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第1回 米子市空家等対策計画検討委員会 

議 事 録  

 

１．日 時  平成３０年８月２８日（火）１０：００～１２：００ 

２．場 所  米子市役所 本庁舎３階  第２応接室 

３．出席者   

 （１）委員９名 

     稲田祐二会長、永松正則副会長、足立珠希委員、角信樹委員、長田安弘委員、 

野川貴代子委員、長谷川義明委員、花岡真委員、堀尾輝昭委員 

 （２）事務局５名 

     錦織孝二都市整備部長、原巧住宅政策課長、東森久美子住宅政策係長、髙本光明主幹、 

     金田有史主任 

 

 

原住宅政策課長    定刻となりましたので始めさせていただきたいと思います。本日は、大変

お忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。ただいまから、

平成３０年度第１回米子市空家等対策計画検討委員会を開催いたします。進

行を務めさせていただきます、米子市住宅政策課長の原と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

本会議の概要について、簡単にご説明申し上げます。この委員会は、「空

家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づく空家等対策計画を策定

するにあたり、外部有識者の皆さまから広くご意見を頂戴するために米子市

が設置しました委員会でございます。本日の会議では、「米子市の空家等をと

りまく現状」に関すること、「米子市空家等対策計画の構成（案）」及び「空

家等対策計画作成のスケジュール」につきまして、ご説明いたします。その

後委員の皆様方からご意見をいただきたいと思っております。よろしくお願

いいたします。 

それでは、委員会の開催にあたり、錦織都市整備部長から一言ご挨拶を申

し上げます。 

 

錦織都市整備部長   皆様、おはようございます。都市整備部長の錦織でございます。この度の

米子市空家等対策計画検討委員会の委員の就任にあたりましては、ご多用に

も関わりませず、お引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。

ご承知のとおり、我が国は人口減少時代に突入し、既存建物の老朽化や家族

構成の変化等を背景として、居住の用に供さない住宅や営業を行わない店舗

が年々増加しています。総務省の「住宅・土地統計調査」における全国の空
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き家の推移をみますと、平成５年に約４４８万戸であったものが、平成２５

年には８２０万戸に増加しており、今後も空き家は増加すると考えられます。

とりわけ、管理が不十分で荒廃化が進んでいる空き家は、火災の危険性や倒

壊のおそれ、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる

問題が懸念され、早急な対策が求められています。本市におきましても、平

成２５年の「住宅・土地統計調査」によれば、空き家数が１０，５９０戸、

そのうち賃貸や売却用の住宅、別荘を除いた一戸建てや共同住宅の戸数は４，

７００戸となっており、これらの住宅の中で、管理不十分な空き家について

は、保安上、衛生上、景観上などに深刻な影響を及ぼす可能性があります。

そのため、本市では、平成２５年に「米子市空き家等の適正管理に関する条

例」を制定し、危険な状態の空き家の問題に対処し、安全・安心な市民生活

の確保に取り組んできました。こうした中、平成２７年に「空家等対策の推

進に関する特別措置法」が施行され、市町村の役割として、空家等対策の体

制整備や取組の推進にあわせ、必要に応じて空家等対策計画を作成すること

などが示されました。 

本市においては当該施行を契機に、市民の生命、身体及び財産を保護し、

安全・安心して暮らすことのできる生活環境を確保するとともに、空家等の

利活用を促進することにより、地域の活性化を図ることを目的として、空家

法第６条に基づく米子市空家等対策計画を作成することといたしました。本

委員会は、この計画を作成するにあたって必要な協議を行うために設置させ

ていただいたものでございます。空家等の対策を進めていく上で、空き家の

発生予防や適切な管理の促進、並びに利活用の促進を図ってまいりたいと存

じます。就任いただきました皆様の豊富な知識やご経験、さらには専門的な

知見をもとに、計画の内容につきましてご協議いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

 

原住宅政策課長    ありがとうございました。続きまして、委員の皆さまのご紹介と配布資料の

確認をさせていただきます。なお、委嘱状につきましては、前もって机の上に

置かせて頂いておりますのでよろしくお願いします。委員の皆さまの任期につ

きましては、「米子市空家等対策計画検討委員会設置要綱」第４条第１項の規

定により２年間でございます。平成３２年７月３１日まででございますので、

委員の皆さま、これより２年間よろしくお願いいたします。それでは、順不同

ではございますが、委員の皆様の紹介をさせていただきます。 

米子工業高等専門学校建築学科教授、稲田祐二様。 

鳥取県建築士会西部支部支部長、堀尾輝昭様。 

鳥取県司法書士会理事、長田安弘様。 



- 3 - 

 

足立珠希法律事務所弁護士、足立珠希様。 

島根大学法文学部法経学科准教授、永松正則様。 

鳥取県土地家屋調査士会副会長、花岡真様。 

鳥取県宅地建物取引業協会西部支部支部長、長谷川義明様。 

女性人材バンクより野川貴代子様。 

住民代表として、角信樹様。 

以上、９名の委員の皆様でご協議いただくこととなりますので、よろしく

お願いいたします。続きまして、本会議を担当いたします事務局職員を紹介

させていただきます。都市整備部長の錦織です。住宅政策係長の東森です。

住宅政策係の高本主幹です。同じく金田主任です。そして私は、住宅政策課

長の原でございます。よろしくお願いします。 

続いて、本日の会議資料の確認をさせていただきます。まず、式次第、委

員名簿、資料１～４、参考資料１～３です。 

それでは次に、会長の選任に移ります。「米子市空家等対策計画検討委員会

設置要綱」第５条第２項により、会長の選任は委員の皆さまの互選によるこ

ととされていますので、委員の皆さまでご協議をお願いしたいと思います。 

 

いかがでしょうか。ご意見がないようであれば、事務局案をご紹介させて 

いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

～（異議なしの声）～ 

 

原住宅政策課長    事務局案として、会長には、「稲田委員」をご推薦させていただきたいと思

いますが、皆さまいかがでしょうか。 

 

～（異議なしの声）～ 

 

原住宅政策課長    そういたしますと、異議がないようですので、会長は「稲田委員」に決定

させていただきます。稲田会長には、会長席にお移りいただきまして、一言

ご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

稲田会長        ただ今、会長選任におきまして、本委員会の会長をお引き受けすることにな

りました稲田でございます。一言ご挨拶申し上げます。先程都市整備部長か

らも話がありましたけれども、少子高齢化や核家族化などにより、空き家は

年々増加しており、空き家の対策は急務となっております。特に管理が不十

分で荒廃化が進んでいる空き家は、防犯、公衆衛生上、景観等、早急な対策
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が求められています。平成２７年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」

が施行され、生命、身体または財産の保護、生活環境の保全を図り、併せて

空家等の活用を促進する体制が整いました。米子市では、この法律に基づき

米子市空家等対策計画を定めることとなり、本委員会は、この計画を作成す

るに当たり、検討事項について協議するためのものと伺っております。我々、

空家等対策計画検討委員会としましては、計画を作成するにあたり、空き家

に関する対策を総合的、計画的に行うための様々な課題について、特に市民

目線で協議してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

原住宅政策課長    ありがとうございました。それでは次に、副会長の指名に移ります。「米子

市空家等対策計画検討委員会設置要綱」第５条第３項により、副会長は、委

員のうちから会長が指名することになっておりますので、会長から指名をい

ただきたいと思います。 

 

稲田会長       副会長は、「永松委員」にお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

永松委員        わかりました。 

 

原住宅政策課長   それでは、永松様、よろしくお願いします。ここからの、議事につきまし

ては、「米子市空家等対策計画検討委員会設置要綱」第６条第１項の規定によ

り、会長が議長に就くこととされていますので、稲田会長にお願いいたしま

す。 

 

稲田会長       議長を務めることになりましたので、よろしくお願いします。 

           はじめにこの委員会の取り扱いについて協議したいと思います。会議の公

開又は非公開について、委員の皆さまにお諮りして決定したいと思いますが、

会議公開の確認について、事務局から説明してください。 

 

東森住宅政策係長   本会議の内容につきましては非公開情報に該当する内容はございませんの

で、全面公開したいと考えております。 

 

稲田会長       ただいま、事務局から説明がありましたように、この会議を公開としたい

と思いますが、委員の皆さまいかがでしょうか。 

 

～（異議なしの声）～ 
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稲田会長       異議がないようですので、本会議は公開と決定いたします。それでは、議

事に入りたいと思います。 

議事（１）「米子市の空家等をとりまく現状」について。 

議事（２）「米子市空家等対策計画の構成（案）」について。 

議事（３）「米子市空家等対策計画作成スケジュール」について。 

事務局から一括して説明していただきます。 

 

東森住宅政策係長   東森と申します。よろしくお願いします。それでは、議事１の説明の前に、

「米子市における空家等対策に関する取組の状況について」説明させていた

だきます。 

資料１をご覧ください。「米子市の空家等に関するこれまでの取組の状況」

ですが、米子市では近隣住民や自治会等から危険な状態の建築物等について

の相談が増加してきたことから、危険な状態の空き家への対応として、平成

２４年４月１日に相談窓口をワンストップ化とするため、「危険家屋対策室」

を設置いたしました。平成２５年４月には「米子市空き家等の適正管理に関

する条例」を施行し、所有者に対して危険な状態の解消について指導等を行

ってきました。その後、平成２７年５月に国の「空家等対策の推進に関する

特別措置法」が施行されたことに伴い、平成２８年度からは法に基づく取扱

いに移行いたました。平成２８年度に、不動産関係団体及び司法書士会と市

が相互に連携・協力して、市内の空き家の市場への流通や利活用を推進し、

将来的な特定空家等の発生を防止することを目的に協定を締結いたしまし

た。平成３０年３月９日に、空き家の特措法に基づき特定空家等に対する略

式代執行を行いました。平成３０年度は４月１日に、空き家対策等の総合的

な住宅政策を推進するため、「住宅政策課住宅政策係」を設置いたしました。

また、「空家等対策計画」の作成及び変更等について協議するため、「米子市

空家等対策計画検討委員会」を設置いたしました。次に、特定空家等の対応

状況についてですが、平成２７年度までは、条例により、いわゆる危険な空

き家について取組を行ってまいりましたが、空き家の特措法施行に伴い、平

成２８年度から特定空家等の対応に移行いたしました。「特定空家等」とは、

空家法において、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

のある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、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にあると認めら

れる空家等のことと定義されております。特定空家等の対応については、平

成２５年度に５７件を登録し、１１件解決いたしました。その後、毎年数件



- 6 - 

 

の新規登録があり、そのうち数件は解決しています。その結果、平成２９年

度末では、未解決の特定空家数の登録数は４０件となっております。主な解

決理由は、大部分は所有者による自主解体です。中には、土地所有者が解体

したものや、破産管財人によって解体したケースもございました。特定空家

等の措置状況についてですが、助言・指導の次の段階の勧告・命令をしたの

が、平成２６年度に１件、略式代執行を行なったのが平成２９年度に１件と

なっております。空家等の相談件数についてですが、相談件数は年々増加傾

向にありまして、平成２６年度に３８件、平成２７年度に４４件、平成２８

年度に５１件、平成２９年度に６６件となっております。今年度においては、

現在で３３件の相談が寄せられております。 

続きまして、議事の１「米子市の空家等をとりまく現状」について説明い

たします。資料２をご覧ください。「米子市の空家等をとりまく現状」につ

いてですが、米子市の将来の人口推計と世帯の推移、空き家の実態と発生原

因、また今後の空家等対策の課題等について記載しております。資料の１ペ

ージの図表にありますように、米子市の人口推計は減少傾向にあり、年齢構

成の内訳は、高齢者の割合が多くなると予想されます。続いて２ページの図

表２にある世帯数の推移ですが、核家族化の進行等により世帯数は増加する

ことが推計されます。３ページの図表３では、６５歳以上の世帯員のみの世

帯数は増加しており、その下の図表４を見ますと、いずれかが６５歳以上の

夫婦のみの世帯で持ち家に居住する世帯が増加していることがわかります。

次のページ、４ページの図表は、米子市の住宅数と空き家数、空き家率のグ

ラフですが、平成２５年は平成２０年と比較して、空き家数、空き家率とも

減少しておりますが、昭和６３年からの推移を見ると、住宅数は年々増加し、

空き家数も増加、空き家率が高くなってきていることがわかります。続いて、

７ページの種類別空き家の推移をご覧いただきますと、図表９にありますよ

うに、売却用、賃貸用、別荘等の二次的住宅を除く、その他の住宅の空き家

が平成１５年の１，９７０戸から平成２５年は４，７００戸と増加している

ことがわかります。この「その他の住宅」のうち、半分弱の４３％が老朽化

等で腐朽しており、半分強の５７％が腐朽や破損なしの比較的程度のよい空

き家ということが言えます。次に、８ページからは空き家の実態調査につい

てでございます。空き家の分布状況については図表１１のとおり、中心市街

地や淀江町の中心部に空き家が多い現状になっております。次に１０ページ

をご覧ください。空き家の実態分析のために、４地区のサンプリング調査を

行ないました。その概要と調査結果を記載しております。サンプリング調査

は、弓浜地域の富益地区、中心市街地の明道地区、中山間地域の県地区、淀

江地区について、国勢調査による調査票未配布住宅を空き家と推定し、約１
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か月間で外観目視による危険度判定を職員によって行いました。国勢調査を

基に空き家と推定した５２７戸を調査した結果、空き家を３６５戸確認いた

しました。これらの空き家を老朽度、危険度で低い順にＡからＥのランク付

けを行ないました。最も老朽度、危険度の低いＡランクの空き家が７３％、

最も老朽度、危険度の高いＥランクの空き家が３％を占めております。これ

を地域別に結果を表したものが図表１６になっております。調査した地区の

なかで、特に老朽度、危険度が高いＤ・Ｅランクの空き家が３．５％から１

０．２％となっています。一方で、老朽度、危険度の低いＡランクの空き家

が調査した中で２６８戸あり、そのままの状態或いは多少の修繕をすれば、

利活用が可能な状態と考えられます。次に空き家の発生経緯等でございます

が、１３ページをご覧ください。現在空き家となっている戸建て住宅を取得

した経緯で最も多いのが、相続で５２．３％となっており、ついで、新築、

中古住宅の購入の順に多くなっております。先程、売買、賃貸用や別荘等の

二次的住宅を除く空き家が「その他の住宅」とご説明いたしましたが、この

その他の住宅を取得した経緯も相続が５６．４％と最も多くなっています。

次に、空き家の管理状況についてですが、空き家の管理者は図表２０にあり

ますように、所有者やその親族が約８割となっております。空き家の管理す

る頻度は、１４ページの図表２１にありますように、年に数回以下のものが

全体の約４分の１を占めています。空き家を管理する上での課題につきまし

ては、図表２２にありますように、管理作業が大変、住宅を利用する予定が

ないので無駄に管理している、遠方に住んでいるため管理が困難などの理由

が挙がっております。次の１５ページに空き家の今後の利用意向とその課題

について記載しております。その他の住宅のうち「空き家のままにしておく」

意向の方が３１．９％と３割近くおられることがわかります。また、その下

のグラフが課題を表しておりますが、空き家を賃貸、売却する上での課題と

して、「リフォーム費用がかかる」が最も多く、ついで「設備や建具が古い」、

「住宅が傷んでいる」の順に多くなっています。次の１６ページに空き家対

策を進めていく上での課題をまとめております。課題は大きく分けて、空き

家の発生抑制・予防、空き家の適正管理の啓発、利活用の促進、管理不全な

空き家への対策の４点が課題であると考えております。 

続きまして、議事の２「米子市空家等対策計画の構成（案）」について、

説明いたします。資料３をご覧ください。資料３は「米子市空家等対策計画

の構成（案）」の概要でございます。構成は第１章から第６章までになって

おります。第１章は、計画の目的と対象についてでございます。目的は、空

き家の適切な管理や利活用を促進し、市民の生命身体及び財産を保護し、生

活環境の保全を図ることです。計画の位置づけは米子市総合計画や地域住宅
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計画、米子市都市計画マスタープランなど関連する本市の計画等との整合を

図りつつ空家法第６条に準拠して作成することとしております。計画期間は

平成３１年度から平成３５年度までの５年間としております。住宅土地統計

調査が５年おきにあること、また米子市その他の計画が概ね５年間であるこ

とから５年間が適当であると考えております。対象とする地区は米子市内全

域でございます。 第２章の内容は、現状についてでございます。さきほど

説明させていただきました「米子市の空き家をとりまく現状」がその内容に

なっております。裏のページを見ていただきまして、第３章は、基本方針に

ついての章になっております。基本方針は、安心・安全でいつまでも快適に

住み続けられるまちづくりとして、①安全に暮らせるまちに向けて空家対策

を推進する②まちの活性化や魅力向上に繋げる③地域や関係団体等との協

働により取り組むとしております。第４章は、具体的な施策についてでござ

います。空家法第６条において計画で定めることとなっている９項目のうち、

第１章で基本方針、計画期間の２項目を定め、第４章で６項目を挙げており

ます。残りの１項目、実施体制については第５章で定めることとしておりま

す。第４章の項目は、計画で定めることとなっている項目の、①空家の調査、

②空家の適切な管理、③空家の利活用の促進について、④特定空家等の措置

について、⑤跡地の利活用について、⑥住民からの空家相談の対応について、

⑦その他空き家対策に必要な事項についてとなっております。第５章では空

き家対策の実施体制についてでございます。内容は、庁内の関係各課が連携

すること、また、計画作成にあたり法務、不動産、建築等の学識経験者及び

一般市民で構成される空家等対策計画検討委員会を設置すること。それから、

関係機関、関係団体との連携についてとなっております。第６章は計画の検

証と施策の見直しについてでございます。今回作成する計画は、社会情勢や

国の動向を見ながら、必要に応じて変更することとしております。 

つづきまして、議事の３「米子市空家等対策計画作成スケジュール」につ

いて、説明いたします。資料４をご覧ください。資料４は計画作成のスケジ

ュールでございます。今回の検討委員会のあと、９月に庁内委員会を行いま

す。１０月に本委員会で再度協議していただき、１１月にパブリックコメン

トをいたします。最終的な計画案につきましては、１月に庁内委員会を行な

ったのちに、本委員会で協議していただき、最終的に３月末に計画策定とい

う予定になっております。以上で説明を終わります。 

 

稲田会長       ただいまの説明について、資料ごとにご意見、ご質問を受けたいと思いま

す。まず、「米子市における空家等対策に関する取組の状況について」、        

ご意見、ご質問があればお願いします。 
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長谷川委員      宅地建物取引業協会の長谷川です。宅地建物取引業協会では、不動産の困

りごと相談、米子市との空き家相談会の２つを主に行っています。これらを

行っていく中で普段感じていることとして、不動産を要らないと感じる人に

対する受け皿が存在しないと感じています。現状として、要らないと言う人

が向かう先は、殆どが固定資産税課ですが、担当課ではないため対応できな

いのが現状です。すると、市民は諦めて当該建物が荒廃していく、あるいは

私共のところに来られるということがあります。昨年は、所有者が要らない

という空き家を購入したこともありますし、価値がある不動産でも要らない

という人も存在しています。そこについての受け皿を考えないと、空き家の

発生を抑制することは困難だと思います。空き家バンクについても、売却情

報を出そうと思うと、まず査定をしなくてはならない。建物について瑕疵が

ないかということについて、調査をしなければならない。また、殆ど廃屋に

近い建物とか、道が狭小で買い手が無さそうな建物になると、流通させるこ

とは困難になります。要らない人に対する受け皿をどうするか、どう対応し

ていくかというのは対策計画に入れるべきだと思います。 

 

稲田会長       長谷川委員から意見を頂きましたけれども、事務局として検討しているこ

とがあれば示していただければと思います。 

 

東森住宅政策係長   先程申し上げました通り、総合的な住宅政策ということで、住宅政策課住

宅政策係が設置されました。これまでは、危険家屋であったり、空き家の活

用であったりはバラバラでありましたが、ワンストップ化ということで住宅

政策課が総合窓口と考えておりますので、そういった要らない空き家という

のも、相談窓口として、住宅政策課が受けさせていただき、その中で、利活

用が可能なものは空き家バンクを案内するとか、内容によっては関係団体を

案内するなど、状況に応じて検討したいと考えています。空き家バンクにつ

いても今後拡充したいと考えています。そういったことも対策計画に盛り込

みたいと考えています。 

 

長谷川委員      住宅政策課が総合窓口となるということで、それが周知徹底されるだけで

も、今後違いが出てくると思います。もう１点、売却の問題についてですが、

オークションって出来ないんでしょうか。参加対象を宅建業者や建築業者な

どの特定の業者を対象として、自己責任で買ってください、一切調査しませ

ん、というようなやり方が出来れば、じゃあ解体しましょうか、修繕して賃

貸しましょうかという人は出てくると思うし、需要はあると思います。 
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稲田会長       不見識で聞きたいんですが、今要らないという表現で言われていたのは、

所有権を放棄するという意味でしょうか。 

 

長谷川委員      そうです。意外と、「無償で米子市に寄付したい」と言ったけれども断られ

たという方がいらっしゃいます。多いのは、少しでも高く売りたいという方

ですが、無償でもいい方はおられます。 

 

原住宅政策課長   相談窓口は市で受けますが、市がオークションに出すっていうのは難しい

と思いますので、宅建協会などの関係団体であったり皆様に協力いただきな

がらシステム作りをしていかないと、なかなか一度には解決できないことで

はないかなと思ったところです。今後そういったことも、教えていただいた

り、聞かせていただいたりしていきたいと思います。 

 

稲田会長       今、具体的な話が出ましたけれども、対策計画では大まかな記載をして、

細かいところは委員会などで検討するのか、あるいは細かいところまで対策

計画に盛り込むのか、そういったことは事務局で煮詰まっているんでしょう

か。 

 

原住宅政策課長   確定してはいませんが、せっかく設置させていただいた委員会ですので、

委員の皆様の意見は重要だと思っています。ただ、細かいところまで記載す

るかどうかは、次回以降に相談させていただきたいと思います。 

 

堀尾委員       空き家を所有しており、空き家についてずっと経験しています。先程長谷

川委員がおっしゃった、ただでもいいから引き取ってくれないかっていう案

件を公のところに持って行きました。不動産ですから、代々の土地、建物を

変な人に渡したくないという意図があるからです。ですから市町村などが使

っていただければ無償でも良いですという話をします。ただ行政としては、

そういうシステムになっていないわけでして。空き家を持っていて困ったの

は、最初は１週間に１回、空き家を見に行っていたのが、１ヶ月に１回にな

って、２ヶ月に１回となっていきます。気が付くと、頑丈だった家のタイル

が剥がれるなど腐朽が進行しています。 

空き家を要らない、空き家を何とかしたいというマインドを、我々も少し

研究しないといけないと思います。先程の売買の方法とか以前の大きな問題

が絡んでいると思うんです。ただ売買して、他の人に移っても一緒のことを

繰り返してしまいます。実際に空き家を所有しているものとしては、マイン
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ド的なところも非常に強いっていうことを皆さんに理解していただければ、

何かのきっかけになるかなと思います。同じ空き家を所有している人と話す

と大体そういう意見が多いです。長谷川委員が言われたとおり最初お金が多

い方がっていうところからスタートしていますが、どこかでくじけるという

のが現実です。動産でなく不動産なので、先祖だとかそういった誇りだとか

があります。データだけでない要素も検討すると、もう少し掘り下げた良い

計画が作成出来ると思います。 

 

稲田会長       今、ご意見がありましたけど、中々難しい問題ではあるが、そういった視

点も大切なことだと思います。 

資料１で相談件数が記載してありますが、同一物件で複数回相談があった

場合はどのようにしているんでしょうか。 

 

金田主任       相談件数は年度ごとで集計しており、同一物件で年度内に複数回相談があ

った場合も１件として集計しています。 

 

稲田会長       堀尾委員からご意見がありましたけども、事務局の方で何かありませんか。 

 

東森住宅政策係長   そういったことも考慮しながら、利活用についても検討していきたいと考

えています。こちらにも、所有者から、誰でもいいから売りたいということ

ではなくて、是非こんなことに使ってほしいという相談もありました。そう

いった意見は、施策を検討する上で参考にすべき意見だと認識していますし、

反映できたらと考えています。 

 

長谷川委員      今の堀尾委員の話ですが、米子市が買い取ったり、引き取ったりは出来ま

すか。現実問題としては不可能でしょう。つまり、予算がない。不動産は維

持するにはお金がかかります。そこについて所有者がしっかり認識する以外

は方法がないと思います。空き家を沢山買い取り、まちを整備していくこと

も、やろうと思えばできる。もしかして、米子市が買ってくれて公園にする

かもしれないと思ったら、そのまま放置に繋がり、老朽化していく。行政と

して、曖昧に施策の可能性を言うのであれば、その施策を実現するべきだと

思います。 

 

金田主任       空き家の第一義的な責任は所有者にありますから、空き家の発生の予防に

向けて広く市民に啓発していく、空き家の所有者に対して適正管理を促して

いくことが、最初の段階の空き家対策だと考えています。 
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           一方で管理をしながらも、利活用や流通の視点を持つことも大切になりま

す。市が買い取るということは難しいですが、地域や自治会などが管理主体

となり、ポケットパークとして活用するなどの事例も存在しますのでそうい

った視点についても検討する余地はあると思います。 

 

足立委員       要らないという話を聞くのは、相続の段階で聞く機会があります。どうし

ても要らない時には相続放棄しかないという話をしますが、あなたが放棄し

ても今度は兄弟にいきます。兄弟が死んでいても甥姪にもいきますよ。みん

な放棄しても管理責任が無くなるわけではありませんよ。という話をすると、

相続する話に落ち着きます。相続した後については、幸い米子市は山間部で

はないので、不動産屋に行くよう提案すると、結果的に何とかなったという

事例があります。なので、行政にはそういった繋ぐこともしていただいたら

良いと思います。 

           何ともならないのは、道がないところですね。道がないところは本当に何

ともならなくて、そういった点は個人では難しいので、行政に入ってもらっ

て整理してほしいと思います。 

 

稲田会長       確認ですが、相続放棄しても管理責任が残るんですね。所有者は放棄して

も、維持管理の責任は残り、受け手がないと所有者に責任が残るということ

ですね。 

 

足立委員       そうですね。次の管理者に引き継ぐまで、維持管理責任が法律上はありま

す。法律上は相続財産管理人を選任して、相続財産管理人が売却したりしま

すが、売れないところだと、選任したところで解決しないです。 

 

長谷川委員      自治体管理でポケットパークなどが、神戸市には沢山あるんですよ。特に

垂水区とかに行きますと、花を植えたりするなど綺麗に管理されています。

米子市には１個も無いです。やりたいと思うんですけども、やろうと思うと

自治会長の了解を取らないといけない。誰が了解をとるのというと、寄付し

たいという人がとらないといけない。だから出来ないんですよ。自治会から、

私たちの自治会に関しては、自治会管理でやりますよ。近所の人が花を植え

たい人いますので、家庭菜園したい人がいますのでっていうニーズでも分か

っていれば、話が進むんですけど。そういう、コミュニケーションが全くな

いので、自治会長だって言われても全く困るんですよね。草抜きしろって言

われてるようにしか思えないっていうのが、今の現実だと思います。 
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稲田会長       米子市と同規模自治体で、自治会が管理するなどの事例はあるんですか。

そういったことも計画では踏まえるんでしょうか。 

 

金田主任       事例はありますし、現段階では色々な可能性を踏まえて検討していきたい

と思います。ただ、空き家対策を進めるにあたっては、行政だけで出来るも

のでもありません。空き家問題は様々な課題がありますので、行政、民間、

地域、関係団体等と連携しながら進めていきたいと思います。 

 

角委員        空き家の相談件数が書いてあって、今年度は８月で３３件ということです

が、これの内訳で無償でも譲渡したいという割合はどれくらいですか。 

 

髙本主幹       ３３件というのは、いわゆる近隣等からの苦情案件になります。今年度か

らは総合的な住宅政策ということで、所有者等からの活用や譲渡等の相談案

件は別途集計をしており現在で１８件になっています。１８件の内訳につい

ては改めて取りまとめ報告させていただきます。 

 

長田委員       先程、行政で土地を購入するのは困難という話がありましたが、公園にす

るというのは収益を生まないので、良い住宅は市営にするとか、市営の駐車

場にするなど、利益を生むものに変えていくっていうのは出来ると思うんで

す。資料の人口推計をみると、全体は減っていくけれども、６５歳以上の人

数も増えていくわけですから、４階建て５階建ての市営住宅に住むよりも、

一軒家の空き家に住みたいっていうのもあるんじゃないかなと思うんですが、

物によっては受け付けてもらえる可能性があるのかどうか教えていただけな

いでしょうか。 

 

原住宅政策課長   現段階ではそういう制度はないです。市営住宅とおっしゃいましたけれど

も、市営住宅の長寿命化計画を今年度見直しを進めているところでして、市

営住宅も古くなっており維持費も大きいことから、民間空き家を活用できな

いか検討しているところです。現段階では方針までは示せないのですが、そ

ういうアイデアを出していただけたら、参考にできるものは取り入れていき

たいと思っているところです。 

 

長田委員       市営住宅は、いわゆる箱物っていうか、四角い感じのイメージなんですけ

ども、一戸建ての洒落た感じの市営住宅が中心市街地に増えていくっていう

のは、良いことだと思いますので、色々問題はあろうかと思いますけれども、

検討していただけたらと思います。 
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稲田会長       そうしましたら、重複して次の資料にも行きましたけれども、２番目の「米

子市の空家等をとりまく現状」について、何かご意見ご質問、は無いでしょ

うか。 

 

稲田会長       特に無ければ次に進みたいと思いますけれども、資料３の「米子市空家等

対策計画構成（案）」について、何かご意見ご質問、は無いでしょうか。 

 

堀尾委員       資料３の第１章の２、計画の位置づけについてですが、都市計画マスター

プラン並びに地域住宅計画など、そのとおりだと思いますけれども、具体的

な考え方についてもう少し明確さがほしいなと思いました。都市計画マスタ

ープラン等、地域計画をガラッと変える、次世代を見たマスタープランが出

来ればと思います。例えば、資料３の第２章の４の空き家分布図によると、

赤い地域が空き家３００戸以上とありますが、密集した地域で今後空き家が

増えていくので、空家等対策計画を契機に新しいまちづくりをして、道を整

備してっていうところまで出来れば。道の整備もかなり古いですか、空き家

と絡めて都市計画のマスタープランが出来たらいいなと思っています。 

 

長谷川委員      灘町の周辺とか、空き家が多いんですよね。ざっくばらんな話になります

が、私たちは狙っているんです。買っていって、ある程度買うとまちを作り

直すことができる。出来るんだけど、それをやろうとすると、長いこと保有

しないといけません。それに対して、固定資産税も払わなければなりません

し、除却して固定資産税６倍になるなら実際問題としては困難です。そうし

ている間に、ぽつんと１件家が建つんです。すると、その周りは空き家じゃ

ないとしょうがないっていうのが、大体言えると思うんです。そこに対して、

空き家対策重点地域みたいなのを都市計画の中に入れ込んでいって、大規模

造成目的で保有する場合の固定資産税の軽減措置だとか、そういう指針って

いうのが入れ込めるのであれば、発展に寄与する可能性があるのではないか

と思います。 

 

稲田会長       点でなく面的に整備すれば、資産価値が上げながらまちを作り替えること

が出来て、まちづくりにも貢献できるのではないかという話ですね。 

 

長谷川委員      土地を売ったお金で、マンションの一部を貰えるみたいなやり方が大体成

立するんですけど。米子は地価が安いので、マンションが持てないんです。

なので、共同住宅に変えていくっていうやり方は難しいかもしれませんが、
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業界の中では、やろうという動きがあります。 

 

角委員        今の話と両極端な話ですが、資料３の地図を見ると中心市街地が特に空き

家が多いイメージだと思うんですけど、中心市街地から離れるにしたがって、

家自体も少なくなるので、その分比例して多いのは当たり前かなと思います。

正直青い部分とか、市街化調整区域も空き家率で考えると一定割合あると思

います。安来市や松江市などは市街化調整区域の緩和がされていますし、用

途変更で賃貸出来るような緩和区域を作れば良いのではないかと思います。 

 

稲田会長       都市計画の話が出ましたが、事務局としてはどうですか。 

 

原住宅政策課長   調整区域の緩和については、皆さんご存知のとおり行っております。それ

により、地域によっては調整区域でも建築が進んでいる状況も見られます。

今の意見を、担当課の方に伝えたいと思います。 

 

長谷川委員      今おっしゃったのは用途変更ですよね。市街化調整区域で、用途変更で賃

貸は出来ないですよね。やろうとすれば、用途変更の修正が必要で、それが

基本的には下りないわけです。例えば少し大きな家があって、それを共同住

宅に変えるっていう場合も、用途変更に係るので市街化調整区域では出来な

いです。それについて緩和出来ないかという話だと思います。 

 

原住宅政策課長   幹線道路沿いの事務所系については、用途変更できるようにしていますけ

ども、全てではないっていうところが、今のご指摘だと思います。 

それとその前段に堀尾委員の方から、計画の位置づけということですけれ

ど、個別計画を作るときには、上位計画を逸脱しない範囲で作ります。本計

画は、上位に総合計画や関連計画で都市計画マスタープランがあるという位

置づけになっており、空き家対策でこういうことをしたいということは盛り

込めると思います。一方で、それを基に都市計画マスタープランを変更して

いくっていうのは難しいと思います。特に、義方校区とかの住宅密集地、道

路も狭いところが多いですが、そこに１つ幹線道路を作った位ではまちづく

りにならないです。面整備、区画整理しかないと思います。ただ今の地価が

上がっていかない中で、土地区画整理事業をして、減歩で土地の面積が減っ

て、前より価値は減少するとなると、事業実施は難しいと思います。 

 

堀尾委員       申し上げたいのは、資料３の黄色・赤色を見る限り、今後益々空き家が増

えていきますので、現状のマスタープランと空き家対策の両方見ながら進め



- 16 - 

 

ていき、都市計画マスタープランまで変えていくようにしないと、空き家対

策は根本的にどうにもならないと思います。色々あろうかと思いますけど、

マスタープランと協力していかない限りは、空き家対策を個別で進めてもさ

ほど意味がないのではという気がして申し上げたところです。 

 

長谷川委員      区画整理事業ですが逆だと思います。一旦は駄目になりましたが、今はタ

ダでも要らないという人がいるので、価値が半分になっても良いんじゃない

かという考えはないですか。価値半分になりますけど、それでも良ければや

りますよという形はどうですかね。もしかしたら、いけるかもしれないと思

うんです。 

 

原住宅政策課長   無料でも良いっていう人が地区の何パーセントおられるかという話になり

ます。法令上は７割の同意が得られれば区画整理が出来るようになっていま

す。ただ３割の人が反対していると円滑に進みませんので、米子市では、同

意率は９割以上を求めています。なので、空き家になっている、もしくは空

き家になっていないけど土地が狭くなっても良いからやろうという人が、そ

の地区に何パーセントいるか。数パーセントだとその事業は難しいと思いま

す。 

 

稲田会長       基本的に人口が減っていくのは避けて通れない、利活用と言っても同じ住

宅で使うのであれば、人口が減る状況なので解決にはならない。ですから簡

単ではない、今の話も難しい。何か米子の独自案みたいなのはありますか。 

 

原住宅政策課長   是非そのあたりも、皆さんにご意見いただけるとありがたいです。資料３

がこれから作る計画の構成案なんですけど、今協議していることは第４章の

具体的な施策に繋がってくると思います。本日全ての意見をいただくことは

出来ないと思いますので、委員会が終わった後でも、気づかれた意見があれ

ば、担当にメールいただけたら非常にありがたいです。 

 

稲田会長       資料３はよろしいでしょうか。そうしましたら最後資料４の「米子市空家

等対策計画スケジュール」について、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

長谷川委員      スケジュールではないですが、今お話を伺っていて思ったのは、啓発の重

要性です。不動産をずっと持っていると老朽化し、処分するにもお金がかか

るということについて、しっかり理解してもらわないといけません。やはり

啓発していくのが重要かなと思いました。 
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永松副会長      １点スケジュールで確認ですけども、資料３の第３次米子市総合計画がこ

の期間に変更されるっていうことはないですか。さらに言うと、この第３次

米子市総合計画っていうのはいつからいつまでになっているんでしょうか。 

 

金田主任   第３次米子市総合計画の基本構想期間は２０１６年から２０２５年、基本

計画は２０１６年から２０２０年になっています。 

 

永松副会長      資料の中に米子市の総合計画と今回の米子市空家等対策計画がどういう関

係になっているか分かるような内容の資料が示されるといいのかなと思いま

す。それと、この計画を決定した後に第３次市総合計画が第４次にいくと、

この計画は５年計画なので途中見直しが入るのかなと思ったんですが、上位

計画を変更するっていうのは出来なくとも、今回の計画の内容が第４次の総

合計画に反映するような部分もあるのかなと思いますし、同時に上下関係の

整合性っていうのも意識しないといけないので、繰り返しになりますが、総

合計画の内容が今回の計画との関係でどうなっているかというのが、明らか

になるような資料を出していただけるといいのかなと思います。 

 

原住宅政策課長   都市計画マスタープランにつきましては、今年度同時に見直し作業をして

いるところで、庁内の検討委員会で検討している最中になります。 

 

金田主任   ３次米子市総合計画における空家等対策に関する記載として、安全に暮ら

せる地域環境づくりの中にありまして、今回の空家等対策計画においても、

そこに準じておりまして、本計画の第３章１項の基本的方針において、安心・

安全でいつまでも快適に住み続けられるまちづくり、とあげさせていただい

ている次第です。 

           また、その他の計画の計画年数との関係については、空家等対策計画が後

にずれる形になりまして、第三次米子市総合計画の基本計画が２０１６年か

ら２０２０年、総合戦略が２０１５年から２０１９年、地域住宅計画が２０

１６年から２０２０年、都市計画マスタープランが２００４年から２０２０

年となっております。 

 

稲田会長       色んな事業をするときに、この空家等対策計画を作成すると、国からの財

政支援等は得られるんでしょうか。 

 

金田主任   国の支援措置として各種支援措置があり、今回策定することで支援を受け
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ることが出来るようになります。具体的には空き家の除却や除却後の活用等

に対して支援を受けることになると思われます。 

 

稲田会長       是非、知恵を絞って活用していっていただければと思います。他に何かあ

りますか。 

 

花岡委員       今出た空き家の中で、所有者が例えば、５２．３％が相続により空き家を

取得されていますが、所有者は市内にいるのか、市外、県外の方が所有して

いるのでしょうか。長谷川委員から啓発という話があったが、所有者がわか

らなければという問題もあるので、所有者の把握と所有者の責任についても

きっちりと対策計画に入れていただということもお考えいただければと思い

ます。 

 

金田主任       まず、相続の５３．３％の記載についてですが、これは国土交通省の平成

２６年空家実態調査によるものでして、米子市の現況を表すものではなく、

一般的な傾向を示すものです。それによると、遠方の方も一定割合存在して

します。また、空き家の所有者について全ては把握してはいませんが、事務

局としても空き家の発生予防・適切な管理の啓発は重要と考えております。

そのため、啓発の対策としては、関係各課との連携が求められるため現段階

での実現性は別として、パンフレットの作成や、納税通知書の発送の際に啓

発チラシを同封するなども考えられると思います。 

 

稲田会長       他に、何かありますか。よろしいでしょうか。無いようですので、議事（４）

その他について、事務局から何かありますか。 

 

東森住宅政策係長   第２回目の検討委員会を１０月に予定しており、本日の会議のご意見を踏

まえました米子市空家等対策計画の素案について、ご協議いただきたいと思

います。後日、委員の皆さまの日程調整をさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 

稲田会長       確認ですけど、先程メールでご意見いただけると幸いですという話があり

ましたが、それは送らせていただいてよろしいですか。 

 

東森住宅政策係長   私の方から、各案内のメールをさせていただいておりますので、そちらに、

９月１０日頃を目途に連絡いただければと思います。 
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稲田会長       そうしましたら、他にないようですので、以上で「米子市空家等対策計画

検討委員会」を閉会します。 

 

原住宅政策課長   稲田会長、どうもありがとうございました。それでは、以上を持ちまして、

本日の全日程を終了いたします。稲田会長そして委員の皆様、長時間に渡り

貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

 


