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会 議 の 名 称 平成 29年度 第 2回 東村山市空家等対策協議会 

開 催 日 時 平成 29年 6月 28日（水）午後 7時から午後 8時 30分まで 

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 

西村 千晶 

保井 美樹 

伊藤 真一 

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 

 

●事務局：平岡 和富   環境安全部部長 

細淵 睦    環境安全部次長 

     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 0 

会 議 次 第 

1. 委嘱状交付 

2. 開会 

3. 議題 

1） 空き家・空き地の利活用について 

・基本方針１ ライフスタイルに応じた住まい方支援の取り組み 

・基本方針２ 利活用による地域価値の向上の取り組み 

4. その他 

5. 閉会 
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配 布 資 料 
平成２９年度 第２回 東村山市空家等対策協議会次第 

資料１ 利活用アンケート ご意見取りまとめ 

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. 委嘱状交付 

市長からＡ委員に対して委嘱状が交付された。 

 

２． 開会 

（会長） 

大変お忙しいところ、第２回空家等対策協議会にご出席いただきまして誠にありがとうご

ざいます。議会選出については議長にお願いしているため、６月定例会でＡ議長にお代りに

なったことに伴いまして、今回Ａ議長に委員の委嘱をさせていただきました。よろしくお願

いいたします。 

本日は、基本方針に基づいて対策計画の利活用等についてご討議をいただきます。事前に

ご提案をいただきましたみなさまには、大変お忙しい中本当に感謝申し上げます。本日、各

委員のみなさまから発表いただきながら意見交換をし、今後の東村山市における空き家の利

活用が一歩でも進む様にご指導いただければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

（事務局） 

それでは、先程委嘱状を交付させていただきましたＡ委員より自己紹介をお願いいたしま

す。 

 

（Ａ委員） 

Ａ委員の自己紹介が行われた。 

 

（事務局） 

それでは、事務局から事務連絡をさせていただきます。本日は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２回東村山市空家等対策協議会次第、資料１「利
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活用アンケートご意見取りまとめ」です。 

本日配布の資料はございません。なお、平成２９年度第１回協議会で議論させていただい

た内容につきましては、只今事務局で体裁を含め整理しております。後日、郵送させていた

だきますのでご確認ください。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２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。 

 

３．議題 

１)空き家・空き地の利活用について 

（会長）  

本日の議題は、空き家・空き地の利活用についてです。資料１は事前にご提案いただいた

ものです。各委員から簡単にご説明をお願いします。空き家・空き地に関わらず一括で説明

をお願いし、その後事務局から他市の事例等を紹介いたしますのでよろしくお願いします。

それではアンケートのナンバーに沿って進めさせていただきます。 

 

（Ｃ委員） 

東村山市の特徴は独居の方が多く、その方々の生活・安心感の向上を目指す目途で、高齢

者の見守りを目的とした「つどいの場」、あるいは「各趣味のクラブ等」、地域コミュニティ

の形成の場に活用できないかと思い、１、２番を挙げております。 

私のいる諏訪町でもその様な場ができていますが、場所が見当たらない。競合して場所が

なかなか取れない状況にあります。簡単ですが高齢者絡みの話をいたしました。 

 

（会長） 

みなさまから発表いただいた後に、ご質問・ご意見等があればお聞きしたいと思いますの

でよろしくお願いします。 

 

（Ｄ委員） 

私は、地域の中の孤立化の予防と認知症高齢者の居場所づくりということで、「サロン」

と「認知症カフェ」を挙げました。 

Ｃ委員が仰った様に、公民館にしてもふれあいセンターにしても、まず取り合いになり、

場所が取れないということがあります。例えば、ふれあいセンター秋津町方面はバス等が通

っていないので、アクセスの問題もあります。少しでもみなさまが行きやすい場所に、ひと

つずつ、小さいものでもあれば嬉しいと思います。 

５番の「子供食堂」というつどいの場は、私の地域で少しずつ始まっており、生活貧困家

庭の子供たちに食事をしてもらう場所とし、まだ動ける高齢者の方々の生きがいや行き場と

なる場所になると良いと思いました。 
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子供食堂は、孤立化の予防や高齢者の居場所ということだけではなく、子供を含めた世代

間交流も目的に入れています。 

 

（Ｅ委員） 

Ｄ委員と重複するところもありますが、４つ挙げさせていただきました。 

まず、６番は市内でも始まっていますが、「就労サロン」です。例として野口町のラ・メ

ールさんをイメージし、知的障害者や不登校経験者等を対象としています。 

７番は、「家庭的保育事業所」です。東村山市では保育型施設という分類の中の地域型保

育事業、いわゆる保育ママという、自宅を一部開放して待機児童等を受け入れる保育園代わ

りの施設が稼働しています。市内では２件ほど市の登録があり、箱として空き家を解放でき

ないかと思いました。 

８番は、空き家・空き店舗を一部ギャラリーや創作活動をする方の「活動の場」、地域・

住まいの近くで働ける事務所として活用できないかと思いました。 

９番の「シェアハウス」は、シングルマザーを対象としたもので、千葉では既に試みがあ

ります。シングルマザーを対象に空き家をシェアハウス化し、チャイルドシッター等を活用

しながら子育て支援と共にシングルマザーの就労支援を行うという仕組みがあり、面白いと

思いました。 

空き地の１番は、「フリースペース」です。空き地のスペースの規模の大小によりますが、

空き地や、空き家を解体してできた空き地を地域住民、周辺住民の方にさまざまな用途で活

用してもらいます。例えば、隣接地の方々のシェアガーデン、貸庭、コミュニティ農園とし

て使うのはどうかと思いました。 

柏市がカシニワ制度を設けており、行政として進んでいる取り組みであり、面白いと思い

ました。資料等用意しましたので、後ほど事務局にも提出させていただきます。 

空き地の６番は、「隣接地の買取支援」、若しくは「賃貸借支援」です。空き家・空き地に

隣接している所有者に対し、敷地を広げるための貸地・取得に対しての支援をするのはどう

かと思いました。 

 

（会長） 

空き地については、Ｃ委員やＤ委員から特に言及がありませんがよろしいですか。 

 

（Ｃ委員） 

空き地活用も介護予防の場として考えます。 

 

（Ｄ委員） 

空き地に関しては、やはり子供たちがボール遊びをできる場所がないことや、煮炊きも駄

目と言われている昨今なので、少し緩和してそういったことができる場があるといいと思い
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ました。 

 

（副会長） 

私は、「アーティストインレジデンス」ということで、地域活性化のためにアートの要素

を取り入れたらどうかと前々から思っておりました。 

空き家の所有者の方からは、市若しくは公的な何かに空き家を借り上げてもらうというニ

ーズが高いので、アーティストの住宅と創作場所づくり、一部はギャラリーとして地域に開

放していただくことを提案しています。 

空き地に関してイメージしているのは、先程提案のあった柏市の「カシニワ」の形です。 

地域・場所・物件の特性にもよりますが、所有者からの譲渡若しくは無償の貸与、ただで

も良いから手放したいというニーズがあれば、管理運営は自治会で行ってもらい引き受けま

す。これは、空き家を解体し最終的に空き地にするものも含まれますが、住民の交流や防災

倉庫等に使ったらどうかとも考えています。 

フリースペースが増えてくると市の負担がかなり増えてしまうので、基本的に自治会主体

で行っていただくことで、市の事務負担をなるべく少なくしながら整備していけると良いと

思います。 

 

（Ｆ委員） 

１１番は、火災や水害、その他何か被災された場合の「被災者の救急対応の一時居所」と

して利用すると良いと思いました。お見舞いに駆け付けた方、遠方から来た方なども使われ

ることもイメージして掲げています。ホテルがある時代ですが、市の管理でそういった余裕

がある住居を用意し対応できれば、助け合い精神の高揚にもなると思いました。 

「学習塾」という例はありますが、連日新聞で生活困難で塾に通えない子供もいることが

報道されていますので、その様な子供を対象とした身近な塾、学習指導所に利用できれば良

いと思いました。 

「二世代近居」は、親が住んでいる地域の空き家をリフォームして、子供にそこに引越し

てもらい利用すると良いと思いました。親世代・子育て世代が、コーヒーや味噌汁が冷めな

い近距離に住み往来することにより、奥様が就労しやすく、子供が親の面倒を見ることがで

きる。親が孫の面倒を見ることができるというお互いにプラスとなる面が促進されると考え

ます。 

空き地は、大きさにもよりますが「フリースペース」で地域の活性化を図れる小さなお祭

りや青空市場を行ったり、プレハブ等の簡単に作れる建物でミニ図書館、移動図書館、テン

ト村などを作って小さな企画を行うことができると考えます。 

空き地の８番は、「ミニスポーツ公園」です。公園でキャッチボールができると思ってい

たのですが、東村山市の公園ではできないことがわかったので、児童の自由な遊び場として、

また休日には町内会のスポーツ大会ができる身近な場として活用できると思います。スポー



6 

ツセンターへ出向いて行うのではなく、身近な公園で地域のスポーツ促進となり良いと思い

ます。 

「貸農園」は、税金の関係もあるかと思いますが、私が住んでいる富士見町での例を挙げ

ます。お父さんが住んでいた家を壊して息子さんが引き継ぎ、そこにログハウスを作り、ト

イレも備え、今住宅地で農園をしています。素人離れした作物が実っているようです。こう

いったことにも使えると思います。 

私は福島に 100 坪程の空き家を持っており、二十数年前から図書館を作りたいという夢

があります。少しいじれば地域の小さな図書館に空き家を活用できるのではないかと思って

います。 

 

（Ｇ委員） 

私は、警察という立場上の意見のようで申し訳ありませんが、空き家の立地条件等により

ますが、防犯活動の防犯ボランティアの方が活動する拠点という民間交番の様なものであっ

たり、交番のモデルルームの様な防犯カメラを設置したり防犯性能を高める改造をする等、

「防犯に関する情報発信ができる場」を提案します。 

土地に関しても警察的な発想ですが「防災倉庫」です。簡単なプレハブを建てて、災害時

の食材や食料の備蓄をし、そういったものを地域住民に配布できればと思い提案しました。 

 

（Ｈ委員） 

まず、今まで話し合いをしてきた様に、基本的に東村山市の空き家の対策は、予防が一番

大きいという意味で、予防にも繋がるという観点を持ちながら考えました。 

空き家だと気付いていない方も含めて、どの様に啓発や予防をしていくのかということ

で、民間の施設、つまり空き家を公的利用できないか、また、公的な空き家、つまり遊休資

産を民間利用できないか、それによって市民にとって空き家の問題をより身近に感じていた

だきたいと思います。 

空き家は、一回利用されてしまうと通り過ぎた問題になってしまうと思いますので、継続

的に市民に啓発できる形として、「創業支援施設」と組み合わせて考えました。 

例えば、市庁舎内に空き家の窓口を設けてもなかなか来てもらえないのが現実で、何かで

利用している時に一緒に相談ができる形が望ましいと思いました。 

創業を考えている。若しくは、それに対してサポートをすることで空き家を使っていただ

く人達が、空き家の利活用にも繋がる人達だと考えます。もし空き家自体ある程度の大きさ

があればシェアオフィスも兼ねた公的な創業支援施設として活用でき、創業支援の窓口であ

ったり、空き家相談ができる窓口としても考えられます。 

継続的にその施設の運用がなされ、とはいえずっと公的資金ということではなく、できれ

ばシェアオフィスの様な形で家賃収入を得ながら継続的に啓発していけると良いと思いま

す。その創業支援施設を卒業される方が、別の空き家を活用し商売等を始められたら、なお
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良いと思います。 

次に、行政施設の利用は、例えば、市役所の第二市庁舎の上の方の空いている一部や公民

館等の一部を「カフェ」にし、店員兼空き家の相談員の様にして、カフェを利用してもらっ

た時に一緒に相談できる様なことができたら良いと思います。 

そういった意味で、コミュニケーションを活性化することが予防にとって一番大事だと考

えます。 

日常的に、近所の人がどんな人なのか、若しくは自分の住んでいるところがどういう状況

にあるのかがわかる様な、コミュニケーションの活性化があると良いと思います。 

空き地も同様で、ひとつは「公園」です。公園の用途が制限され使う方も制限されていく

中で、例えば、Ｉ委員が関わられている南池袋公園が新しい公園のあり方を進めている様に、

東村山市でもそのまま同じにではなくても、公園の用途を広げることにより市民のコミュニ

ケーションが活性化し、結果として空き家の予防にも繋がっていくと考えます。 

私達は、屋台や無人販売所を販売していますが、そういうものを主としてサポートをし、

市民の方の自宅駐車場や駐輪場に無人販売所や屋台を置いたり、土日に公園で一般の方が商

売というか屋台を出してみたりすると、コミュニケーションが活性化するのではないかと思

います。 

また、「市民農園」についてもみなさまと同様ですが、一歩踏み込みますと、市民農園で

は内側のコミュニティは結構できていると思いますが、そこを使用していない方とのコミュ

ニケーションは少ないかと思います。そこで作った農作物の販売ができたり、そこで採った

農作物を加工した物の販売ができたりすることで、対面でコミュニケーションが図られれば

良いと思います。 

以前、市で無人販売所の設置状況を調べて冊子にされていましたが、武蔵野というか東村

山市含めて農家だけではなくいろいろなところで見られるひとつの風景として、無人販売所

があるのは良いと思います。 

 

（会長） 

以上、事前に利活用についてのアンケートでアイディアをお寄せいただいた方々に発表し

ていただきました。Ｉ委員、Ｊ委員、今日委員になっていただいたＡ委員も、お話いただい

た中でこんな使い方はどうか等あればお願いいたします。 

 

（Ｉ委員） 

活用方法に関しては、コミュニティの拠点などみなさまと同じですので、今あまり出なか

った点だけ補足させていただきます。 

どういう風に使い手が活用していくかという視点でみますと、そこに至るまでの空き家の

利活用そのものが市民参加のプロセスになっていくと思います。 

ここで言っている、「みんなで広くアイディアを出し合う様なプロセス」そのものが、空
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き家の啓蒙にもなるし、実際使っていくプレイヤーも出てくると思いますので、そのプロセ

ス自体を考えていくということも大事かと思います。 

ただそのためには、候補の家屋がないと始まらないので、利活用の最初のフェーズのとこ

ろでは、所有者向けへの利活用、今日出た様なことも含めて啓発していくオーナーに向けた

利活用セミナーが必要になると思います。 

保育所や貸農園、公園の話が出ていますが、それに関連すると、私は東京都の税制調査会

に入っており、去年、議論の中でひとつ実現したのが、認証保育所に無償で貸す場合の固定

資産税は１０割減免するというものです。 

市の補助のところに固定資産税の軽減が載っていますが、民設公園、民地に作られる様な

緑地公園への軽減措置も、２３区内で行われています。 

多摩に関してはそれぞれの自治体で判断が必要だと思いますが、オーナーさんができるだ

け無償や安く貸したいと思っても、固定資産税分くらいは何とかして欲しいという話になる

と思います。 

市としては、減免してでも使ってもらいたいか、公共性とはどこまで認めて良いのかをあ

る程度考えておくと、物件が出てきた時に、例えば「保育所に使ってください。」「市民の共

同農園にしてください。」「その時は軽減措置ができます。」という様なことが言えます。 

それはとても大きなメッセージとして利活用に繋がっていくと思いますし、安く借りられ

る様になると使う人も出てくる気がしますので、活用者の視点だけではなく、オーナー側か

ら見た時に利活用に回したくなる様な環境づくりも議論に入れると良いと思います。 

 

（会長） 

これまでの議論でも、空き家のオーナーの意向としても、８割の人が貸したくないし、売

りたくないということなので、むしろそちらから根回しするのが大事じゃないかというご指

摘でしたが、仰ることは当然だと思います。 

 

（Ｊ委員） 

私自身、こういった利活用が良いというアイディアが乏しいので恐縮ですが、ただひとつ

思うことは、公ができることとしては総務省等がやっていますが、空き家を貸しても良いと

思っているオーナーサイドや公共の人達と活用したい人達をマッチングさせるコンペの様

な機会を市が大々的に公募して行うことです。 

補助金を出しても良いと思いますが、あまりお金をかけずにできる制度で、担い手は絶対

民間の方が良いと思います。 

もし、オーナーサイドに問題があるとすると、東村山市にどれだけあるかわかりませんが、

空き店舗のシャッター商店街という議論があり、私は良いとも悪いとも思いませんが、例え

ばシャッター税の様な加算をするというのがあります。公共が用いる力を使って税金を取り

たい意思もあると思いますが、オーナーサイド側の重い腰を強制的に上げさせるという効果
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には繋がってくるので、そういったあまりお金を使わなくてもできることはあるのではない

かと思いました。 

 

（Ａ委員） 

お二人の話を聞いて本当にその通りだと感じています。 

私もいろいろなことをイメージし、さまざまなことがプランとしてできると思った中で、

市が沢山お金を出したからうまくいく仕組み、いわゆる補助金の様な形には限度があり、そ

れをできる財政力があるまちではないので、基本になるのは税政の中の可能な範囲で、貸し

手側と借り手側がうまくマッチする様な仕組みをどう作っていくのかが鍵になると思いま

す。 

市長が仰った様に、８０％の人が貸したくも、譲りたくもないと思っています。 

これは行政側の仕事だと思いますが、貸した方が有利であり、持っていると負担が重いと

いう動機づけの様なものを仕組みとして作っていかないと、貸したい方と借りたい方のニー

ズをマッチさせることはなかなか難しいと思います。 

沢山のいろいろな物件が出て相談件数が増えてくる形になると、それをよりマッチしやす

くできると思います。 

そのためには、大きな規模ではなくてもマーケットというか情報交換ができるステージを

設定する必要があり、地元不動産業者等のノウハウや力を借りるのもありかと思います。 

私は、具体的なイメージを持っているわけではありませんが、ただ何をするにしてもその

根本というか仕組みをどう構築するかが、空き家問題を解決する。あるいは、あまり深刻な

状況にしないための鍵になってくると思います。 

先程、Ｉ委員が仰った税制上の優遇措置やそのまま放っておくと負担が重いという風な飴

と鞭と言いますか。こうすれば得で、こうすれば損だという貸したい方と借りたい方の間に

行政が関わり、マッチできる様な仕組みの構築が必要だと思います。 

 

（会長） 

一通り委員のみなさまから利活用の考え方についてお示しいただいたところです。 

具体的な活用の仕方をある程度いただかないとイメージが湧いてこない部分も当然あり

ますので貴重なご意見だったと思います。 

事務局の方から、行政の方で調べた他市の割とうまくいっている事例を紹介させていただ

き、後ほど今の議論を深めさせていただきたいと思います。 

 

（事務局） 

空き家・空き地の利活用について、委員のみなさまから出た事例も含まれていると思いま

すが、３点ほど紹介させていただきます。 

まず、多くご意見をいただいた、空き家を「つどいの場」など地域活動の拠点として利活
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用する事例として、大田区の空き家等地域貢献活用事業があります。 

内容は、空き家を公的に利用してほしい方と空き家を活動拠点として利用したい方の要望

を叶えマッチングする支援です。これまでの実績として、保育ママの活動の場所や英会話サ

ロン、国際交流を目的としたゲストハウスなど多様な地域貢献の場所として使われていま

す。 

２つ目は、Ｆ委員よりご意見をいただいた、祖父母の親世帯と子育てしている子世帯と二

世帯が近居するための住居として空き家を利活用している前橋市の二世代近居・同居住宅支

援事業です。 

内容は、子世帯または親世帯が実家近くの空き家を解体・新築、若しくは改修して定住す

ると補助金が受けられるという制度です。補助金については、２つのパターンがあり、空き

家を取得後に解体し、新たに住宅を新築するための建築工事費用の補助を受けるパターンと

取得した空き家を住居として活用するための改修費用に補助を受けるパターンです。制度利

用者が市外からの転入である場合や夫婦の年齢、児童の人数により補助額に加算を設けてい

るのも特徴です。この事業は、空き家の利活用や流通促進に留まらず、子育て世帯の増加や

子供の緊急対応、親の見守りのある生活を支援する効果も見込め、工事業者を市内の業者に

制限することにより産業振興への寄与も期待できると考えられております。 

３つ目は、空き地を利活用している柏市の「カシニワ制度」です。 

内容は、市民団体等が管理する樹林地や空き地等のオープンスペースや個人の庭を貸庭と

して公開する制度です。活動には、別途設置されている基金より助成金がありますが、交付

には「カシニワ制度」への登録が必要になり、「カシニワ情報バンク」と呼ばれるマッチン

グ支援と公開可能な貸庭を市に登録してもらうのが特徴で、現在の柏市のホームページでは

多くのオープンガーデンや地域の庭が紹介されております。この事業により、緑の保全や創

出、地域コミュニティの醸成、地域の魅力アップなどが期待できます。 

空き家・空き地利活用について、他市の事例紹介は以上になります。 

 

（会長） 

事務局で調べた事例としては、大田区と前橋市と柏市の「カシニワ」のお話は何人か委員

の方々からも出ていましたが、比較的注目される自治体の事例としてはそのぐらいです。 

これらも含めて、みなさまからいただいたかなり具体的な使い方やマッチングや仕組みづ

くりを行政は行うべきというご意見などありましたが、少し議論を深めて計画の中にどんな

風に書き込んでいくのか、みなさまでご議論いただければと思います。 

事務局でも、委員各位のご意見に対しての質問でも結構です。いかがでしょうか。 

 

（副会長） 

みなさまの意見を拝聴していると、キーワードは「公的な活用」だと思いますが、どうい

う風に公的なメリットを出し、そこに空き家を使えないかという意見が多いかと思います。 
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他市の事例ということで、大田区の公的なマッチング支援が出ましたし、Ｉ委員からは、

そもそも所有者にはどうやってこの公的な利用を含めて物件を出してもらうのかというと

ころもありました。 

私達は、東京都の空き家相談窓口をしていますが、公的利用して欲しいという方がたまに

いらっしゃいます。 

低額でも良いという方もいらっしゃいますが、やはり自治体側で望んでいる物件の特徴と

マッチングせず、さらに一般の人達が借りるとなるとどこまでを公的な利用とするのかがあ

ります。 

例えば、先程の大田区の例で、外国人が泊まれる民泊施設が公的なものとして入るのかど

うかという議論もあり、そこが正直難しいと感じています。 

誤解を恐れずに言うと、所有者の方も利用したい方も結構わがままで、例えば、所有者の

方は貸すにあたり固定資産税分くらい出して欲しい。雨漏りがあれば入居者の方で直して欲

しい。若しくは、相場に比べるとかなり高い値段を言ったりしますので、それが空き家バン

クでマッチングしない大きな要因になります。 

借りる方も、空き家だから極端に安く、一般的な家賃相場と比べかなり低額で借りられる。

ただで貰えるといった期待をしており、低額で借りるのですが駅から歩いて５分以内といっ

た非常に厳しい条件を提示されてきて、その部分をマッチングするのが難しいです。 

これを宅建業者にお願いしても月額の家賃が１万円いくか、いかないかでできるかという

と、仕組みを作らないとおそらくなかなか難しいと思います。 

やはり、所有者の方達と借りる方達へ「そういったものではない」という啓発活動をして

いかなければならないし、現在、空き家バンクがいろいろな自治体で正しく機能していない

ところがあり、この情報のマッチングでは宅建業者含め新たな仕組みづくりをしていかない

といけないと思います。 

ただ、公的な利用というところは、みなさまの意見から十分見てとれるので、方向性とし

ては良いと思いますが、いかにそれを実現させるかをみなさまで議論していくと良いと思い

ます。 

 

（会長） 

Ｅ委員、今副会長からもマッチングが結構大変だとお話がありましたが、いかがでしょう

か。先程いろいろご提案はいただきましたが、実際に市内で不動産業をされていて、ご経験

上「うち空き家になって、場合によっては貸しても良いよ。貸したい。」というオーナーさ

んがいるといった場合、利活用についての現実問題は、いかがでしょうか。 

 

（Ｅ委員） 

現実問題としては、副会長が仰るとおり、地主さんの方と借り手との希望条件の「乖離」

はあります。 
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「貸したい方はより高く貸したい。借りたい方は安く借りたい。」と思っています。 

その部分で「乖離」はあるので、それをいかに私達が事例を含めてご提案させていただき、

穴を埋めていくかですが、それが納得できる方というのは利活用されている方なのです。 

実際それで納得できない方が、こういった形で長期化して管理不全の空き家になっていく

ので、いかにそれを活用・活性化させていくかというと、行政の力を借りながら何かカンフ

ル剤になる様なものがないとなかなか動きづらいのかと思います。 

具体的に言うと、助成金の話に戻ってしまいますが、そういった何か背中を押す様な施策・

政策があると我々も押しやすいのが実状です。 

 

（会長） 

要するに、公的な利用で賃貸借ができる場合には、市が財政支援をするとか、税制的な優

遇制度を取るとか、そういったことが少し弾みをつけるトリガーになるということでしょう

か。 

 

（Ｅ委員） 

あとは以前、事務局で調べていただいた市内にある空き家の接道義務を満たせずに建替え

られない物件は、把握されている物件の中で約３割です。 

要するに、主として再建築ができない接道間口が２メートル未満の物件が約３割あり、そ

れをどうやって流通していくかというと、不動産の定石では、一番は隣接地にあたります。 

「隣接地に買い増ししませんか」という話をよく持っていきますが、やはり経済的な状況

等で断念される方が多いです。 

そういった時や売ったのは良いが解体費用を捻出したら二束三文だったという物件も中

には出てきますので、例えば解体費用の助成を受けるといった類のものがあると私達も非常

に背中を押しやすいので、何かあれば良いと思います。 

単純に、小規模宅地がなくなるということは、二世帯・三世帯が長く住めるということで

もあり、今後、空き家を未然に防ぐ予防策でもある。そういった部分を検討しても良いと思

います。 

 

（会長） 

確かに、ご指摘の未接道宅地の問題は結構頭が痛いです。 

数年前、市で貰って欲しいという物件がありましたが、道路に接していないので建替えが

できず、市の財産として貰っても活用ができないので、結局維持管理だけがかかり、市民の

みなさまの利用に寄与することができない。古い建物は寄付で受けてしまうと市の公の施設

として当然耐震やバリアフリー等を全部整えないと一般市民の利用に寄与することができ

ないので、お断りした事例があります。 

今後、もしかするとそういった寄付の申立てや売るにも売れず、持っていても仕方ないか
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ら市で貰って欲しいという物件は、出てくることがありそうなので、正直こちらも非常に頭

が痛いところです。 

先程出た様な更地にしてフリースペースにしようとしても、道路に面していないので第三

者の土地をまたがないと行けない場所は、フリースペースにもできないという問題があるの

でこれは少し深刻です。 

全ての空き家がそういった物件ばかりではないので、他にみなさまからご意見があればと

思いますがいかがでしょうか。 

Ｉ委員から利活用のアイディア出しをするプロセス自体がひとつの地域コミュニティづ

くり、市民参加になるというお話でしたが、地域の中で空き家が出た時に何かみんなで活用

を議論し、そこに行政も多少絡む形で空き家が利活用された事例は全国的にはあるのでしょ

うか。 

 

（Ｉ委員） 

地方へ行くと、廃校とかが典型だと思いますが、物件があればその地域、そこを管轄する

自治会が中心に、残すのか残さないのかという検討プロセスがより具体的に考えられると思

います。 

例えば、島根県雲南市は消滅可能性自治体に入っている様なところですが、３年間のうち

にまちづくり地域組織がつくられていて、廃校が次々生まれる中で、残すなら地域で管理運

営していく、残さないことも結構ですということを検討するプロセスを持っています。 

そういった意味で言うと、先程の貸庭もマッチングなので、物件があればそれに対して使

いたいというアイディアなので、そちらの物件が出てくる方の仕組みが必要です。 

大田区やいろいろな事例は、大体物件を出す仕組みと使う仕組みが一体になっている形か

と思います。 

例えば、Ｈ委員もよくご存じの全国で自治体や地域が主催してリノベーションスクールを

行う時も、あらかじめ物件を探しておいて、それに対してみんなでワークショップをしなが

らいろいろアイディアを考え、事業計画を作るといった様な研修スタイルを取っています。 

 

（会長） 

オーナーさんのご意向で、貸したいとか売りたいとかということではなく、とりあえずあ

そこが空き家だからということですね。 

 

（Ｉ委員） 

検討のまな板にのせて良いということですかね。例えば、豊島区の話が先程出ましたが、

リノベーションスクールなどは、区役所の方々が結構頑張って空き家・空き店舗をいくつか

探されて、実際に豊島区の椎名町というところは、お店が高齢者の方々の部活動の様な自分

の手仕事を教えたい人が教えられる場所などの多目的なことに使われています。 
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元は、リノベーションスクールに出てきた物件に対していろいろな人達がワークショッ

プ、本気の事業計画づくりのスクールを２、３日かけて行い実現したものです。 

 

（会長） 

そうすると、多少利活用の可能性がありそうな空き家を探してきて、議論の場に提示する

ということが行政の役割として大きいのでしょうか。 

 

（Ｉ委員） 

そういったモデル事業的なことでこの利活用に弾みをつけようとすると、例えば、先程の

接道のない土地もその周辺の人達でコモンスペースの様なものを作る実験もできるかもし

れませんし、条件の悪いところで何ができるのかという仕組みを考え、ひとつモデル事業と

してやってみることは良いと思います。 

必ずしも、それが収益事業ではないかもしれませんが、おそらく先程から出ている様に市

場に乗っていくものは乗っていくので、最も悪い条件をはっきりさせて、その上で地域コミ

ュニティやいろいろな人達で検討するということだと思います。 

そうすると、具体的なものがあった方が市民にとっても見えやすい気がします。 

 

（Ｈ委員） 

やはり、みなさまから出ている通り、マッチングとその啓発をどういう風に図っていくの

かというところに尽きると思いますが、経済的な部分の何かしら補助やサポートなど、経済

的側面はひとつだと思います。 

もうひとつは、貸す側も借りる側もどちらかというと感情論というか、公的利用も近いと

ころがあるかもしれませんが、例えば、同じ趣味だからとか、この人が使ってくれたらとか、

その心理的負担というか障壁を緩和してあげることとして、やはりコミュニティは日常のコ

ミュニケーションも含めて非常に大事であり、そういった意味で言うと、東村山市はずっと

ベッドタウンと言われている中で、本当にコミュニケーションが市内で活発に図られている

だろうかと思いました。 

貸す側も誰でも良いから貸したいというわけではなく、元々あまり貸す気はなかったが貸

しても良いと思えるのは、例えば、知り合いだからとか、この人なら上手に使ってくれるか

らとか、社会貢献ができるからなど何かしらそういったことがあって貸したいと思うのだと

います。もっと、市民の中で貸す側も借りる側もコミュニケーションが活発に図られた中で、

貸し借りがされる様なマッチングが行われる術を考えることが必要です。 

その上で、Ｉ委員が仰る様にプロセスが啓発に繋がっていくと、非常に良いと思いました。 

例えば、行政が経済性だけを掲げても非常にドライに見えてしまい、うまく機能しないの

ではないかと思います。 

せっかく、経済性の何かサポートがあるなら、それをより活性化するためにも何か前段階
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のコミュニケーションやコミュニティの創生に市として関わっている。一方で、大事な予防

策だと行政が打ち出せば、それは遠回りに聞こえるかもしれませんが、非常に大事なことで

はないかと思います。 

 

（Ｃ委員） 

高齢者になってから人に貸すというと、間に介在するリフォーム会社等も考え、なかなか

難しいと思います。先程から出ている様に宅地住宅じゃなければ、固定資産税や都市計画税

も当然変わってくるので、そういったものも減税と絡めてひとつ成功事例を作らないと、土

地柄難しいと思います。 

また、先程から出ている様に奥行が長く、間口が狭いところでは、協定書で家を建ててい

る様なところが市内に多くあります。そういったところは建替えもできないので、行政の方

で何かできる手立てがないでしょうか。 

私が知っているだけでも、売りたくても売れないというのが本当に多くありますので、そ

ういったことを解決すると物件もまた出てくるかもしれません。 

 

（会長） 

確かに、建替えができない建物はかなりあると思います。 

私も実は、市議会議員だった頃にいろいろな地域で、売るにも今のままだと売れないとい

った相談を随分いただきました。 

 

（会長） 

結局、先程の話を整理すると、基本的に空き家というか中古物件は、売るにしても貸すに

しても、市場に流通して買い手や借り手がつく分については、我々行政がさほど関与する必

要もなく、むしろしないで市場に任せた方が良いかと思います。 

売りも貸しもしないし、あるいはできない物件がだんだん地域にぽつぽつできてしまう。

いろいろな空き家問題をジャッジしていると、オーナーさんのご意向も当然ありますし、オ

ーナーさんのシチュエーション、オーナーさんが特定の１人で確定していないケースも出て

きて、相続人が沢山いる場合には１人で「貸します」「売ります」の判断ができなくなり、

そうなると本当に厳しい状況になるので、その前に何とかしていきたいと思います。 

 

（副会長） 

公的な利用を進めていくという議論と民間が利用するところでのマッチング。活用が難し

い空き家の活用の３つが話としてあるかと思います。 

公的な利用に関しては、やはり立地が良いに越したことはないと思います。 

何でもかんでも公的利用というのは難しいと思いますので、先程バスの便とありました

が、公共交通や駐車場の確保において、公費を入れるからには利用しやすいものをというと
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ころは厳しめにやっても良いと思います。 

民間利用に関しては、なるべく今の流通の仕組みの中でさばいていけるのが一番良いかと

思うので、そこにいかに乗せていきやすい、要は宅建業者の方達でやりやすい形、市として

何か後方支援できる様な仕組みがあれば良いと思います。 

最後の利活用が非常に難しく、全国で講演すると必ず聞かれますが、空き家に関しては妙

案の様なものは基本的には聞いたことがなく、お隣さんが購入される等がオーソドックスな

パターンになってくると思います。東村山市という立地を考えると、極端な話５０万円で良

いと購入される方は投資家さん含めていらっしゃいます。東村山市を含めたこの地域で、５

０万や１００万の不動産取引のケースは何件も見てきています。 

ただ、所有者の方が、その金額まで下げるところに非常に時間がかかってしまうし、それ

ぐらいの価値しかないということに納得ができずに、結局空き家のまま放置されてしまうの

で、活用方法よりも、いかに所有者の方へのコンサルティング、「話を聞いて納得させてあ

げるプロセスを充実させていくか」だと思います。 

ここはやはり、公的利用等にも、どうやって物件を挙げてくるかというところにも通じる

と思いますが、所有者の方が何をメリットに感じるか、若しくはデメリットに感じるかを整

理して考えていかないといけないと思います。非常にリスクを嫌う性質があるので、一番簡

単なのは、市が借り上げるとか、市が介在すれば安心。市じゃなくても良いですが何かしら

の「保証」の様なものがあると安心、ただそれを全部行うことは、私はあまり賛成しません。 

若しくは、Ｊ委員が仰った税金をかけるという方がかなり効きます。 

やはり、特定空家等という制度ができて実際に特定空家等に指定されている空き家は、全

国でも非常に少ないですが、この制度があるから空き家の活用を考え始めたという方が非常

に多いというのは、やはりそのデメリットに意味があると考えます。だから、所有者のメリ

ット・デメリットをいかにうまく出してあげられるかだと思います。特に、公的利用となる

と、経済的な合理性がありませんのでメリット・デメリットは経済的な部分ではないかもし

れません。 

Ｉ委員が仰った住民主導は、私もすごく良いアイディアだと思いますが、いろいろな議論

の中で、住民が決めたことを所有者の方が投資するとなると、そこまでお金をかけられない

等のギャップが出てきてしまうかと思うので、その時には例えば公的な補助等がその段階に

なって初めて効くと思います。 

どの段階で所有者を動機付けるものなのか。マッチングでの補助なのか、分けながら整理

していくとわかりやすいと思いました。 

 

（会長） 

貸すにしても売るにしても自分の所有している物件の金額は、素人だとわかりません。 

だいたいの相場を知っているのは宅建業者だと思いますが、家を売りたいと言っても最初

に査定された金額はおそらくみなさま不納得ではないかという気がします。 
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そんな金額なら売りたくないとか、貸したくないと言われた時に、そこに例えば、市が介

在することで査定金額が公平であることを示し、オーナーさんの理解認識を深める上で少し

力になれる気がします。突飛な発想かもしれませんがどうでしょうか。 

 

（Ｅ委員） 

不動産の流通価格とは、依頼する不動産会社によって差がかなりあります。 

その中で会長が仰った、行政の目で見た査定価格はありだと思いますが、その行政の鑑定

をどう図るかとなると、例えば、不動産鑑定士に依頼をするという形になるとコストの面で

も金額的にどうなのかという部分があります。 

私達が、一般的な住宅を査定する時にどういった比較をするかというと、比較事例という

査定方法を使って過去、成約に至った価格。現在売りに出ている価格を鑑みて、その物件の

築年数や接道条件、土地の規模等で査定をしますが、大抵のお客さんは納得ができず、不動

産会社２～３社で査定して、こういうものなのだと納得して再度預けていただくことが多い

です。 

また、事務局で調査した空き家の件数の状況で、空き家の実数が４５７件と出ていました

が、実際この４５７件の中には不動産業界で、今現在売りに出ていたり、貸しに出ていたり

する物件が含まれていると思います。 

流通したくても流通できていない物件もありますし、全く何も手をかけていない物件もあ

ると思うので、今後、私達が手伝えるところとして、実際市場に出ているのかどうかという

部分はわかりますので、その色分けをさせていただいて、何もしていない空き家に対して何

かの形のアクションを起こしたらどうかと思いました。 

 

（会長） 

当然、売りに出ていたりするものと何もされていないものとを同じ考えにはできないの

で、そこは是非細かく詰めさせていただければと思います。 

 

（Ｈ委員） 

おそらく、空き家も含め不動産を持たれている所有者の方は、もちろん高く売りたいわけ

ですし、それを考えると不動産価値が上がる様な何かが起こらないといけません。 

それは、道路がつく等ももちろんありますが、それだけではなく、例えば今後、まちが衰

退していけば自分達の不動産価値が下がっていき、より高く売りたくても売れない状況がや

ってきます。 

空き家が増えれば増えるほど、不動産価値は下がっていくことをもっと知ってもらわなけ

ればならないし、逆に、自分達が投資や利活用をすればするほど、もしかしたら自分達の不

動産価値も上がっていく可能性があることにいかに気づいてもらえるかだと思います。 

東村山市に空き家が増えるほど不動産価値は下がっていき、空き家が少なくなるのは、お



18 

そらく利活用や流通が沢山されているということなので、少なくなればなるほど本来的には

不動産価値が上がり、売れる値段は上がっていくということをどう啓発していくのかです。 

こういったことをモデル事業にして「あなたの不動産価値は上がっていくのでみなさま自

分の資産を上げるためにも利活用しましょう」という啓発を、行政がどの様に図るのかが根

本的に大事な問題だと思います。 

 

（Ａ委員） 

貸し手側の不安感や不信感の様なものは根強くあり、そのことに関して公的機関が関与す

ることで信頼感を増すことはできないかと先程会長が仰いましたが、私が議会で富山県高岡

市を視察した時の話をします。 

空き家バンク等に繋がってくるかと思いますが、ここに地元の事業者主体の協議会が設置

されていて、その構成メンバーの中に高岡市当局や確か、富山県も関わっていました。 

その時受けた説明は、価格や貸した後の管理等を民間の業者任せにせず、万が一の場合は

市役所も絡んでいるという「信頼感が大事だ」という観点で、その協議会の中に行政機関が

入っているということでした。 

高岡市の例が事例として成功しているかどうかは、随分日が経っているので新たに調査す

る必要がありますが、今お話を伺っていて思い出しました。 

 

（会長） 

計画にどういう形で盛り込んでいくかというところで、具体的な利活用の仕方は挙がりま

したが、掘り下げていくと課題もあり、行政として求められる部分でいかにマッチングして

いくのか、また公的な利用については促進をするためにどの様な税制上や財政支援を組み立

てていくかということで、大体みなさま同じ様なご意見だったと思います。 

計画の書き方として、今日いただいた具体的なイメージは例示として良いと思いますが、

それ以前に、いかに候補となる空き家を貸し手側と借り手側にうまくマッチングさせるかの

仕組みづくりをもっと検討していく必要があると感じました。 

 

（副会長） 

マッチングのところでよくあるのが空き家バンクだと思いますが、これがやはり非常に機

能しづらいと思います。 

全国の事例を見ても、例えば、空き家バンクだと行政が運営をします。田舎の方で不動産

業者も手掛けられない地域なら空き家バンクは良いと思いますが、そもそも行政が「あなた

のお家はこんな値段で売れない」となかなか言えませんので、そこは民間業者の役割だと思

います。 

現在、東京都と一緒にやっている中で、公的利用して欲しいという情報は工夫が必要です

が擦り合い方はあると考えます。 
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逆に、公的な利用をしたいという人達は、ＮＰＯや業界団体の様に、取りまとめてくれる

のであれば、窓口と窓口のマッチングということでスムーズにいくかと思います。不動産取

引と似てきますが、お互いの立場を理解するそれぞれのエージェントの様な窓口があり、そ

この窓口同志で調整を図るというところであれば流通するのではないかと思います。 

東京２３区でも「私達の方で貸したいという側をまとめるので、行政側も何とかまとめて

ください。」というお願いをしたりしています。 

公的利用では、今いる人達の住環境を良くしていくこととＨ委員が仰った地域の価値をど

うやって上げていくのかが重要だと思います。 

住みたいまちになっていくということや新たに移り住んで来てもらう人達をどう獲得し

ていくかになってくると思うので、Ｆ委員が仰った二世代近居というのは、別のまちにいる

自分の子供たちなり、親なりを呼び寄せて、そこで生活をしていくことに空き家を利活用す

るので、極端に安く流通させようという公的利用とは違い、宅建業者との仕組みを作るにし

てもやりやすい部分もあると思います。 

私自身も二世代近居をしています。二世代近居の良さや何故東村山市で行うのかといった

部分のＰＲをして促進することで、結果的に市が関わる空き家の直接の解消より、今既にあ

る不動産流通の仕組みで空き家の解消を促していけるのではないかと思います。 

会長が仰った様に、どうやって変えていくかというところで公的利用と、こういった民間

の流通促進、両方とも書けると一番良いと思います。 

 

（会長） 

地域の方々が、コミュニティ形成をするための公的というか公益的な活用の仕方の他に、

やはり市場を活性化するひとつの手立てとして、近居を促進する部分は確かにありですし、

それなら前橋市ほどできるかはわかりませんが、多少の財政的な部分も検討できるかもしれ

ません。 

前にもお話したかもしれませんが、新たに開発される住宅というのは大体１１０㎡前後が

ほとんどで、建ぺい容積率が４０・８０ですので、３５坪くらいですと二世帯同居・三世帯

同居は正直厳しいと思われます。 

これが、今後３０年、４０年経った場合に、お子さんは当然どこか違うところに住み、老

夫婦だけが残り、やがて空き家になってしまう危険性があるので、例えば、そこに隣の家に

子供一家を呼び寄せてもらう様に促進するためには、行政が少し財政的な後押しをすること

を検討する必要があると思いました。 

 

（Ｆ委員） 

身近であった近居の例として、ひとつは親しい人の娘夫婦が、空き家が出たので千葉から

引っ越して来たそうです。 

富士見町３丁目というのは碁盤の目の様に大変整った住宅街で道路が真っ直ぐで、どこに
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誰が住んでいるかすぐにわかりますし、私は自治会長をやっていましたので、どこが空き家

かを把握していました。 

知り合いのご夫婦が老人施設に入られて空き家となり困っているところ、息子さんに会い

ました。息子さんは横浜市に住み事業をしていて、はっきりと「この家には帰らないだろう」

と話していました。おそらく、事業をしており困っていないと思いますので、空き家を売ら

なくてもただ時間が経って傷んでいくだけで、その時売るとなると大変だと思います。 

結論を言うと、空き家の解決の仕組みや活動の方針が決まって相談所ができれば、コミュ

ニケーションはできていますから、「こういった相談所ができた。」ということを伝えられ、

息子さんが両親に代わって、悩んだ時に空き家の相談に進めると思います。 

私達も売るとなると、「この町内では大体８０坪１００坪で３軒にならざるを得ない。」と

不動産の方が言います。そうするとまち並みが変わってしまいます。事実、老人会の会長等

から「できたらこのまちはこのまま残したいね。家は一軒の人に入って欲しい。」という話

がありました。 

空き家で困っている人やどうしたら良いか結論が出ていない方ばかりだと思うので、「相

談所ができましたよ」ということを私達はアプローチしていけると思います。市役所中心に、

こういった相談所や今作ろうとしているものでアプローチをしていくと、最終的に空き家に

なってしまったから売るか、貸すかというだけではなく、空き家の予備軍を作らないひとつ

の「きっかけ」にもなると思います。 

副会長を中心にプレイヤーは揃っているので、相談所の様なものができてこの会が良い結

果を作れると思います。 

そうすると、おそらく今、富士見町にある 10 世帯くらいの空き家も活性化され、老人会

の会長が望んでいる「いつまでも活気のあるまちづくり」ができるのではないかと思います。 

今のままだと、あっちも、こっちも空き家になり、先程あった様に資産価値が下がり、富

士見町も「やはり他と同じ様になったか」という評価になってしまいます。 

仕組みのひとつとして、相談所が早くできて、その中に市役所からの専門家がいればアプ

ローチしやすいと思います。 

私は、福島県いわき市に１００坪の空き家を持っている当事者ですが、相談するところが

ないのでどうしたら良いかわかりません。 

売るか、貸すかのどちらかですが、売るのは最悪だろうと思い、何か有効活用したいとい

う気持ちです。余談ですが申し上げました。 

 

（会長） 

だいぶ時間も経過しまして、利活用についてアイディアはあるが現実問題としての厳しい

ハードルもあるというさまざまなご意見をみなさまからいただいた中で、具体的なものを総

括します。 

基本的に方向性としては、何らかの地域貢献、地域住民のコミュニティづくりに資する様
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な活用については、市が何らかの関わりを持ち税政上・財政上の支援をするという仕方で、

「公的・公益的な使われ方」をするなら貸しても良いという方がいれば、それに対して地域

の方がこういった活用の仕方をしたいということでよりコミュニティづくりを進める、とい

うひとつの形として作れるかと思います。 

その中で、貸し手側の意識を啓発していく必要もあるだろうということは方向としてあり

ます。 

もうひとつは、「二世代近居的な形を促進」する場合、空き家として放置されているより

は、住む人がいる様な地域づくりをすること、市場に任せるだけではなく公が何らかの形で

関わることで後押しや促進する様な仕方を考えた方が良いということです。 

今日いただいたご意見を踏まえて、これから事務局の方でどんな形で計画に乗せていくか

を検討させていただきたいと思います。 

よろしければ、今申し上げた２つくらいの方向性として、正・副会長の方にお任せをいた

だき、次回以降またご提示をさせていただきたいと思います。 

 

（Ａ委員） 

先程のＦ委員のご提案、非常に感銘しました。 

かつて、三世帯同居を優遇する。三世帯で、おばあちゃんと孫が一緒の家に住むという家

庭を新たに作る場合は、固定資産税を減免するということを千葉市が行ったことがありま

す。 

東村山市の場合、果たしてそれが良いかどうかというのはありますが、親と子供世帯が同

居ではないが近距離に住んでいるということは、いろいろ議論はありますが、結果的に、例

えば、保育園に本来預ける子供をおばあちゃんに面倒を見てもらったり、介護の心配な親を

若い世代が見守ることができるという様に、東村山市が抱えている課題をほんの一部かもし

れませんが、何らか対策できるヒントになってくるテーマだと思いました。 

ただ単に、空き家問題を解決するというより、保育であり、介護でありといったことまで

見守ることができる優れた政策の様に感じましたので、一言意見させていただきました。 

 

（会長） 

方向性として、同じ建屋ではないが、近距離に住むことで子育てや介護などのさまざまな

問題についても「解決に通ずる住まい方」となるだろうということで、大勢の人が利用する

やり方ではなくても、そういった意味では一定の公的な価値はあるかと思います。 

前橋市の例もあるので、少し掘り下げてどういう書きぶりにするかは別として、検討の中

に入れさせていただければと思います。 

利活用については、大変恐縮ですが、みなさまからいろいろ具体的な提案をいただきまし

たが、これという形で決め打ちはできないので、何らかの公的な利用促進を考えていく仕組

みと、今、Ａ委員からあった様にＦ委員のご提案が新たな家族の住まい方を促進することが
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できないかどうか、その辺について、事務局の方で文言を練り、次回以降提示させていただ

きたいと思います。そういった集約で今日のところはよろしいでしょうか。 

 

（Ｉ委員） 

何らかの公的な利用であるということに１００％同意です。 

二世代・三世代近居というのは、確かに東村山市が住宅都市であるところで非常に重要だ

と思うのでそれも賛成です。 

あえて、それに公的利用を重ねるとすると、東村山市の将来を考えた時にまさに、ここに

住む家庭を支援していく様な機能を地域に配置していくところで、例えば、多世代交流の武

蔵野市ではテンミリオンハウスの様なところを民家で作っています。そういった子育て見守

りの機能やあるいは住宅として、防災や環境の機能があります。 

プラス、今日のお話ですと「創業支援」や「次の世代の活躍の場」を作っていくことだと

思いますが、近居に絡めながら東村山市の価値を上げていく様な公的機能とはこういったも

のだという様な整理で、支援等を考えていただくと全体としてトーンが揃うと思います。 

 

（会長） 

Ｉ委員から公的な活用の仕方をもう少し整理して、二世代・三世代近居と相乗作用を生む

様な形を書きぶりとして考えてくださいというご指摘だったと思います。 

しっかり受け止めて、事務局案を作らせていただきたいと思います。 

他にご意見がなければ今日はこの辺で終了させていただきたいと思います。 

長時間に渡りいろいろご議論いただきありがとうございました。その他事務局の方であり

ますか。 

 

４．その他 

（事務局） 

次回の会議日程は、８月２４日木曜日、午後７時から本会場で開催します。 

また、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。 

 

５．閉会 

（会長） 

以上で、平成２９年度第２回東村山市空家等対策協議会は閉会させていただきます。 

以上 

 

 


