年 8月では、空家等数 2406と前月と比較して 6増加しています。利活

用可能は変動はありません。老朽危険空家等は 206 と前月と比較して 9 減少して

います。全体的な増減は 6 の増加となっており、特定空家等と新規で判定した空

家等が増加しています。 

     平成 28年 9月では、空家等数 2407と前月と比較して 1増加しています。利活

用可能は前月と変動無しで、老朽危険空家等が 11減少しています。特定空家等と

判定した総数は 27となり、全体の増減は 1増加となっており、特定空家等と新規

で判定した空家等が増加しています。 

     平成 28 年 10 月では、空家等数は変動無しで、老朽危険空家等から特定空家等

へ移行したものが 6あります。 

     平成 28年 4月から 7月にかけて、空き家対策係の建築士２名で行った、第 3次

調査実施に伴う事前調査の結果、425あった老朽危険空家等の状態を把握したこと

で、第 3次調査に引継ぐ特定空家等のおそれのあるものが 215、利活用可能空家等

へと判定した空家等が 115、既に更地になっていたり、建替えやリフォームをした

ことで居住してる空家等、空家法では対象から除外されている長屋を省いたもの

27の合計 95が減少しています。 

     次に、空家等・特定空家等の判定・指導状況では、所有者所在地が市外 17、市

内 10、居所不明で捜索中が 3、相続人不存在が 3となっています。 

     通報等の形態では、通報が 7件、旧条例からの継続案件が 26件と多くを占めて

います。 

     指導等の件数では、指導回数が 59 回、建物内部への立入調査が２件あります。 

     指導改善意思では、改善意思のあるものが 19、うち改善済みが 9、改善中が 10

となっています。改善の意思無しが 7、指導中又は不明が 7といった状況となって

います。 

     支所別の状況では、上野市所管内が 26、伊賀支所管内が 3、島ヶ原支所管内が 1、

阿山支所管内が 1、大山田支所管内が 0、青山支所管内が 2となっています。 

     支所別の指導回数では、上野市所管内が 45、伊賀支所管内が 5、島ヶ原支所管

内が 3、阿山支所管内が 1、大山田支所管内が 0、青山支所管内が 5となっていま
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す。 

     特定空家等対策については以上です。 

会長   他の委員の方からご質問はありませんか。続きまして、空き家バンク制度の運

用状況について説明をお願いします。 

事務局２ 資料№３空き家バンク制度の運用状況について説明します。 

     空き家バンク制度の概要については、市町村が物件を募集し、売りたい、貸し

たい、空き家所有者から物件登録を行い、買いたい、借りたい人へ情報を提供し

斡旋を行う制度です。 

     空き家を流通させるための課題については、計画の本文からの抜粋となります

ので、後ほどご覧下さい。 

     課題解決のための伊賀流空き家バンク制度では、適切に保全・維持管理された

空き家に対して適正な資産評価額を査定するため、空き家バンクにインスペクシ

ョンや住宅性能評価を導入し空き家の適切な評価に取り組んでいます。 

裏面をご覧下さい。空き家バンクの運用状況について説明します。協議会開催

の今日現在では、25件の利用登録申請がありますが、10月 13日現在では 16件の

登録がありました。内訳として、県内が 50％、県外が 50％という値になっており、

県内では、市内 6、名張市 1、津市 1となっています。県外では、京都府 1、愛知

県 3、静岡県 1、長野県 1、埼玉県 1、福島県 1 となり、相談の多くが関東方面の

方からの相談が多くなっています。 

次に、物件登録数が 24で、10月 1日の公開した件数が 12となっています。 

支所別では、上野が 12、島ヶ原 0、伊賀 5、阿山 4、大山田 1、青山 2となって

います。 

見学会開催実績は、10 月 8 日 1 件、10 日 4 件、11 日 2 件となっており、現在

商談開始した物件が 3件となっています。 

次のページをご覧下さい。伊賀市マップに現在の空き家バンク登録物件で公開

をおこなっているものを掲載しています。 

次のページをご覧下さい。空き家バンク物件情報を掲載しています。これは、

伊賀市ホームページに掲載しているものですが、こうした形で、物件情報を開示

しています。以降のページは後ほどご覧下さい。 

空き家バンクの運用状況については、以上のとおりです。 

会長   ただいま説明のありました内容について、他の委員の方からご質問はありませ

んか。 

委員   登録件数が 24、公開件数が 12であり、所有者の移行で公開していないのですか。 

事務局２ 物件の調査が追いついていない状況で、物件の調査が済み次第掲載させていた

だきます。 

会長   他に何かありますか。 



－ 11 - 
 

委員   賃貸で家賃 2万円と掲載がありますが、雨漏りなど起こった場合を考えると、2

万円で果たして良いものかどうか、また、2万円で行けない場合は誇大広告になる

のではないか。 

事務局２ 対応として、ご指摘のあったとおり、事務局でも懸案事項として扱っており、

既に公開した 12件については、交渉の中で調整を行っており、事前に相談があっ

た所有者や利用希望者へは説明をおこなっております。公開していない 12件につ

いては、こうした懸案事項を解決を図るため、宅建協会や全日本不動産協会へほ

ーページへアップするまえに事前に不動産査定等を行えるように調整を進めてい

ます。 

会長   今後は、ホームページを適正な表現になるようにお願いします。宜しくお願い

します。他にご質問等がありませんか。 

委員  島ヶ原でも、かなりの空き家があるのですが、所有者にもこういった制度の周知

が図れていないように思う。今後、こうした周知を行えるようにしていただける

か 

事務局  空き家所有者へ 500件通知しましたが、今後も引き続き残り 1600件余りの方へ

通知を行いますが、課長からも説明があったとおり、500件へ通知を一斉に送ると、

しばらくは、電話対応だけで事務が終わってしまうといった状況もあり、現在事

務局で検討しているのが、利用者のニーズに応じて、ニーズの多い、近鉄沿線や

JR 関西本線沿線、JR 草津線沿線や自然豊な土地であったりと、個々のニーズに

応じてピンポイントで物件登録をお願いしてといったことも検討しています。 

会長   引き続きお願いします。 

委員   私の地域に、若い男性２人が入居するようになり、JAに物件を斡旋していただ

いたようで、こうした、移住者の実績として市が把握できないのか。 

事務局１ JA も宅建協会に加入しており、JA からも空き家バンクについて、お話があり

物件の媒介などのご協力をいただけるとのことです。 

     空き家バンク以外の物件への移住者の利用ですが、空き家を使っていただくこ

とが目的なので、空き家バンクを使っていただけなくても、大変ありがたいこと

です。 

     また、移住コンシェルジュが地域づくり推進課にいますので、地域での移住者

などのお手伝いできることがあれば、情報をお寄せいただければと思います。 

委員   物件番号３，４の建物の面積ですが、36、33 ㎡と書いてありますが、誤りでは

ありませんか。 

事務局１ 修正を行います。 

会長   発見したら修正をお願いします。 

委員   空き家バンクの反響はすごいと思いますが、家の周辺に田や畑がありますが、

家と同時に売却できることが理想ですが、農地法とうかもありますが、どのよう
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にお考えか。 

事務局２ 空き家バンクの建物以外のものの取り扱いについてですが、田や畑、雑種地、

山林に至るまで合わせて売りたいというお声が多数あります。 

     農地法の関係もあり、農地の売買は一定の制限がありとても難しい状況があり

ます。 

     しかし、家庭菜園をしたいといった声が多いので、こうした、耕作放棄地や放

棄地を有効活用を図るために、維持管理を行うことを条件に無償で借りることや

有料での賃貸なども視野に入れながら検討を進めています。 

     取扱っている物件には、既に竹林や畑も含めて購入を希望する方もおり、しか

し、未登記の物件であることから、司法書士会へもご協力を仰ぐ必要があります。 

会長   個別法の規制がありますので、検討を続けて下さい。他市の事例で参考になる

ものがあれば確認をしておいて下さい。 

     利用登録申請の中で、利用者の傾向として、都市部が多いか、郊外や農村部が

多いかといったことを把握することが重要となりますので、県以外にも市町村を

記載していただけると分かりやすくなると思いますので、宜しくお願いします。 

委員   市内の 6名の傾向として把握していたら教えて下さい。 

事務局１ 郊外から街中への転居希望者が多い状況となっています。しかし、市内中心市

街地の空き家多くは汲み取り式のトイレが多く、実際に物件登録されている市内

の物件は汲み取り式で、躊躇されたり敬遠されたりといった傾向があります。 

会長   ありがとうございます。続いて委員会の設置について説明をお願いします。 

事務局１ 資料４をご覧ください。「伊賀市空家等の適正管理に関する条例施行規則」第 14

条では、協議会に専門の事項を調査し、協議するための専門委員会を置くことが

できると規定しており、事務局では次の２つの専門委員会の設置を提案させてい

ただきます。 

     １つ目には、特定空家等対策専門委員会 伊賀市空家等対策計画及び条例にお

いて、「特定空家等」へ「勧告」の措置を行うに当たり、事前に協議会の意見を聴

くこととしています。そのため、専門的な見地から意見を頂戴するため、本専門

委員会を設置しようとするものです。 

 ２つ目には、伊賀流空き家バンク運営専門委員会 伊賀市の空き家バンクにつ

いては、空き家の信頼性を確保し、空き家の円滑な流通を促進するため、インス

ペクションや維持管理サービスなどを付加するなど独自の仕組みを構築していま

す。この仕組みを活かし、空き家バンクが効果的に稼動するよう、本専門委員会

を設置しようとするものです。 

まず、この２つの専門委員会の設置について、ご意見を頂戴したいと存じます。 

会長   委員の方々から意見を聞きたいので宜しくお願いします。 

委員  事務局の立案があるようでしたら、詳しくお聞かせいただけますでしょうか。 
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事務局１ 委員会につきましては、どちらか、又は両方ともに入っていただくことができ

ますが、委員の構成を事務局案として提示させていただいてもよろしいですか。 

会長   はい。 

事務局２（資料配布） 

事務局１ お配りした案については、次にそれぞれの専門委員会の委員構成についてです

が、委員の皆様にどちらかの委員会に入っていただく、また、どちらの専門委員

会にも入っていただく場合もあるかと思いますが、委員の構成についていかがい

たしましょうか。 

会長   構成案のご意見をお願いします。 

委員   具体的に何をするのか教えて下さい。 

事務局１ 特定空家等専門委員会では、特定空家等については法律に基づいた措置を行っ

ていますが、勧告を行うことで、固定資産税の住宅特例が解除され、行政処分の

ような所有者への不利益処分に似たことが起こります。そのため、専門的な知見

をもとに、公平・公正な判断を行うため、この専門委員会を設けます。また、勧

告を行うことで、措置命令や代執行などそこまでの措置を行う必要がでてきます。 

委員   空き家バンクの専門部会でいいのですが、後見人の関係で、特定空家等を所有

する人の対応を行うことがあるので、特定空家等の専門委員会にも入れていただ

ければと思います。また、委員だけが専門委員会を行うのではなく、前回の計画

策定時にあったような実務者レベルでの専門部会といったようなものも必要だと

思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

事務局１ 専門委員会においては、庁内で関係する担当課にも入っていただく予定してい

ます。また、実務者レベルでの専門部会も設置する方向で検討を行っております。 

会長   他の委員の方で、ご意見ありませんか。よろしいですか。ご異論がなければ、

委員会を立ち上げて、今後の進捗状況については、協議会において報告していた

だくということでお願いします。 

事務局１ 専門委員会の開催ですが、特定空家等専門委員会については、既に勧告を行う

必要もありますので１１月に開催を予定しています。また、空き家バンク専門委

員会については、１月頃に開催予定でございます。委員の皆様にはご案内をさせ

ていただきますのでよろしくお願いします。 

会長   近々、専門委員会を開催する運びなので、委員の皆様のご協力をお願いします。 

     ６のその他で事務局から何かありますか。 

事務局１ お手元にお配りしてあります。参考２についてですが、国などの動向をお伝え

するためにお配りしています。一読をお願いします。 

     また、今、お配りしている資料については、社会福祉協議会からの情報提供と

なりますので、ご確認をお願いします。 

会長   これを持ちまして、第 1回協議会を終了します。 


