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伊賀市空家等対策協議会 伊賀市特定空家等対策専門委員会会議録 

 

１．日 時 平成 28年 12月 21日 14時～15時 30分 

２．場 所 伊賀市役所本庁舎第二委員会室 

３．出席者 建設業協会伊賀支部代表奥井委員、三重県司法書士会伊賀支部長川合委員、

三重県建築士事務所協会副会長相原委員、伊賀市参与大森委員、伊賀市社会

福祉協議会地域福祉部長乾委員 

４．欠席者 三重大学大学院工学研究科建築学 浅野准教授、三重弁護士会推薦弁護士中

川弁護士、三重県土地家屋調査士会 神戸会長 

５．行 政 都市計画課瀧川課長、建築住宅課川瀬課長、伊賀支所住民福祉課三根課長 

６．事務局 市民生活課月井課長、豊味係長、石田 

７．会議記録 

（１）開会説明 

    司会    ただいまから「第１回伊賀市特定空家等専門委員会」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。 

本日の専門委員会については、個人情報等非公開情報が含まれてい

ますことから「伊賀市情報公開条例」の規定により会議を非公開とし

たいと思いますがよろしいでしょうか。 

    委員   異議なし 

司会    なお、審議会等の会議の公開に関する要綱第８条の規定による議事

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、全専門委員８名のうち５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、伊賀市空家等対策協議会専門委員会要綱第

６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。 

早速ですが、第２項の本専門委員会の設置経緯と目的についてご説

明させていただきます。 

参考資料の 109 ページをご覧ください。助言指導を繰り返し行った

後、改善がみられない空家等へ勧告を行うかの可否を協議会に諮り、

その協議会の意見を受け、所有者に対し勧告を行います。勧告を行う

と、固定資産税の住宅用地特例が解除され、およそ６～４倍の増とな
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り、所有者の不利益となる前に、弁明の機会を与えた後勧告を行うた

めに、専門員会において審議を行います。 

          本専門委員会設置の経緯ですが、第１回伊賀市空家等対策協議会に

おいて、本専門委員会の設置並びに委員の選任いただき、本日の専門

委員会の設置となります。専門委員会の設置要綱については、本日付

けで施行を行っています。 

次に、第３項、委員長、副委員長の選出ですが、伊賀市空家等対策

協議会専門委員会要綱第５条の規定により、委員長、副委員長は専門

委員の互選により定めることとなっておりますが、いかがいたしまし

ょう。 

委員    事務局一任 

司会    ありがとうございます。事務局案としまして、委員長は、相原清安

さま、副委員長は大森参事にお願いしたいと存じますがいかがでしょ

うか。 

    委員一同  異議なし 

司会   ありがとうございます。それでは、委員長は「相原清安さま」、副委員

長は「大森参事」にお願いします。 

お席をご移動お願いいたします。 

それでは、議事に入らせていただきます。要綱第６条第１項の規定

により、本専門委員会の会議は委員長が議長になることとなっていま

すので、ここからは、相原委員長に議事進行をお願いします。 

    委員長   当専門委員会で委員長をおおせつかりあした三重県建築士事務所協

会の相原と申します。なにぶん不慣れなところもありますがどうぞ宜

しくお願いします。 

          また、各種団体との連携を重視して参りたいと思いますのであわせ

て宜しくお願いします。 

          専門委員会の進め方ですが、各専門家がお集まりいただいておりま

すので、それぞれのお立場でご意見等を頂戴したいと思います。 

早速事項４の.空家等の現状について事務局より説明をお願いします。 

    事務局   市民生活課空き家対策係の豊味です。宜しくお願いします。資料１

として「平成２８年度伊賀市空家等対策実績調書」と「空家法１４条

に基づく三重県各市町措置実績」の資料で説明させていただきます。 

空家等対策計画に記載されている、空家等総数 2495戸 活用可能空

家等 2070戸 老朽空家等 425戸 を空家等の基準値として、各月の増

減数の推移を測定するための実績調書となります。 

この実績調書は、本日現在の調書となっています。 
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１１月末現在では、７ヶ月が経過し、空家等総数 2399戸となってお

り、基準値から 96戸 3.85％減となっています。 

活用可能空家等は当初 2070 戸だったものが 2201 戸と 131 戸増で、

4月から6月末にかけて実施した第3次空家等実態調査の事前調査を行

なった結果、老朽空家等から 115 戸移動したことで、大幅な増加とな

っており、各月の小幅な増加は、第 1次、2次調査で未調査だった空家

等が通報や所有者の相談、又は空き家バンクへの登録による新たに空

き家となったものが増加しています。その反面、10 月からスタートし

た空き家バンクにより、11 月から微減ではありますが、減少していま

す。 

老朽空家等では、第 1 次 2 次調査で判明した建築物で倒壊の恐れが

ある建物がこれに当たります。6 月 30 日の「空家等の適正管理に関す

る条例」施行後、特定空家等の判定を随時進め、当初 425 戸あったも

のが、現在では 165戸の 38.8減少しています。 

特定空家等では、条例施行以後、旧条例で指導や勧告、措置命令を

行っていた建築物を優先的に判定を行い、判定を行い特定空家等と認

定し た空家等数はこれまでで 50戸にのぼり、助言や指導を通じて 17

個が指導措置完了となっています。 

下の表をご覧下さい。これは、空家等のうち特定空家等と認定を行

い、指導までの経過を記載した表となります。 

２号調査実施数は、これまで 63件でこの中には再調査分も含まれて

います。３号調査は 54件、建物内への立入調査は 17件です。 

２号調査から立入調査までの判定調査を行った結果、特定空家等の認

定を行った空家等は 50件となり、助言 17件、指導 94件といった状況

です。 

参考資料の「空家法第１４条に基づく三重県各市町措置実績」をご

覧下さい。 

これは、三重県下各市町の措置状況となります。三重県内では、津市

と当市のみが指導を行っており、他市町は特定空家等の判定基準を現

在策定中であり、うち５市町については、当市の判定基準を用いて現

在検 討を進めていると相談があります。 

資料１の２枚目をご覧下さい。空家等の推移と特定空家等の推移を

グラフ化したものです。 

計測した期間が短いことから推移を読み解くことが難しいグラフと

なっていますが、現状では確実に減少している傾向が窺えると思いま

す。 
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事項４については、以上です。 

    委員長   質問はありませんか。 

 委 員   老朽空家等の定義を教えてください。 

 事務局   空家等に含まれるが、特定空家等ではないものであります。 

 委 員   2号 3号様式の詳細を教えて下さい。 

事務局   2号様式については空家等判定に用いる調査様式で、3号様式につい

ては特定空家等判定に用いる調査様式になります。 

    委 員   空家総数について、今現在増加している把握していない空家につい

て、把握する機能はありますか？ 

    事務局   新規の空家についても把握しています。 

    委 員   新規の空家を把握する方法は通報によるものですか？ 

    事務局   そうです。 

    委 員   定期的に調査をしている訳では無いのですか？ 

    事務局   そうです。 

    委 員   参考資料の「空家法第１４条に基づく三重県各市町措置実績」に記

載の①助言又は指導欄ですが、９４件になっていますが、資料 NO1の

調書では、指導 94助言 17、計 111件となっているが、誤りではない

か。 

    事務局   おっしゃるとおり 111件です。修正を行います。 

    委 員   三重県下で津市と当市が助言・指導を行っており、他の市町の見本

となっている。今後、措置が進むにつれて、当市の取り組みを例にし

ていただけるものと思っている。 

    委員長   他にご質問ご意見等ございませんか。無いようですので、事項５の

勧告対象特定空家等審査の説明を事務局からお願いします。 

    事務局   事項５の説明に入ります前に、開会にも課長からお話のあったとお

り、本会議は非公開とさせていただいており、資料２については個人

の特定に繋がることもあり、委員会資料後に資料の回収をさせていた

だきますのでご了承下さい。 

          事項５では、資料NO２「勧告対象空家等審査資料」及び A3カラー

の資料を使って説明を行います。 

          管理番号 79説明 

          管理番号 121説明 

          管理番号 123説明 

          管理番号 128説明 

          管理番号 80説明 

          管理番号 33説明 
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          事項５については、以上です。よろしくご審議をお願いします。 

委員長   勧告対象の状況等について、説明を事務局から行っていただきまし

た。専門委員として、責任のある判断が求められることとなりますの

で、それぞれのお立場で専門的な見地で判断していただくとともに、

これまでの助言や指導、又は、所有者等の改善の意思などの判断材料

をもとに審議をお願いします。 

      それでは、順番に審査を行って参りたいと思います。審査に入る前

にご質問やご意見等ございませんか。 

    委 員   資料 No.2の冒頭にある×○◎は何ですか？ 

    事務局   説明を忘れてしまい申し訳ありませんでした。これについては、参

考資料の空家法のガイドラインによる特定空家等の判断基準に基づき、 

イ、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある

状態 ロ、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある

状態 ハ、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損な

っている状態 二、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す

ることが不適切で ある状態を示しています。 

委 員   参考資料の特定空家等の判断基準については理解したが、資料 No.2

の×○◎の意味は何ですか？ 

    事務局   ◎が特に酷いものとなり、×については比較的軽微なものとなりま

す。 

委 員   建築物の状態だけで判断するのでは無く、どれだけ指導したかも大

切です。 

委員長   管理番号 79番について審議に入ります。 

委 員   所有者が●●という役職でもあり、大変悪質である。 

委 員   航空写真で見る限り、住宅が密集しているように見えます。 

    委員長   所有者が悪質だというだけでは勧告できないと考えますが。 

    事務局   特定空家等の判断基準の二の周辺の生活環境に影響あるものに該当

します。バルコーの仕上げタイルが隣地に落下し、また、瓦落下によ

る被害があります。 

委員長   管理番号 79番について勧告を行 

    委員一同  勧告することに承諾 

    委員長   周辺住民の防犯面での不安もあり開放部の早急な封鎖改善が必要で

あるため、全員一致で勧告を行うことで決議します。 

    委員長   管理番号 121番について審議に入ります。 

委 員   これは素人であっても危険だと分かる物件です。 

    委員一同  緊急性が高いですね。 
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委 員   この物件は 1回しか指導していないので注意が必要です。 

委 員   今後勧告を行った後のプロセスと期間を教えてください。 

    事務局   勧告する前に弁明の機会があり、約 3週間程度かかりますので、勧

告までに最短で 1ヶ月はかかります。 

    委 員   勧告すれば命令、代執行とそのまま進んでしまうと思うのですが、

私が心配する事ではないのですが、解体費用 200万 300万とかかって

きてしまい、所有者が年金暮らしで経済的に余裕が無い事から費用の

回収が困難ではないですか。市として予算は計上してありますか。 

    事務局   予算は 1件分見ていますが、候補の全て壊す事はできないですし、

代執行まで時間がかかりますので直ぐに壊す訳ではありません。 

    委 員   代執行後の所有権は誰になるのですか？ 

    事務局   代執行後の所有権は所有者にあります。 

委 員   差し押さえてペイ出来ないのですか？ 

    事務局   無理です。 

  委 員   空き家所有者に放っておけば市が壊してくれると思われるのもマズ

イですね。 

    事務局   一般的な除去では解体費のみで済みますが、措置命令まで行っても

解体の意思が無く、指導に従わない場合は、50万円以下の過料が発生

し、代執行費用と合わせて請求するため、一般的な解体費より割高に

なります。 

    委 員   大執行費用の回収も担当課で行うのか。 

    事務局   法律では、国税徴収法と同等の権限があり、強制徴収公債権として

即時執行権があります。そのため、空き家対策係で回収を行うことが

可能だと考えています。 

委員長   管理番号 121番について勧告を行うか審議に入ります。 

    委員一同  勧告することに承諾 

    委員長   全員一致で勧告を行うことで決議します。 

委員長   管理番号 123番についていかがですか。 

委員    この物件は街中にあり、指導回数も十分で悪質かつ緊急性が高いで

すね。 

委員    景観について△になっていますが◎ではないですか？ 

    事務局   道路面にバリケードがあり中が見えません。 

    委員    納得しました。 

委員    所有者代表にのみ指導しているのですか 

    事務局   所有権者は 4人おり、既に所有権登記もされており、そのため全員

指導を行っています。 
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委員長   管理番号 123番について審議に入ります。 

    委員一同  勧告することに承諾 

    委員長   周辺地域に影響があり、被害の発生が懸念されることから、早急に

対応を行う必要があり、全員一致で勧告を行うことで決議します。 

委員長   管理番号 128番についていかがですか。 

委員    成年後見人はいるのですか？ 

    事務局   いません。所有者の姪が所有者に代わり手続きを行っていますが、

空家等の除去については消極的です。 

委員    明らかに所有者は対処できない状況であり、後見人もいない状況か

ら、法律面をクリアしてから勧告した方が良いのでは無いか？ 

委員長   管理番号 128番について審議に入ります。 

    委員一同  条件付で勧告することに承諾 

委員長   措置指導に対応できる後見人を付けた後、勧告を行うといった条件付

きで勧告をすることで、全員一致で勧告を行うことで決議します。 

委員長   管理番号 80番について審議を行います。 

委員    隣地に息子夫婦の自宅有りとの事ですが、この航空図の隣地ですか 

    事務局   これは、対象となる特定空家等の航空図宇ですが、相続人の住まい

は県内の別の場所に住んでいます。 

委員    長女には指導をおこなっていないのですか 

    事務局   ●●県まで追跡できましたが、居所不明で、現在、調査を継続し戸

籍等の附表の取得を勧めているところです。 

勧告する場合は、長女に指導してからとなります。 

委員    本屋根も崩れているのですか？ 

    事務局   建物裏が崩壊しており、柱もだいぶ傷んでいますので本屋根が崩れ

るのも時間の問題です。 

委員    息子と娘は●０代ですので責任を負うことが出来るでしょう。 

委員   指導回数は十分ですね。 

委員長   管理番号 80番について、審議を尾行います。 

    委員一同  条件付で勧告することに承諾 

委員長   相続人全員に指導をおこなう条件付きで勧告をすることで全員一致

で勧告を行うことで決議します。 

委員長  管理番号 33番について審議を行います。 

委員    これも酷いですね。 

委員    写真に写っている隣の建物も除去対象ですか 

    事務局   建物とつながっているので除去対象となります。 

委員    隣の家にも影響はあるのですか 
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    事務局   写真の右上から建物が隣の家に向かって傾いているのが分かります。

航空写真の対象の真上に家がありますが、倒壊した場合白い物置を超

えて玄関にまで被害が及ぶと思われます。 

    委員   右隣は空地ですか？ 

    事務局   管理番号 32の特定空家等で指導対象建築物で本年夏に解体していた

だき空地となっています。 

委員    解体するときに重機の搬入が楽ですね。 

委員    所有者の旦那さんとは話をされましたか？ 

    事務局   所有者の旦那さんは約●年前に癌を患い現在治療中で妻は精神疾患

を昨年から患い対人恐怖症などの症状が見受けられ話をする事ができ

ない状態です。 

    委員    所有者が鬱病との事ですがどの程度の鬱病かで責任能力が変わりま

す。 

委員    所有者は●●（都道府県名）の１戸建てに住んでいるのですか？ 

    事務局   住居表示だけでみると戸建てに住んでいると思われます。 

委員    費用の回収はできそうですね。 

委員    所有者が精神疾患でも勧告できますか 

    事務局   所有者宅を訪問し状況を調べた後、勧告の可否を検討します。 

委員長   管理番号 33番につい審議を行います。 

    委員一同  条件付で勧告することに承諾 

    委員長   所有者等の現状を確認し、勧告を行える状態か把握した後、勧告を

行うことで全員一致で勧告を行うことで決議します。 

    委員長   勧告対象特定空家等審査については以上ですが、質問ご意見等ござ

いませんか。 

    委員    A3カラーの横書の資料の見方について説明をお願いします。 

    事務局   この表はこれまでの空家対策処理を進める上での記録簿であり、右

隅に赤と青の四角の枠が記載されているが、赤が指導継続中で、青が

指導完了した特定空家等となっています。 

          また、管理番号は大きくなるにつれて、認定日が浅く、現在、所有

者確知調査や相続人調査など行っています。 

    委員長   よろしいでしょうか。それでは、事項６「特定空家等の第３次調査

について」事務局から説明をお願いします。 

    事務局   伊賀市空家等対策計画では、「第 2次空家等実態調査」で「利活用可

能空家等」と判定された建築物以外の空家等について「第 3 次空家等

実態調査」を行うことを明記しています。 

 第 3 次調査に向けて、本年 4 月から 6 月末まで老朽危険空家等と判



9 

 

定した建築物の事前調査を行い建物の状況を振るいにかけ、特定空家

等のおそれがあり第 3 次調査に引継ぐ建築物を 213 件抽出しました。

そのうち状況が酷く、早急に対応する必要がある空家等 73件について

制度開始後、順次判定を行い、現在 49件を特定空家等と判定し、指導

を重ねている状況です。 

第 3 次空家等実態調査は残りの 140 件について、特定空家等の判定

調査を外部委託し、その結果をもとに特定空家等への対策方針を定め、

伊賀市空家等対策計画に反映するものです。 

１月上旬に調査業務委託契約と計画改訂コンサル業務委託を行い、

１月中旬に調査を開始します。２月中旬に調査業務を完了し、２月下

旬から特定空家等の判定結果の傾向や地域、状態などの分析を行い、

３月上旬に改訂版を検討及び校正を行い、改訂を行うものです。 

事項６については以上です。 

    委員長   ただいま事務局から説明のありました事項６についてご質問、ご意

見等ございますか。 

    委員    140 件とありますが、資料１では 213 件となっていますがその理由

は何か 

    事務局   先ほども説明にもお話しましたが、老朽空家等 213 件のうち、緊急

を要する空家等 73件を抽出し、既に特定空家等の判定を行い、措置指

導を進めています。その残された 140 件について外部調査の委託を行

うものです。 

    委員    理解しました。 

    委員長   他にご質問、ご意見はございませんか。 

          無いようですので、その他の項目は事務局ありますか。 

    事務局   先ほど、当事務局から説明したとおり、資料２については、個人情

報が含まれますので、すべて回収させていただきますので宜しくお願

いします。 

    委員長   慎重審議ありがとうございました。これをもちまして、特定空家等

専門委員会を閉会します。 


