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会 議 の 名 称 平成 29年度 第 1回 東村山市空家等対策協議会 

開 催 日 時 平成 29年 5月 15日（月）午後 7時から午後 9時まで 

開 催 場 所 いきいきプラザ 2階 学習室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者（敬称略） 

会長：渡部 尚    

副会長：上田 真一   

委員：野﨑 隆行 

相羽 健太郎  

保井 美樹 

中島 利通 

岡田 一郎 

水越 久吉 

西山 佳孝 

 

●欠席者 

委員：松原 拓郎 

西村 千晶 

肥沼 茂男 

 

●事務局：平岡 和富   環境安全部部長 

     高柳 剛    環境安全部環境・住宅課長 

     田中 幹仁   環境・住宅課住環境係長 

     西平 明史   環境・住宅課主任 

     比留間 美保  環境・住宅課 

傍 聴 の 可 否 可 
傍聴不可の場合は 

その理由 

 

傍聴者数 1 

会 議 次 第 

1. 開会 

2. 議題 

1）東村山市空家等対策計画策定のスケジュール 

2）基本方針１について 

・空き家問題に対する周知啓発の取り組み 

・空き家の適切な管理に向けた取り組み 

・連携による総合的な相談体制の取り組み 

3. その他 

4. 閉会 
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配 布 資 料 

平成２９年度第１回東村山市空家等対策協議会次第 

資料１ 東村山市空家等対策計画策定のスケジュール 

資料２ 「空き家問題に対する周知啓発」と「空き家の適切な管理」への

取り組み 

資料３ 環境・住宅課からのお知らせ 

資料４ 連携による総合的な相談体制の取り組み 

参考資料 空き家のワンストップ相談窓口 

参考資料 空き家に関する相談窓口のご案内 

問い合わせ先 

東村山市環境安全部環境・住宅課 

〒189-8501 東京都東村山市本町 1丁目 2番地 3 

電話：042-393-5111 

会  議  経  過 

１. 開会 

（会長） 

定刻となりましたので、只今から平成２９年度第１回東村山市空家等対策協議会を開会

させていただきます。本日は、何かとお忙しい時節柄にご出席を賜りまして誠にありがとう

ございます。昨年度一年、みなさまには真摯にご論議をいただきまして誠にありがとうござ

いました。それでは初めに事務局より事務連絡をさせていただきます。 

 

（事務局） 

本日は、Ａ委員、Ｂ委員が欠席と聞いております。なお、委員の過半数に出席していただ

いておりますので、会議は成立となります。事前に配布した資料として、平成２９年度第１

回東村山市空家等対策協議会次第、資料１「東村山市空家等対策計画策定のスケジュール」、

資料２「空き家問題に対する周知啓発と空き家の適切な管理への取り組み」、資料３「環境・

住宅課からのお知らせ」、資料４「連携による総合的な相談体制の取り組み」です。 

本日配布の資料は、参考資料として東京都が作成しました「空き家のワンストップ相談窓

口」と「空き家に関する相談窓口のご案内」のチラシです。それでは、東村山市空家等対策

協議会の傍聴に関する定めに従い、平成２９年度第１回協議会につきましても原則公開と

し、傍聴者への対応を進めたいと考えておりますがよろしいでしょうか。 

 

（傍聴者が入室する） 
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２．議題 

１)東村山市空家等対策計画策定のスケジュール 

（会長） 

まず「東村山市空家等対策計画策定のスケジュール」を議題といたします。それでは事務

局から説明をお願いします。 

 

（事務局より「東村山市空家等対策計画策定のスケジュール」についての説明を行った。） 

 

（会長） 

昨年度基本方針を定めさせていただき、本年度につきましては、対策計画を策定するとい

うことにさせていただいています。只今事務局から、本年度の協議会のスケジュールをご説

明させていただきましたが、みなさまから何かご意見ご質問等はいかがでしょうか。特にな

ければ、本年度についてはこのようなスケジュールに基づいて計画を策定させていただき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

２)基本方針１について 

（会長） 

次に基本方針１についてです。只今スケジュールについてお示しをさせていただきまし

たが、本日は基本方針１に掲げている内容について、順次ご議論いただきたいと考えており

ます。 

まず「空き家問題に対する周知啓発の取り組み」について事務局より説明をお願いしま

す。 

 

（事務局より、「空き家問題に対する周知啓発の取り組み」について説明を行った。） 

 

（会長） 

基本方針１の「誰もが当事者意識を持ち、みんなで支えあいながら住みよい環境を築く」

の具体的な取り組みとして、まず周知啓発について４点ほど事務局の方から示させていた

だきました。 

内容は後程ご議論いただきたいと思いますが、既に５月１日から納税通知書の中に同封

する形でチラシを作成して動き始めている状況です。 

まず当事者意識を醸成する方策、周知啓発について、いくつか事務局の方で具体的な取り

組み方法について挙げましたが、みなさま方から是非こういうことをしたらどうか、という

ようなご意見があればお願いします。いかがでしょうか。 
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（副会長） 

私が空き家の啓発活動ということをやって一番難しく感じているところは、空き家の所

有者には高齢の方が多いのですが、情報弱者と言いますかインターネットをご覧にならず、

情報源は基本的にマスメディア、テレビ、新聞、雑誌若しくは近しい友人や、ケアマネージ

ャーさんなど普段から接点のある方達、若しくはご親族というところでかなり限定されて

おります。 

ですから、現在市内に住んでいる方にも、施設に入所若しくは死亡すると空き家になって

しまう可能性の高い方達に対しての啓発活動は、特にお示しの３番の様な自治会や地域包

括支援センター、民生委員などに情報発信をしていくことが、今後長い目で見ていくと非常

に重要かと思います。 

もちろん固定資産税の納税通知書に資料を同封するというのは、かなり多くの自治体で

行われている取り組みで、これがきっかけになって相談に来るといろいろな自治体の方か

らお聞きしていますので、もちろんチラシの内容を色々変えながら継続的に行っていいた

だけるとみなさんの当事者意識が高まってくるのではないかと思います。 

 

（会長） 

特に高齢者の所有者の方に意識啓発や情報提供する方策をもう少し掘り下げるというこ

とです。他にいかがでしょうか。 

 

（Ｃ委員） 

私も通知書の件は非常に良いと思います。 

不動産の専門家の方は、２、３年住まないでいると家はこんな状況になるという悪例、例

えば錆びた水が出てくる、トイレから水が漏れる、水道管が破裂するなどを沢山お持ちだと

思います。そういう例を載せていただけるとインパクトがあって良いと思います。 

たまたま東京都の中に「空き家管理をしましょう。建物を使わないと傷みが早く進む。」

と書いてありますが、まさしくこの通りで、一般の方だと掃除などを定期的にしていればそ

のまま住み続けられるという感覚があると思います。ですが、家は住まないと駄目になりま

すので、そういう媒体があるのは良いかと思いました。 

そして、今自治会の総会が各町で開かれ人が集まる時期でもありますから、そういったと

ころで少し時間を貰い、この様な状況報告という形で話していく進め方もありかと思いま

す。 

 

（会長） 

空き家の関係についてのこういったチラシやパンフレットの作成の仕方については、工

夫する必要があると思っています。 

今回は時間がなく所管の方で作成しましたが、確かにもう少しビジュアル的に訴えるよ
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うなところがあると良いと思います。 

 

（副会長） 

みなさんに当事者意識が芽生えるのがなかなか難しく、よく問題になっている空き家の

隣を見て「ここも将来空き家は大丈夫なの」という話をすると「うちは大丈夫だ」、「ちゃん

とお子さんと話し合っていますか？」と言うと「いや、うちはしっかりやるから大丈夫だ。」

と、具体性がなかったりします。 

自分達も当事者になり得るかもしれないと言うところでは、具体的な事例やビジュアル

的なものもそうですが、所有者の方達に一番届くメッセージは「お子さん達が苦労されます

よ。」というのが所有者の方に一番伝わりやすいです。 

こんな風にトラブルになってしまっています。こうやって荒れてしまってご近所に迷惑

をかけてしまいます。というのももちろん効果的ですが、やはり所有者の一番の関心事は次

の世代、その次の世代になると思います。 

所有者の方達にとっては、そこの関心が強いかと思われるので、近隣住民の方としては

「適正管理をどう行っていくか」「どう関われるか」、というその方達にとっての関心の高い

ところにフォーカスをし、そのメッセージや具体的なお話を交えながら、こうしましょうと

か、例えば家族で話し合ってみましょうとか、チラシの中で具体的に何をすれば良いのかが

例示されていると行動に繋げやすいと思います。 

 

（会長） 

なかなか当事者意識を持たせるのは難しい問題だということですが、他にみなさまから

いかがでしょうか。具体的な進め方についてはいくつかご意見をいただきましたが、取り組

む内容、周知の方法等についてはいかがでしょうか。 

固定資産税納税通知書へのチラシの同封、これは既に行っています。また空き家対策の講

演等も都の事業ということで、先日副会長に行っていただきました。 

あとはこれから自治会や地域包括支援センター、民生委員さんなどに出前講座というル

ートから周知していくということですが、その他こういうルートもあるのではないかとい

うことがあればお願いします。ホームページ、市報も当然活用するということになります

が。 

 

（Ｄ委員） 

紙情報というのは氾濫しています。我々もある活動を通して二百数十人に毎月情報をお

送りしていますが、この間の調査では、毎月送っていても６割は見られておらず、４割は関

心がある役員等の方々が見ているということです。 

ここに書いてあり安心しましたが、紙情報や一方的な情報ではなく、集まって言葉でとい

うほうが伝達するのかと思います。 
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失礼ですが、情報が大量に出回っている時に市報すら読んでいない人もいます。私は関心

があるので当事者意識で見ていますが「市報に載っていたでしょう。」と言っても見ていな

い人が何パーセントいるでしょうか。 

その例からするときっかけは紙情報ですが、その一方的な情報から集まって何かコミュ

ニケーションをとった上での伝達が的確だと思います。 

当事者であるという意識を持つということを紙情報で多く送ったから周知できるかとい

うと決してそうではないと思います。 

私の例を申し上げると、２０年毎月お送りしている情報を読んでいるのは三十数パーセ

ントしかいないという実態があり、何回調査しても同じでした。 

自治会等を通して該当者に接触することが、一番効率的だと私は思いました。 

 

（副会長） 

他の自治体でも、例えば回覧板や自治会で持っている掲示板を利用した情報発信や市が

関わり講演する大きなイベント等の時に、市の方がパンフレットを渡しつつ空き家につい

ての説明をされている例もあります。 

そういった自治会の力を借りる、人が元々集まるような場所で情報を手渡しするという

のは、他の自治体でもよくやられている手法だと思います。 

 

（会長） 

先程Ｃ委員からも、自治会等の総会などに参加させていただき、少し空き家問題について

インフォメーションするようなことも考えるべきではないかというご意見もありました。 

限られた職員体制の中で、実際どの様に広報活動として個々いろいろな総会に参加させ

ていただいてお願いしていくか、やり始めると大変な部分はあると思いますが、職員だけで

はなく、いろいろな形で啓発をするということについても考えていく必要があると思いま

す。 

 

（Ｅ委員） 

みなさんから出ている通り、コミュニケーションの接点が多ければ多いほど、やはり良い

だろうと思います。それは紙媒体や何かそういう機会等「使えるものがあれば徹底的に」と

いうお話でしたが、そういう意味で言うと民生委員の方、ケアマネージャーの方、そういっ

た方達と接点の多い事業者、民間事業者の方など当事者に接点を持つキーマンとなる方が

いらっしゃいます。 

私達もそうですが、人を媒介し誰から知るかというのが結構大きく、氾濫している情報の

中で何の情報を伝えるかというよりは「誰が言っていた情報か」の方がより要素として大き

いと思います。 

例えばＦ委員やＧ委員など「こういう人がキーとなり、お伝えしたことで拡散した」とい
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う事例があれば、そういうところへ出向き、その方達に先にお話をすることもありだと思い

ました。 

 

（Ｃ委員） 

私は見守りの団体に携わっており、それは自治会単位を更に組に分け、末端の打ち合わせ

の機会を設けておりますが、そういうところでは、普段喋らない奥さん方からも自分の家庭

のことや困っていることについて意見が往々にして出てきます。 

ですから、自治会というまとまったところに行くことももちろん必要ですが、やはり繰り

返し醸成しないといけない内容だと思いますので、もっと「末端の組織」のところでこうい

う話題について触れ、フランクに話し合えるような小さな組織のところで話してもらうの

が家庭の情報が上がってくるという面で必要であり、一番効果的だと思っています。 

 

（会長） 

８月に行う第３回協議会で空き家対策の実施体制について議論させていただくことにな

りますが、例えば高齢介護課、保健推進員を管理する健康増進課、社会福祉協議会の福祉協

力員などいろいろなチャンネルに向けて、空き家が将来東村山市で大きな問題になるとい

うことを情報共有することが第一です。 

先程も申しあげましたが、環境・住宅課で啓発活動を全て担うことはおそらく無理ですの

で、いろいろな所管で空き家についても触れてもらうように、まず庁内で意識共有すること

がひとつ必要かと思います。 

先程副会長からお話があった様に、どの様に周知をするのか、まずは具体的に実例を挙げ

て「空き家になるとこんなトラブルが起きます。」「できるだけお元気なうちに家族でよく話

し合っておきましょう。」という取り組みを進めていくことが一番大事になると思います。 

 

（Ｅ委員） 

具体的に副会長の所に相談が来るケースは、先程出た様にご子息からが多いのですか、そ

れともご本人が多いのですか。 

 

（副会長） 

私達の所に来てしまうとなると、正直子供達が多いです。 

やはりご本人に情報がなかなか届かないこと、ある程度情報が来たとしても問い合わせ

て問題解決していこうという気力が低下してしまっているケースが多いので、そうなると

子供たちに主導権が移り、子供達が動いて情報を見つける形が多いので、その間はどうして

も放置され気味となります。 

親から子供へ主導権が移るところで多く問題が発生するので、子供たちに主導権が移っ

てしまえば、ある程度彼らも動きますが、ここの「リードタイムをどう縮めていくか」がひ
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とつの課題だと思います。 

自宅として所有されている高齢者の方達に当事者意識を持っていただき、そうなる前に

こうするというのを家族で決めておいていただくことが大事ですね。 

例えばこの間、名古屋市から空き家のチェックシートということでご相談をいただきま

した。それは建物に関するチェックシートでしたが、その打ち合わせをしながら、家族で話

す時の具体的なチェックシートのようなものがあれば良いと思いました。 

なかなか子供達側から相談を上げづらい部分があるので、親世代に向けて「この項目を家

族で決めていきましょう」というチェックシートが手段として示されていれば、子供達に話

をしてみようというきっかけになるかもしれません。 

最後の解決は民間のいろいろなサービスがありますので、行政の役目としては「きっかけ

を作り、情報を伝え、第一歩目の行動を起こさせる」というところが非常に大事だと思いま

す。 

 

（Ｇ委員） 

今具体的な対応に進もうとしているところですが、せっかく計画を作ったので、副会長の

ところに来られる前段階で何ができるかを一度見せておくことが大事じゃないかと思いま

す。 

もちろんいろいろなところに窓口を作り、連携体制を作るのでしょうが、その時に情報が

来るのを待つだけで良いわけではないと思います。 

基本方針にある連携による取り組みや基本方針２の空き家の利活用による地域価値の向

上まで見据えていくと、先程あった自治会の組単位とかで積極的に状況チェックをするよ

うな体制づくりが必要だと思います。 

例えば、他の地域のリノベーションや空き家ストックは、モデルとなる物件を探すことに

かなり総力をあげていて、もう問題になっていたというより、物件を探しに行ってやっと見

つけてマッチングするというプロセスがあります。 

お子さんが困って相談する段階の前に、「地域の中であそこ大丈夫かな」とか、「あそこち

ょっと変じゃないか」というような情報が集まる仕組みづくりを考えた方が良いと思いま

す。 

その時に先程のチェックシートの様に、お子さんだけではなく例えば自治会でチェック

をして、みんなで共有するようなルートができていると空き家や、空き家になったばかりと

か、空き家予備軍を含め情報が集約できると思います。 

 

（副会長） 

例えば、京都市では市は直接把握しておらず、自治会で空き家について把握されていま

す。この自治会のこの地区には空き家が何軒ぐらいあると、自治会から上がってきて、実際

にどこに何があるというのは全て自治会の方で把握しています。 
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例えば、自治会はお子さんの情報を持っていたり、何か空き家の対処が必要な場合は自治

会の方から連絡するような機能が整っていたりします。 

そこまでを自治会の方達に求めるかどうかは別として、そういったことをやっている自

治体もあり、これは自治の問題かなと思います。 

その地域で空き家となり、それが地域に問題をかけてしまっているので、ここでもかなり

議論されていますが、自治力を高めていくという意味ではやはり自治会は一つの核になる

ものだと思います。 

 

（Ｄ委員） 

私は一年間の自治会長の経験がありますが、自治会の会員及び住民が、安全で安心な生活

ができることが一番重要となります。 

私が会長になる以前から、安全安心という意味で空き家問題がありました。 

私の自治会では、空き家をどうこうするというものではなく、どこに空き家があるかを歴

代の自治会長が把握していたようです。 

東村山市は何年か前の空き家調査において自治会にも呼びかけていたので、土台ができ

ているように感じています。 

 

（会長） 

自治会にも一昨年度アンケート調査をさせていただきましたが、結果としては、まだ自治

会によって温度差がかなり大きいというのが率直な印象です。 

空き家の問題まで自治会に面倒見させるのかというような率直なご意見も自治会長さん

からいただき、その辺の意識改革をどの様に進めていくかが、かなり重要なポイントになる

かと思います。 

 

（Ｅ委員） 

そういう意味では、自治会や違うテーマを持ったコミュニティなどに対して、空き家とい

うことを伝えたい一方で、その伝え方というか、コンテンツとしてというか、誰が伝えるの

か、何と合わせて伝えていくのかを考えなければなりません。 

そうしないとコミュニティ側も自治会側も、なかなか受け入れられず「ああ、それは何か

意味があるから、じゃあそういう機会を設けたいね。」というその動機に発展しないと思い

ます。 

例えば副会長がされている空き家問題や相続問題を含めた出前講座なのか、それとも違

う形でケアマネージャーさん達と一緒にコンテンツを作ることから始めなければならない

のか、というところが曖昧だと結局空き家を伝えたい思いはあるものの聞く方がそれに興

味を示すような状況を先に作れず、受け入れてもらえないのかと思います。 

実際この案内でもそうかもしれませんが、入っていた案内を見た人が何人いても結局そ
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れに関心を示す人がいなければ意味がありませんし、どういう伝え方にするかを合わせて

討議する必要があると思います。 

 

（会長） 

伝えるターゲットによって伝え方は変わってくると思いますので、その辺をどう進めて

いくかですね。 

今回事務局で挙げているのも、レベルとしてかなり各論的なものもあれば、ぼやっとした

ものもあり、そこはもう少し精度を上げて整理をしていく必要があると思いました。 

周知啓発の取り組みについては、他にご意見がなければ今いただいたご意見をもう一度

事務局の方で整理をしていただき、この計画の場合は基本方針に沿って具体にいくつか柱

を立て、それに具体な取り組みの仕方をぶら下げていくような形になりますか。 

 

（事務局） 

基本的には基本方針を受けて、今回例示をさせていただいたような取り組みを記載する

という形で、そこに若干説明とわかりやすい文言を付け加えていく形になると思います。 

 

（会長） 

市民に当事者意識を醸成する方策と書いてありますが、市民も、物件所有者なのか、お子

さんなのか、年齢的に高齢者なのか、そうでないのかによって、アプローチの仕方が変わっ

てくると思います。 

やれる手は全部打った方が良いですが、限られた人員体制と予算の中でやるので、やはり

一番効果的な方策を整理していく必要があると思います。 

今挙げられている中では、特に持ち主の方がご高齢になり、もし自分が施設に入ったり、

入院したり、亡くなった後どうするのか、ということを家族で話し合ってもらうことがまず

第一ということですよね。 

 

（副会長） 

そうですね。決まっていないから空き家の状態になるので、まずは家族で話し合って決め

てもらうという所だと思います。 

 

（会長） 

そこまで持っていくにはどういう風に意識づけしていくかですね。 

 

（副会長） 

正直話しづらいテーマなので考える機会を上手く作れると良いのですが、なかなか行政

でそこまで持っていけず、どこの自治体でも課題になってきている部分だと思います。 
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自治体でセミナーのようなイベントをやってみたり、紙を充実させてみたり、様々な取り

組みがありますが、やはりその最後は先程Ｅ委員が言っていた、誰が情報を持って行ってあ

げるのか、情報を持って行った人がその後ケアをしてくれるのかというところです。 

自治体というより人ですが、例えば所沢市にいらっしゃる積極的な民生委員の方が、とに

かくいろいろな人に空き家についての情報を渡していて、この方が担当している地域だけ

空き家管理が多いという例もあります。 

これは本当に人単位のものなので、ムラは出ると思いますが、底上げをしていくことはと

ても大事なところだと思います。 

 

（Ｅ委員） 

今回の空家等対策協議会としては、何か象徴的な方策、具体策があると良いですね。例え

ば、その民生委員さん達に集まっていただいて、啓発講座を開催するような具体的なところ

までやれたらいいなと思います。 

こういう案内を入れたりポスターを作ったり、出前講座をするのは、多分どこの自治体で

もやられると思うので、その中でも東村山市としてはこの部分にフォーカスをして、ここに

対して強くアクションをしましたということがひとつ言えると良いのかなと思います。 

もちろんやれる取り組みは徹底的にやりましょうということで良いと思います。 

民生委員さんやケアマネージャーさんなど、市の中でも部署の方達がこういう問題に関

わられているケースはそんなに多くない気はしますし、そこの人たちがもし何かリアクシ

ョンを取られるのであれば面白いなと個人的に思います。 

 

（会長） 

東村山市では、地域の中で高齢世帯あるいは一人暮らし高齢者に一番関わりを持ってい

るのは多分民生委員さんなので、民生委員さんに空き家問題についての認識を共有してい

ただくことはかなり重要なポイントになると思います。 

ケアマネージャーさんまでいくと、重度ではなく要支援くらいならまだ自主的に判断は

していただけるとは思いますが、当事者の方が問題解決する意欲がどこまであるかという

段階になっている可能性があります。 

いずれにしても目標としてはとにかく家族で話し合うきっかけを作ることをひとつの目

標にし、そこに向けていろいろなチャンネルを考え、具体的なアプローチの方策を考えてい

くというのが大事かと思います。 

また何かお気づきの点があればご意見をいただくということで、次に進ませていただき

ます。 

②として「空き家の適切な管理に向けた取り組み」ということですが、こちらについて事

務局の方から説明をお願いいたします。 

（事務局より「空き家の適切な管理に向けた取り組み」について説明を行った。） 
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（会長） 

空き家の適切な管理に向けた取り組みということで、いくつか事務局の方からご説明さ

せていただきましたが、このあたりについてご意見ご指導いただければと思いますがいか

がでしょうか。 

 

（副会長） 

適切な管理というところでは、自治体の方達が対応するところがかなり増えてくると思

いますが、私たちが接している中で意外に多いと思うのは、やはり情報を持っていないの

で、管理代行や小さな工事をやってくれる工務店さんが見つからないということがありま

す。 

例えば、雨樋が少し壊れていて、この修繕だけを面識のない人と電話で見積もり段階から

やり取りするのは、工務店側も積極的に取り組みにくいところもあり、こういった小さなと

ころの選択肢の探し方がわからずに立ち止まってしまう所有者の方が多くいらっしゃいま

す。 

そういう方達向けに、管理代行だけではなく、例えばちょっとした草刈りなどの依頼を積

極的に受けてくれる業者さんは正直いらっしゃらないので、そういうことを積極的にやっ

てくれる業界団体に働き掛けて組織をし、紹介するような仕組みを作ることができれば良

いと思います。 

実際、突発的な小さな依頼が非常に多く、そういうところを対応してくれる人たちを作っ

ておいてあげると、「どんな小さなことでもまずは相談してみましょう」ということから、

だいぶ放置のようなことは減るかと思います。 

 

（Ｅ委員） 

事業者側とすると、特に高齢の方の小さな工事は結構受けにくいです。やはり経費・手間

と工事利益とのバランスがどうしても取りにくいというのがひとつ大きな問題としてあり

ます。 

例えば、商工会の建設部会でそういうものを受けますか、と言った時に、意見はそれぞれ

分かれ、あまり積極的じゃない方が正直言うと多いのではないかと思います。 

そういう中で私たちが民間の事業として行っているお話をさせていただくと「家守りの

会」という簡易組織を作っていて「１年に一回定期健康診断のような、定期点検を受けてほ

しい。」ということをやります。 

これは基本的には自分たちが建てた家のお宅を住まい手さんに向けて提供しています

が、中にはうちで建てていませんが、「定期健康診断だけお願いします」ということがあり

ます。 

例えば市としてそういうことが、空き家対策の予防として、定期点検プログラムとして提
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供できる。若しくは紹介をするということで、点検を合わせてであれば、多分事業として成

り立つところがあると思います。 

突発的に電球１個替えてくれとか、草だけむしってくれと言われると正直厳しく、それが

ちゃんと日常的な主治医のような形で、点検プログラムも合わせてできるのであれば、多分

お医者さんも同じで「急に来てどこか治してくれというのではなく、健康診断から受けてい

ただき、そういう日常的なお付き合いがある中で何か小さなことも」ということであれば、

十分事業的にも受けられる。場合によってはそれに助成が出る。どちらかというと診断の方

に助成が出るということになれば、ありえると思います。 

一番困ることはやはり、コミュニケーションの要領を得ないことです。行けばすぐ解決で

きる小さな工事なら良いのですが、要はその電話でのやり取りや行ってもなかなか要領を

得ず時間を使い「世間話の方が２時間で工事は３，０００円です」というような話が、事業

者側レベルの話も含め難しくさせるところだと思います。 

 

（副会長） 

まさに仰ったところがいろいろな地域で課題になっております。 

どうしても空き家の所有者の方達は先回りして予防していけず、何か問題が起きて事後

で対処して、わかっているのにまた同じような問題が起きてしまい、またそれに対して対処

するということがずっと繰り返される方が多いです。 

「またこの家で草木のクレームだ」という様に、事務局のみなさんが一番おわかりと思い

ますが、そこはかなり課題であると思います。 

草木に関しては、非常に安い金額かつ単発でやっていただけるので、シルバーさんなどの

選択肢もありますが、すぐに予約がいっぱいになってしまいます。 

他の自治体さんに聞くと、「問い合せたら草を切るのに２ヶ月かかります」とか、「２ヶ月

経つと草は枯れてしまう」というような問題もあります。 

私たちは団体としてある程度まとまった業務があるので、いろいろな業者さんが対応し

てくれますが、個人の方が１人でポンっと電話して、時間をかけて見積もりを取ったとして

も、それが正しいのかわからず不安になり更に別のところに電話をする、というようなこと

であれば、結局動いてあげても途切れてしまい、事業者さんとしても不本意な形で終わって

しまうことがあります。 

やはりそこの部分を事業者さんにももちろんメリットがある形で、所有者の方も利用し

やすい形で何か促進できるような対策ができれば良いと思います。 

 

（Ｅ委員） 

例えば１０件雑草刈りが集まるとすれば、多分事業として成り立ちますよね。ただ１件１

件、それがましてや突発的だとなかなか難しいというのが現状だろうと思います。 
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（会長） 

シルバー人材センターくらいしか思いあたらないですね。造園業者はまず無理だと思い

ますね。 

 

（副会長） 

空き家管理とは、まさに定期的な健康診断的な部分の意味合いがあります。 

例えば、私達は今ぐらいの時期に一回草刈りをしてしまいます。今から６月くらいにかけ

て一回草を刈っていただくと夏の終わりくらいにもう一回刈れば、ご近所にそこまで迷惑

はかかりません。 

やはり７月、８月は造園会社さんが一番忙しい時期であり、そこへ突発的に役所から通知

を受け、今すぐ対処してほしいという話になり、対応できるところがシルバーさんくらいで

すが、すでに予約でいっぱいな状況という問題が起きてきます。 

全国的に見ると自治会さんの方で、シルバーさんと同じような料金体系で受けて、刈って

いるというところもあるようですが、やはり自治会さんによって対応にムラがあり、市全体

としての解決策としてはなかなか難しいと思います。 

予防に関しては、ある程度定期的にやっていくという素地を作った上で、今仰ったような

家を見守るという形や空き家管理という代行サービスがある状態を作るということが一番

必要だと思います。 

 

（Ｅ委員） 

行政も一緒になった管理契約や管理プログラムになっていれば、計画的にある程度数量

をまとめることができ、ターゲットが非常にはっきりするので、その管理契約を結んでいる

会員さんに対して、空き家の啓発もしやすくなるかもしれないと思います。 

 

（Ｃ委員） 

Ｅ委員が仰ったことは最もですが、高齢の利用者側の話をすると「今まで４０年住んでき

て高齢になってから門扉が崩れたとか、今度は中の便座も替えなければいけない。」という

ような話が次々に出てくる。そういう人が多いのではないかと思います。 

私が何かを頼む時は、地元の工務店を決めています。例えば先程の電球ひとつでも、うま

く装着できないというようなことも一緒にやってくれるとか、そういうことで繋がってい

るケースもあるので、それは考え方かと思います。 

 

（Ｅ委員） 

市民の方が全てそういう相談のできるどこかに繋がっている状況になることが、一番理

想的だと思います。 

逆に言うと地域の方で何百件、何千件とそういうお付き合いの方がいらっしゃって、それ
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に関しては電球１個でも全然問題ないのです。 

初めての方だと、最初のヒアリングやコミュニケーションに時間がかかったりしますが、

その後の仕事が今でも発生しているのであれば全然問題ないと思います。 

みんなかかりつけのお医者さんがある状態というのが一番理想だと思います。 

 

（Ｃ委員） 

例えば私が紹介する場合、困った人がいるとなると、どうしても普段ルートがあるような

人に頼むことになりますよね。 

 

（会長） 

確かにＣ委員の様に、そういうお付き合いのある小回りのきくような工務店さんと、普段

からお付き合いがあるような方ばかりであれば良いですが、おそらくそういうルートがな

い方が我々行政のところに相談されると思います。 

ただ、この計画の書き方だと紹介しかしないので、紹介しても草むしりだと「シルバーに

頼んでください。」とお願いしても、「シルバーは今手一杯ですぐできません。」という話に

なってしまう可能性があるので、民間事業者さんを含めて、どのぐらい紹介できるところを

確保できるかだと思います。 

普段からＣ委員の様にご近所、地元の工務店さんなど、ある程度お付き合いをしていれ

ば、ちょっとした工事もすぐ頼めると思いますが、Ｅ委員が仰った様に一見さんだと手間ば

かりかかり、ほとんど実入りがないので、事業者さんとしては敬遠されてしまうのは当然だ

と思います。その辺から考えると結構厄介な問題です。 

私の近所で２件の空き家が立て続けに買い取られました。１件の空き家を不動産屋がた

またま見に来ていた時に、隣のお宅の息子さんが、お母さんが１人で暮らしていた家の荷物

を運びに来ていて「うちもお袋が入院してしまったので空き家になっている。」という話を

したら「じゃあ、うちで買い取っても良いですよ。」という話になり、とんとん拍子で２件

丸々買い取られ、今新築住宅を建てています。 

そういった偶然性に支配されるようなところもあるなという感じで、たまたま隣を買い

取った不動産屋が、その場に来ていなかったら多分売れないままずっと空き家となり、息子

さんもどうしていいかという感じだったのではないかと思います。 

 

（Ｅ委員） 

そういう偶然のビジネスは結構多いですよね。そういう意味ではそれが何か私達にとっ

てもしっかりデザインがなされていて、仕組みがあってという風になると、事業機会も市内

の事業者さん達も増えるだろうと思います。 

だからそこにミスマッチングやなかなか出会わないということが今偶然でしかないとい

うのは、仰った通りだと思います。 
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（会長） 

不動産屋にしてみても、２件まるごとの方が１件毎より若干メリットがありそうな感じ

はしましたが、なかなかうまいタイミングでそういうことがあるわけではないので、この辺

の管理だけでも事業者さんをうまく紹介して、適時適切に対応してもらえるかどうかは難

しいですね。 

 

（事務局） 

実態調査でもありましたが、草木の繁茂というのが苦情の大半を占めています。 

それが適切に管理されていれば、まだそれほど問題にはならない部分もありますが、お電

話いただく時には、近隣の方も耐えかねるくらい草木がかなり酷い状況になってからなの

で、それから我々がシルバー人材センターなどに電話しても毎年依頼が来るお客さんの方

が当然優先される部分もあり、予約で埋まっていて２～３ヶ月先になってしまうというよ

うな話があります。 

 

（Ｅ委員） 

その剪定のご相談は本人からではありませんよね。どちらかというと近隣の方から来る

ケースの方が多いですよね。 

ご本人の所有のものでご相談いただけるのなら良いのですが、近隣の方からですと、なか

なか手が下せませんよね。 

実際に切りに行けばということなら私たちも業者の手配はできるかもしれませんが、そ

こも難しいところだと思います。 

 

（事務局） 

近隣の方から電話をいただいて、我々の方で所有者を調べ、写真を付けて「現状がこうな

ので対応してください」というお手紙を送ると、遠方に住んでいる所有者や自分で対応する

ことが困難な高齢者の方からは、我々の方に電話をいただきます。 

その際シルバー人材センターなどを紹介しますが「シルバー人材センターにかけたけれ

ども、今予約がいっぱいで３ヶ月くらい先になりますと言われました。」というようなケー

スも時期によってはあります。 

だんだん高齢者が増えていくので、シルバーさんの受け皿も増えてもらえればという期

待もありますが、一方で空き家の草木の関係も増えてきますので、例えば造園業界の方に相

談するなど仕組み作りを検討したいと思います。 

 

（Ｇ委員） 

次の「人と人との繋がり」で、市と自治会の協力、台帳作成とあり、それと関連しますが、

今の造園の話も工務店さんの話も、戸建に住んでいると、怪しいのか怪しくないのかがよく
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わからない業者さんがいっぱい来ます。 

造園業の方々は、多分１件頼まれると周辺でこなしていかないと元が取れず、私の住むと

ころも週末になると埼玉の随分遠くの方から来て「今日はこの辺をやっているのです。」と

言って結構高い値段を言われたなどということが沢山あると思います。 

ですので、それを逆手にとって、もし町会と台帳作成をすることがあるなら、きちんと市

と信頼のおける事業者さん、町会とも連携をしながらきちんと情報をセットして、予め「５

月１日は何丁目に定期点検に行きます」というような仕組み作りをし、安心できる事業とし

て成り立つような、かかりつけ工務店プログラムのようなものができると、所有者にとって

もかなりありがたい話だと思います。 

 

（会長） 

今、適切な管理で「人と人を繋ぐ連携の取り組み」ということで、Ｇ委員からもご提案を

いただきましたが、これについてもみなさんの方から何か具体的なご提案等がありました

らお願いします。 

 

（Ｄ委員） 

稀な例だと思いますが、私がいるところは五十数年経つ自治会の歴史がある町ですが、か

つて自治会長をやっていた方が老人会の親玉として大変熱心に活動しています。 

そのお二人が、自治会長だった私に「何か老人会として高齢者に手を差し伸べたい。でも

なかなか良いアイディアが出ない。」と言うのです。 

みんな健康な方が老人会の会員で、今出た草むしりとか、空き家もそんなことは老人会で

は簡単だと言います。 

私は今年７６ですが、ずっとビジネスをやり続けてきたので、名前だけでは失礼なので老

人会には入れないとお断りしてきましたが、仕事も辞め、断る理由がないので、４月１日か

ら永楽会という、ホームページも毎月更新しているような大変熱心な老人会に入りました。 

今のような、空き家の草むしりのような簡単なことに関しては、一例であれば我々の富士

見町の永楽会ですが、何か事業をやりたいというか、お手伝いしたいというのです。 

老人会の具体的な活動としては、お稽古したりしているだけで「本当はそういうサービス

をやりたいが見つけられない。」とこの前少し話がでたのです。 

老人会が、空き家やお困りになっている家の草むしりを無料でやっているという記事を

朝日新聞で見ました。今それをやろうということで、まだ話だけですが、例としてご紹介し

ました。 

お金についてとか、業者やシルバーも忙しいからというと、そこで立ち消えですが、おそ

らくこれも穴場かなと思います。 

老人会も社会に手を差し伸べたいという機運があります。 

でも何をしたら良いか分からないということで、投げかけることもできると思い、草むし
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りや庭の管理をひとつの例として申し上げました。 

こういうグループにはいろいろなノウハウを持った人がいるものですね。これまで１５

年間仲間入りしませんでしたが、今この歳になって入ったら、それぞれかつて経験された世

界を持っている方々が今老人会という立派な会を運営しているということもわかりました

ので、ご参考に申し上げました。 

 

（会長） 

そのような意欲的な老人クラブや自治会から言われれば、やっても良いだろうと思いま

す。 

ただ全部に行政が音頭を取ってお願いするというのは結構ハードルが高いですね。 

 

（Ｄ委員） 

この安全・安心のテーマとして一番なのは、今世界中、日本中で「防災」ですよね。 

私も自治会長になって初めてわかりましたが、市内で一番防災活動が進んでいるのは、萩

山町です。 

萩山町の自治会にリーダーシップを取って成功例を出している有名な方がいます。 

市役所で出前の勉強会という例がありましたので、我々もああいう方に出前に来てもら

えれば、防災対策が遅れている富士見町全体が少しは進展するのかなと思います。 

この空き家対策についても、いっぺんにスタートして１００％同時に上手くはいかない

と思いますが、どこかモデルケースが進んでいるところを作って、そこへみんな寄せていく

ということで成功していくのではないかと思います。 

 

（事務局） 

是非ともＤ委員の自治会、老人会をモデルにしてご紹介させていただければと思います。 

 

（Ｄ委員） 

そういう意味ではありませんが、老人会も素晴らしい考えを持って活動していると、たま

たま私も再認識したということです。 

 

（会長） 

先程も副会長からお話がありましたが、完全なボランティアなのか、一定の金銭のやり取

りが発生するのか分かりませんが、地域で自治会等で空き家の台帳を作成して管理する仕

組みがそこかしこにできるような状況になれば、非常に市としてもありがたいと思います

が、なかなか一朝一夕には難しいですね。 

京都市はどの様に自治会が空き家の管理をされていらっしゃるのですか。 
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（副会長） 

京都というまちは、元々自治会が非常に発達している地域らしいのです。 

自治会が小学校区毎にあるとお聞きしていますが、その中で本当にさまざまな取り組み

をしていて、その一環として空き家があるそうです。なので正直、地域性が高いというとこ

ろがあります。 

京都は特殊なところだというのを空き家の件を通して思いますが、今Ｄ委員が仰った様

に５ヶ年計画なので、１番目の啓発もそうだと思いますが、ある程度段階を踏んでいき最終

的にこうなるという５年目にこうなりたいという姿と、１年目に取り組むべきことは乖離

が出てしまうのは仕方がないと思います。 

例えば、仮に自治会を軸にしていくということであれば、前半は自治会の方達に向けた啓

発活動を重点的にやっていき、何かベンチマークのようなものをある程度この段階までこ

ういうことを実現して、第２段階でこういうことをやっていくという様にすると、５年かけ

意識を高めていくことはできるのではないかと思います。 

自治会もそうですし、事業者さんが利益を出せるような取り組みをまずはいろいろトラ

イアルするケースが１・２年目であり、それ以降で具体的な形にしてみたり、例えば啓発活

動に関しても、民生委員の人たちが、これくらいの人たちに対してこれくらいのことを１年

目やって、２年目やってという、ある程度進化していくような取り組みを少なくともイメー

ジとして、その計画を作っていることをこの場で共有できれば、計画に明記するかは別とし

て非常に重要なことだと聞いていて思いました。 

 

（会長） 

確かにご指摘の通り５年計画なので、最終的な５年後の目標、あるべき姿のようなイメー

ジをしながらそこにどう近づけていくかですね。 

先程の啓発も、まず自分の家について家族で話し合うことをひとつのイメージ目標とす

れば、管理についても何らかのＤ委員やＧ委員が仰ったようなことを含めて５年後のある

べき姿を書いた上で、そこへどういう風にアプローチしていくのかということを作ってい

く必要があるかと思います。 

また、お気づきの点があれば空き家の適切な管理に向けた取り組みについてもご意見を

いただきたいと思います。 

もうひとつ、「連携による総合的な相談体制の取り組み」について、事務局の方で資料を

作成しておりますので説明させていただき、みなさまからご意見をいただければと思いま

すので、相談体制について説明をお願いいたします。 

 

（事務局より「連携による総合的な相談体制の取り組み」について説明を行った。） 
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（会長） 

相談体制については今説明がありましたが、この件についてご意見等あればお願いした

いと思います。 

 

（Ｈ委員） 

事務局の方に質問させていただきたいのが、今回空き家をお持ちのみなさまへというこ

とで東京都の案をいただきましたけれども、情報提供できる事項ということで一番左のフ

ローに関しては、これの東村山市版を作るという認識で良いでしょうか。 

 

（事務局） 

仰るとおりでございます。 

 

（会長） 

他にご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

 

（副会長） 

民間事業者団体の方で取り組むケースというのが非常に多いですが、問題解決に至る率

が低いという全国的な課題があります。 

これは何故かというと、空き家というのは相続だったり中古の古いお家だったりします

が、賃貸がメインで売買はほとんどやっていないような不動産業者さんもあり、例えば、そ

こに売買の相談がいってしまったり、新築だけでやっている工務店さんのところに中古の

古いお家の相談が行ったりということがあります。 

私がいろいろな自治体さんをお伺いする中で、業界団体内で勉強会を立ち上げてそこに

参加している事業者さんがいます。その中で「この相談体制を是非作ってほしいというご要

望を出してみたらいかがでしょうか」とお伝えしています。 

業界団体さんにもいろいろな会員の方がいらっしゃると思うので、積極的に取り組みた

いという方達である程度組織をして、その方達の中でお互いスキルを高め合っていただく

という体制を作っていただくと良いと思います。 

それができている団体さんは問題解決率も非常に高くなっているので、そういう工夫は

されると良いと思います。 

 

（会長） 

Ｈ委員、今宅建業界で空き家について何か取り組みがあればご紹介していただけますか。 

 

（Ｈ委員） 

宅建業界の私は宅地建物取引業ですが、こちらの業界だと、空き家の専門部会というのを
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立ち上げており、副会長が仰っていた、空き家に特化した形でかつ、専門知識がある方が集

まって部会を開いています。 

各自治体での事例を発表させていただき、この行政ではどういう形で取り組んでいるの

かをケースバイケースで説明させてもらい、今後どうしていこうかを今、模索している最中

です。 

今後こういった形で行政と民間事業者が、まずは協会との協定を結ぶと思いますが、その

枝葉が不動産業界の下に、空き家に対して協定を結んだ事業者という形で今後紹介できる

と思います。 

 

（会長） 

一般公募ですけど、Ｃ委員、行政書士会で何か空き家についての取り組みや動きはありま

すか。 

 

（Ｃ委員） 

ありますね。私は所属していませんが、空き家問題が今大きなテーマになっていまして、

おそらく市の方にも働きかけが来ているのではないかと思います。 

具体的な組織のひとつとして行政と取り組みたいという流れになっています。 

 

（会長） 

具体的には「法的な相続のお手伝いをやります。」とか、そういうことでしょうか。 

 

（Ｃ委員） 

そういうことが入口だと思いますが、まだいろいろな市町村の情報を取っているところ

だと思います。 

 

（会長） 

いろいろな業界団体でも少しずつ動きは出ているということでしょうか。事務局で何か

相談は来ていますか。 

 

（事務局） 

例えば司法書士会さんからは、そういう対応ができますというお話をいただいておりま

す。 

あと、東京都がこういう形の相談窓口ということで対応しておりますので、各支部という

のでしょうか、そういったところも今後同じような動きが出てくるのかと思います。 

できれば我々もそういったところと協定を結び、先ほどＨ委員や副会長からもありまし

た通り、その中で空き家問題に一定程度精通した方を紹介していただくと、良い形で回って
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くるかと思いますので、協定を結ぶ際はそういう形で配慮していきたいと思います。 

 

（会長） 

建築業のＥ委員、何か相談体制についてご意見いかがでしょうか。 

 

（Ｅ委員） 

そういう意味で言うと、それぞれの士業の方や不動産建築も含めてもちろんそういう話

は多いですし、そういう体制が取れていることはあると思います。 

ただ今回の東村山市の中で言うと、環境・住宅課へ来た相談をそこに全部ということは、

おそらく普通のフローで、何か別の形の受け皿や何かしらの情報が集約できるような仕組

みや団体が必要だと思います。 

市と士業の協会というものは現実的には相談が来ないし、ミニマムな話で一般の人にと

って身近ではない気がします。 

もう少し身近な存在として、受け皿のような会社があって、結果的にそこが士業の支部会

であり、建築や不動産のそれぞれの支部会と繋がっていくのが現実的で一番良いと個人的

に思います。 

だから行政とそういう団体とを繋ぐ何か受け皿的な組織というのが必要なのではないか

と思います。 

 

（会長） 

フローだと活用・購入希望者という人を書いていますが、今までで実際、市役所に活用し

たい、購入したいという相談はありましたか。 

 

（事務局） 

私は今４年目ですが、正確ではないかもしれませんが、その様な相談は２件くらいです。 

やはりみなさんがお話されている通りで、基本的に所有者さんや所有者さんサイドのご

相談はほぼない状況です。 

あとは、近隣の方からの苦情相談が９９％と言えると思いますが、それ以外では安く借り

られるというイメージで空き家バンクについてご相談いただいたことが数件あるくらいで

す。 

 

（会長） 

相談体制を作ろうと言っているところで水をかけるような話で恐縮ですが、全国的に見

ても行政の窓口が実際どこまで機能するのでしょうか。 

正直立ち上げてはいても、実際問題として近隣の方からの苦情がほとんどになってしま

うように思えます。 
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ある程度啓発がうまくいけば、持ち主の方から「じゃあ、どういうところに相談すれば良

いですか。」くらいの相談は来るかもしれないと思いますが、進んでいる自治体だと実際行

政の相談窓口というのは、どの様な相談をどの様な形で受けてこなしているのでしょうか。 

 

（副会長） 

窓口の周知の仕方にもよりますが、行政の窓口がイメージとして３～４種類ぐらいに集

約されてきています。 

ひとつがこの一番左側のパターン（自治体が窓口業務になり、その下に業界団体が連な

る）で、もうひとつは、複合的問題というところの様に、民間の窓口を活用しながら、行政

が総合的な窓口を担うパターンです。最後に、行政と業界団体や単独の企業さんとで何かし

ら組織を作られるパターンです。 

神戸市さんや名古屋市さんがそのパターンで、もともと住まいづくりに関する半官半民

のような組織があり、そこが空き家の相談窓口としても機能しているというケースがあり

ます。 

どこへ、どれくらい相談が来ているかは、草木の繁茂を中心とした近隣の方達からのケー

スがやはり圧倒的に多いです。 

実際に、例えば納税通知書に入れる通知に工夫をする。補助金のメニューというところで

所有者からの相談を増やすなどして解決に繋げている自治体も出てきています。 

ただやはり相談が来てもその先の解決率のところでいくと、誰がやるかというところが

非常に大きく関わってくるので、２つの段階でフィルターがかかってしまいます。 

所有者の方から相談が多いところでいくと、補助金の例だと高崎市さんは補助金のメニ

ューが豊富で、予算額が大きいので、かなりの問い合わせが入り、予算も毎年かなり消化さ

れています。 

半官半民のところでいくと、名古屋市さんが、最近少しずつ成果が出て実際解決している

例も増えてきているようです。 

ただ、不動産取引でいくと、移住・住みかえ支援機構という国交省の一般社団法人の団体

があり、基本的には賃貸ですが、この賃貸目的で所属されている不動産会社さんにそれを割

り振って、売買をやられていて、取引件数も増えているというケースがあります。 

行政が窓口で、その下に民間事業者さんしか持っていない自治体さんというのは、正直そ

れほど多くなく増えていないし、解決もしていないというところなので、所有者さんとして

は選択肢が増えていない状況があります。 

民間で解決できるものはどんどん促進していけば良いと思いますが、それでも行政等に

相談したいという方達に向けて何かしらの窓口を持つという自治体がほとんどです。 

もちろん対策計画も何もやらない自治体さんも中にはありますが、結局は事務局の担当

部署がありますので、この下を整備しようがしまいがそこに問い合わせが集中してしまい

ます。 
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市では、ほとんど解決できない問題ばかりなので、取り組まれるのであれば、何かしらの

渡し先みたいなものは作っておくと、おそらく窓口のみなさんも問題解決していくことが

できるのでよろしいと思います。 

 

（会長） 

今、副会長から全国的な傾向などについてもお示しいただいたので、先程の啓発や適切な

管理に向けた取り組みに合わせて、当市の相談体制をどういう風に作っていくかというこ

とになっていくと思います。 

窓口を作っても実際市役所で解決することは直接的にはあまりないので、例えば適切な

管理をしてくれる業者さんを紹介するとして、緊急対応もしてくれるような紹介先をどう

いう風に作っていくのかと合わせて、窓口の作り方も考えていく必要があると思いました。 

 

（Ｅ委員） 

空き家だけを解決するなら、行政と業界団体とそれぞれの連携で良いかもしれませんが、

その地域の活性化など他の目的も踏まえた上で、受け皿やまち会社のような話も含めて言

うと、空き家だけの受け皿というのは逆に厳しくて、いくつかの要素を担ったその中のひと

つとして空き家も担っている受け皿組織にしないと難しいところがあると思います。 

最終的な解決はやはり民間で、何らかそこを活性化していくということが一番望ましい

だろうと思います。 

その中で言うと、その目的の再確認という意味も含め、空き家と合わせてどこまでの範囲

のことを今回の影響範囲内とするのかというのは、その後の相談窓口にどういう機能を持

たせるのかというところと大きく関わると思います。 

 

（会長） 

それと我々の問題として、とりあえず窓口を作り相談を受けたとして、いろいろな実例を

どこまできちんと抑えておいて、適時適切に事業者さんをうまく紹介するか、そこから情報

をいただくことができるかは、相談の人材育成をどういう風にやるのかです。 

やはりどうしても市役所の場合、窓口の人間も正規職員であれば何年かに一度異動して

しまいますので、相談のプロを養成する必要があるのかどうかは、我々としては課題になる

ものかと思います。 

法律のことで専門家になる必要はなくても、少なくとも空き家に関しての法律について

は、ある程度承知していなければならないし、事業者さんの紹介をする際もどういうところ

にどういうことを相談すれば解が得られるかをわかっていない人間が窓口に座っていても

あまり意味がありませんので、そういう人材をどういう風に育成確保するかも今後考えて

いく必要があるかと思います。 
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（事務局） 

そこがきちんと然るべきところに繋いでいかないと、市民の方を逆に混乱させてしまっ

たり受け皿の団体や組織にご迷惑をかけてしまう場合があります。 

当市の場合は、一元的に環境・住宅課が窓口になることになっているので、いろいろな相

談の情報の蓄積をもって、誰が出てもきちんと同じ対応ができるような形にしていく必要

があると思います。 

 

（副会長） 

東京都のワンストップ相談窓口のモデル事業ということで私たちもさせていただいてい

ますが、そもそもの目的というところも、私たちが非常に感じている部分で、最終的な解決

は事業者さんが行いますし、事業者さんの中で必要なスキルがあるところというのは、ある

程度繋がりのある人達ならわかりますが、どういう相談でこれをどこに渡したら良いかと

いうところが解決率を高める一番のポイントなのです。 

実際窓口で相談を受ける方、この方自体が問題解決するというよりは、この人が所有者の

側に立って一緒に問題解決を進めていってあげるという形になります。 

まさにこの東京都のワンストップ相談窓口というのも、やはり問題によって最終的な解

決をしてくれる事業者さんが全然違います。 

例えばどんなに優秀な不動産会社さんでも、不動産登記の司法書士が社内にいなければ

できませんし、建築会社さんがどんなにスキルを高めていっても「遺言の作成を一緒に手伝

ってください。」と言われたとしても、なかなかそれができなかったりするので、ある程度

連携を組んだ上で振り分ける人たちのスキルによりますね。 

私たちもこれが大きな課題になっていて、私たちの場合は３日間研修をして、そこから継

続的な研修を常に行い資格試験を受け、独自資格を運用しながら、かなりの量の事例を勉強

しますが、それでも育成に時間はかかるので、自治体という組織の中でこういった人材を確

保していくのは非常に困難ではないかと思います。 

もちろんできなくはないですが、やはり異動があり、しかもこれだけをやられているわけ

ではないと思うので、そういう意味では民間でも業界団体でもＮＰＯのような組織でも良

いと思いますが、個々のスキルアップをしていった上で、連携の取り方や相談の振り分けと

いうスキルを民間側が高めていき、それをうまく市で活用するのが、なかなか難しいですが

一番理に適っていると思います。 

総合窓口と協定民間事業者という案なのか、並列させていくのか、市としてはここの振り

分けの部分をどうするか、そして解決したいと仰っている所有者さんに関してなるべく早

く民間側のノウハウのあるところといかに繋いであげるのかが重要だと思います。 

 

（会長） 

今日お見えでないですが、Ａ委員にはかなり面倒な案件で法的な整備などをお願いして
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いるので、市役所の限られたネットワークの中でもやれると思いますが、やはりパーマネン

トに適切な対応を取り続けられるかどうかというと、人材育成はかなり重要なファクター

になると思います。 

東京都の様に、副会長のところと東急とミサワホーム。こういうところに東京都が窓口を

委託している形になるのですよね。 

 

（副会長） 

委託ではありません。モデル事業として補助金はいただいていますが、あくまでモデル事

業なので、こういう相談先がありますよというご紹介で、東京都の窓口ではありません。 

これとほぼ同じようなものを所沢市さんが来月の１日から開始しますが、そういう民間

の団体や企業を使っていこうというのは、今ひとつの新しい流れとして少しずつ増えてき

ています。 

所沢市さんも地元の不動産会社さんと宅建業会の所沢支部さんと私たちという３社でこ

の相談窓口を行います。 

これはプレゼンなどもあり、先程の業界団体の話に戻りますが、ある程度やる気のある事

業者さんが切磋琢磨されて、時に市と連携をしながら自分たちで情報発信していく中で、所

有者さんにこういう窓口があるということが周知され、相談、解決していくという流れをい

かに作っていくかということだと思います。 

 

（会長） 

そろそろ今日は時間になってしまいましたので、相談体制についてもいろいろな課題が

あるかなということなので、今日出たいくつかの課題やご指摘を踏まえて、もう一度事務局

の方で少し整理をお願いしたいと思います。 

可能性としていろいろなやり方がありそうですし、逆にお任せというかパートナーとし

て一緒にやっていただけるような団体さんが市内にどこまで確保できるのか「近いから副

会長にお願いします。」という話は、もしかしたらあり得るかもしれませんが、例えば他の

宅建さんとかで「じゃあ、うちも受け皿になっても良いですよ。」という話になるかどうか、

そこは相手方のある話なのでこれからいろいろな団体とヒアリングする必要があると思い

ました。 

今日お話しました周知啓発、適切な管理、総合的な相談体制ということで、基本方針１に

沿って具体的な論点についてご議論いただいたところですが、特段なければ今日はこれで

終了させていただきたいと思います。 

今日いただいたご意見等を踏まえて、もう一度事務局の方で整理して、もう少し肉付けを

した上で、次回の時にお示しできるかは会長と副会長で調整させていただいて、話としても

広がっているところもありますので、どこまで整理がつくか、副会長にもご指導いただいて

進めさせていただきたいと思います。以上ですが、次回の関係について事務局の方からお願
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いいたします。 

 

３．その他 

（事務局） 

次回の会議日程は、６月２８日水曜日、午後７時から本会場で開催します。 

 

また、第２回の協議を円滑に進めるため、委員のみなさまに「利活用についてのご意見の

お願い」というものを送付させていただいております。 

おそれ入りますが、５月２２日月曜日までにご返答をお願いいたします。 

尚、本日の会議録を事務局で作成し、後日委員のみなさまに送付させていただきますので

ご確認をよろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

次回は６月２８日となります。次回については、基本方針１の「ライフスタイルに応じた

住まい方支援の取り組み」と、基本方針２の「利活用による地域価値の向上の取り組み」に

ついて議論させていただきたいと思います。 

利活用については事前にみなさんの方からご意見、ご提案があればご提出をお願いした

いということなので、よろしくお願いいたします。 

 

４．閉会 

（会長） 

以上で、平成２９年度第１回空家等対策協議会を終了させていただきます。 

以上 


