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会 議 の 名 称 平成 30年度 第 2回 東村山市空家等対策協議会 

開 催 日 時 平成 30年 10月 30日（火）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 

〇出席者（敬称略） 

会長：渡部 尚    

委員：上田 真一 

野﨑 隆行 

相羽 健太郎 

西村 千晶 

保井 美樹 

伊藤 真一 

岡田 一郎 

水越 久吉 

西山 佳孝 

 

〇欠席者 

委員：松原 拓郎 

委員：中島 利通 

 

〇事務局：平岡 和富   環境安全部部長 

細淵 睦    環境安全部次長 

     倉持 敦子   環境安全部環境・住宅課長 

     西平 明史   環境・住宅課住宅係長 

     田村 博文   環境・住宅課主任 

     貞吉 啓亘   環境・住宅課主事 

     比留間 美保  環境・住宅課 
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会 議 次 第 

1. 委嘱状交付 

2. 開会 

3. 議題 

(1) 所有者意向調査について 

(2) 空き家を借りたい人の集め方・マッチングについて 

4. その他 

5. 閉会 

配 布 資 料 

第２回東村山市空家等対策協議会次第 

資料１ 空き家実態調査アンケート 

資料２ 空家活用事業とは 

資料３ 空き家意識調査アンケート 

 

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 

 会長から各委員に対して、協議会委員の委嘱状が交付された。また、東村山市空家等対策

協議会条例第４条第４項の規定により、会長が副会長を指名した。 

 

２．開会 

（会長） 

 定刻となりましたので、本年度第２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、委員各位におかれましては、大変御多忙なところ協議会にご参加をいただきまし

て誠にありがとうございます。早いもので１期２年があっという間に過ぎまして、只今、ま

た２年任期の委嘱状を交付させていただいたところでございます。委員各位におかれまして

は、全員の方に再任をいただきまして心より感謝を申し上げるしだいでございます。本協議

会は法に基づいて設置をされまして、この間、２８年度、２９年度の２か年で方針、計画を

立てから３年目を迎えました。 

 今年は、具体的な取り組みについてみなさま方からさまざまなご指導をいただいていると

ころであります。本日は、空き家の所有者に対する意向調査等についてお諮りさせていただ

き、さまざまなご意見をいただきたいと考えております。計画は策定したところではありま

すが、すぐに成果・効果を出すというのは難しいところでございまして、引き続き、みなさ

まのさまざまなお知恵をいただきながら、空き家問題の解決に向けて努力をしていく所存で

ございますので、引き続きのご指導・ご協力をお願い申し上げて私からの挨拶とさせていた
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だきます。 

なお、次第にはないのですが、副会長を指名させていただいたところでありますので、副

会長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

 

（副会長） 

 改めまして副会長に任命いただきました。この２年間で他の自治体でも協議会の委員を務

めさせていただいていますが、現在、さまざまな自治体で空き家対策が進んでおります。 

 しかし、対策を進めていく中で難しさを抱えている自治体が多いというところもございま

して、本会の議題にもありますとおり、対策・計画を策定しても、それを運用していく、さ

まざまな制度を作っていくというところでも、引き続き、私も勉強させていただきながらみ

なさまとも議論できればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

それでは只今より平成３０年度第２回東村山市空家等対策協議会を開会いたします。はじ

めに、事務局より事務連絡をお願いします。 

 

（事務局） 

 本日は A 委員、B 委員の２名が欠席とご連絡をいただいております。なお、過半数の方に

出席していただいておりますので、条例により会議は成立となります。続きまして、資料の

確認をさせていただきます。事前に配布いたしました資料として、「第２回東村山市空家等

対策協議会次第」、資料１「空き家実態調査アンケート、ご協力のお願い」、資料２「空家活

用事業とは」、また、追加で送付させていただきました資料３「空き家意識調査アンケート」

でございます。 

足りない資料がございましたらお申し付け下さい。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３０年度第２回の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 

（事務局） 

 市では、東村山市空家等対策計画の基本方針２に記載されております「空き家や空き地の

公的な利活用の取組み」に基づきまして、地域の賑わいの場や、地域貢献または課題解決の

ために空き家を貸すことができる所有者を発掘すべく、平成 30 年度中に所有者意向調査を

検討しております。 

空家等対策計画にも記載がありますが、空き家対策の前段として、平成２７年度に、第１

回目となる空き家所有者に対する意向調査を実施しました。配布資料の資料１がこれにあた

ります。実施方法といたしましては、公道からの外観目視による調査で、使用されていない
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可能性が高いと思われる建物 600件を抽出し、そのうち送付先の判明した 129人の所有者を

対象に、建物の使用状況や維持管理状況、建物の今後に対する考え方などについてお伺いし

ました。有効な回答があった 46 件を対象に、調査・分析した結果、地域活動等に空き家を

貸し出すことにつきましては、全体の約８割が「貸し出す意向はない」と回答しております。 

続きまして、資料３をご用意ください。こちらは今年度の所有者意向調査の素案となりま

す。第１回目の意向調査では、あくまで、所有者の空き家事情を把握する上での質問がメイ

ンとなっておりました。しかし、第２回目となる今年度の所有者意向調査では、第１回調査

内容の定点観測の意義も含めつつ、加えて「空き家の公的な利活用」に対する所有者のお考

えなどに焦点を当ててまいりたいと考えております。調査対象者は前回の送付対象者に加

え、その後判明した所有者となります。 

これまでも市には障害者の作業所など、福祉的に空き家を利用したいとの意見がありまし

たが、まだ、空き家を紹介するには至りませんでした。今後、空き家の公的な利活用にご理

解のある所有者を発掘するため、どの様な方向性でのアンケートを実施すべきか、ご議論を

お願いします。 

 

（会長） 

 それでは、みなさまの方からご意見をいただきたいと思います。前回は、平成２７年度に

実施し、目視で約６００件の空き家を確認し、そのうち所有者を確認できたのが１２９件で、

その方々にアンケートをお送りして回答が４６件ということでしたが、今回、新たに所有者

が判明した方にもお送りするということで、発送件数は全部でおよそ何件くらいになりそう

ですか。 

 

（事務局） 

 前回、お送りして到達したものが１２９件ございますのでそこを軸に考えます。それから

３年が経過し、私どもは約９０件の空き家調査をしてまいりましたので、合せて２００件程

は送付できるのではないかと考えております。 

 

（会長） 

 みなさまの方からアンケートの方法や質問内容を含めてご意見いただければと思います。 

 

（C 委員） 

 貸し出すつもりはない理由について調査はされましたか。 

 

（事務局） 

 貸したくないという理由については未だ調査できておりません。 
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（C 委員） 

 それでは２割の人は貸し出しても良いという意思なのですか。 

 

（事務局） 

 完全にというわけではありません。「貸し出しても良い」、若しくは「期間限定なら貸出し

ても良い」という回答を合せて２割となります。 

 

（副会長） 

 資料３を拝見している中では、今回は貸し出したくない理由をお聞きするという形なのか

と思います。「貸し出したい」、「貸し出したくないが期間限定なら」という聞き方を以前に

されているのではないかと思うのですが、私達が空き家の所有者の方とお話をしている中

で、やはりなぜ貸せないかという課題がある程度存在していらっしゃいます。それをどうや

ったら解消できるかという意味では、それがどの様な制度なり、補助制度になるのかが明確

化されているというのもあると思います。そういったどういう課題が具体的にあって、それ

をどの様な形で行政がお手伝いをすればそれが実現するのかといったところ、つまり、「こ

ういう条件であれば貸しても良い。」と結構具体的に厳しい条件をおっしゃられる所有者も

多いので、是非、その点は選択していっていただくのか、それとも「どういう制度を期待さ

れますか」といったフリーの記述式みたいなものでもよろしいかと思いますが、その点を知

ることによってなぜ、今それがニーズとして潜在的にあるのに実現してないのかというとこ

ろをせっかくのアンケートですので、考えて見られてはいかがかなと思いました。 

 

（D 委員） 

副会長と同じ話になってしまうのですが、所有者のかたももう一歩肩を押せば前向きに考

えられる方も結構出てくるかと思いますので、例えばこれから市の方で何か助成を考えてい

るのか、行政にどんな助成があったら現在の状態を解決できるのかといった設問といいます

か、そういう内容を盛り込んで、これから逐一いろんな対象者の方でどういう助成をみなさ

まが求めているのか、不特定多数でピックアップできる様なものを盛り込んだら良いのかな

と思いました。 

 

（E 委員） 

 前回アンケートの回答率として、建物所有者１２９件に対して４６件の回答、約３分の１

くらいの回答を得られたということに関心を示しております。私達不動産業者も空き家所有

者に対してダイレクトメッセージを送ることがあるのですが、回答を得られる場合というの

がだいたい２パーセントくらいなのです。ですから行政がアンケートを発送していること自

体が、いかに市民に安心を与えて、空き家問題に対して真摯に向き合っているのかが明白で

すし、３割という回答率は驚異的な数字であると思います。ですから、そういった効果のあ
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るダイレクトメッセージを送っていただいておりますし、先般、空き家の総合相談窓口とし

て２事業者と協定を交わされ整備されたということであります。よって今後は一歩踏み込ん

だ形、つまり、空き家の所有者がお悩みを抱えているのであれば、所有者さんの方に直接、

総合相談事業者の方からアドバイスをいただいたらどうでしょうか。よって、総合相談窓口

の方から発信をしていただくその一歩踏み込んだ形で「お悩みを聞いてもらったらどうでし

ょうか」という様なニュアンスをアンケートに入れても良いのかなという気がします。前回、

３年程前ですけれどもアンケートを行った所有者さんの方々、お答えいただいた方にも目に

見えて行政における空き家対策が進んでいるんだなということが分かる様な気がしますの

で、そういった設問を個人情報等の兼ね合いもあると思いますが、整えられるのであれば入

れた方が良いと思います。 

 

（F 委員） 

 今回、空き家意識調査アンケートの概要についてはこれから整備される内容であると思う

のですが、３年前にやった第１回目のアンケート内容にプラスするものがあると思います。 

 ３年前に行われたアンケート調査結果について協議会で議論した時の私の備忘録では、最

初、５６件の回答があったものの、そのうち１０件については回答に弊害があるということ

で、最終的に４６件になったと記録してありますが、今回、仮にアンケート送付者を２００

人に増やしたとしても、アンケートの内容によってはまた同じ結果がでると思います。前回

４３.４パーセントが５０パーセントになったから評価が高いというものではなくて、全く

違う内容のアンケートであれば別でしょうが、同じ様な内容で実施するということであれ

ば、アンケートの回収率が低いことが想定されます。よって他の方法、例えば所有者に対す

る直接的なインタビューなどが考えられないかなと思いました。 

 

（G 委員） 

２７年度に実施した前回のアンケートの分析はされていますか。気になるのは建物を使用

しなくなったきっかけですとか、なぜ使えてないのかということを理解されていたほうが、

アンケート送付に関するアドバイスを受けるにしてもその内容によって違ってくるのかな

と思うのです。家を使用しなくなったきっかけとして一番多かったのは何でしょうか。 

 

（事務局） 

 平成２７年度のアンケート結果につきましては、実態報告書という形で取り纏めておりま

す。只今お話にあった建物を使用しなくなったきっかけというのは、病院や福祉施設に入院・

入所していることが一番になるかと思います。次に来ますのが相続により取得したが居住す

る住宅が既にあったためであり、３番目になるのが別の住宅を購入したためという３つの大

きな傾向が掴めております。 
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（H 委員） 

 概ねみなさまから意見が出されたと思うのですが、気になっているのは先に出た意見と被

るのですが、大学にいますとアンケートは地域に対して実施するのですが、地域の方がむし

ろアンケート疲れをされていて、また同じ物が来たという声が散見されるのです。今回の場

合は実態調査を定期的に行うという姿勢を見せるという意味もあって、しかも、前回のアン

ケートの１ページ目を拝見しても、「何丁目何番地の建物についてお尋ねします」というこ

とが書いてありますが、この方々からは一度回答をもらっているわけで、なおさら同じこと

をまた聞くということはあまりいいアイデアではないなという気がしていて、同じ方に聞く

のであれば、この２年の変化について聞く方がいいのではないかなと思います。２回目の方

は変化がない場合は、「変化なし」にチェックをつけるだけにしてあげて、むしろ前段の部

分は即座に回答できる様にして、今回のアンケートの意義というのは後半の利活用に向けて

の意図であったり、貸し出したくない人たちの理由だったりということを聞いていくという

ことなので、回答疲れしない様なスムーズな内容にする必要があります。また今の議論を聞

いていて気になったのですが、前回のアンケートで「貸してもいい」と回答した人というの

は結構意思を持って回答を下さった可能性が高いと思います。こういう意思を持った方々は

今後、ひょっとしたら市から何らかの連絡があるのかなと期待されていた方もいらっしゃる

と思います。これは次の議題なのかもしれないのですが、少しでも聞く耳があるという方、

あるいは相談したい方にはきちんと何らかのアクションを起こす様にすることを予め検討

しておく必要があると思います。 

 

（D 委員） 

 ３年前にアンケートを実施した上で、再度、アンケートを実施されるというのは、空き家

だと思っていた物件がどのくらい解消されているのかということを検証する意味でも効果

は多いにあると思います。 

 

（会長） 

 所有者の方の意識調査アンケートに関してさまざまな御意見をいただきましたけれども、

他にまだこういう取り組みが必要なのではないかという意見があればお願いします。 

 

（I 委員） 

 もうみなさまから出していただいているところがひとつだなと思っていますが、現状把

握、実態調査ということが勿論アンケートにとって大きなひとつの目的になると思うのです

けれども、その先の利活用みたいなことを見据えてやりたいということであれば、もう一歩、

市としては踏み込んで何らかの市の問題解決であったりとか、課題解決に繋げたいんだとい

う意図が、アンケートをお願いする方にも明確に伝わったりだとか、要は単なる実態調査で

はなくて、自分たちとすればその先を見据えているんですよという表現がもう少しあっても
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いいのかなという気がします。そして、その上で先程、E 委員が言われた様な、例えばこう

いう窓口がありますというものであったりとか、こういう相談機関であったりとか、こうい

うことが活用できるのですよという利活用の事例が一緒に添付されているだとか、自分たち

の物がそう使われればいいなとか、市はそういうふうに自分たちの物を活用したいと思って

くれているんだなということがメッセージとして伝わらないと、実態調査だけに自分たちが

協力するというのはあまり協力者としてはポジティブになりきれないという部分があるの

かなというのを個人的には感じました。 

 

（C 委員） 

 私は当初から委員であったわけではなくて、途中からみなさまの仲間に入れていただい

て、いろんな議論をさせていただいているわけですけれども、そもそもアンケートは全体の

傾向をマクロに把握するために実施することはあります。ただ何パーセントという形でデー

タにして、それはそれで方針や計画を立てるためには役立ったと思うのですが、先程からの

議論を窺っておりますと、当初の傾向を掴むと言うよりは、個別の事情を把握して丁度タイ

ムリーな情報を提供していくということを目指していくというか、あるいは全体の計画・方

針を作るための状況を把握するためのあくまでひとつひとつのサンプルとして全体の傾向

性を見出そうとしたいのか、ちょっとそのあたりが見えないところがあるので、その点につ

いてご説明していただいてよろしいですか。 

 

（事務局） 

 私どもの前の代になるのですが、伝え聞いた話になります。空き家特別措置法が施行され

るよとなった時に正直に言うとどうしていいか分からないという様な気持ちが担当にはあ

ったそうです。その中であくまで傾向を掴むために前回所有者意向調査を行いました。です

が、結果として件数がそれ程ではなかったといった意味では、統計的な意義は薄まってしま

ったというのが結果でございまして、趣旨としましてはあくまで統計をとろうとした、つま

り傾向を見ようとしたというのが当時のアンケートの趣旨でした。 

 

（D 委員） 

先程以来、お話いただいている中では、業者さんがやるよりはこの行政がやることで、そ

れに対する回答が高い傾向にあったとしても、それでも傾向を掴むにはあまりに少なかった

というわけであります。そういうことではアンケート調査自体が実は当初の目的が達せられ

たかどうかということにはやや疑問点があるわけで、だからもう一度、今後の背景とすると

したら、その傾向を掴むということを目的としてひとつの手法としてどんなやり方をするの

かということもあれば、むしろ１件１件の持主の意向、それこそプライベートな極めて個人

情報的な色彩が強いかもしれませんが、それをお許しいただける範囲で知っておいて個別具

体的な活用の提案に繋いでいくということと、やり方としてはおそらく２通りのやり方があ
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って、そこを中途半端にやってしまうといずれもその効果のある結果を得ることが難しくな

ってしまうのではないかという気がしますね。よく考えていかないといけないところである

と思います。 

 

（副会長） 

 アンケートによって公的活用を望む人たちを見つけ出すということであれば、今回のアン

ケートの前段の部分というのは、傾向を見るという意味でないのであればそんなに重要では

ないのかもしれないなと思います。次の議題になってくると思いますが、マッチングみたい

なもの、空き家バンクみたいなものがかなりさまざまな自治体で先行してますけれども、た

だ、課題としては登録の件数が伸びない、そもそも明らかに空き家になっている理由がある

のでその解消がされない限りは基本的に空き家バンクに登録されない傾向があります。特に

東村山市という地域ということを考えると活用しようと思えばおそらく殆どできてしまう、

活用できない空き家というのは非常に少ないのではないかというところもあるので、登録す

るインセンティブではないですけれども、何が所有者のメリットで公的利用するのか、もし、

それが人を増やしたいということであれば、メリットをどの様に作っていくかということが

大きな課題になってきているのが、他の自治体の現状になります。よって、例えばどういう

メリットがあれば登録しますかとかですね、また、どういう制度であればマッチング制度を

利用しますかとか、そういうところまで踏み込んでいかれる方が、マッチングするための空

き家の登録を増やすという意味でいけば、もっと踏み込んでもいいのかなと思います。 

 

（会長） 

 ある程度の趣旨、目的をもう少しクリアにすることが大切なのかなということだと思いま

す。公的活用なのか、民間でお貸しするなり売るなりの意向があるのかないのか、そこを一

応確認する必要があるのではないかと思います。空き家のままで保持せざるを得ない状況・

理由というのが、売るに売れないとか貸すのは面倒だとかいろいろ理由がおありになると思

うので、基本的には民間で流通してもらうことが望ましいわけですが、それにプラスして

我々としてどういう公的な制度なり支援があれば公的活用に向けて所有者の方が動いてい

くのかというところを探るということがひとつの大きなポイントになるのではないかとい

う気がします。 

 実際、市内の物件で空き家を貸したいとか売りたいとかいうご相談は不動産屋さんの方に

あまり寄せられないのですかね。E 委員どうですか。 

 

（E 委員） 

 日常的な業務を通じてございます。きっかけとしては、相続が発生して取得したとか、あ

とは高齢になったので使わなくなって老人ホームに移ったりだとか、そういったきっかけと

ともに空き家にされる方が多いのですが、その放置されている空き家の部分で言うと、当事
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者よりは肉親とか兄弟の方から相談をいただくことが多いです。 

 

（会長） 

 ご本人様は、病院に入院されたり、認知能力が衰えてしまっているとか、何らかの状況が

あるのでしょうか。 

 

（副会長） 

 いざ、経済的事由に困った時に不動産を売却しようとか、そういったきっかけがあった時

に動くというところが多いです。 

 

（会長） 

 私の近所にある空き家も施設入所です。持主の方はいらっしゃるのですが、高齢で施設入

所されてお子さんたちがたまに見に来られるという状況ですが、すると、持ち主というより

もご家族含めて対象にしないといけないのですかね。 

 

（副会長） 

 今、E 委員がおっしゃられた様に典型的な空き家は相続前後のものが圧倒的に多いので、

相続前の親世代であれば必要性に迫られない限りは基本的には活用されないわけです。施設

なり、子どもたちの家なりに行く時も住んでいた家の物全てを持って行けないわけですが、

一人暮らしができないほど高齢になっている方が生前整理できるかと言ったら基本的には

できないのではないかと思われますので、所有者に伺うことは原則なのですが、相続前に関

してはおそらく所有者に何を聞いても活用しないという回答しかこない気がします。ただ、

所有者アンケートの送付先みたいなものが納税者情報に基づくものなのかは分かりません

が、それでいくと子どもたちも追えないと言う課題はあるのかなと思いますので難しいと思

います。 

 

（会長） 

 どなたを対象にしたアンケートにするかということですね。前回は所有者が確定してい

る、記入される方というのはだいたい相続で受け継いだという方が殆どなのですかね。 

 

（事務局） 

 前回の調査では、アンケートを回答されている方が所有者なのか、またその関係者なのか

という質問があります。その結果を見ますと８割が所有者本人であるとの回答をいただいて

いるのです。しかし、これは所有者本人に対して送っているアンケートなのでそうであろう

ということでもありますし、逆を言えば所有者が書けない状態であれば回答が返って来てい

ないのかもしれません。たまたま元気な所有者に手紙が送れたのかなと感じております。 



 

 

11 

（C 委員） 

 私もその様に理解しました。 

 

（事務局） 

お手紙自体が返ってきたものは実は５６件あるのですが、その内容が不正確であったりと

か、お答えいただいてない内容のものがありまして、データとしては４６件とさせていただ

いております。 

 

（会長） 

 アンケートを実施するだけでも課題がたくさんあって、なかなか整理がつきづらいのです

が、今日いただいたご意見を踏まえつつ、再度、会長と副会長で確認して、ブラシュアップ

した上で全委員に事前に報告し、お目通しいただいてそれからお送りした方が良いかと思わ

れます。意向調査は今年度の事業として所管としてやる予定になってるんですよね。 

 

（事務局） 

 その通りです。 

 

（会長） 

 先程の話だと母数として所有者が判明しているお宅だと９０件くらいはあるので、今回は

２００件くらいは発送可能だということですけれど、目視調査していないので何とも言えま

せんが、空き家の総数としては６００件から増えてるのですが、減っているのですが。 

 

（事務局） 

 その部分については判明しておりません。 

 

（会長） 

 目視による調査を定期的に、予算の問題もありますが、そもそも６００件だけでも引き続

き空き家のままなのか、空き家でなくなっているのかという確認はとらなければならないで

すかね。 

 

（事務局） 

 外観目視による調査で分かったこととして、結局人が住んでいたというものもある一定数

ございまして、この３年間で経過によって人が住んでいたというデータも揃いつつあります

のでそれによる空き家の減少というのもあります。 
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（副会長） 

 私どもは調査をすることもあるのですが、できるだけ短いスパンで統計的な価値を高める

ことが好ましいと考えおり、コストをかけずに空き家の数であったりとか、実態や統計的な

データをとるものでいくと、自治会の方たちにある程度お願いすることが一番コストがかか

らずにしかも正確なものが測れると思います。ただ、ここが空き家ですということが個人情

報に該当するという自治体さんも多いのですが、その場合、町内会と役所とは言え、そこの

情報のやりとりは難しいというケースもあると思うんですね。その場合はこの町内に空き家

が何件、うち、危険空き家に該当するものがこれくらいあってとか、それこそ地図を広げて

色を塗ってくださいと言うと、全部色が塗れるんですね。この様に非常に地域の空き家事情

について把握されていらっしゃるので、お願いができるようであれば依頼したりとか、町内

会に業務として委託してしまうという方法も考えられます。コストをかけずにやるという形

でしかも個人情報をやりとりせずにという形で調査されていくと、この地域では空き家が増

えている、しかも危険空き家が増えているとか、地域の傾向みたいなものが見てとれるので

はないかと思うので、そういう設計をすることが結構多いのです。コストを掛けずにただそ

の目的を達成するという形での全体の傾向を掴むということであればおそらく目視調査の

方がアンケート調査よりかは傾向がはっきり分かるのではないかなと思っております。 

 

（会長） 

 今、いくつかの自治会と連携して目視調査というご提案をいただいたので少し研究して極

力コストをかけないでどういう風にやっていくのかだと思います。しかし、自治会アンケー

トを実施した時には空き家の問題をなぜ自治会でやらなきゃならないのかというお叱りを

いただいたケースがあるんですけれども。ただ、全ての空き家を把握されている自治会長さ

んもいらっしゃるので、おそらくかなり把握ができるのではないかという気はします。 

 

（F 委員） 

空き家に関しては自治会の中でも大きな課題でありますが、空き家の存在について新しく

担当する班長さんに説明し引き継いでいくことが重要になってくると思います。 

 

（会長） 

 空き家の全体の総数がどうなっているのかというのはまたちょっと研究して、どの様に調

査していくかというのは考えていただいて、とりあえず今年は議会で承認された予算がつい

ておりますので、所有者意向調査をするということで、先程いただいた色々なご意見を踏ま

えて一度持ち帰り、先程申し上げた様に、会長と、副会長にもご指導いただいてもう一度作

り直してみなさまにお示ししてから実際に調査をかけたいと思います。色々な視点からのご

指摘いただきましてありがとうございました。 

 次に（２）の「空き家を借りたい人の集め方・マッチングについて」ということでこれは
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既にいくつかの自治体で取り組んでいる実例がありましてこれらについて今日は事務局の

方から報告をいただきたいと思います。 

 

（事務局） 

市では、ただいまご議論いただきました所有者意向調査と並行して、空き家を利用し

て事業をしたい方の発掘、そしてその方々との所有者のマッチングの方策について検討

しています。これは、東村山市空家等対策計画、基本方針２に記載されております「空

き家や空き地の公的な利活用の取組み」と「柔軟なマッチング体制による取り組み」に

基づく事業です。 

空き家を貸す側がいましても、空き家を借りたい方がいなければ「公的な利活用」は

実現できません。また、市では空家等対策計画にもありますとおり、公的な利活用につ

いて、モデル事業を実施する方向で検討しておりますが、その事業内容を精査し、どの

様な支援が必要かを適切に判断することが必要になります。そこで本日は、モデル事業

の実施事業者となる、空き家を借りたい人を発掘するための手法についてご意見をいた

だきたいと考えております。 

また一方で、空き家の公的な利活用は、市が所有者と借用希望者の双方を支援するこ

とにより、各々の不安解消に努めるとともに合意を得られる様に取り組んでいく必要が

あります。その一例として、今回は「空き家を貸したい人、借りたい人のマッチング」

を実際に図られている大田区の事例を資料２のとおりご紹介させていただきました。大

田区ではまちづくり公社に総合相談窓口を委託しており、貸したい空き家と借りたい団

体をそれぞれ登録してもらい、その中でマッチングを図る仕組みと聞いております。現

状市では、大田区の様な仕組みを設けることはまだ考えておりませんが、マッチングを

図るうえで例として紹介させていただきました。 

本日の協議会においては、モデル事業の実施を見越して、どの様に空き家を借りたい

人の発掘をすべきか、また、その方々と空き家をマッチングするためにはどの様な体制

で臨むべきか、ご意見を頂戴していきたいと考えております。 

 また、大田区の取り組みについて詳細に説明させていただきます。平成２６年１２月に利

活用に対する取り組みを始めたと聞いております。元々、大田まちづくり公社というものが

あったらしいのですが、そちらに利活用のマッチングを委託しました。そして平成２８年度

に空家等対策計画の策定に合わせて大田区空き家総合相談窓口というものに委託先を統合

したと聞いております。これまでの実績ですが、平成２８年度は事例が１件で都の補助金を

利用して実施されたものと聞いております。平成２９年度は事例が２件で、国と都の補助金

を両方活用したと聞いております。そして、平成３０年度は事例が１件であると聞いており

ます。 

 大田区が用意している補助の内容としては、空き家を地域に貢献するために利用される方

に対してその改修の費用を補助していると聞いております。平成３２年度に事業の見直しが
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ございますが、ここまでは継続されていると聞いておりますので今後も研究していきたいと

思っております。 

 

（会長） 

 大田区のマッチング施策のご紹介についてでした。東村山市でこの様なことがすぐにでき

るかという話にもなるのですが、一例としてご紹介をさせていただきました。 

 何かみなさまの方からお話はございますでしょうか。 

 

（C 委員） 

 以前、同居できない親族や家族、いわゆる、高齢者の子どもさんの世代がどうしてもおば

あちゃん、おじいちゃんと同居はできないけれども、できればご近所に住んでみたいという

様なニーズを発掘するというテーマがあったと思いますが、東村山市は住宅都市であり、

段々と高齢化が進んでいくということになると、やはり高齢者の方の見守りという観点と、

それから空き家をそれに活用していくというマッチングの仕方というのは非常にいい考え

であると思います。ただ、大田区の事例ではそういうことは紹介されてはいませんね。大田

区の事例は事例として考えていくとして、高齢者が段々増えつつある住宅都市の東村山市と

しては先程申し上げた様な視点で情報を共有し合うという形がなんとかとれれば高齢者福

祉施策においてもいいですしね、そういった観点で考えていくのもいいかなと思いました。 

 

(会長) 

 高齢者の近居促進みたいなことで空き家を貸し出すという、確か前橋市でやっているもの

ですよね。しかし、実績はあまり上がっていないようですね。でも、いろいろ全国の活用事

例を調べてうちで一番効果がありそうといいますか、その点を少し探っていく必要があるか

なと思っています。この点についてみなさまいかがでしょうか。 

 

（F 委員） 

 参考までに富士見町では国家公務員の集合住宅があるのですが、そこの方が一戸建てに住

みたいと希望し、実際に住み始めたというケースもございます。先程、C 委員がおっしゃら

れた様に、子どもさんが移ってきた例であるとか、逆に息子のところの近くに住みたいとい

う例がその後にありまして、千葉県で農家をやられていた方が自分の娘が嫁いだ富士見町の

近くに空き家が出たということで、それで現在９０過ぎになるご両親が８０代の時に移って

きた例が富士見町地内にありました。 

 

（会長） 

 確かにその様な例はありますね。 
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（I 委員） 

 多分、この様な事例は大田区だけではなく H 委員であったり副会長がたくさんご存じで

あったりすると思うのでまたご紹介していただければと思うのですが、個人的には多分その

利活用したい人はいくらでも見つけられる気がしていて、方法もいくらでもある様な気がし

ているのですが、先程の２割みたいな供給者をどの様に発掘していくか、また、どう支援す

るのかなどが大事なのではないかと思います。先程も改修費用のことについては援助をする

というインセンティブを付けるという様な話が多い気がしますが、どちらかというと、供給

をする側、貸し出す側の方に何らかのインセンティブが付く方が私は個人的に東村山市の現

況で言えば大事なのではないかなと思います。貸したい人がたくさんいれば借りたい人はそ

こそこ見つけられて、それは市内だけではなくて外部を含めている様な気がします。もう少

し地方でありますと東京の方でも青梅市の先だとかという地域であると、なかなかその利用

者すら難しいということもあるかもしれませんが、東村山市に関して言えば、利用者はそれ

なりにいらっしゃるけれども供給側がいろいろな事情がある中で、どう問題解決をしてその

市場に乗せてもらうかと、まして意思決定をしてもらうかという様な話に関して、むしろ何

か施策なのかインセンティブなのかがつくのが個人的には望ましいなと思うところであり

ます。また、利活用のマッチングをされたものの事例はいくらでも今は出てくると思います。

もし、使ってくださいという人がいらっしゃれば東村山市としても面白いものはたくさん出

てきて、それがまず最初に看板として市が補助するということがあるかもしれませんが、ど

ちらかといえば供給側へのなんらかの施策というものが本協議会の中でも議論される原因

であると思っております。 

 

（H 委員） 

 私もマッチングに関しては２つ大事だと思っていることがありまして、まず誰が、あるい

はどの組織がそれを推進していくのかという取り決めが必要かなと思っております。空き家

対策としてやっている事例というのであれば、私よりも副会長の方がご存じであると思いま

すが、それに空き家対策としてやっているわけではないけれども、結果的に空き家を使って

いろいろな活動をされてマッチングを図っている方もここ１ヶ月でも結構拝見しておりま

す。少し参考になるかなと思いましたのは、先週行った豊中市などは社会福祉協議会と自治

会さんなんかが中心になりながら活動されていますけど、これは基本的に地域の側から申請

があって空き家を使っていることが多いようです。始まりを聞いていると、空き家をお持ち

だった方が何らかの事情で離れなくてはならないなど、やはりずっと貸すというのは殆どあ

り得ないですけれども、とりあえず数年であれば貸しても良い、それも地域の方と繋がりが

あるのでそれも可能になっている、というその情報がいかに出てくるかということが凄く大

事なんだと思います。そして、支援で言うと、当初は本当にそういう志しだけでやっていた

らしいのですが、そういうのが結構うまくいき始めて、いくつも事例が出てきました。市長

への御提議なんかもあったようなんですけれども、今は、固定資産税の減免か相当額の支援
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の様な助成があり、あとは活動に関して言えば、社会福祉協議会からいろいろな人件費のシ

ェアというものもあり、結構参考になるのではないかなと思いました。 

 あと、例として、世田谷区の世田谷トラストまちづくりという区の外郭団体ですけれども、

むしろ空き家予備軍で、結構ご高齢の方が部屋が空いている所を一部住み開きをして、やは

り市民庭園であったり、介護相談を受けたりといろんなことをやってらっしゃる様な話を聞

いて、これもいくつかの活動支援があるようなんです。その２つに共通しているのが、柏市

の貸し庭でありますとか、大田区もそうなんですけれども、推進主体が市で直接でやるとい

うよりは、多くの場合は地域と繋がりをしっかり持ってやるということです。基本的にはプ

ロパーの職員の方はおられますが、２、３年で異動されることになったり、その担当者が決

まらなかったという状況もあります。そういう推進主体をどうするか、中間支援機能をどこ

に持って行くのかが大事ではないかなと思いました。 

 その上でオーナーと活動者に対してどの様な支援をしていくのか、動ける様にするのかが

結構大事で、豊中市の固定資産税の減免もあるようですし、空き家ではないですけれど柏市

の貸し庭制度という空き地のマッチングですね、これに関してもオーナーに向けては固定資

産税の相当額助成というものがあり、活動者に向けては活動助成とかで基盤を作っていくな

ど、いくつかのメニューがあるようですので、そういう中間支援の機能をどこに持たせ、そ

こがどんなツールを持って、支援を持って動ける様にするのか、そのあたりを構築するとい

いのではないかなと思います。 

 

（会長） 

 大田区の場合も先程お話がありました様に、直接的に区役所がやっているというよりは、

外郭団体が中に入ってやっているということなのでおそらく、うまくマッチングをするとな

ると行政組織そのものよりは何らかの中間支援組織があってマッチングをする様な形の方

が効果は上がるだろうということはありますね。東村山市になると、社会福祉協議会とかの

方が地域の情報はむしろ我々以上に持っていらっしゃる可能性はあると思います。 

 税の相当額を免除するなり何らかの支援をするというのは、相当お金がかかることになる

気がします。空き家を市が仲立ちをして貸してほしいという声は直接、間接的にいただくの

ですが、なかなかスキームが作りだせないのが現状です。 

 

（副会長） 

 私も今、H 委員がお話されていた誰が借りるのかというのは非常に大きな課題かなと思っ

てます。ただ、豊中市さんは固定資産税、都市計画税の相当額の支援というものでしたが、

私達も「あかり」という制度を持っていますが、これは固定資産税、都市計画税と同額でＮ

ＰＯがお金を支払うのではなく事業者の方に支払っていただいて、事業者が修繕費を投資し

て、そこから３年から７年の期間限定の定期借家契約を結び、事業者が家賃収入でその投資

を回収していくというものです。これは多分所有者の方からするとプラスにならない制度な
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のですが、今は固定資産税、税金がかかっているというのと、あとは管理の手間ですね、何

よりもご近所の方々にいろいろ迷惑をかけていると思ってらっしゃいますし、固定資産税以

外でも管理をするとなるといろいろな費用がかかってきます。私達の管理させていただいて

いる所有者の方々ですと、３０万円から４０万円くらいの費用がかかっている方々が多いん

ですね。この３０万から４０万円がゼロになるというだけでもかなり大きなメリットになる

ので、物凄く大きなメリットを提供していくというよりは、私達も常に考えているのはマイ

ナスをまずはゼロにでもよろしいのかなと考えております。税金をゼロにするというのはお

そらくハードルが高いので、固定資産税相当額の支援という形になっていると思います。 

 あと、もうひとつ誰が借りるのかというところになっていくと、私達が信州大学と地域に

入って、空き家問題のことを地域の人たちと一緒になって考えたことがあるのですが、所有

者さんも結構参加されていたんですね。その方々は、市が借りてくれるのであれば今すぐに

でも貸すとおっしゃっていました。ただ市が借りてしまうとちょっと違うのかなと思いま

す。他の地域でいくと社会福祉協議会さんとかが多いですね。あともうひとつは例えば老人

会みたいなものであったり町内会みたいなものであったり、そういう住民組織で借りたいと

なった時に継続性の問題、役員の方々が入れ替わりになってくるので、契約の相手方といっ

ても誰と契約しているのかというのが所有者さんからすると、分かりづらいと言いますか、

トラブルになった時に誰が責任を持ってそこをやってくれるのということで、組織という意

味でいくと住民組織というよりは社会福祉協議会さんとかの方が契約もしやすいと思いま

す。あともうひとつは、あかりの問いあわせでも結構多いのですが、費用の捻出ができない、

できれば売却したくない、持っていたいけども、貸すためには結構なお金が必要だが、その

お金はありませんとか、現状で固定資産税、都市計画税相当額で借り上げてくれるのであれ

ば、貸してもいいですよ、とそれにプラス１００万円くらいまでであれば負担できるのです

が、例えば水回りだとかを直すとなると、物凄い費用がかかってしまうのでそこまではでき

ません、という話もあります。ですから、やはり修繕費をどこまで助成すべきかということ

もあると思うのですが、ある一定の援助でとなると、建物が今の状態では使えないのものは、

もの凄い修繕費用がかかってしまうで、住居以外での簡易な形での修繕での活用というもの

が考えられると一番よろしいのかなとい思います。所沢市でも期間限定で貸したいという方

が来られましたが、水回り含めて考えると非常に費用がかかってしまうのでなかなか難しい

という結論でした。建物自体は雨漏りとかもしてませんし、しっかりしていますので、何か

別の方向であまりお金を掛けずに活用できる方法を考えましょうと提案をしました。他の２

３区のところでも今ご相談いただいているのはすごく立地はいいのですけれども、擁壁の補

修に２０００万円以上かかると言われてしまった事案があります。その擁壁の補修をやれば

億単位で売却はできるんですけれども、ただ売却したいわけじゃないということで、その方

も元々ピアノ教室をお母さんがされていたということもあり、子どもたちの学習の場みたい

なものを希望されていました。ただ、行政が深く関わることになると、耐震性であるとか安

全性の確保というものが非常に問題になってくるので、やはり主は民間であったりとか外郭
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団体の取り組みをいかに支援するかというところに徹底された方が主体となって動くより

かはよろしいのかなと思います。また、１０件分の予算を確保したが結局は１件も使わなか

ったという自治体もあるので、大田区さんにおいてもたくさん事例があるわけではないの

で、仮に補助制度を設けられるのであれば、１件あたりの補助額を手厚くされた方がインセ

ンティブとしては非常に役立つのかなと思います。 

 

（会長） 

 公的な利活用といった場合、どうしても行政に身を置く人間としてはそこの線引きが非常

に微妙で、補助金を出すとなるとなおさら難しいです。自治体が直に絡んでなくても固定資

産税、都市計画税相当分を免除ではなくて補助金としてお出ししている場合にはどの様な利

活用をされているケースが多いのですか。 

 

（副会長） 

 この制度は比較的新しいはずですので、これから事例としては増えていくのではないのか

なと思っているのですが、ただ、公的活用というところでいくと、多いのは地域のコミュニ

ティサロンといったものであるとか、居場所作りみたいなものであったり、高齢者の方たち

もそうですし、お子さんたちで最近、子ども食堂をやっている地域もあるので、そういう拠

点になっていたりというのが、圧倒的に多いのではないのかと思います。ただ、空き家関連

予算というよりかは、元々、ある予算を空き家に使ったという事例の方が圧倒的に多いんじ

ゃないかなと感じます。中にはデイサービスみたいなものをされているケースもあるのです

が、このケースにもグループホームとして活用された鉄筋コンクリート造りの住宅でしたの

で、中々地区の古い木造で用途変更してまでかけてやるというのは費用面から現実的ではな

い部分もあるのかなと思います。 

 

（会長） 

 空き家の利活用についてはずっと計画策定時から課題となってきていますので、即実行に

移れてはいないのですけれども、全国のいろんな事例をご紹介いただく中で、市としてこう

いう取り組みならできそうだという様な方向性が少し見えてくれば、何らかの制度を設計す

るということが大事かなと思います。ただ、以前から申し上げています様に、まずは一般的

に市場で流通することが望ましいのではないか、ただ、誰でも貸していいというわけではな

く、役所が借りてくれるのであれば貸してもいいというその辺のギャップは結構あるのかな

という感じはします。 

 我々もそこら辺の空き家を全部借りるわけにはいかないので、やはり借りるとなれば何ら

かのきちんとした活用を図っていくということに一定の資金を投入せざるを得ないと思い

ます。 

 先程、アンケートについても何人か委員からご指摘がありましたけれども、どういう条件
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でとか市でどういった支援をすれば貸してもいいとかという様なことも含めてご意向を確

認する様な工夫を考えていただいて、次のステップとしてどういうスキームの中でどこが実

施主体でやっていくのか、あるいは社会福祉協議会さんなり外郭団体にお願いをしていくの

か、その点はもう少し議論をしていく必要があるのかなと思います。 

 ２番目のマッチングについて特に他にご意見がなければ本日のところはこれで終わりに

したいと思いますがよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 続きまして次第のその他についてお願いします。 

 

４．その他 

（事務局） 

 事務局より２点ほど報告させていただきます。 

まず、１点目でございますが、９月の台風２１号、台風２４号の空き家に対する被害につい

てご報告させていただきます。どちらも日本列島の広域に影響を及ぼした台風ですが、当市

においても例外ではなく、多数の通報がありました。主な被害の状況としては、「屋根や瓦

の破損」が 7 件、そのうち一件は屋根部分が丸ごと飛散しております。また、「建物の一部

の倒壊」が 2 件あり、うち一件は通報後、実は空き家ではなく、中に居住者がいたことが判

明しましたが、無事に保護されております。また、この一部の倒壊のあった２件につきまし

ては本日では所有者により除却されております。市では、改めて老朽家屋の危険性を感じて

おり、特定空家等としての措置を講じる体制の構築を進めております。 

２点目でございますが、前回の第１回空家等対策協議会でのご議論を参考に、これまでに

３か所の出前出張講座を開催しました。地域の見守りや災害対策といった集まりの中に時間

を設けていただき、社会福祉協力員の方々や地域のみなさまに聞いていただきました。今後

は地域包括支援センターの方々の集まりなど、関係所管などとも連携し、拡充を図る予定で

す。 

最後になりますが、第３回の協議会は２月を開催の予定としております。なお、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。以上です。 

 

（会長） 

 今、次回のことも含めて３点報告がありましたがいかがでしょうか。台風被害については

空き家だけでなく人が住んでいるところでもあったり、あと、風が強かったので街路樹や公

園の樹木を含めるとおそらく今把握しているだけで１００本近い木が倒木あるいはかなり

傾木というのですかね、斜めになってしまってこれではもう撤去せざるを得ない状況になっ

ております。特に管理の悪い空き家では相当被害があったのですが、とりあえず人命に関わ

る様な事故はなかったのですね。 
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（事務局） 

 はい、空き家に関連した人的被害はありませんでした。 

 

（会長） 

 この空き家問題もひとつの課題になりますね。災害、時に風の強い台風が来た場合、迷惑

になるのは持主の方というよりは近所の方ですよね。 

 

（I 委員） 

 でもそれは空き家に関して啓蒙するにはすごくいい機会でそういうケースがあったとい

うことは、勿論個人情報とかいろいろな問題があるとは思うんですけれども、だからこそ空

き家は放置していてはいけないし、すごく大事なことだなと思います。 

 私達の様な住宅事業者で多分近年で一番被害としては大きかったと思います。うちの会社

で言うと１００件くらいは問い合わせがありました。先程の屋根だとかは、まだ今も片付い

ていないですね。屋根業者はみんなで引っ張り合い、もっと言えば地方からも私達業界団体

へはいろんなところから要請が来ています。大阪もまだその被害はありますし、もっと言え

ば熊本の震災の支援もまだ継続している現状でありますので、そういう意味では管理をしっ

かりしていただくことと合せて、やはり空き家問題の啓蒙というのも重要になるかと思いま

す。うちの会社からも市長の方にメールさせていただきまして、東北の薪ストーブのユーザ

ーさんたちが使いたいというのがあって、市長の方からも指示を出していただいて、関係課

の方にはだいぶご迷惑をお掛けしたと思いますが、そういう意味では活用させていただい

て、丁度先週、そのユーザーさんと薪割大会をしてほぼそれは片付き、持って帰っていただ

いて利活用もさせていただきました。空き家のマッチングとは違いますがそういうマッチン

グをさせていただいたひとつの事例となります。 

 

（会長） 

 市もお金を出して処分しなければならないというところを引き取っていただいたという

ことであれば良かったのではないかと思います。 

 

（C 委員） 

 その時の事故については、まだ保険会社の査定が１か月経ってもまだ終わっていないそう

です。 

 

（I 委員） 

 私どもの会社では保険業務も携わっていますが、自社の保険に関してはすぐ降りるのです

が、やはり他社の保険に入られていたり、共済であったりとすると相当今時間がかかってい

ますね。 
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 ですから応急措置だけで最終的な措置ができないのです。応急措置であれば最初の何日か

で全部やってしまうのですが、手が付けられないのですね。職人さんの問題だけでなく保険

の問題はすごく大きいです。 

 

（副会長） 

 こういう大きな台風があった後でも、すぐに所有者の方たちが忘れてしまったりとか、あ

とはご自身が住んでいたところが大したことないと、この東村山市がどういう状況であった

か分からなかったりとかもします。私達も２番目に管理をした空き家が東村山市内であった

のですが、台風の日に連絡をいただいて屋根が飛ぶかもしれないというのです、台風が来て

いる最中に社員と雨合羽を着て行ったというのがすごく想い出に残っているんですけれど

も、やはりそれくらい差し迫らないとなかなか所有者の方は動けないというのがあるので、

私達が管理させていただいている空き家に関しては 6 月くらいに管理をお願いする旨のお

手紙を出しました。こういう風にリマインドしてあげないとみなさま忘れてしまうというこ

とがあるので、空き家の所有者の方を一番把握されている行政が、なるべく注意換気みたい

なことをされても良いのかなと思います。 

 もうひとつは保険の話で、これについてはいつも行政の方には話しているのですが、空き

家に火災保険は殆ど適用されないのです。特に共済の保険は一切適用されず、それを知らな

い所有者さんがあまりにも多いです。引き落としで保険料を払い続けているようですが、被

害が起きた時に保険が降りませんという話があり、大手さんでも私達が把握しているところ

だと２社しか引き受けて下さらないというところがあるので、せっかく保険を払っていて、

しかも被害が起きた後で保険が適用されないとなると、それが新たな問題となってしまいま

す。どこの火災保険会社を使うかという話ではなくて知識として所有者の方に持っていても

らいたいなと思っております。 

 また、単年度でしか入れないといった保険が基本になるのですが、私達が把握しているこ

ととして、年間で３、４万円くらい少なくともかかってくるのですね。ですから自分が住ん

でいる家の保険よりも高い保険や税金を不動産に対して払いたくないという方々も多いで

すが、その辺は私達も火災保険だけはきちんと入っておかないと、もしも何かあった時に解

体費用がありませんとなります。実際、別の自治体でも問題になって、何年もそれが放置さ

れたということがあります。 

 なお、保険には告知事項というか、人が住んでいる住宅にかけている保険で、人が住まな

くなったらそれを告知しなければならないということが要項に記載されてはいるものの、な

かなかそれを読む人はいないと思います。 

 

（会長） 

 当市も今回の台風で、実は街路樹で車を破損させているのですが、保険はやはり適用にな

らないという見解でした。いわゆる天変地異で免責になってしまう事項に該当するというこ
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とで、適正に管理をしていてあれだけの風が吹いてしまうともう保険の対象にならないとい

うことで非常に苦慮しております。そういう面では知識としての家を保有された人は知って

おくべきでしょうね。放置していて、万が一保険が降りると思っていたら降りないという危

険性があるということは空き家の場合あり得ることを承知しておいてもらうべきでしょう。 

 

（会長） 

出前講座については空き家についてやっているということなので、もし何かありましたら

ご指導いただいたり、あるいはそれこそ、F 委員、D 委員、G 委員などもし何か機会があっ

て５分１０分いただけるようでしたら事務局の者に声をかけてください。 

今、各町で介護予防大作戦を実施していると思うのですが、こういうところでも１０分、

１５分の時間をいただいて空き家の話をさせてもらったり、空き家のパンフレットができ上

がった時に配布するとか、ご検討いただければと思います。 

 他になければこれで終了させていただいて次回は２月頃の開催となります。 

 先程、お諮りしたアンケートをもう一度みなさまの方にお送りできればさせていただきた

いと思いますのでよろしくお願いします。それでは以上で本日の空き家対策協議会を終了さ

せていただきます。みなさまありがとうございました。 

                                     以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


