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第２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１０月９日（火）１０：００～１１：３０ 

２ 場  所  米子市役所 本庁舎５階  第一会議室 

３ 出 席 者   

 （１）委員８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、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 

４ 議  事  

 （１）米子市空家等対策計画の素案について 

 

４ 会議概要 

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、お忙

しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。ただいまから、

平成３０年度第２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。よろし

くお願いいたします。 

本日の会議は、「米子市空家等対策計画検討委員会設置要綱」、第６条第３

項によりまして、委員の過半数の出席により成立いたします。本日は９名中

８名の出席を頂いておりますので、本会議が成立していることをご報告いた

します。 

本日の会議では、「米子市空家等対策計画（素案）」につきまして、事務局

の方よりご説明いたします。その後委員の皆様方からご意見を頂き、それら

を踏まえた修正案を作ってまいりたいと思いますので、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。本日はよ

ろしくお願いいたします。８月に行いました、第１回の空家等対策計画検討

委員会では、「米子市の空家等をとりまく現状」と「空家等対策計画（構成案）」

についてご協議いただいたところでございますけれども、空家等の対策を進
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めていく上で、空き家の発生予防及び適切な管理の促進、利活用の促進、こ

ういったところが課題となっております。前回の協議では計画に記載すべき

事項にいてご協議いただく中で、計画に記載すべき事項や課題解消のための

ご意見を頂戴いたしましたので、この度は、それを踏まえまして米子市空家

等対策計画の素案を作成したところでございます。計画の素案では、空き家

対策の具体的な施策や空き家対策の実施体制について、ご協議いただきたい

と思っております。本日は、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。そうしますと、議事に入りたいと思います。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

したいと思います。よろしくお願いします。 

 

稲田会長        稲田でございます。一言ご挨拶申し上げます。前回の第１回米子市空家等対

策計画検討委員会では、米子市の空き家に関する現状について伺いました。

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

策が急務となっておりますことを改めて認識したところでございます。本日

は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく、米子市空家等対策計画

の素案について、皆さまのご意見を伺いたいと思います。我々、空家等対策

検討委員会としましては、空き家対策に関する様々な課題を検討し、よりよ

い計画となるよう協議してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。それでは議事に入っていきたいと思います。そうしますと、「米子市

空家等対策計画（素案）」について、事務局の方から説明をお願いします。 

 

東森住宅政策係長  ～資料1に基づき、「空家等対策計画（素案）」について説明～ 

 

稲田会長       ただいま、事務局から説明がありましが、委員の皆さまいかがでしょうか。

ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

角委員        ２８ページの不動産業者との連携を強化するということで、宅地建物取引

業協会及び全日本不動産協会と協定を締結したということですが、どんな内

容ですか。また、強化するとはどういったことなのか教えていただいてよろ

しいでしょうか。 

 

東森住宅政策係長   現在、宅地建物取引業協会及び全日本不動産協会との協定につきましては、、

危険家屋対策の推進のために、空き家の利活用及び相談会等で連携させてい
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ただいています。今後空き家情報バンクの改善に伴いまして、危険家屋のみ

ならず、空き家全般で連携したいと考えています。 

 

原住宅政策課長    現在の協定は出発が危険家屋対策であるため、今後は利用できる空き家な

ど更なる連携が必要だと考えており、そういったことを、専門家などでワー

キンググループを構成して、協議していくことも一つだと思います。例えば、

市が相談窓口として受け、そこで得た情報を協会へ提供するとかそういった

システムが作れないかと考えているところです。 

 

角委員        現状の空き家相談会では、相談員はどのように選び、誰が来ていますか。

また、実績はどのような状況ですか。 

 

髙本主幹       相談会の相談員は、各協会に依頼し協会の方で選出しています。この度の

相談会では、宅建協会３名、全日本不動産協会１名、司法書士２名の体制で

実施しました。９月の実績としては、１９組が参加され、時間の都合上２組

がキャンセルになり、１７組から相談を受けました。殆どが、持ち家の相談

になっています。 

 

角委員        空き家相談会は次いつ開催するんですか。 

 

髙本主幹   次は２月です。 

 

稲田会長       今の相談会の広報は、どうしているのですか。空き家に関する相談件数は

かなり多いと思いますが、相談会などはご案内されるんですか。 

 

髙本主幹   広報として、市ホームページ、広報よなごの他、各自治会での回覧を行っ

ています。ポスター等も作成し、市の庁舎内や公民館等で掲示しています。 

           相談者への対応として、こちらで対応できるところは対応し、専門家の助

言が必要なところは相談会を案内しています。 

 

稲田会長       基本的な方針について、２つ目の「まちを活性化する住まいづくり」を入

れたというのは、前回の議論が反映されているところでもあり、評価したい

なと思ったところです。 

           全体を通して、総合的な窓口が住宅政策課となっているが、人員的なとこ

ろや、予算的なところは足りているんでしょうか。 
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原住宅政策課長    庁内におきましては、関係各課の課長で構成する推進委員会と、係長で構

成する作業部会を行っており、特段予算的なことは発生しません。また、住

宅政策係は３名体制でやっているところです。予算的には、特定空家等の除

却に対して補助が出来ないか考えており、それについての予算化は考えてい

るところです。 

 

稲田会長       色々と話が出ましたけれども、全体的には総論的な話で、細かいところは

書いてないかと思うんですけれども、基本方針や、色々な施策で、これから

進められるんですけれども、計画作成し、実施して、後で評価をして、改善

する。ＰＤＣＡサイクルとか、やられている施策についての評価的な物はこ

の委員会でやるのか、別の形で行うのでしょうか。 

 

原住宅政策課長    計画の評価について委員会でするかどうか皆さんで決めていただけたらい

いと思います。 

 

稲田会長       本計画における、評価についての記載が少ないので、気になったところで

す。或いは、５年ごとの計画なので、５年ごとに見直しするんでしょうか。 

 

金田主任       空き家数の実態等の全体把握は負担が大きいことから、基本的には住宅・

土地統計の空き家数を基に評価をしたいと考えています。現在は平成３０年

度住宅土地統計調査を実施しており、この結果は平成３１年度末に公表され

ると思います。基本的には見直しは５年毎を想定していますが、社会情勢や

国・県等の動向、関連計画等を踏まえ、必要に応じて施策に変更を加えなが

ら取り組みたいと考えています。  

 

原住宅政策課長    会長が言われたように、個別具体的なところが薄いという所があり、悩ん

だところでもあるが、空き家は民間の所有物であるため、米子市としては、

周知を図るだとか努めるだとかそういう表現にならざるを得ないところがご

ざいます。本市では何が出来るのかを協議したうえでの表現方法になってお

り、そこについてもご理解いただけたらと思います。 

 

稲田会長       色々な利害関係があるから難しいですね。 

 

角委員        前回の委員会において意見があった、市街化調整区域については、市にし

か出来ないと思いますが、それは反映されていないがどうなんですか。 
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原住宅政策課長    市街化調整区域についても、庁内の関係課長で行う推進委員会で協議し、

事務局と担当課においても協議を重ねましたが、あくまで、市街化調整区域

というのは、新たな建築は抑制していくという地区というのが基本でして、

確かに調整区域の緩和等は担当課でやっていますが、市街化区域の土地利用

を進めていくという観点から、空家等対策計画で記載しないという結論に至

り、本計画では記載しておりません。 

 

角委員        米子市の場合は変わらないということですよね。難しいですね。 

 

稲田会長       空き家の対象を米子市の場合は法で定義する空き家より拡大するとしてい

ますが、その意図は何でしょうか。 

 

金田主任       ３ページに記載していますが、空家法で対象とする「空家等」は、全ての

住戸・店舗等が空き室となっているものとされており、共同住宅や長屋で一

部住戸のみが空き室となっているものは含まれません。しかしながら、長屋

等の空き室では所有者等が当該場所に存在しないことが多く、適切な管理が

行われにくい環境にあり、適切な管理が行われない場合は周辺環境に悪影響

を与えることから、条例を改正することで、長屋等についても対象にしたい

と考えています。 

 

長田委員       特定空家等の除却補助制度についてもう少し詳しくお聞かせいただけない

でしょうか。 

 

原住宅政策課長    細かいところは、現在調整中なのですが、財源としては、国、県及び本市

の財源を用いて創設したいと考えています。 

 

稲田会長       特定空家等の判断はどうしているんですか。 

 

原住宅政策課長    本市の建築技師が評定表に基づき評定し、点数によって特定空家等に認定

しています。 

 

長田委員   他の自治体はどのくらい補助制度を創設しており、補助費用はどれ位なん

でしょうか。 

 

金田主任       県内では１１市町が創設しており、補助費用は３０万円から１２０万円と

なっております。 
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長田委員       除却費用について創設することで、一定程度は除却が進むと思うんですが、

空き土地になった後の活用は難しい点があるかと思います。お金はないが、

リフォーム費用があれば貸したい売りたいという人に対して、リフォーム費

用や相続登記等の補助は今回の除却制度に組み込まれているのでしょうか。

無い場合、今後は検討していきますか。 

 

金田主任       今回の補助費用は著しく管理不全である特定空家等を想定しているので含

まれていません。リフォーム費用の助成については現段階では検討していま

せんが、空き家を観光交流施設に活用する場合や、空き家の除却してポケッ

トパークとして活用する場合などは、国の補助制度が存在しますので、個別

の案件に合わせて、それらの制度の活用についても検討したいと思います。 

 

原住宅政策課長    その辺の、検討も、ワーキンググループで検討することで、具体的に進め

ていきたいと思います。 

 

稲田会長       この委員会では、そういった個別内容についても協議させていただいてよ

ろしいですか。 

 

原住宅政策課長    かまいません。 

 

足立委員       スケジュールだとこの委員会の後、パブリックコメントをして、１月に確

定するということですが、今話されている詳細部分なんかは、本計画では盛

り込むんでしょうか。それとも、本計画では大枠だけを盛り込むんでしょう

か。それと、４０ページに空家等対策計画検討委員会についての記載があり

ますが、計画作成後は、どういったことをするんでしょうか。そういった個

別施策の検討にも関わるんでしょうか。 

 

原住宅政策課長    まず、１点目ですが、本計画の内容は現在の素案と同程度の内容になるこ

とを想定しています。各施策も状況に応じて変わることが想定されるので、

個別具体的な内容までは記載しない予定です。２点目で、空家等対策計画検

討委員会についてですが、今年度は本計画の作成、来年度以降は、相談しな

がら進めたいと思います。 

 

永松副会長      ３４ページに戻りますが、費用を補助するときの特定空家等は限定される

と思いますが、除去費用を用意することが困難な所有者等もあり、そこに対
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して補助するという記載の仕方ですが、一義的には所有者責任で除却するも

のであり、補助する必要性は市民の安全・安心の確保なのかなと思うので、

記載の仕方を再度検討してはいかがでしょうか。 

 

原住宅政策課長    ありがとうございます。仰る通りだと思いますので、修正させていただき

たいと思います。 

 

堀尾委員       全体的に決まった流れの記載が文章の中でありまして。「空き家があって今

後何々が推測される」という表現だったら良いですが、「懸念される」などの

表現だと、負の遺産という印象を受けますので、もう少し切り口を変えない

と、今後空き家に対する色んな対策が出来ないかと思います。例えば１２ペ

ージで、「増加することが予測されます」なら良いですが、「増加することが

懸念されます」とかの表現が多々出てるので、どうかなと思います。 

 

原住宅政策課長    ありがとうございます。確認したいと思います。 

 

堀尾委員   具体的に空き家をどうするかという話で、お金がついて回るとかいうのは

当然の話ですよね。色んな業界の方に色んな情報を、流してより良くすると

言うのも従来のやり方だと思います。私が直感的に思っていたのは、Ａ とい

う基金の住宅に登録していただき、マッチングすれば所有者には家賃が入り

ます。その家賃の１割を基金として頂いていって、色々なリノベーション等

のシステムを作りこんだらどうかなと思います。例えば、鳥取市で音楽に関

することで空き家を活用し、音楽会などで集めたお金を次のことに使うとい

うことをしています。人間の意識改革を図りつつ、空き地対策としてやって

います。これもお金が要りますが、常に動いているという感じがしたもので

すから。今回の素案というのは非常に出来上がっていていますが、もう少し

踏み込んだことをしない限りは、この委員会としても意味がないのかなと感

じています。 

 

原住宅政策課長    我々も検討していますが、そういう知恵を頂きたいと思います。役所の人

間だけで対策が完結すると思っていませんので、専門家の皆さんの知恵をど

んどん話し合いの中で出して頂いて、具体的により良い施策にしていきたい

というのが次の目的です。是非よろしくお願いします。 

 

角委員        先程から話が出ていましたが、除却に対しての補助をこれからするという

ことですけれども、利活用については、他の部署に聞いてください、県に聞
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いてくださいということになる可能性があり、所有者にとっては大変だと思

います。一方で、市が出来ることは所有者に対しての意識啓発位しかないの

かなと思います。そこで、市役所が出している補助を纏めて知らせるという

のは親切かなと思います。中々、関係部署が違って大変かと思いますが、補

助金とか色々あるんではないでしょうか。 

 

金田主任       仰る通りで、現在創設を検討している除却に対する補助制度以外にも、住

宅に関しての補助制度をみると、耐震化に関する補助制度や、要介護者等住

宅改良補助制度など、様々なものがあります。そういった制度を纏めて、市

民へお知らせすることは、市民にとっても分かり易いので、検討したいと思

います。 

 

長田委員       ２２ページに基本的な方針が３つあり、この３本柱について、２４ページ

第４章から具体的な施策ということで、その内容を協議する会議体なのかな

と思うのですが、具体的なことは別でということですが、ここに記載してあ

る程度の具体性のある話は決めるべきだと思います。基本になるのは２４ペ

ージの３本柱だと思いますので、例えばこれが具体的にはどこに紐づけられ

ているかを、Ａ３などのもう少し大きい紙で基本方針と各施策の繋がりを提

示していただくと分かり易くなりますので、市民の皆さんにお知らせすると

いう意味でも、一覧できるものを作っていただけたらと思いました。 

 

原住宅政策課長    今仰ったのは、方針が左側にあって、それに対する方向性が右側にあり、

そこから右に具体的施策が記載してあるということですか。一度作成し、皆

さんにも見ていただきたいと思います。 

 

稲田会長       法でも計画に盛り込むこととされている項目がありますが、それについて

も、この項目は１番目と２番目という纏め方もあるのかなと思いました。 

 

足立委員      あの、基本方針の１について見てみると、結局全部に重なりますから、基本

方針を左側に記載した図というのは分かりにくいと思います。会長が仰った

法に基づいた整理にするか、或いは、施策を項目にして、その中で、基本方

針①②③の該当する番号を記載する選択肢もあると思います。例えば、具体

的な施策が４章にありますけれども、各項目を左に記載し、右に個別施策、

その右に、基本方針の該当番号を記載するのはどうでしょうか。具体施策の

協議や施策の検証を委員会でするのかは分かりませんが、計画だけ作って、

この委員会を活用しないっていうのも、勿体ないんじゃないかと思います。
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委員会を作りますと記載してありますが、委員会をどう活用していくかも計

画に入れとかないと、作って終わりだったら、これで計画は達成したんです

かっていう感じでなってしまうんではないのかなと思います。 

 

金田主任       ありがとうございます。そういった点も踏まえて、計画の素案について修

正したいと思います。 

 

花岡委員       少し論点がそれるかもしれないですけれど、この３本柱の中の２番ですね。

今は空き家一つ一つを考えるということだと思いますが、スポンジ化対策と

か、区分建物についての対策なども、盛り込むと良いと思います。空き家が

増えていくことが懸念されるし、或いはまちを活性化する住まいづくりが、

中々出来ない。それらを解決するためには、集約することも一つでしょうし、

そういったことは市では出来ないんでしょうか。 

 

原住宅政策課長    個別のことを細かく書くのは難しいと思います。今仰ったのを集約したの

がこの２行で、危険家屋になる前に利用可能な空き家を活用促進することで、

活性化を図るということです。市が主体的にやっていくっていうのは難しい

ところがあると思います。ただ、この２行ではボリュームが少ないというの

はあるかもしれません。今言われたことについても検討します。 

 

野川委員       空き家情報バンク制度の改善とありますが、今もこの制度自体はあると思

うんですが、先日市のホームページを見たら、２件だけ登録されており２件

とも「終了しました」となっていました。殆ど使われてないという印象を受

けましたが、実際に登録とか利用についてはいかがでしょう。 

 

東森住宅政策係長   現在までの登録は、合計６件登録し、全てが成約しましたので、今の登録

は０件です。総合政策課から聞いている話では、相談して申し込みのあった

ものが１～２件あるということで、進行中ということでした。 

 

野川委員       利用はやはり少ないということですね。 

 

東森住宅政策係長   そうですね。登録はなかなか進んでいないが、登録された途端に成約とい

う形で、直ぐに決まってしまい中々蓄積しないという現状はあります。 

 

野川委員       広報が足らないということでしょうかね。 
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原住宅政策課長    仰るように空き家情報バンクの利活用は低迷しています。伸びていないと

いうところから、改善する必要があるだろうというのがこの記載です。その

改善の方法については、色々な方法論があると思うので、今後協議していき

たいと思います。 

 

足立委員       貸したい人や借りたい人は不動産屋に行くと思いますが、ここに登録する

メリットは何ですか。 

 

東森住宅政策係長   普通に市場で流通するものは、ご自分で不動産屋に行かれると思いますが、

例えばお年寄りの方で、どこに相談していいかわからない方のお手伝いが出

来たり、或いは、直ぐには流通は難しいけど空き家情報バンクだったら少し

下のランクとして登録出来るという点があります。 

 

稲田会長       市としては業務を出来ないから、委託をするんですか。 

 

東森住宅政策係長   宅建協会と協定を結んでいるので、そちらにお願いして、こういう物件が

ありますけど、これは登録できますでしょうかという形で紹介させていただ

いています。 

 

足立委員       ２８ページの、関係機関や関係団体との連携による流通促進についてで、

先程、今結んでいる流通促進は危険家屋を出発にした提携だと仰いましたけ

れども、それを今後見直していくっていうことが、もう少し書き込んである

といいかなと思います。これだけ読むと、空き家に関する一般的な連携協定

が出来ているのかなっていう感じがしますので。空き家情報バンクの方は移

住定住を目的に進めてきて今後はこうだという書きぶりになっているので、

そこに合わせる形で、現状はこうだけど、今後はという具合に計画を書いて

おかれる方が良いのかなと思いました。 

 

金田主任       ありがとうございます。早速修正したいと思います。 

 

角委員        先程質問がありましたが、今後の流れはどういう流れですか。 

 

原住宅政策課長    まず、計画を策定することが、最初の目的で、今年度中に作成します。次

の段階としては、関係団体との連携を強化していきたいと思います。その強

化について、この委員会でそこまでやるべきだということであればお願いす

ることになるであろうし、委員会の下にでも作業部会のようなものを作って、
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そこで素案を作ってからこの委員会に上げた方が良いという意見ならそうい

う形になるだろうし、相談させていただきながら決めていきたいと思います。 

        

稲田会長       この総論については、これで行きたいっていうことですね。ただこの後、

パブリックコメントをやって、広く意見を聞いて、もう一回それを受けて委

員会に上げるということですね。それで最終案が出来たら、議会に出して策

定ということですね。各論というか、個別施策については、どうなんですか

ね。会の規約はどうなっていますでしょうか。 

 

原住宅政策課長    作成と変更、計画の作成に関して市長が必要と認める事項とありますので、

関連していれば可能です。 

 

稲田課長       それでは、この委員会でどこまで議論していくかという議論ですが、それ

ぞれ各界の見識をお持ちの方や住民の代表として参加している方がおられて、

それぞれ専門分野や偏りもありますので、出てくる意見も偏ってくると思い

ます。この全員で協議するのか、サブの部会でやってもらい、こちらに諮っ

てもらうやり方にするのか。 

 

原住宅政策課長    本日１名欠席されていますので、次回提案させていただいてよろしいでし

ょうか。 

 

稲田会長       それでは次回に事務局から原案を提案いただいてよろしいですか。皆さん

もそれでよろしいですか。他に質問がありますか。 

 

永松副会長      既に会長と足立委員の方から、意見が出ていますが、計画を立てたらそれ

を評価する仕組みがないといけないのかなと感じています。４２ページの第

６章の２として、計画の評価について記載を設けることも重要なのかなと感

じています。可能であれば何か追加した方が良いのかなと思います。 

 

原住宅政策課長    ありがとうございます。再度検討したいと思います。 

 

長田委員       ２２ページの基本的な方針ですが、３番は、１番と２番を具体的に行うた

めの方策という風に見えます。１番はマイナスをゼロにするイメージで、２

番はゼロをプラスにするイメージが沸いてきます。それらを現実するために

３番で各団体等と連携するということだと思います。意見としては、基本方

針の中に３番を記載するのなら、協働することが目的でなくて、専門家のど
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こを窓口にとすれば良いかというのをシステム化して、市民の皆さんにより

分かり易くお知らせするということにしてはどうでしょうか。 

 

金田主任       仰る通りで、①と②は概念的で、③はどちらかというと方策になるかと思

います。③を基本方針に入れている意図としては、空き家問題も複雑化し、

様々な要因が複合的に絡まっていることから、行政だけでは解決が困難なと

ころもあり、関係団体等と協働・協創により進めていきたいという意図があ

ります。システム化という具体的な記載でないのは、関係団体だけでなく、

地域住民なども含めた多様な主体との連携が求められることから、具体的な

記載にはしていません。 

 

稲田会長       他に、何かありますか。よろしいでしょうか。 

       では、議事その他について、事務局から何かありますか。 

 

東森住宅政策係長   本日の会議のご意見を踏まえまして「米子市空家等対策計画」の素案を修

正いたします。委員のみなさまにご確認いただいた修正後の素案を１０月の

市議会、都市経済委員会に報告し、１１月にパブリックコメントを実施する

予定にしております。来年１月に、第３回目の検討委員会を開催する予定に

しており、パブリックコメントの結果についてのご報告させていただき、最

終計画案についてご意見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 

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。ありがとうございました。 

 

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、

第２回の委員会を終了いたします。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。 

 

 

 


