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会 議 の 名 称 令和４年度第１回東村山市空家等対策協議会 

開 催 日 時 令和４年７月 28日（木）午後３時から午後４時 55分まで 

開 催 場 所 東村山市役所 北庁舎２階 第４会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

〇出席者 

 会長：渡部 尚 

委員：松原 拓郎 

野﨑 隆行 

相羽 健太郎 

後藤 麻子 

上田 真一 

土方 桂 

黒木 健次 

畠山 直樹 

石川 ゆう子 

西山 佳孝 

 

〇事務局 

屋代 尚子   まちづくり部次長 

炭山 健一郎  まちづくり部都市計画・住宅課長 

田村 博文   都市計画・住宅課住宅係長 

舩木 伸也   都市計画・住宅課主事 

比留間 美保  会計年度任用職員 

傍 聴 の 可 否 可 傍聴不可の場合はその理由  傍聴者数  ２ 

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 議題 

(1) 東村山市空家等対策計画改定方針案について 

３ 報告 

  (1) 東村山市空家等対策計画改定を見据えた空き家等実態調査業務の 

結果について 

  (2) 特定空家等の取組状況について 

４ その他 

５ 閉会 
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配 付 資 料 

令和４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改定を見据えた空き家等実態調査業務の 

結果について 

資料２ 東村山市空家等対策計画改定の流れ 

資料３ 現行計画の取組と成果 

資料４ 東村山市空家等対策計画改定に向けた検討（第１章から第５章） 

資料５ 特定空家等の取組状況 

東村山市空き家等実態調査報告書 

問い合わせ先 

〒189-8501 東京都東村山市本町１丁目２番地３ 

東村山市まちづくり部都市計画・住宅課 

電話：042-393-5111 

会  議  経  過 

１ 開会 

 

 

２ 会議の成立の報告 

 （事務局） 

  会議の成立についてご報告させていただきます。本日の出席委員は全委員で、２分の１ 

 以上の出席であり、条例の規定を満たしていることをご報告させていただきます。 

 

 

３ 資料の確認 

 （事務局） 

続きまして、本日の協議会開催にあたり、配布資料の確認をさせていただきます。事前 

に配布させていただきました資料といたしまして、「次第」、資料 1「東村山市空家等対策 

計画改定を見据えた空き家等実態調査業務の結果について」、資料２「東村山市空家等対 

策計画改定の流れ」、資料３「現行計画の取組と成果」、資料４「東村山市空家等対策計画 

改定に向けた検討（第１章から第５章）、「東村山市空き家等実態調査報告書」でございま 

す。 

また、本日、配布させていただきました資料といたしましては、資料５「特定空家等の 

取組状況」となります。配布漏れはございませんでしょうか。 

 

（配布漏れなし） 

 



 

 

3 

４ 会長挨拶 

 （会長） 

  皆さま、こんにちは。本日、公私ともに大変ご多用な中、また、大変な暑さ、そして、 

 残念ながら新型コロナウイルスも感染急拡大という中にもかかわらず、令和４年度第１回 

空家等対策協議会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

また、委員の皆さまには、常日頃より当市の空き家対策の取組に関しまして、ご理解と 

ご協力、ご指導を賜っており、本当に心から感謝を申し上げる次第でございます。 

  当市の空き家に対する取組については、昨年度も既にお話しさせていただいたかと思い 

ますが、振り返ってみますと、平成 25年度に初めて空き家の調査を行わせていただきま 

して、その頃から空き家問題が当市においても顕在化しつつあったというような状況でご 

ざいます。その後、国におきまして空家等対策の推進に関する特別措置法が制定をされ、 

平成 27年度に完全施行されたことを受けまして、法律に基づいた空家等対策協議会を平 

成 28年度に設置させていただいたところでございます。その時から上田副会長をはじめ、 

多くの方に長きにわたって委員をお務めいただいて、平成 28年度には基本方針を定めさ 

せていただき、翌平成 29年度に当市では初めてとなります空家等対策計画を策定させて 

いただき、これまでこの計画に基づいて当市でも空き家の取組を進めてきたところでござ 

います。 

  この間、１期目から委員をお務めいただきました法政大学の保井美樹先生が、昨年、急 

逝されるというようなことがありまして、あらためてご冥福をお祈りさせていただきたい 

と思っております。 

  １期目から携わっていただいております委員の皆さまと作り上げた計画の期間は５年 

間ということで、本年度いっぱいで計画が終了いたしますことから、第２期の空家等対策 

計画を策定すべく、昨年度に基礎調査等を実施させていただきました。本日はそのご報告 

をさせていただき、10年間の計画期間を想定しております計画の骨子についてもお示し 

させていただいて、本日、議論をさせていただきたいと思っております。平成 25年度当 

時と比べると、空き家総数もやや増えております。もちろん、除却されたり再利用されて 

いる家屋もあり、周辺市と比べると、当市の場合は、比較的まだ空き家が少ないというこ 

ともございます。不適切管理の空き家や特定空家等についても、当市の場合は今のところ 

件数があまり増えていないということで、これも皆さまがたのこれまでのご指導のたまも 

のかなと思っております。 

今後、高齢化等に伴って、健全に管理されてない空き家が増えることも想定されており 

ます。それぞれの所有者のご事情等もありますが、市としましては空き家の総数を増やさ 

ないように、不適切な管理がされるような空き家については何とか行政の努力によってこ 

れ以上増やさないようにということを当面の目標といたしまして、今後も民間事業者や市 

民の皆さまと連携・協働しながら空き家対策を進めてまいりたいと考えております。 

本日は限られたお時間ではございますが、ぜひ、今後の 10年間の空き家対策の計画作 
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りの土台となる議論を進めていただきますようによろしくお願い申し上げて、冒頭、私か 

らのご挨拶に代えさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

５ 傍聴に関する定め及び会議の公開 

 （事務局） 

  本協議会の会議の公開等についてお知らせいたします。市では市政の市民参加を推進

し、市政の透明性・公平性を更に向上させるため、庁内の一定の統一ルールに沿って会議

を実施しております。本協議会においても、議事録の作成のためボイスレコーダーを使用

しておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。また、「東村山市空家等対

策協議会の傍聴に関する定め」に従いまして、本協議会におきましても原則公開とし、傍

聴希望者への対応を進めてまいりたいと考えております。事務局からは以上です。 

 

 （会長） 

本日の協議内容につきましては非公開とすべき事項ではないと思われますので、公開と 

させていただきますが、よろしいでしょうか。 

 

（一同異議なし） 

 

 （会長） 

それでは、傍聴人がいらした場合については、これ以降、順次入室していただくことと

いたします。 

 

（傍聴人が入室する） 

 

 （会長） 

それでは、会議を再開いたします。審議に先立ちまして、傍聴希望者の皆さまにお願い

申し上げます。当協議会の審議を傍聴されるにあたっては、「東村山市空家等対策協議会

の傍聴に関する定め」第４の「傍聴者の遵守事項」をお守りいただきますようお願い申し

上げます。 
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６ 報告（１）東村山市空家等対策計画改定を見据えた空き家等実態調査業務の結果につい 

  て 

 （会長） 

  それでは、次第２の議題（１）に先立ちまして、次第３の報告（１）東村山市空家等対 

策計画改定を見据えて令和３年度に実施いたしました空き家等実態調査業務の結果につ 

いて、事務局より報告いたします。 

 

（事務局） 

【説明の概要】 

 ○空き家等実態調査業務について、「業務の目的と手順」、「現地調査結果」、「所有者意 

向調査結果」、「自治会意向調査結果」、「実態調査まとめ」の報告を実施した。 

  ○現地調査は、市内全域の住宅全棟を対象とした１次調査と、１次調査により抽出され 

た棟数を対象とした２次調査を実施した。その結果、最終的に 665件の空き家を抽出 

した。また、そのうち管理不全のものは、6.6％にあたる 44件であった。 

  ○所有者意向調査は、アンケート方式で実施した。同調査では、「空き家」と回答があ 

ったうちの 51.9％が、ふだん使用しなくなって１年～５年であり、「今後、建物をど 

のようにしたいか」といった設問に対する回答としては、売却が 27.3％の 35件と最 

も多く、地域交流の場として貸すという回答は 6.3％の８件であった。また、「建物を 

ふだん使用していない理由」としては、「相続により取得したが、既に居住する別の 

住宅があった」という回答が最も多く見られた。 

○自治会意向調査は、所有者意向調査同様、アンケート方式で実施した。「空き家でお 

困りの具体的内容」として、「庭木、生け垣、雑草が繁茂し、付近の環境や景観を損 

ねている」についての回答数が 23件、その次に、「不審者など人が出入りするおそれ 

があり、防犯・防火の点で心配である」についての回答数が 13件という結果であっ 

た。また、空き家を自治会で利用してみたいかという設問に対しては、回答全体のう 

ち 25％が「はい」との回答であった。 

  ○実態調査のまとめとして、空き家 665件の抽出過程と、空き家の分布状況から分かっ 

   たことについて説明をした。空き家 665件の抽出に至るまでには、平成 27年度の調 

   査で把握した空き家 457件とその調査の後から令和３年９月までに市が把握した空 

   き家 298の合計 755件を、実態調査前の空き家件数とした。そのうち、65％の 491件 

   が解消されている。残りの 264件が未解消の空き家であり、今回の実態調査にて新規 

に把握した空き家 401件を合計した 665件が、今回の実態調査にて抽出された空き家 

件数となる。 

○各町の空き家率を算出した結果、萩山町、栄町、富士見町、廻田町、諏訪町、野口町 

の６町における空き家率が高いという結果になったが、高齢化率や駅からの距離との 

関連性の把握には至らなかった。空き家の密度が高い地域としては、野口町１丁目付 
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近、諏訪町１丁目付近、秋津町４丁目付近を中心に計７か所が抽出されたが、築年数 

の古い平屋の貸家等が比較的狭い範囲に集中していることから、密度が高いという結 

果に繋がっていることが分かった。 

【使用した資料】 

○資料１「東村山市空家等対策計画改定を見据えた空き家等実態調査業務の結果につい 

て」 

 

 （会長） 

  昨年度実施いたしました空き家等の実態調査につきましては、只今、報告があったとお 

りでございます。この調査を前提に、これから方針を立てて、計画を作っていくことにな 

ります。 

何か皆さまのほうでお聞きになりたい点等があればお受けさせていただきたいと思い 

ますが、いかがでしょうか。 

 

 （Ａ委員） 

  ご報告ありがとうございました。数字の確認なのですが、資料１裏面「実態調査まとめ」 

にある図の中段に「775件のうち除却等で解消された空き家が 491件」とあります。この 

775件は 755件ではないでしょうか。 

 

 （事務局） 

記載ミスがございました。訂正箇所ですが、資料１裏面「実態調査まとめ」のところと

なります。図の中段に青色の矢印で 190件と記載の下に「775件のうち除却等で解消され

た空き家が 491件」と記載がありますが、775件ではなく、正しくは 755件でございます。

訂正させていただきます。 

 

 （会長） 

皆さま、お分かりいただけたでしょうか。除却等で解消された空き家が 491件と書いて 

ある箇所の総数が記載誤りで 775件になっておりますが、正しくは 755件ということでご 

ざいます。大変申し訳ございません。訂正をお願いいたします。その他、お気付きの点や 

ご質問等はございますでしょうか。 

 

 （Ｂ委員） 

  調査結果を非常に興味深く参考にさせていただきました。不動産に携わる中で、今回の 

情報というのは非常にビジネスとしても有益な情報でして、いくつか感想等をお話しさせ 

ていただければと思います。 

まず、空き家所有者の意向について、売却するという回答が約３割あり、また、利活用 
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などをするという回答が約４割ありますが、何らかの理由があり貸し出したいが貸し出せ 

ていないというのが実情だと思います。と言いますのも、不動産業者間で貸し出したい物 

件数などの登録件数をインターネットで見れるのですが、その登録件数を調べたところ、 

東村山市内に空き家をお持ちの方で、賃貸の戸建ては 18件しかありませんでした。その 

反面、賃貸のマンションなどの共同住宅の空き家も含めた件数を調べますと、1057件あ 

ります。実数とは異なっており、重複もありますので、おおむね、約８掛けだと思います。 

この空き家の 800件に対して、市場に出ている賃貸の戸建てが 18件しかないことを踏 

 まえると、非常に少ない流通数です。われわれ不動産事業者も店頭で、コロナ禍において 

 自由度の高い戸建てに住み替えたいとのご意見を非常に多くいただいております。賃貸の 

 戸建てというのは、比較的早く決まる傾向があります。それに対して、市内の 18件とい 

 う流通数は非常に少なく思います。 

  次に、資料１の結びで、野口町 1丁目や諏訪町 1丁目など、ピンポイントな町名で空き 

家の密度が高い地域を書かれておりますが、指定７カ所の区域を調べたところ、この区域 

での賃貸戸建ての登録件数は０件になっています。調査では、目視で空き家として見てい 

ただいておりますが、市場には出ていないです。それは貸し出したいが、何らかの事情で 

貸しに出せないという理由が、空き家のオーナーにあるのかなと思います。 

  また、資料１表面右側の下部にも書かれておりましたが、賃貸や居住のために空き家の 

リフォームが必要というような施策は、現場の意見としては非常に有益だと思います。と 

言いますのも、例えば、今回目視されている管理不全などの空き家の戸建てというのは、 

大抵の場合だと平屋であったり、建ぺい率や容積率の超過物件が多いと思いますが、この 

辺りの平屋の戸建ての平均的な賃料は、約７万円になります。あとは老朽化している賃貸 

戸建ての場合だと、10万円前後というのが主です。今まで高齢のお父さん・お母さんが住 

んでおり、相続で取得をしたが、空き家になって約５年経ち、貸すためのリフォームをす 

るのに 200万円や 300万円かかるとなると、設備投資するのに 20カ月や 30カ月かかるこ 

とから、収支を得るのは難しいので困っているのが実情だと思います。 

前回の協議会の時でしょうか。副会長からもお話をいただきました色々な民間事業者で

手を差し伸べるリフォーム提案というものもありますが、これは行政も交えた中で何らか

の施策があると、われわれも後押ししやすいと感じました。 

  最後に、ピンポイントな町名というのを、われわれからビジネスに活かしたいなと思っ

ております。利活用の提案をすれば市場に出していただけるような潜在的なオーナーがい

らっしゃるというのは非常に有益な情報だと思うので、不動産事業者間でもいいですし、

何らかの形で民間事業者にも情報共有していただけると、民間事業者のほうから積極的に

利活用の提案を促せるので、結果として空き家の削減にも繋がるのかなと思いました。 
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 （会長） 

  ありがとうございます。不動産市場のお話も含め、色々とご提案をいただきました。ご 

提案を踏まえて、計画に活かせていただきたいと思います。その他、皆さまのほうで何か 

お気付きの点やご質問等があればお受けをさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

(会長) 

それでは、昨年度行いました実態調査については、以上とさせていただきます。ご意

見ありがとうございました。 

 

 

７ 議題（１）東村山市空家等対策計画改定方針案について 

 （会長） 

続きまして、次第２に入らせていただきます。実態調査の結果等を踏まえまして、令和 

５年度からを計画期間といたします、次期東村山市空家等対策計画の作成にあたり、計画 

の改定方針案について、本日お示しをさせていただいて、ご意見をいただければと思いま 

す。内容について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

【説明の概要】 

 ○空家等対策計画改定方針案として、「改定の流れ（スケジュール）」、「現行計画の取組 

と成果」、「協議いただきたい検討内容」に関する説明を実施した。 

○改定の流れ（スケジュール）として、10月に計画素案に関する意見照会を実施する。 

11月には計画の中間まとめとして第２回目の協議会を開催する。12月にパブリック 

コメントを実施のうえ最終案を構成する。令和５年２月には計画案についての協議の 

場として第３回協議会を開催する。そして、その後、納品を予定している。 

○現行計画の取組と成果として、３つの基本方針における施策の「取組状況」と「主な 

取組内容と評価」の振り返りを実施した。基本方針１では、周知啓発や空き家所有者 

への助言、相談体制の構築として、各種リーフレットの作成、配布や空き家セミナー、 

出張講座の開催、総合相談窓口、専門家団体との協定締結について取り組んできた。 

基本方針２では、公的な利活用やマッチングを目指し、空き家の所有者との引き合わ 

せや周知啓発に取り組んできた。これまでに、空き家・空き地の公的な利活用やマッ 

チングには至らなかったが、現在もノウハウに関する情報収集を継続して行ってい 

る。基本方針３では、状態の良くない空き家への措置として、特定空家等の認定・指 

導・勧告に取り組んできた。特定空家等の措置では、今後、相続財産管理人や不在者 
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財産管理人制度を活用した解決も見込まれることから、現行計画の特定空家等のフロ 

ー図にその内容を盛り込んでいく必要があるとの見解を示した。 

 ○協議いただきたい検討内容として、現行計画の取組に加え、空き家等実態調査や統計 

資料を踏まえ、計画改定方針案を示した。現行計画から変更・追加したい点として、 

計画の構成・計画期間・基本方針・計画の目標値・具体的な施策の方向性を挙げ、協 

議を図った。 

【使用した資料】 

○資料２「東村山市空家等対策計画改定の流れ」 

○資料３「現行計画の取組と成果」 

○資料４「東村山市空家等対策計画改定に向けた検討（第１章から第５章）」 

  

（事務局） 

  訂正がございます。資料４の４ページ左下の図の中で「775件のうち除却等で解消され 

た空き家が 491件」と書いておりますが、775件を 755件に訂正させていただきます。申 

し訳ございません。 

  

（会長） 

  只今ご説明をさせていただきましたが、皆さまのほうからご質問、あるいはご意見、ご

指摘があればお受けをさせていただきたいと思います。 

 

 （Ｃ委員） 

  資料３の基本方針２の上から２行目に、「公的利活用希望者と空き家所有者を引き合わ 

せるところまでいったが、条件が折り合わず」と書いてありますが、本当に素晴らしい試 

みだと思っております。また、その２行下にまちおこしカフェの話もあり、やりとりが継 

続中となっておりますが、このようなことをもっとやっていったら良いなと思いながら読 

ませていただいています。こちらの事例について、どのような形で進んでいるのか、もう 

少しお話をお聞かせいただければと思いました。 

 

 （事務局） 

  資料に記載のあるまちおこしカフェや利活用に係る内容ですが、２年ほど前からチャン 

スがありまして、利活用を希望されている方と当市で調整を進めてまいりました。しかし、 

これまでに利活用ができた事例がなかったため、研究しながら進めてきたところでありま 

す。現在、最終的な目標達成までは至っていないのですが、関係所管等も含めて所有者の 

方に連絡を取りながら、利活用のチャンスをうかがっている状況でございます。 

また、基本方針２の２）につきまして、「条件が折り合わず、マッチングには至らなか 

った」とお伝えさせていただきましたが、貸す側と借りる側で家賃などの詰めのところで 
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どうしても実現できなかったという実情がございます。家屋をお持ちの方は、固定資産税 

や都市計画税などの税金に加えて家賃として貰いたいというようなお考えであったとい 

うところがネックで、実現できませんでした。 

このように空き家を利活用したいというお話があれば、引き続き調整をさせていただき 

たいと思っております。 

 

 （Ｃ委員） 

 ありがとうございます。とても良いなと思いながら読ませていただきました。 

 

 （副会長） 

  私たちの団体も全国の自治体から非常に多くのご依頼をいただいているのですが、なか 

なかマッチングが叶いません。マッチングできない理由としては、空き家所有者１人に全 

部負担がいくためです。先ほどお話があったとおり、固定資産税や都市計画税は、おうち 

カフェにすると店舗の扱いになりますので、税金が上がります。借りる人は家賃が安くて 

良いのですが、年間 30万円や 40万円の税金を払う方としては、税金分ぐらいは払っても 

らわないと困ります。改修費用というのは、基本的には全部所有者負担となります。住宅 

を店舗に改修するというのは、100万円単位の投資になりますが、その額も全部所有者負 

担になります。貸している費用は安くても、例えば、雨漏りなんかが起きてしまうと改修 

する必要があります。その額も全部所有者負担になります。そのため、良いことをしてい 

るという気持ちだけが所有者の方にとってのメリットになり、また、それを実現するため 

には年間何十万、当初に何百万というお金をかけなければなりません。 

  マッチング自体は良い考えだと思うのですが、今回、この 10年間の計画の中に入れて 

いくにあたり、空き家所有者の方から空き家の利活用を募ることは空き家の計画で良いと 

思いますが、空き家所有者の支援や地域にとって必要なものを整備するということは、空  

き家の予算や計画というよりは、福祉などの計画と連動しながら行うもので、空き家計画 

の管轄外であると感じるところです。例えば、民間の一戸建て住宅を使い福祉施設を整備 

することについて、空き家の計画に明記したからといって、計画と予算と支援体制という 

ものがないと、実施できません。どこの自治体でも形を変えてある事例です。渋谷区では、 

私たちの団体に対してマッチングだけの事業委託もいただいておりますが、そこであった 

事例で言うと、今よく取り組みがある子ども食堂に使いたいというものがありました。 

しかし、使いたいのは「１ヵ月に４時間や５時間だけで良い」と言われます。そのため 

 に整備はできないですし、「家賃はいくら払えますか？」と聞くと、「予算は全部、食費に 

 行くのでゼロです」と言われます。１ヵ月の間に４時間だけ、家賃はゼロというところに、 

所有者の方は「貸してもいい。税金と同じ金額だったら、リフォームしても良い。」とお 

っしゃっていました。リフォーム費用は 200～300万円かかりましたが、それを払えない 

となると実現しませんでした。また、別の自治体では、都市部の非常に立地が良い場所だ
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ったのですが、所有者は保育園もしくは子どもが集まるための学童のような場所にしたい

とおっしゃっていました。しかし、敷地が 100坪ないと整備の検討はできませんというこ

とで、関係部署で話が終わってしまいました。 

  そのため、使う側の支援や情報整理をどのようにするのかという議論をしないと、マッ 

 チングは起きません。所有者の方の善意に 100パーセント頼ったものは難しいのかなとい 

 うのが正直なところです。考え方としては良いと思いますので、別の部署になってきてし 

 まうとは思いますが、ぜひ計画を通じて連携していただければと感じました。 

 

 （事務局） 

  利活用のマッチングでは、家賃が折り合わなかったという実情でございます。貸す側と 

借りる側の方がいらっしゃるので、これまでの空き家利活用等の普及啓発・相談などでの 

御意見を踏まえ、空き家の所有者と活用希望者とのマッチングを支援する等の視点を次期 

空家等対策計画でも、検討させていただきたいと思います。 

 

 （副会長） 

  お願いします。 

 

 （会長） 

  ありがとうございました。その他に何かございますでしょうか。 

 

 （Ａ委員） 

  副会長のお話から派生する話と別の観点の話を、２つしたいと思います。 

まず、副会長のお話は本当にそのとおりだと思っておりまして、少し言葉を変えて言う 

と、貸す側の貸す意思に頼っていては、マッチングは進まないと思っています。貸す側に、 

それなりのモチベーションと経済的合理性、また、負担の軽減がないとできません。その 

ようなことを待っていたらいつまで経ってもマッチングはできないので、福祉分野でのア 

ウトリーチ活動や、状況によってはピンポイントで絞った場所にある空き家に対してのア 

プローチをかけるなど、このような場合にはこのような支援ができるということをワンセ 

ット・ワンパッケージで組んでいくようなことをしないと、具体的な形にはならないのだ 

ろうと思います。 

  実際、現場としても、学童的なもの・子ども食堂的なもの・子どもの居場所であるとか、 

またはグループホームなど、そのようなニーズはたくさんあります。特に住宅街の中で、 

通うのにそれほど時間がかからない学区内や家の近くにそのような場所を造るニーズは 

非常にたくさんあります。そのため、福祉とワンパッケージでのアウトリーチ活動という 

点がポイントになってくるのかなと思いました。 

  次に、視点の違うお話です。まず、資料１表面右側の一番下に「どのような支援策があ 



 

 

12 

ったら良いか」として、項目と割合が書いてあります。この箇所を見て、私は若干、違 

和感を持ちました。違和感の正体は何だろうと思いながら、資料を見続けました。そうす 

ると、資料４の５ページ目右側の一番下、「空き家の今後について（令和３年）」というグ 

ラフがありますが、このグラフには①から⑪の累計がありまして、①から⑦までは売りた 

い、貸したい、使いたいなどの積極的なモチベーションや希望があるという累計になって 

います。相続や維持管理など、そのままの状態にしておくという積極的な方針がないもの 

が⑧から⑪になっており、一つの累計として、くくれると思います。この⑧から⑪の件数 

を全て足すと 36件になって、件数としては、実は一番多いです。ここが視点としての１ 

つのポイントなのかなと思います。そして、今一度、資料１表面右側の一番下の「どのよ 

うな支援策であったら良いか」と、東村山市空き家等実態調査報告書資料編の 122ページ 

を見ながら考えました。私も後見人などをやりながら、実際に空き家を管理している立場 

として日々反省しているところですが、所有者は普段何も困っていません。私はもちろん、 

業務としてやっておりますので意識して見ようとしますが、草が繁茂していることを所有 

者自ら見ていないですし、草が繁茂しているので何とかしてほしいと民生委員から連絡が 

来てから、ようやく手配をして剪定をします。しかし、それ以外の箇所は、所有者は普段 

見えていないので、気にしていないのです。 

  自治会アンケートの中で、空き家で困っているという話があるのは、所有者に日常的な 

ものとして、困り感が全然伝わっていないところがあります。そのように考えると、「ど 

のような支援策があったら良いか」の回答として、困り感がない人は「特にない」になる 

と思います。積極的なモチベーションを持っている①から⑦の人たちは「空き家の取壊し 

の支援」や「売却や賃貸、所有者が再度居住するなどを目的とした空き家のリフォーム費 

用の支援」をチェックすると思いますが、困っておらず、相続や維持管理など、そのまま 

の状態にしておくというような方たちは、「特にない」以外の回答はしないと思います。 

  繰り返しになりますが、そのような問題で、空き家の放置が発生しているのだと思いま 

す。そのような人たちにどう働き掛けるのか、具体的には、いわゆる終活のような感じで

家屋をどのようにしようかということをきちんと考えるような働き掛けであるとか、また

は、相続が発生した空き家に対する公的な支援などになりますが、困り感がない方たちは

そのようなことについてあまりモチベーションがないので、空き家の総合相談窓口につい

ても利用しようとは思わないというアンケート結果に繋がってくるという話かと思いま

す。 

そのため、そのようなことについて、どのように具体的にアウトリーチをするという話 

だと思うのですが、どのように働き掛けをしていき、問題意識を持ってもらうのかが、次 

の課題になるのではないか、現行の計画と実施の中で見えてくる課題なのかなと思ってい 

ます。 
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（事務局） 

  ありがとうございます。Ａ委員にお話しいただきました困り感、いわゆる関心を抱いて 

いただいているのかなのですが、日々、空き家対策では相談や苦情を受け、現地調査に行 

き、空家法に基づいて所有者を特定していきます。所有者が特定された場合は、改善を促 

すような手紙をお送りして、お電話をかけてという対策を行っておりますが、その後は大 

きく２者に分かれます。まずは、手紙を送って、お電話をいただける方です。そのような 

方は空き家を何とかしなきゃいけないという気持ちを持ってお電話を頂けますので、例え 

ば、樹木・庭木・草が伸びて越境しているといった状態があると、比較的改善されるのは 

早いのかなと感じております。 

  しかし、手紙を送ってもお電話をいただけない方については、空き家対策の中で一番苦 

慮しているところであります。ある程度ネゴシエートになってしまいますが、困っている 

ことがあればまずはお話を聞きますというように、心に向かうようなアプローチの仕方や 

手法に、最近変えてきております。例えば、所有者の心をつかんでいくように、手紙を送 

るにしても手紙の文章や封筒を変えたりしています。改善をしてくださいと一点張りで刺 

さるものではないのかなと思います。 

徐々にではあるのですが、お電話をいただけなかった方からお電話をいただき、木を切 

っていただいたり、除草をしていただいたり、不良箇所を改善してもらうことができまし 

た。そのように、心へのアプローチというところを工夫しております。今後、最初に困り 

感がない方との向き合い方について、より工夫をしながら進めていきたいと考えておりま 

す。 

 

 （会長） 

  ありがとうございます。後ほど、特定空家等の取組状況についてご報告させていただき 

ますが、特定空家等については、当市の場合、全て所有者が特定できております。難しい 

状況が続いているということで、アプローチの仕方が非常に重要だということと、Ａ委員 

からご指摘がありましたけれども、お住まいの方が元気なうちに自分のお宅をどうするの 

かということをご家族ときちっと協議していただいて、方向性をある程度決めておいてい 

ただかないと、今まで住んだことがない方、あるいは遠くに住んでいらっしゃる方が相続 

してしまうと、空き家問題といってもわが事としてはご理解いただけないことが多々ある 

なというのが、非常に痛感してるところでございます。一義的には、予防というところを 

これからもミッションに置いていかざるを得ないのではないかと考えております。 

  顕在化してしまうと、本当に難しいなというのが率直なところでございますし、また、 

先ほど副会長からご指摘があったマッチングについても、空き家対策の施策の範ちゅうだ 

けでは進まないので、市でやるのか、産業振興でやるのか、あるいは人口減少に対応して 

人口増・定住施策としてやるのか、何らかの施策目的がないと、税投入をして持ち主の方 

の支援をするというのは、自治体としては厳しい部分があるというのが率直なところでご 
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ざいます。その点については、今後、空き家所管だけではなくて、それぞれの所管でも検 

討をしながら、次の計画の中にどのように位置付けるのか、日々、研究をさせていただけ 

ればと思っております。 

 

 （会長） 

  その他、何かご意見等ございますでしょうか。 

 

 （Ｄ委員） 

  ほとんど出たような話だとは思いますが、「空き家の予防」と「空き家の特措法」に関 

しては最初の段階から明瞭化できている部分が多いのではないかなと思います。結果とし 

て、空き家は増えずにきていることは、非常に望ましいと思っております。 

  一方で、今回の計画が概ね 10年と長期になりますので、その間に状況が変わっていく 

かもしれないですし、また、市民に見ていただく中で、ポジティブな印象を受ける内容が 

大事なのではないかと思っています。皆さんもご議論いただいているように、それは利活 

用の内容なのだろうと思います。さらに言えば、空き家の総合相談窓口の活用をどのよう 

に進めるのかという話なのだろうと個人的には思っています。そして、マッチングについ 

て、私は民民のほうがスムーズなんだろうと思っています。横断しないと空き家という言 

葉がネガティブだと思うので、空き家を資産に変えていきましょうというポジティブな方 

向に変えていくには、より多くの市民の方に空き家の総合相談窓口の存在を知っていただ 

いて、また、ご活用いただけるような複数の施策と絡んだうえで、問題解決をしていくこ 

とが大事なのではないかと思っています。産学協同で複数の大学とお話をしております 

と、空き家を活用し、空き家問題に自分たちも関わりたいとプレゼンテーションをする学 

生が非常に多いです。単年では解決しないと思うという話をするのですが、所有者から空 

き家をお預かりして、自分たちでリノベーションをして、企画付けまでするというお話を 

複数の学生から提案を受けるケースは多いような気がしています。10年の計画の中で細 

かく書けない部分があると思いますが、そのようなことがいくつかの施策の中で実現でき 

たり、シンボリックに実行・実践できるのであれば、その可能性や方向性のようなものを 

示していただけると良いのかなと思いました。 

  

 （事務局） 

  ありがとうございます。「ポジティブ」は、キーワードとして大切であると率直に思っ 

ております。例えば、皆さまにお送りする納税通知書の中に空き家対策のチラシを同封し 

たり、空き家の総合相談窓口の NPOさんと共催でセミナーを開催したり、様々な取り組み 

を実施しております。空き家というと、どうしても草が繁茂してるとか、壁がぼろぼろに 

なって危ないという話になってしまいます。只今のお話のポジティブという観点で、空き 

家の所有者の方も何らか前向きになれるような内容を、空家等対策計画改定の中で少しで 
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も盛り込めないものかと感じております。 

  

（会長） 

  ありがとうございます。Ｄ委員がおっしゃるように、東村山市の場合は民民の市場流通 

をメインとしてまだいけるかなと思っていますが、例えば、若者を呼び込む施策の一つと 

して、一定の税投入をして空き家を利活用をするのはありだと私も思います。 

今後、全体的なことを踏まえて、空き家をどのように公的に利活用し、それをどのよう 

に市の活性化に繋げていくのかということは、皆さまからご意見をいただいて検討させて 

いただければと思っております。どこまでやれるかというのは正直ありますが、そのよう 

に活用をしている自治体も実際にいらっしゃいます。 

先日テレビを見ていたら、若者対策・人口増対策として、世界的に強いゲーマー・eス

ポーツの人を一軒家に誘致した自治体の話がありました。かなりピンポイントなのです

が、そのようなことで空き家を若い方に提供することによって、地域にも色々な還元がさ

れる仕組みづくりをしている自治体もあるようなので、先行自治体も研究させていただき

ながら、ポジティブな施策がどこまで打ち出せるのか、検討させていただければと思って

おります。 

 

 （会長） 

  他に皆さまのほうから何かございますでしょうか。 

 

 （Ｅ委員） 

  必ずしも空き家でないパターンもありますが、副会長やＤ委員に言っていただいたとお 

り、空き地や低利用・未利用の場所の相談を所有者の方々から多く受けます。その所有者

の方々は何かしたいと思って相談に来ていただくのですが、色々な条件が必要になりま

す。また、親戚一同に話をしないといけないなど、色々な問題が出てきます。そのため、

民民でもマッチングは難しいと思っていただいたほうが良いです。 

本日、一通りお話をお伺いして、市ではあまりマッチングに乗り出し過ぎないほうがい 

 いのではないかと思いました。過去より２事案ほど進めていただいて、もちろん、公表す 

 れば、市民の方々に大変評価いただくとは思います。奇跡的にマッチングすればいいので 

すが、その奇跡が起こらないとマッチングはしません。どこまでできるかということには 

なりますが、民間の難しさは、空いてる建物は誰が保有しているのかを特定することが困 

難ですので、先ほどＢ委員がおっしゃっていたような形で、そのような内容を情報共有し 

ていただきたいです。行政側で一定の難しさがあると思うのですが、そのような情報共有 

ないしは、このエリアに空き家が多いみたいなことはもちろん、ビッグデータも含めて出 

していけるとは思います。当然、やってはいけないこともあると思いますが、情報共有に 

ついてはもう一歩踏み込んで、民間で流通させていく必要があると思います。特定空家等 
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にしないという考えは常時持っている状況が一番良いと思うので、予防的取り組みとして 

やっていただくのが良いのではないかと思います。 

マッチングには安易に乗り出さないというところが現場感覚としてはありますので、そ 

のような意見も踏まえて、次の取り組みを進めていただければと思います。 

 

 （会長） 

  先ほど申し上げたように、貸し借りの話は基本的に市場流通のベースでやっていただい 

たほうがうまくいくのかなと思っております。個人情報に関わる部分もありますので、ど 

こまで民間事業者にお出しできるのか、事務局と研究させていただきたいと思います。 

 

 （副会長） 

  私もマッチングは難しいと感じているところです。ただ、民間同士のマッチングについ 

ては、改善の余地が非常にあるなと感じております。先日、市内にある空き家を活用され 

たいということで、リフォーム費用や解体費用など、様々な費用の提案をしましたが、い 

ずれも所有者の希望に合いませんでした。今ではどうなったかというと、解体されました。

「解体すると税金が高くなるので、維持をしながら今後について検討をしていけば良いの

ではないですか」と話をしたら、「煩わしい」と言われました。税金が上がろうが、解体

のうえ更地にして、まずは、空き家としての問題を片付けたいというようなお話でした。 

  先ほどＤ委員がおっしゃいましたが、産学連携のいいところは、例えば、彼らのプロジ 

ェクトとしてやることで、一般的に家屋をリフォームするよりも、かなり価格が安くなり 

ます。そのようにしたからには普通に貸し出すのではなくて、何か特徴を付けて貸し出す 

とか、民間側での流通の工夫というのはまだまだできるのではないかと思います。 

私たちも総合相談窓口をやらせていただいている中で、空き家は安く借りられる・買え 

るという一般的な話ではなく、産学連携の公的なイメージのような別の目的があれば、そ 

のようなところと連携をすることで何かしら出来ることもあるのではないかと思います。 

それこそ、更地のため、何か使える余地があればというような場所もあります。 

そのような形で、マッチングは 10 年間の計画の中で、新しい取り組みとしてやってい

く必要があると、議論をお聞きして感じました。 

また、他にもいくつかあるのですが、資料４の６ページにある計画の目標値について、

管理不全空き家の数値目標となっていることから、基本方針３の目標になってくると思い

ますので、基本方針１や２に関連するような数値目標があっても良いのかなと感じまし

た。 

次に、管理不全の空き家の定義が「現状のままでの利活用が難しい」となっております

が、数値目標になるので、できれば、全体に対して特定空家等のスケールといいますか、

評定のようなものを定義できると良いのかなと感じました。現行の計画のところでいきま

すと、東村山市は非常に成果が上がっている自治体です。全国的に見てもかなり成果が上
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がっているほうだと私たちは感じています。お手伝いをさせていただいているエリアで

は、空き家に関する問い合わせの件数は圧倒的にナンバーワンなのですが、特に納税通知

書を配送した後の５月後半から６月ぐらいにかけての相談件数がものすごく伸びます。そ

ういう意味では施策が効果を発揮しているというところがあります。 

問題となっている空き家に対してのアプローチを非常に頻繁になされていらっしゃる 

と感じますので、自治体が管理されている台帳の中で問題となっている空き家について 

も、総合相談窓口に問い合わせが来る件数や割合というのは非常に高いと感じておりま 

す。問題となっている空き家に対しての施策というのは、納税通知書へのチラシ同封や管 

理不全空き家に対する通知など、今の延長線上で十分良いのではないかと感じます。品川 

区では、昨年度からそのような業務だけを民間事業者に委託されています。封筒の出し方 

などについて、民間事業者の知恵を借りようということで業務委託をされていらっしゃい 

ます。業務委託なのでどこまで情報を開示していただけるか分からないですが、他区市の 

事例なども取り入れていただきながら、工夫していただければなと思いました。今お話し 

したことは参考としての情報ですので、ご検討していただければと思います。 

 

（事務局） 

  新たな 10年後の計画の目標値として、令和 14年度に管理不全空き家率 6.6％以下とさ 

せていただきました。資料１表面下部の「空き家評価（老朽・危険度評価）結果」の表を 

ご覧ください。この表の中で、③管理不全が 44件（6.6％）となっておりますが、これか 

ら 10年間の取り組みで、①利活用や、②修繕利活用になるべく寄せていければ、例えば、 

中古住宅等の市場にのせていけるのではないか等、そういった方向にできるだけ持ってい 

ければという思いで、この目標値を設定させていただきました。 

 

（会長） 

  目標の設定の仕方についても、今までのご議論を踏まえるとポジティブな表現にできる 

といいかなと感じた点もありますので、再度、私と事務局のほうで検討させていただきま 

す。 

ただ、10年間それをやり続けて、いかに成果を上げていくかというのは非常に難しい 

点もございますことから、持ち帰らせていただければと思っております。ありがとうござ 

いました。 

  本日いただいたご意見を踏まえて、計画の改定に向けた検討作業をさらに進めさせてい 

ただき、次回までに皆さまがたに本日いただいた論点を整理した形で、再度お示しさせて 

いただきたいと思います。 
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８ 報告（２）特定空家等の取組状況について 

（会長） 

それでは最後に、次第３の報告（２）特定空家等の取組状況について、ご報告をさせて 

いただきます。 

 

（事務局） 

【説明の概要】 

  ○特定空家等に認定した４件の取組状況について、報告を実施した。 

○そのうち３件については勧告まで至っているが、勧告後にも定期的に通知をしたり、 

訪問等による行政指導を粘り強く継続中である。いずれも、所有者への訪問や連絡が 

可能な状況であり、また、不良箇所の是正に向け、所有者等が動いている状況となる。 

今後は期限を定めながら、進捗を確認していくこととなる。 

  ○残りの１件については特定空家等の認定に留まっているが、土地所有者が相続財産管 

理人制度を活用して除却等の対応を図っていく予定である。 

○いずれの案件も個人情報が含まれることから、詳細及び資料は、外部に非公開として 

いる。 

【使用した資料】 

○資料５「特定空家等の取組状況」 

 

 （会長） 

  以上で特定空家等の取組状況についての報告を終わりました。皆さまのほうで何かご質 

問、ご意見ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

ありがとうございました。担当所管のほうで、精力的に持ち主の方にアプローチをかけ

ているということは、ぜひご理解いただければなと思っております。 

 

 

９ その他 

 （会長） 

その他、事務局の方から報告することはありますか。 

 

 （事務局） 

  事務局より２点ご報告させていただきます。 

１点目は、今年度の周知啓発セミナーについてです。当市の空き家対策総合相談窓口の 
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ＮＰＯ法人空家・空地管理センター様と共催によるセミナーと個別相談会を、10月 29日

（土）に開催する予定でございます。 

また、時期については現在検討中でございますが、同じく当市の空き家対策総合相談窓

口のミサワホーム株式会社様と共催によるセミナーと個別相談会を開催する予定でござ

います。 

  ２点目は、本協議会の委員の皆さまの任期が令和４年９月 13日で満了となりますので、

協議会委員の改選を予定しております。改選に伴いまして、皆さまの関係機関へ推薦依頼

などを行ってまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

また、現行の市民委員の皆さまにおかれましては、市民委員の募集を８月に行う予定で

ございます。詳細は８月１日号の市報に掲載いたしますので、ご協力いただければと思っ

ております。 

  最後になりますが、本日の会議録を事務局で作成いたしまして、後日、委員の皆さまに 

郵送させていただきます。ご確認のほどよろしくお願いいたします。事務局からは以上で 

す。 

 

 

10 閉会 

 （会長） 

  今期、これが最後の協議会ということになります。２年間にわたりまして、皆さまには 

ご指導をいただき、ありがとうございました。できましたら、また引き続きお世話になれ 

ればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、以上をもちまして、 

令和４年度第１回東村山市空家等対策協議会を閉会とさせていただきます。本日は誠にあ 

りがとうございました。 


