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会 議 の 名 称 令和４年度第２回東村山市空家等対策協議会 

開 催 日 時 令和４年 11月 7日（月）午後３時から午後４時 30分まで 

開 催 場 所 本庁舎６階 601会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

〇出席者 

 会長：渡部 尚 

委員：野﨑 隆行 

相羽 健太郎 

細江 学 

前田 裕司 

石川 ゆう子 

神安 千穂 

上田 真一 

 

〇欠席者 

委員：松原 拓郎 

大澤 昭彦 

土方 桂 

 

〇事務局 

山下 直人   まちづくり部長（都市計画担当） 

屋代 尚子   まちづくり部次長 

炭山 健一郎  都市計画・住宅課長 

長谷川 誠   都市計画・住宅課長補佐 

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  ３ 

会 議 次 第 

１ 開会 

（１）委嘱状の交付 

（２）副会長の指名 

２ 議題 

（１）第２次東村山市空家等対策計画（素案）について 

３ その他 

４ 閉会 
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配 付 資 料 

令和４年度第２回東村山市空家等対策協議会次第 

事前配付資料① 東村山市空家等対策計画改定の流れ 

第２次東村山市空家等対策計画（素案） 

当日配付資料① 第４期東村山市空家等対策協議会委員名簿 

当日配付資料② 東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針 

当日配付資料③ 東村山市空家等対策協議会の傍聴に関する定め（案） 

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 

（１）委嘱状の交付 

（２）副会長の指名 

会長により、副会長が選任された。 

 

２ 委員及び事務局の紹介 

 

３ 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 10名中７名で、 

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。なお、本日の欠席委員は、Ａ委員、Ｂ委員、Ｃ委員でございます。 

   

４ 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まして、配付資料の確認をさせていただきます。 

まず、事前に配付させていただきました資料は、「次第」、事前配付資料①「東村山市空 

家等対策計画改定の流れ」、「第２次東村山市空家等対策計画(素案)」でございます。 

  また、本日配付させていただきました資料は、当日配付資料①「第４期東村山市空家等 

対策協議会委員名簿」、当日配付資料②「東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針」、 

当日配付資料③「東村山市空家等対策協議会の傍聴に関する定め」となります。その他、 

新たに委員になられた方には、令和４年度第１回東村山市空家等対策協議会の配付資料も 

事前に併せて送付させていただいております。配付漏れ等はございませんでしょうか。 
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（配付漏れなし） 

 

５ 会長挨拶 

 （会長） 

  皆さま、こんにちは。本協議会の会長を仰せつかっております、東村山市長の渡部でご 

 ざいます。本日は大変お忙しいところ、東村山市空家等対策協議会へご出席いただきまし 

 てありがとうございます。先ほど、新任となる委員のお三方には、２年間の任期を持ちま 

す委嘱状をお渡しさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。また、継続 

して委員にご就任いただきました皆さまには、引き続きよろしくお願い申し上げたいと思 

います。 

  継続の方にはご案内のとおりですが、新任の方がいらっしゃいますので、当市の現状を 

お話しさせていただきます。現在、空き家対策における次期計画の策定を進めている状況 

です。予定では本年度中に策定をして、令和５年度からはその計画に基づいて空き家対策 

を進めていくことになります。これまでも当市ではさまざまな関係団体のご協力やご支援 

等をいただきながら空き家対策に取り組んでまいりました。大きく申し上げますと、まず 

は空き家の発生防止について進めるということで、ご自分の代以降にご自宅をお子さんに 

相続されるのか、あるいは将来的には売却されるのかといったことをご家族で話し合いな 

がら決めていただきたいということについて、老人クラブの会合などに出席させていただ 

きながら、市民の方に啓発活動をしてきた次第でございます。 

  また、既に空き家になっている物件等については、副会長のところを含めた様々な専門

の事業者さんや士業の方等にご指導やご支援をいただきながら、親御さん等がもともとお

住まいだったご自宅の活用等も含めて相談支援を行ってきたところでございます。 

  もう一つは、確認できる範囲でとなりますが、現在、市内には 600軒程度の空き家がご

ざいます。そのうちほとんどの空き家については、適切に管理していただいている状況で

すが、適切に管理いただけず、近隣の方から苦情をいただくような案件もございます。こ

ちらについては、法に則り持ち主の方へ適切な管理をお願いしているところでございま

す。以上のようなことがこれまでの取組でございます。 

当市としては、基本的に今後もこのような取組を進めながら、空き家をこれ以上できる

だけ増やさないようにしていきたいと思います。人口減少に伴って空き家が増えるのはあ

る程度やむを得ないことにはなりますが、何とか利活用を進めていただいて、不適切な管

理物件についてはできるだけ減らしていく方向で、これからも市民の皆さまと協力しなが

ら空き家対策を進めていきたいというのが現在策定中の第２次空家等対策計画の骨子に

なろうかと思います。 

  後ほど、事務局から説明させていただきますが、お気付きの点については皆さまからご

指摘やご指導を賜れればと思っておりますので、よろしくお願い申し上げて、会長として

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

 

６ 傍聴に関する定め及び会議の公開 

（事務局） 

  まず、本協議会における会議の公開等についてお知らせさせていただきます。お手元の

当日配付資料②「東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針」と、当日配付資料③「東

村山市空家等対策協議会の傍聴に関する定め」をご覧いただければと思います。今回、委

員改選を行ってから初めての協議会開催となりますので、当日配付資料②および当日配付

資料③の内容についてご確認いただき、委員の皆さまによる承諾後に施行させていただき

たいと考えております。 

  市では、市政への市民参加を推進し、市政の透明性・公平性をさらに向上させるため、

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。本協議会におきましても、当

日配付資料②「東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針」に沿った会議運営を行っ

てまいります。なお、会議録につきましては、発言者の表記を会長、副会長、委員、事務

局と表記させていただき、会議録の内容は事務局にて案を作成した後に、委員の皆さまに

ご確認していただいたうえで確定させていただきたいと思います。なお、会議録の作成の

ため、ボイスレコーダーを中央に置かせていただいておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いいたします。 

  また、当日配付資料③「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。こちらの内容で委員の皆さまにご承諾をいただければ、本日の会議より施行し

たいと考えております。事務局からは以上でございます。 

 

 （会長） 

  只今の事務局からの説明につきまして、何かご意見等ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

特にご意見はないようなので、事務局から説明があったとおり、本日の会議を進めたい

と存じます。本日の協議内容につきましても、特に非公開情報はございませんので、公開

とさせていただきたいと思いますが、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 
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いたします。 

 

 (傍聴人が入室する) 

  

（会長） 

  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、お願いいたします。 

 

７ 議題（１）第２次東村山市空家等対策計画（素案）について 

 （会長） 

それでは、次第に沿って会議を進めてまいります。次第２の議題（１）、「第２次東村山

市空家等対策計画(素案)」について、事務局より報告をお願いいたします。 

  

（事務局） 

【説明の概要】 

  ○「第２次東村山市空家等対策計画（素案）」に関する説明を実施した。 

  ○同素案については、９月 30日から 10月 14日までの期間において、あらかじめ本協 

議会委員へ意見照会を実施している。その際、「令和５年度から順次始まる民法改正 

について、相続登記義務化に関する周知を計画に盛り込むのはどうか」、「空き家・空 

き地の公的な利活用の取組や暮らし支援に関することを計画へ整理・反映したらどう 

か」、「現行の計画で行ってきたことや事例などを、空きスペースに入れると良いので 

はないか」などのご意見を頂いた。 

  ○頂いたご意見を基に、本協議会に向けて上記意見照会時の素案から内容の追加・修正 

を行った。まず、29ページでは具体的な施策における体系図を追加した。次に、30ペ 

ージでは（１）空き家問題に対する周知啓発の取組の①空き家所有者等に対する啓発 

チラシ等のお知らせにおいて、「空き家の所有者等は…」の文言以降に、令和６年４ 

月１日から施行が予定されている相続登記の申請義務化等の情報をお知らせしてい 

く旨の文言を追加した。次に、33ページでは（２）のタイトルである「空き家や空き 

地の公的な利活用の取組」を「空き家の利活用の支援」に修正した。タイトル以降に 

ついても、「①協働による検討」、「②所有者への支援」、「③借用希望者への支援」、「④ 

利活用の仕組みづくり」と４項目の構成となっていたが、「①地域貢献への支援」、「② 

所有者等や借用希望者への支援」の２項目の構成に修正した。その中で、「①地域貢 

献への支援」については、事業者や自治会などが地域貢献を目的とした空き家を活用 

する取組を支援していくという記載に修正した。また、３行目以降は、公的な利活用 

のニーズがある場合、関係部署と連携を図りながら、空家法の措置により除却した跡 
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地の活用を検討するとして、内容を修正した。最後に、34ページでは（３）のタイト 

ルである「柔軟なマッチング体制による支援」を「柔軟な相談体制による取組」に修 

正した。その他、一部文言の整理も行っている。 

  ○上記意見照会時の素案においては、章と章の間にコラムを掲載するとして、大まかな 

内容を示していたが、今回配付した素案には具体的な内容を記載した。まず、６ペー 

ジには「空き家を相続するための準備（相続手続きのススメ）」を、次に、26ページ 

には令和５年度から順次開始される「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制等 

の見直し」を、最後に、40ページには当市で事例のある「相続財産管理人制度の活用 

事例」を記載した。 

  ○今後の改定の流れ（スケジュール）として、12月にパブリックコメントを実施する 

予定である。また、令和５年２月に開催予定の第３回目の協議会では、同計画の案を 

示す予定である。 

【使用した資料】 

  ○事前配付資料①「東村山市空家等対策計画改定の流れ」 

○「第２次東村山市空家等対策計画(素案)」 

 

 （会長） 

  事務局からの説明が終わりましたが、空家等対策計画の素案につきましては、前回お示 

 しした内容から、ご意見を踏まえて若干修正や手直しをさせていただいております。皆さ 

 まから何かご質問・ご意見等がございましたら、お受けしたいと思いますが、いかがでし 

 ょうか。 

 

 （副会長） 

  ご説明ありがとうございました。前回協議したことを引き継ぎながら、新しい内容も盛 

り込んでいただいているかと思います。今回、第２回目の計画策定ということで、第１回

目の計画で行った施策の結果を踏まえて、私も事前に色々とお話させていただきました。 

事務局からの説明にもありましたが、今後具体的にどのように影響していくのかという 

ことがまだよく分からないところがあります。現在、国でも所有者不明土地の解消や、相 

続財産管理人制度を使いやすくなるように動いており、色々な補助金を用意するために話 

し合いが行われている最中になりますので、現時点の内容は大まかな方針であると理解し 

ております。 

この協議会におきましても、皆さまに意見を出し合っていただきながら、空き家の所有

者や地域の皆さまをどのようにサポートしていくのかということを具体的に話し合えた

ら良いなと思っております。 
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 （会長） 

  ありがとうございます。その他に何かございますでしょうか。 

 

 （Ｄ委員） 

  空き家の利活用について何かできないかと、２年ほど前から自治会加入会員のメンバー

や地域の方々と NPOの活動を進めておりましたので、活動報告をしたいと思います。今年

度については、社会福祉協議会で終活セミナーを４回開催しております。 

 一言で終活セミナーと言っても内容が細かく分かれますので、４回シリーズということ

で、それぞれの項目に沿って深く説明をしています。リピートで参加する方が毎回 30 名

ほどいらっしゃるのですが、その方々に対して、今後、空き家にならないような対策を考

えましょうということを話しておりました。 

  そして、ここ１、２か月ほど前に、メンバーの知人の方で、恩多町２丁目にある空き家

を使っても良いという方が現れました。まだ築 10 年ほどのきれいな状態です。持ち主の

方はご健在で、お住まいになられている家とは別のもう一軒が最近空き家になったばかり

です。その方が、地域のために NPOのプロジェクトで使ってもいいとご了解いただいてお

りまして、どのように活用していくかの検討を進めています。 

  今回、私たちが直接知らない方でも、メンバーと長年の付き合いがあるということもあ

り、空き家を使ってもいいという流れになったので、地域の人付き合いやコミュニケーシ

ョンの力はすごく強いなと思いました。 

過去の議事録を拝見させていただくと、市ではかなり力を入れて空き家対策をされてい

ると思いますが、市民と行政と専門家の方たちが協力できる体制があるといいなと常々思

っておりました。 

33 ページにも地域貢献の支援が入っておりますので、ぜひ今後とも私たちの団体や自

治会の皆さまと協力して、空き家の利活用を進めていけたらなと思います。 

 

 （会長） 

  ありがとうございます。NPOを設置されて取り組む中で、市民の方からご自分のお持ち

の空き家をお使いいただいて結構ですという申し出があったということなので、本当に良

かったと思います。是非、東村山市内における良いモデル事業として展開いただければと

思います。何かあれば市役所にもご相談いただければと思っております。当市の場合、地

域貢献への直接的な支援については、まだ具体策をとっているわけではないのですが、ご

相談があれば積極的にお受けしていきたいと考えております。 

  また、今回文言を整理させていただいたということで、以前はマッチングという文言が

あったのですが、空き家の所有者と借用希望者のマッチングはむしろ民間の仕事なので、

市役所が乗り出すのはどうなのかというご意見が協議会の中でもありました。そのご意見

を踏まえて、市としてはあくまでも情報提供を図っていくという整理に至りました。東村
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山市の場合は家主さんが貸したいと言えば、市場で流通するのではないかと言われており

ます。市役所がマッチングまで介入するのはいかがなものかということで、このような記

載にしております。利活用については、今後、色々と事案が発生してくれば、専門家の方

が大勢いらっしゃいますので、適宜ご指導いただきたいと思っております。 

  

 （会長） 

  その他に、ご意見等はございますでしょうか。 

  

（Ｅ委員） 

  29ページに体系図を示していただいており、基本方針１が啓蒙、基本方針２が利活用、

基本方針３が特措法の対策に分かれていると思うのですが、要点としてはその３点なんだ

ろうと思っています。 

今後、それぞれの方針に沿った具体的な施策が生まれたり、もしくは議論がなされてい

くと思いますが、方向性としては非常によくまとめていただいたと思っております。 

  一方で、Ｄ委員からもありましたが、前回も少しご提案をさせていただいたとおり、市

民目線からいくと、利活用の話について知りたいというか、何かポジティブなものを見い

出してほしいと思っております。 

また、量と質というものがあり、空き家の利活用については、需要と供給で言うと、圧

倒的に供給が不足しています。需要でいうと、多様なニーズや発想という量があると思い

ますが、供給者の方のハードルが非常に高いというのが、おそらく、現在の大きな問題点

なのかなと思っています。 

  そういう意味では、まず量を出していただくというか、俎上に載せていただくことにな

ると思います。特に、供給者に対しての啓蒙みたいなことは、重点施策として図れないの

だろうかということがあります。その量が出てきた先には、マッチングの質を高めること

ができると思います。ただ、量が出てきても、全てがマッチングできるわけではないので、

この前も少し議論になっていたお金の問題であったり、用途地域も含めた質の問題が出て

くると思います。議論としてはどうしても質のほうに話が行きがちですが、供給があるこ

とが前提になる議論よりかは、供給という問題があることを書かれても良いのではないか

というような気がしています。その供給に対するハードルの支援について、空き家対策も

含めて市として行っていくということを書かれてもいいのではないかと思いました。 

  そういう意味では、先ほど話に出ていた 33 ページ（２）空き家の利活用の支援でまと

めていただいたと思いますが、民間と半官半民の組織を一緒に運営していくみたいなこと

で何か窓口を作るという話なのか、また、空き家が非常に問題になっているところで言え

ば、空き家バンクを作るかという話になるかと思います。 

これから先に埋めていく抽象的な部分と、重点施策にできるような具体的な部分とで分

けて考えられてはいかがでしょうか。 
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 （会長） 

  ありがとうございます。事務局からご回答はありますか。 

 

 （事務局） 

  貴重なご意見ありがとうございます。これまで私たちがマッチングを目指してきた事例

がいくつかあるのですが、取り組んできた中で、家賃や供給について難しさがありました。 

令和３年度に実態調査を行い、アンケートを採りましたが、貸し出しても良いという方

は非常に少なかったイメージがあります。年間を通して、空き家の隣地からの苦情は非常

に多く入っておりますが、貸してもいい、借りたいという空き家の利活用に関するお電話

はほとんどないに等しいというのが実情です。 

  前回の協議会で、行政がマッチングをやっていく難しさというご意見をいただいたこと

を踏まえ、今回整理をさせていただきました。 

例えば、民間の事業者さん・自治会さん・NPOの団体さん等が、利活用に乗り出してい

かれるところを、市として何らか支えていけないかというところがまず大きく一つありま

して、今の書きぶりとしております。 

  その中でも、公的な利活用の記載もさせていただきましたが、例えば、福祉などのいろ

いろなセクションがありますので、「このようなことで空き家を活用していきたい」とい

う話があった場合には、関係部局と情報交換や連携を図りながら、跡地利用もやっていき

たいということで、このような形でまとめさせていただいたところであります。 

 

 （事務局） 

  補足させていただきますと、33 ページでは①が地域貢献の支援、②が所有者等や借用

希望者への支援ということで、空き家の利活用の支援としており、特に②では「空き家の

利活用を促進するため、チラシ等を用いて、啓発活動を行います」ということと、「利活

用目的の空き家の借用希望者には、市が空き家の情報提供等の支援を行います」と２行で

書いております。この２行の意味は、今まで市がやってきた啓発活動として、例えば、空

き家を所有されている方への相続対策にターゲットを置いて、周知・啓発やセミナーの開

催をしてきたところ、第２次空家等対策計画では、もう少しターゲットを絞ったり、利活

用希望者に対してどのような視点でアプローチしていくか、若しくは、お話をしていくの

がよいのかという視点も入れながら検討をしていきたいということであります。 

具体策まで踏み込めていないところはありますが、そのような認識を持って、今後やっ

ていきたいと思っています。 

  

 （会長） 

  まだ踏み込みが足りない部分はあるのですが、例えば、利活用セミナーを開催するなど、

利活用の取組を進めていく必要があるのかなと思います。 
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 また、家の全ては貸せないが、例えば、車庫だけなど一部は貸してもいいとか、色々な

パターンが出てくるのではないかと思います。 

  昨年度に実施した空き家所有者向けの意識調査でも、貸してもよいという意向の方が少

ないということは皆さまご承知のとおりで、なぜそのまま持っているのかということをも

う少し掘り下げて確認していく必要があるのかなと思います。ただ、適切に管理されてい

ると、利活用や売却については、我々としては申し上げられない世界になります。エリア

全体の価値を生むような利活用の機会があれば、民間の皆さんと情報共有しながら、官民

協働で空き家を所有されている方に提案できるような枠組みが少しでもできるといいな

と思っております。 

 

 （会長） 

  その他に、ご意見等はございますでしょうか。 

 

 （Ｆ委員） 

  先日、テレビを見ていたら、名古屋市の中村区にある商店街が紹介されており、その中 

で「さかさま不動産」という不動産業者が取り上げられておりました。なぜ「さかさま」 

なのかというと、こういう理由で貸してほしい、また、こういう企画を考えたので、私に 

貸してくれる人はいませんかというように、借り手からアプローチするという意味合いか 

らだそうです。「このような企画で貸してほしい人がエントリーされてますけど、貸して 

くれる人いませんか」というような働きかけを不動産屋さんがホームページ上で行うと、 

貸主がそれを読んで、「それなら貸してもいい」「こういう使い方をするのなら貸してもい 

い」と提案する仕組みを作って、商店街を活性化していることから、そのようなやり方も 

あるのかなと思いました。 

青葉町の商店街も昔はすごい活況があったといいますが、今はすごいさびれてしまって

いるので、そのような事例を参考にしながら、また活性化したらいいなと思いました。 

 

 （会長） 

  ありがとうございます。具体的なことについても、もしお気付きの点があればご意見い

ただけるとありがたいなと思います。 

  

（副会長） 

  公的利活用も含め、活用促進については自治体の皆さんから多くのご要望があり取り組

んでいるのですが、進まない最大の原因は非常にシンプルで、所有者にメリットがないこ

とです。例えば、国交省でも空き家活用の事例をまとめていますが、主に地方の事例にな

ります。なぜかというと、地方への移住促進の予算があるからです。空き家のマッチング

で全国ナンバーワンになっている自治体は、空き家バンクを通して活用すると非常に大き
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な補助金が出るため、空き家の解消ではなく、移住促進が目的であったりします。 

  また、本来地域福祉は行政がやるべき内容ですが、所有者の方にお願いすると、経済的

なメリットはないという状況でもやってくれる方がいらっしゃいます。ただ、空き家の解

消や、空き家を通して地域福祉の推進力を上げることは、お願いだけではできないところ

があります。 

会長もおっしゃったように、民間で流通する中で、私有財産にどこまで補助金を投入す 

るかというところは、恐らく別のところでも議論等があるかと思います。そのため、所有

者の方たちにどのようなメリットがあるのかを考えて、ご提案するのが大事だと思いま

す。 

  空き家の所有者さんにとって、自分が住んでいる地域を良くすることには積極的です

が、自分の実家がある地域福祉をどのようにしていこうかということについてはあまり真

剣に捉えていないところがあります。地域福祉をやっている団体の皆さんは、志やマンパ

ワーが非常にあったりしますが、費用がないという問題がございます。固定資産税すら賄

えないような状況であります。あとは、1 カ月間空き家を使うわけではないので、1 日だ

け貸してくださいという依頼もあります。 

そのため、様々な所有者のニーズとマッチングしないところがあるので、Ｅ委員がおっ

しゃったように、例えば、半官半民のような仕組みは必要になってくるのかなと感じてい

るところです。 

  10 年の計画の中で、東村山市さんの中でもいろいろなモデルを考え、その担い手や予

算を見て、また、そのうえにモデル事業をつくりながら掛け算していくような２段階ぐら

いで考えていかないと、良い所有者さんがなかなかいないという状況で毎年過ぎていって

しまうのはもったいないと思います。 

私たちもマッチングのところをお手伝いできるような形で、所有者の方への働き掛けは

させていただくのですが、せっかくこうやって書いていただいているのであればもったい

ないと思いますので、ぜひそのメリットみたいなものを皆さんと一緒に考えていければと

思っております。 

 

 （会長） 

  ありがとうございます。貸し出す場合については、お家賃や改修費用を行政が出せるの

かという話になると思います。 

ただ、今おっしゃられたように、市として空き家対策で税投入ができるのかというと、

厳しいところがあります。先ほどおっしゃられたような移住を促進する名目で、例えば、

人口対策として、極端に人口減とならないようにするという名目で行うとか、あるいは、

産業振興政策として、市内で開業していただくために特定の事業者さんを支援するとか、

そういうことは今後考えられるかなと思いますが、なかなか実際問題としては難しいと思

います。 



 

 

12 

  うちの近所でも、貸し借りでうまくいっている空き家はなく、古い住宅を取り壊して売

却をし、新しい住宅を建てて、また売ってというような傾向が、私の住んでいるエリアで

も数軒見られます。 

 

 （Ｇ委員） 

  会長がおっしゃるように、既存の建物を活かした利活用はなかなか進んでいないのが現

状だと思います。ご相談いただいた際に、売却・利活用の選択肢がある中で、元手がかか

るとなると、なかなか二の足を踏んでしまうというのが実情で、投資に踏み切れないもの

と思います。また、お年寄りがご相談される中で、投資したとしてもリターンするまでに

どのぐらいかかるのかというところだと、自分の代で終わらないわけです。借金を次代ま

では送れないということで、なかなか投資まで踏み切れないのが実情だと思います。処分

をなさって、現金でお持ちになるのが現実的なんだろうと思います。 

  そこで、先ほどのお話にもございましたが、借り手主導の手法として、空き家バンクの

登録があると思います。借り手さんはいろいろな希望をおっしゃいますが、なかなか属性

が見えてこないと思います。オーナーさんからすると、やりたいことや信念は分かるが、

果たして事業として継続できるのかどうかも含めて、どのような方に貸すのかが分からな

いのではないかと思います。副会長もご尽力されていると思いますが、例えば、官で借り

上げていただいて、官から又貸しをするような形でないと、個人オーナーさんが顔の見え

ない第三者に貸すのは、稀有で本当にすごい事例だと思っております。今後、利活用をど

のように進めていくのかということに、私も関わっていきたいと思っています。 

  また、計画の素案について、例えば、空き家に対して悩まれている方や、空き家対策を

考えている地域の自治会長さんのような方々がご覧になった時に、総論としてはすごい分

かりやすくなっていると思います。ただ、悩まれている方が具体的にどこに電話していい

のか、相談したいときに具体的にどうすればいいのか分かりません。 

  いろいろな関連団体や、副会長が属されている法人さんも相談窓口を提供されていると

思うのですが、例えば、32 ページの②所有者等を支援する民間の総合相談窓口との連携

に注釈を付けて、空欄になっている最後の 06 参考資料のページに相談窓口のリーフレッ

トを載せるとか、あとは、③専門家団体の情報提供に注釈を付けて、そちらに促すという

ような資料提示をしてあげたほうが、より完成していくのかなという気がしました。 

 

 （会長） 

  ご指摘ありがとうございます。それでは、事務局よりご回答をお願いします。 

 

 （事務局） 

  ありがとうございます。最後の 06 参考資料の内容については検討中でございますが、

おっしゃるとおり、ここに相談すればいいと一目見て分かるのは非常に大切なことだと思
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っておりますので、検討させていただきたいと思います。 

 

 （会長） 

  その他に、ご意見等はございますでしょうか。 

 

 （Ｈ委員） 

  皆さまがおっしゃったとおり、貸している側にメリットがないと、おそらく、マッチン

グは進んでいかないと思います。誰に貸すのか分からないという点でデメリットが多いで

すし、貸したはいいが、近隣トラブルなどの犯罪に巻き込まれて財産的価値が下がったり

することは、非常にネックになると感じているところです。 

  あと、例えば、公的利活用の一つの事例として、DVやストーカーなどの避難の場所に活

用できたりしないのかなと思いました。しかしながら、おそらく、東村山市は財産的価値

が高いところがあるので、そこをどう守っていくのかということと、需要と供給のバラン

スがうまく取れるのかというのが大きなポイントかなと感じました。 

  リーフレットの中に警察の相談窓口などを入れてもらえれば、さらに良くなるところも

あるかと思います。参考までに述べさせていただきました。 

 

 （会長） 

  ありがとうございます。よく言われることですが、長期にわたって空き家や空き室にな

っている場所が何らかの形で犯罪の温床になるという話もあるので、防犯上、防災上もあ

まり好ましくはないです。持ち主の方には、早期に何らかの利活用を図っていただくよう

にお願いしていくことも必要なのかなと思いました。 

   

（会長） 

その他に、ご意見等はございますでしょうか。 

 

 （Ｉ委員） 

  私のところは、高齢者の総合相談窓口になっているので、日々いろいろな高齢者の方が

相談に来られます。そのような方からは、その家が空き家になったらどうするかという前

に、入院したときの保証人がいないなどの相談も受けたりします。そのような方たちがお

亡くなりになったときに、家がどうなるかというのは非常に大きな問題になってくると思

っております。 

  そのような時に、保証人はどうするかを前もって決めたり、任意後見を結んだりするこ

とは必要だと思うのですが、亡くなった後に家をどうするのかをまだ自分の意思がしっか

りしている生前の元気なうちに、ある程度決めておくことも大事なことです。ご本人がそ

こまで考えられるかというと、なかなか難しい部分があると思うので、地域包括支援セン
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ターや地域のケアマネジャーなどの人たちが助言をするとか、こういう所に相談するとい

いよというようなことをお伝えすることで、空き家にさせないための啓発に少しでもお力

添えできると考えております。 

  また、相談窓口や地域づくり、地域活動団体のネットワークづくりなどをお手伝いして

おりますので、日々、地域活動団体や地域福祉団体と話す機会が多いです。そのような方

は、月の何日間だけ場所を借りてサロンを開くとか、地域住民のために何かを開くという

機会が多いので、月に１回、参加費 100円のような形で運営しております。なかなか費用

的にも難しいので、介護事業者や訪問診療の事務所などに空き家を活用することができる

といいなと思いました。ただ、事業所を開きたいという方が不動産屋さんに赴いていただ

くことで、ここの空き家が空いてますよという形でマッチングになるのかなとも考えまし

た。 

  あと、空き家に関する措置などの話は分からないので、コラムのようなところで事例な

どを入れていただくと、市民の方たちもより分かりやすいのかなと思いました。 

 

 （会長） 

  福祉事業系の方に地域の空き家をうまく利活用していただくというのはいいアイデア

の一つかもしれません。ありがとうございます。 

 

（会長） 

素案については、来月にパブリックコメントを予定しております。他にご意見がないよ

うであれば、内容の修正については、事務局とも相談のうえ、私と副会長に一任させてい

ただき、パブリックコメントに臨ませていただきたいと思います。それでよろしいでしょ

うか。 

 

（一同異議なし） 

 

ありがとうございます。それでは、本日いただいたご意見等を踏まえて、もう一度整理

をして、来月のパブリックコメントに臨ませていただきます。 

   

 （会長） 

その他として、事務局から何かありますでしょうか。 

 

（事務局） 

  初めに、今年度の周知啓発セミナーについてご報告させていただきます。当市の空き家

対策の総合相談窓口でありますミサワホーム株式会社さんと共催によるセミナー・個別相

談会を、来年の３月頃に開催する予定でございます。そして、次に、Ｅ委員にもご協力い
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ただく形で、空き家の利活用に特化したセミナー・個別相談会を、来年の２月頃に開催す

る予定でございます。また、先日の 10月 29日ですが、当市空き家対策の総合相談窓口で

あります NPO法人空家・空地管理センターさんとの共催により、空き家の相続対策に関す

るセミナー・個別相談会を開催することができました。この場を借りて感謝を申し上げた

いと思います。 

  次に、第３回目の協議会につきましては、パブリックコメント実施後の令和５年２月頃

の開催を予定しております。日程等決まりましたら、ご案内させていただきたいと思いま

す。  

最後になりますが、本日の会議録を事務局で作成させていただき、後日、委員の皆さま 

に送付させていただきたいと思いますので、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ございます。 

 

 （会長） 

  ありがとうございます。その他の事項に関して、皆さまのほうから何かございますでし

ょうか。 

 

 （Ｅ委員） 

  今ご報告いただきましたセミナーの件で、補足をさせていただければと思います。来年

２月頃に開催予定のセミナーをご提案させていただきまして、利活用の事例をたくさんご

紹介したいと思っております。共催をいたします会社とは日頃から協働していることが多

いのですが、彼らはいろいろな公共・行政機関と組まれて、利活用事例を日々作られてい

ます。利活用のセミナーや啓蒙に対する国の補助金も取られていて、東村山市でも活用で

きないかとご提案いただきました。先ほど、移住・定住という話がありましたが、東京都

がだいぶ力を入れているようで、多摩の魅力発信をやられていることから、来年１月に東

京交通会館でセミナーをやるのに登壇をいただけないかということでお話をいただいて

おります。会長からも、移住・定住や産業振興の施策と絡ませたりというお話がありまし

たが、市民の皆さんにも多様な利活用の方法があることを知っていただけるセミナーにな

ればと思います。 

先日 10月 29日に開催されたセミナーにも参加させていただいたのですが、すぐにでも

使える空き家対策のノウハウなどをたくさん知ることができ、非常に良かったです。来年

２月頃に行うセミナーでは、このような利活用ができるとか、そんなこともできるんだと

いうような事例をご紹介させていただくことを考えておりますので、皆さまの中でもご興

味のある方はぜひご参加いただけるとありがたいと思っております。 

 

 （会長） 

  ありがとうございます。是非いい事例をたくさんご紹介いただければと思います。今後
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人口減少が進んでいきますと、各自治体で人口の奪い合いが起こる状況になりますので、

社会的なストックとしての住宅をうまく活用しながら、魅力ある地域づくりをすること

で、住みたい住み続けたいと思っていただけるように進めることが重要だと思っておりま

すので、よろしくお願いします。 

  また、Ｄ委員から終活セミナーをやってマッチングしたというお話がありましたが、最

近、市内でも様々な団体・NPOの方々が、高齢者の市民向けに終活セミナーを多く開いて

くださっています。ご自分のお宅は相続財産になりますので、遺産相続や遺言などの話だ

けではなく、お元気なうちからいろいろと考えていただくことが極めて重要かなと思いま

す。終活セミナーを開いていただいている団体は、高齢福祉の分野の方々だと思うのです

が、今後は所管でもそのような方々とも連携を取りながら、終活セミナーをやるときには

必ず空き家の話や良い利活用の事例等もお話ししていただきながら、できるだけ空き家を

つくらないようにするように取り組んでいくのも重要なのかなと思いました。 

  計画については、先ほど申し上げたようなスケジュールで進めさせていただきますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、以上で令和４年度第２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。 


