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平成２９年度 第１回美濃加茂市空家等対策審議会会議録 

 

１ 開催日時  平成３０年３月２８日（水） 午前１０時００分から１１時１５分 

２ 開催場所  美濃加茂市役所 ３階 第１議会委員会室 

３ 議  事 

   １ 開会 

   ２ 委嘱状の交付 

   ３ 議題 

    （１）会長・副会長の選出 

    （２）美濃加茂市空家等対策審議会について 

    （３）美濃加茂市の空家等対策の現状について 

    （４）各委員による空家等対策の考えについて 

   ４ その他 

 

４ 会議に出席した委員 

   ・二神律子 君（中部学院大学 大学教授） 

   ・山本武久 君（公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会中濃支部） 

   ・小川龍三 君（岐阜県土地家屋調査士会） 

   ・篠田和雄 君（公益社団法人 岐阜県建築士会） 

   ・袴田雅生 君（公益社団法人 全日本不動産協会岐阜県支部） 

   ・渡邉剛志 君（岐阜地方法務局 美濃加茂支局） 

   ・大池かおり 君（平井法律事務所） 

５ 会議に欠席した委員 

・なし  

 

６ 委員７名が出席し、美濃加茂市附属機関の設置に関する条例第８条第２項の規定により会議は

成立 

 

７ 会議に説明のため出席した者の職氏名 

市役所 

・池田正幸 君（建設水道部長） 

 

・西田恒夫 君（都市計画課長） 

・日比野一也 君（都市計画課住宅政策係長） ・森 隆裕 君（都市計画課住宅政策係） 

 

（ 開 会  午前１０時００分 ） 



 都市計画課長（西田恒夫 君） 

   定刻となりましたので、ただ今から平成２９年度第１回美濃加茂市空家等対策審議会を

開催させていただきます。本日は､委員の皆様には、公私とも大変お忙しい中､ご出席を賜

り誠にありがとうございます｡私、本日の司会を務めさせていただきます美濃加茂市都市計

画課長の西田でございます。どうぞよろしくお願いします。委員の皆様へ発言されるとき

のお願いをいたします。発言時には、お手元のマイクを立て、マイクのスイッチを押して

いただき、赤いランプが点灯した後に発言いただきますようお願いいたします。マイクを

通して音声が部屋中に聞こえやすくなります。発言が終わりましたら、もう一度同じスイ

ッチを押していただくとランプが消え、マイクが切れます。少し面倒ですがご協力をお願

いします。 

それでは、次第に沿って会議を開催したいと思います。本日お配りしている資料でござ

いますが、次第と、席次表、委員名簿、資料１として美濃加茂市空家等対策審議会の役割

について、資料２が除却事業補助金交付要綱です。資料３が空き家バンクのチラシとなっ

ております。お手元に無いようでしたら、事務局の方へご発言をお願いしたいのですがよ

ろしいでしょうか。 

それでは、開会にあたり建設水道部長の池田より一言申し上げます。 

 

 建設水道部長（池田正幸 君） 

 皆様おはようございます。今日は大変お忙しい中年度末というところでお集まりいただ

きまして誠にありがとうございます。本日は第１回美濃加茂市空家等対策審議会というこ

とで、ご審議の程お願いしたいと思います。美濃加茂市の空き家率につきましては平成 25

年の調査によりますと 29.7％、約 30％と非常に高い数字になっております。全国平均で

すと 13.5％、岐阜県平均でいくと 18％と比べますと非常に高い数字を示しておりまして、

空家が非常に多くございます。ということで社会問題化しているという状況でございま

す。この辺の件につきまして昨年１年間かけて調査を行いましたので、それにつきまして

本日ご説明をさせていただきたいというように思います。その後、各委員の皆様より空き

家対策における事例等の紹介をしていただきたいと思っております。よろしくお願いいた

します。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

   次に委嘱状の交付に移ります。所属名とお名前をお呼びしますので、お名前を呼ばれた

方は自席にて委嘱状をお受け取りください。本来であれば市長より委嘱させていただくも

のとなりますが、本日は所要のため不在ですので代わりに建設水道部長の池田よりお渡し

いたします。 



 

  （建設水道部長池田より各委員に委嘱状を交付） 

  

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

  以上７名の方に美濃加茂市空家等対策審議会の委員を委嘱しました。任期は２年とな

っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

  本日の会議には、委員７名全員にご出席いただいております。美濃加茂市附属機関の

設置に関する条例第８条第２項に規定する委員の２分の１以上の出席を満たしているこ

とをご報告いたします。 

  第 1 号議題「会長・副会長の選任について」でございますが、本来なら、委員の皆様

による互選で選出していただくところですが、今回は事務局の推薦により皆様のご承認

をいただきたいと存じますがよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

では、会長には中部学院大学教授 二神委員を、副会長には岐阜県宅地建物取引業協

会 山本委員を推挙いたしたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

  ありがとうございます。それでは、二神委員に会長、山本委員に副会長に就任いただ

きます。よろしくお願い申し上げます。 

  続きまして第２号議題 美濃加茂市空家等対策審議会について事務局よりご説明い

たします。 

 

 都市計画課住宅政策係（森 隆裕 君） 

（第２号議案 説明） 

   

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

  只今､事務局から説明がございましたので､これより､ご意見､ご質問がありましたら各委

員の皆様お願いいたします。 

  ご意見､ご質問もないようですので､次の議題に参ります。 

  続きまして第３号議題 美濃加茂市の空家等対策の現状について事務局よりご説明いた

します。 



 

 都市計画課住宅政策係長（日比野一也 君） 

   （第３号議案 説明） 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

   只今､事務局より美濃加茂市の空家対策の現状の説明をさせていただきました。これよ

り､ご意見､ご質問がありましたら委員の皆様ご発言をお願いいたします。 

 

 副会長（山本武久 君） 

 丁寧な説明をしていただきありがとうございました。５ページの上の方、建物や立地条

件による要因ですが、建築基準法上の再建築が困難とか、建築敷地が狭小とかありますけ

ど、都市計画の見直しは現在どうなっているのでしょうか。他の市町村の話を聞きますと、

可児市は積極的に狭小道路の是正に取り組んでいる、と、いわゆる 2ｍ以下の建築基準法

に適合しない狭小道路に対する一つの取り組みというのは都市計画課でもっておられる

のでしょうか。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

   実務的な、例えばセットバック用地の買収とかそういったものは美濃加茂市は持ってい

なくて、セットバックして将来的には 4ｍになるでしょう、という、民間さんのご協力の

元、もちろん法令が先にあるんですが、それまでしかやってございません。ですので建築

基準法の施行前のような古い状況で何とか建てられないかというのは、中濃建築事務所へ

相談させていただいて、何とか再建築ができないかとお願いすることまでで、具体的な政

策を打っていないのが現状のところです。 

 

 建設水道部長（池田正幸 君） 

   少し補足させていただきますと、寄付を受けないという場合、いかにも将来的に遺恨を

残すことになりますので、寄付の希望があれば、条件は付きますけれども、土木課という

ところが道路行政の維持管理をしておりますが、それは、寄付の希望には応じられる、と

いう窓口は開いております。 

 

 副会長（山本武久 君） 

 我々不動産業者が一番困るのは、建築基準法による適正な建築基準法にかなった申請

を、地域によっては、住民全員が困ってみえるんですよね。それともう一つ事例をあげま

すと、中富町のところで 1.8ｍの道路があるのですが、ところが住民の方が道路際にぎり



ぎりにコンクリートの壁を建てておると、しょっちゅうこすったりパンクしたりして困っ

ていると。地域の住民の方が自動的に協力してというのは、所有権がありますので非常に

困難なところなんです。本当に困っている地域の方がみえるので、市として多少斟酌頂け

るとありがたいと思います。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

ありがとうございます。確かに流通の手助けに関して、市としても他市町のことを教え

て頂きながら考えていきたいと思います。 

 

 委員（篠田和雄 君） 

建築基準法上の再建築が困難というのは、基本的に伊深とか三和とか、山際の場所がレ

ッド地域となっていますよね。基本的には行政の方は土砂の災害に見合った工作物を作れ

ば再建築が可能ということなんですが、実際のところ、そんな前例は多分ないと思うんで

す。だから、三和とか伊深が過疎になっていくというのはその山際の建物があると思うん

です。そこで再建築をしようと思っても、実際にはできなくてもう出ていくしかないと、

ということでますます空き家が増えていくということで、レッド地域についても、県が、

勝手というわけではないんですが、いつの間には増えたり減ったりしているわけですよ

ね。それで私たちが建築確認申請を出すにあたり、中濃建築事務所に直接お伺いを立てて

やるわけですけれども、どんどん変わっていってしまっているのでそれで美濃加茂市では

空き家がこれからも増えていくというのがあると思います。以上です。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

 ありがとうございます。今仰られたとおり、法令上土砂崩壊等で危険だからイエローゾ

ーン、レッドゾーンというのを行政が定めて、なかなか建築がしづらいということがある

と思います。それは事実でございまして、美濃加茂市はまだ一部ですけれども、急傾斜の

崩落対策の事業を行っておりまして、対策ができたところについては緩和がされていく

と。今は山之上町の金谷というところで事業を行っていますが、これもかなり費用と時間

が掛かるものですので、なかなか進捗は遅いのですが、順次対策を行っていきたい、とい

うことと、委員も仰られました、各個人の自宅に対する防御壁とかでしたり、そういった

構造物に対する補助金を美濃加茂市は 1件あたり 300万円までの補助金を設けておりまし

て、それによって、個人負担はかなり掛かるわけですけれども、その補助金を使っていた

だいて壁を作っていただいたり、構造体を強くしていただいたりということで建てて頂い

ています。直近では２件ご利用いただきまして、山之上地域でその補助金を使っていただ

いて、家を、新屋を作っていただいた実績がございます。こういうのも山間地域や北部地



域についてはＰＲしてやっていきたいと考えております。 

 

 建設水道部長（池田正幸 君） 

 補助金につきましては、全国初、岐阜県初という補助金を作りました。金額が高い安い

という話がありましたが、２件は使っていただいたという実績はあります。その方に大変

喜んでいただきまして、例えば母屋と離れがあると、離れを作り直したいんだけれども、

息子が帰ってこられなくなるので、何とか母屋にくっつけて、というのがありました。そ

の中に、通常作るよりも壁を擁壁並に頑丈にしますから、補助金だけでは頭が出てしまう、

という状態でした。ですけども、住んでいただける何かのお助けにならないか、というこ

とで使っていただいた、という実績がございます。それから、もう１点空き家についてで

すが、去年調査した状況で私が感じたところは、二つの視点があると思うのです。１点目

は太田地区に非常に多いというのがあったんですけれども、中心市街地の空洞化、ご年配

の方が中心市街地に残られて、若い方が郊外の新しい住宅地の方へ出ていかれるのがみら

れるということです。もう１点は、山間地、レッドゾーン、イエローゾーンがある過疎化

の部分ですね、そこの集落における部分があります。レッドゾーンは拍車をかけたのはか

けたと思うのですが、元々この三和、伊深というあたりは、非常に少子高齢化が進んでい

るところでしたので、それにプラスしてレッドゾーンがかかる、ということがあります。

先ほど係長の方からまちづくり協議会の取り組みというのがありました。私も実は参加を

しておりますのでお話ししますと、空き家に住んでいただこうということで、建てること

はできませんが、空き家にコミュニティも含んで、地域で紹介してあげよう、ということ

で５年ばかり取り組んでおります。先ほど１件とありましたが、実は２人が住んで、今年

の末にもう２件住んでくださるそうです。これは人口増と、学校が２３人という、１クラ

スにも足らないような全校生徒となっておりまして、若者がいない非常に寂しいところと

なっておりますので、それの対策です。地域が入ることによって、空き家に入ることを市

のホームページで紹介しながらやっているところですけれども、その中にどうしても過

疎、老人の多いところですと、コミュニティが、という話があるのですが、そこは地域の

まちづくり協議会の人間が間に入って、色々お話をした中で近所に紹介をしていく、とい

うようなところでやっておりますが、これはほんのわずか成功しただけですので、美濃加

茂市全体ではまだまだこれからという状況でございます。 

 

 委員（小川龍三 君） 

 対策の方は市の方でできることをお伺いしたのですが、こちらの方で聞いてみえるのは

空き家になってきた原因というか、そういう部分が気になるところだと思うんですけれど

も、ちなみに美濃加茂市は空家数と率が非常に高いというのは今対策している空き家対策



とは別に、空き家が発生してきた原因とその対策というのですか、他の市町村と全く同じ

ような傾向で来ている、という事であればわかるのですが、美濃加茂市はなぜそれだけの

空き家になったのかということと、その原因に対して対策はないのかということなんです

が、その辺はどのような見解をお持ちですか。 

 

 建設水道部長（池田正幸 君） 

 空き家率が非常に高いという原因は、集合住宅にあると思います。住宅統計調査を見ま

すと、１部屋が空いても１戸と数えるんですね。そうするとアパートとの空き家が、過剰

気味というか、新しいところへ引っ越される傾向があります。よってこの空き部屋がカウ

ントとして、１部屋を１戸として見るということで、先ほどの約３０％の空き家率になっ

ている、というように思います。ですけども、一戸建ての住宅も６００以上ありますから、

高い方ではあると思います。それが空き家が多いという原因でございます。対策は、この

審議会で諮っていただいて、利活用や、危ないものには撤去、というような方法を一つず

つやっていくということと、もう一つは、来年から取り組みとしまして、中心市街地へ帰

ってきていただこうという対策を立てていきたいと考えております。国交省がいいます立

地適正化計画というものでありますが、中心地の方にまず帰ってきていただこうという政

策の方針を立てていきたいと思っております。ただこれは規制とかそういうものではな

く、まず市の方針としまして、空洞化のところに都市機能や住宅を集めていきたいという

ように考えております。 

 

 副会長（山本武久 君） 

今ので原因は多少理解出来ました。３ページのところで、Ａ、Ｂ、Ｃが８０％以上ある

んですけど、どのような理由で利活用ができると判断されたのか知りたいです。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

 空き家調査につきましては、建築士の資格を持った方を含め現場に行って、国が出して

いるチェックシートがあるのですが、それを参考にし、建物の状況を判断しております。

中には入っておらず、外見上の判断だけでやっておりますので、非常によく管理されてい

るというのも外見上の判断でやっております。外壁の状況、あるいはガラス、門扉の状況

や庭の状況、そういったところから判断しております。 

 

 副会長（山本武久 君） 

   市の調査機関としては、建築基準と建築年数は把握できると思うんですが、５８年以前

にできた住宅で利活用ができるという判断基準がどこをもってされているのか、我々業者



からしますと、５８年以前にできた住宅のほとんどが水廻りが全然だめなんですね。一番

顕著な例で言いますと、半坪タイプの風呂というのは現在置けませんので、外見上利活用

できると判断されるうえで、半坪タイプの風呂を所有しているところは、改築に 2、300

万円お風呂だけにでも掛かるわけです。それが利活用の対象と認定されるとちょっといか

がなものかと思いますが、その辺はどうお考えですか。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

   流通しうる商品の価値と言いますか、品質のところまではまだ市の方では判断できてお

りません。ですので、個人の方々が流通させたい、貸したい、売りたいというところの段

階で、皆様方のようなプロの方の判断、評価、そういったものでバンクの方の商品価値の

ご説明と言いますか、価値を上げるにはどうしたらいいか、リフォームは必要なのか、耐

震が必要なのか、いろいろあると思いますが、そういったところを、バンクに登録してい

ただいた段階で、プロの皆様方の価値観の判断を入れていただくべきではないのかなと思

います。あくまで行政としては商品価値までは判断していないというのが現状であります。 

 

 副会長（山本武久 君） 

 これから我々不動産業者も同じ土俵に上げさせていただく機会をいただいております

ので、非常にありがたいと思っております。利活用できるＡ、Ｂ、Ｃのランクのところが

ですね、非常に曖昧ですので、事例を言いますと岐阜県で一番初めに可児市さんと空き家

バンクの締結をさせていただいたんですね。私も中濃支部の支部長をやっておりますの

で、そこでお邪魔して、一番の失敗点は、お客さんの意見を可児市さんがまともに聞いた

というとこです。要するにこのくらいの売り上げで、顧客単価でいけるだろうと、そうい

うのは全部失敗しました。ということは我々業者は、現地販売を実際やっておりますので、

いくらくらいの価値がある、流通してどのくらいの価値があるということには十分把握し

て、決して安く叩いて、自分で消化するわけではありませんので、流通の過程で流通のし

やすい単価を見ていかないと可児市の二の舞をするのではないかと。まちづくり課の渡辺

課長さんや伊藤さんにはそういう話はさせていただいておりますけれども、今後、まだ始

まったばかりですので、空き地・空き家バンクの活用で、ある程度業者の立ち位置も考慮

頂いて進めていただければというように思っております。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

 ありがとうございます。 

 

 会長（二神律子 君） 



   会長としてではなく、一委員として発言しますが、先ほどから建築基準法上の再建築が

困難であることがネックになっているような話が出ているんですが、私は名古屋市で建築

審査会の委員をやっていて、毎回毎回出てくるのが、建築基準法上の再建築が困難だから、

会議で許可しましょう、建築審議会で不可を出しましょう、ということをやっているんで

すね。ある古い地域を守ろうと市が方針を立てていて、その地域だと、同じ幅が狭い地域

だったりするので、審議会から許可を出していくということをしています。一つの事例と

してこういうやり方もあるのかなと思います。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

 ありがとうございます。 

 多くのご意見をいただきましてありがとうございました。それでは次に第４号議案の方

で、各委員の皆様方から空き家の取り組み又は感想等情報提供を含めて簡単にお話を頂け

ればありがたいと思います。まずは二神会長様より、一言だけあればよろしくお願いした

いのですが。 

 

 会長（二神律子 君） 

 先ほどお話ししまいましたが、話を聞いていて、こちらは割と調査とかを丁寧にされて

いて、最初の２ページあたりが完成しているのは割と進んでいる方なのかなと思います。

それから、先ほど、何件何件というお話がありましたけれども、そういった数字もレジュ

メに入っているともっとわかりやすかったのかなと思います。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

 ありがとうございます。山本副会長様、お願いいたします。 

 

 副会長（山本武久 君） 

 何回も質問して申し訳なかったですが、我々現場サイドの宅建業者としましては国交省

の指導の下に動いております。先ほどのコンパクトシティ、池田部長様がおっしゃられま

したけれども、現実的にコンパクトシティというのは、全国的に指導の対象となるのは明

らかですし、本年度からインスペクションもありますし、安心Ｒ住宅から保険関係もつい

て回ってきますし、貸担保とかいろいろなものにつきましても、この安心Ｒ住宅の範疇に

入ってきますので、我々は３年前から宅建の審議に昇格させていただいて、社会的に信頼

を得ていかなきゃいけない立場にありますので、こういう会に参加させていただいて、頑

張っていきたいと思いますので、ご指導よろしくお願いいたします。 

 



 都市計画課長（西田恒夫 君） 

ありがとうございました。小川委員、お願いいたします。 

 

 委員（小川龍三 君） 

   土地家屋調査士の立場から、我々が扱っているのが不動産登記の方ですので、そのへん

からいきますと、今、空き家を含めた所有者不明というのは大きな障害、問題になってき

ておりまして、改善や前向きな対応が進んでいくことを願っているわけですが、建物に関

しましても、登記をする立場からすると、建物の要件を変えているのか変えていないのか

というところは登記の面から非常に難しいところがありまして、撤去までのプロセスにど

ういった判断を下すのか、つまりある程度損壊していれば滅失登記ができるのか等、そう

いったことへの見解を踏まえて整備されていかなければならないといったことと、今の情

報公開の問題で、我々が所有者を調べるとか対応するのに、情報の中に、固定資産税の課

税の情報が非常に重要な役割で、登記簿所有者を追っかけてもなかなか見つからない、亡

くなられて全然消息がつかめないときにそういったことが出てくると、所有者不明のまま

建物も触れないということがおき、迅速に対応するというのが難しい、行政の方にお任せ

しなければいけない、というようなことが起きてくるわけでございまして、空き家対策に

不動産登記の明確化に対する内容も織り込まれるといいのではないかと思っております。

以上です。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

ありがとうございました。篠田委員、お願いいたします。 

 

 委員（篠田和雄 君） 

 岐阜県建築士会は数年前からゼロエネルギー、省エネのことで各建築士のメンバーのス

キルアップを重点にやっていきたいと思っております。今みなさんが一生懸命勉強されて

います。空き家対策についてもやらなくちゃいけないことは分かってはいますが、今のと

ころ皆さんのスキルをアップする、先ほど山本副会長が言われた通り、インスペクション

の方もインスペクター、現況状況調査をほとんどの建築士の先生の方が、建築士だけしか

できないということで、国がそういう風にしましたので、岐阜県建築士会の会員の人は、

すべての人がインスペクターになれるように講習をやって、対処しているという状況で申

し訳ないですけれども、空き家対策に関してはほとんどやってこなかったという状態で

す。以上です。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 



ありがとうございました。袴田委員、お願いいたします。 

 

 委員（袴田雅生 君） 

   今日のお話を伺い、思った感想なんですけど、住宅の統計調査等で見ると、1,220 戸、

一戸建てですから、さっきの話アパートとは違うカウントなので、ほぼほぼの 1,220戸が

空き家の統計調査でカウントされていて、そのうち美濃加茂市さんの方で水道メーターの

閉栓状態でカウントされた数字が 606件と、実際はもっと多いと思うんですね。ちょっと

振り返りまして、この審議会に参加させてもらう意義としたら空き家を出たからそれをど

うしようか詰める方は空き家バンクとかいろいろあると思うんですけど、まず我々がここ

の場で最大の課題というのは、その空き家から市民の方とかが害を受けなければいいなと、

例えば小学生が通学途中に倒壊してけがをするとか、事故にあうとか、そういうことぐら

いかなと思ったんです、この会議のなかで重点的に進めていけることは。と思った時にＦ

判定の１２件という数字が本当にそれだけなのかな、と。もうちょっと、実際は危ない建

物ってあるんじゃないかな、というのがあり、そういうものの洗い出し方法を市の方で見

直ししていただけたりするといいのかな、と。非常に会長が仰られるとおり、数字的には

よく把握できると思いますので、それに輪をかけて、もうちょっと万全の対策じゃないで

すけど、そういう危ない家、というか危ない建築物を洗い出す方法は他にないのかな、と

自分で思いながらお話を聞いていました。私もいろいろと勉強させていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。以上です。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

ありがとうございました。渡邉委員、お願いいたします。 

 

 委員（渡邉剛志 君） 

 空き家対策として法務局としてどういった対応をしておるか、２点ほどあげられるかと

思ったんですけども、まず１点目としましては、岐阜地方法務局相続登記促進及び空家等

対策プロジェクトチーム、こういったものを設置いたしておりまして、その目的としまし

ては、相続登記が行われないまま放置されている、いわゆる所有者不明の土地や建物が国

土利用、災害復興を阻害している現状を改善するために、相続登記の必要性、重要性を広

く国民に広報して、相続登記の申請を奨励する、そういった目的で先ほど申し上げました

プロジェクトチームについて実施をしております。また昨年５月２９日には法定相続情報

証明制度という制度をスタートしております。こちらの制度の目的と致しましては、相続

人の手続き的な負担軽減、それからこの制度を利用する相続人に対して相続登記の直接的

な促しの機会を創出する、そういったことによりまして、相続登記が未了のまま放置され



る、そういったことを抑制する、そういったことを目的として制度をスタートしておりま

す。そういったことが空家等対策の一路となれば幸いと存じます。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

ありがとうございました。大池委員、お願いいたします。 

 

 委員（大池かおり 君） 

 可児市で弁護士をやっております大池と申します。空き家については普段の仕事では直

接は事件になったりなどは今のところありませんので、あまり知識としては乏しい状態で

すが、これから勉強していきたいなと思っています。私は御嵩の裁判所で調停委員をやっ

ておりまして、相続の関係で実家の親というか被相続人、親が亡くなって空き家になって

だれが継ぐのかと、そういう問題は時々当たるところです。今のところ年配の方は長男が

継ぐものだという意識がありますので、長男の方が相続してくれることが多いですが、い

ずれはもう継ぎたくないという状態になるのではないかと、そう思っています。空き家に

ついては、法律家からの視点で見ますと、やっぱり空き家といっても所有者があるので、

所有権というものがありまして、それに対して何か市が行うときはやはり適正な手続きを

踏まないと所有権の侵害とか、違法になってしまうということが問題かなと思っておりま

すので、ちゃんとした手続きを踏んで、対策を行うという必要性の視点からも見ていきた

いなと思っております。以上です。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

 ありがとうございました。貴重なご意見ありがとうございました。 

 

 会長（二神律子 君） 

 一ついいですか、委員としてですけど、他の会議で聞いた話でちょっと怖い話なんです

が、空き家を市や町に寄付されて、それを貸し出すということを行っている地域がところ

どころあるんですけれども、安く借りられる、ただで借りられるというのを狙って生活し

ている家族がいるということを聞いたことがありまして、子どもが小学生だったりする

と、小学校の給食代も発生しますよね、半年間くらい住んで、税金、水道代、電気代、給

食代全部踏み倒して出ていくことを繰り返していく家族があるということを聞いたこと

がありまして、今後そういうことも含めて、気を付けてください。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

 ありがとうございました。そうしましたら、続いて、その他を事務局より連絡事項を申



し上げます。 

 

 都市計画課住宅政策係（森 隆裕 君） 

事務局からですが、今回の会議録を４月のうちに、市のホームページに掲載いたします。

各委員の皆様に対してはメールにより配信、確認の後、お時間があるときにご覧ください。

また、次回第２回となる空家等対策審議会ですが、予定が決まりましたら事務局より皆様

にご連絡差し上げますのでよろしくお願いいたします。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

 以上で今回予定しております議案、協議事項は全て終了いたしました。そのほか何かご

意見ございますでしょうか。 

 

 副会長（山本武久 君） 

 ちょっとお伺いしてもよろしいですか。我々不動産業者が、３年くらい前までは市の税

務課へ行きますと、固定資産の土地台帳と家屋台帳が閲覧できたんですね。美濃加茂市さ

んの税務課へ行きますと、非常に一生懸命仕事をやってみえるんですけど、土地台帳と家

屋台帳のコンピュータ化ができていない。たとえて言うなら、今の現状で言いますと、な

んでも土地台帳というと法務局へ行ってください、ここでは閲覧できませんと言われます

けど、他の市町村でいきますと、コンピュータ化されて、ここの謄本をお願いしますとい

うと、コピーでもう出てくるんですよね。ちなみに可児市さんへ行きましても、今の坂祝

町へ行きましても、コピーで全部くれますので、お金はかかりますけど、法務局の渡邉委

員みえますけど、法務局へ行くよりは簡単に情報を取得できる、と。そんなに忙しい仕事

でもないと思いますので、美濃加茂市さんは 20,500戸と言われましたけど、土地はもっ

と増えるのでしょうけど、そこら辺を審議会にお願いするわけでございますが、市全体と

して、そのくらいの市民サービスがあってもいいのではないかと思っておりますので、こ

れは前の藤井市長さんにもお願いしたんですけど、実現化しておりません。情報ですので、

ＡＩの時代ですし、とにかくコンピュータ化してすぐさま出せるようにしていただけれ

ば、非常に便利になりますので、ぜひ検討していただきたいと、横のつながりの分野まで

お願いして申し訳ないですけど、そういうことをお願いしたいと思います。 

 

 建設水道部長（池田正幸 君） 

 今の話も、空き家に対するチームの中に税務課は入っておりますので、お話をして、私

どもですぐということはできませんが、税務課の方で敢行してほしいということを言って

いきたいと思います。それから、皆様のご意見本当に参考になりました。行政として、袴



田委員が言われましたけど、一番の喫緊の課題は特定空家です。これは屋根が落ちてきた

とか、隣に住んでいられない、猫が住みついた、草が生い茂っている、怖くて近づけない

とか、場合によっては通学路で子どもが行こうと思ったら、窓が落ちてきたので道路を止

めろという話が出たりですね、こういう話が出てきているんです。これはその都度市の職

員が行って、何とか所有者を探したり、相続人を探したりしているんですけども、手も足

も出ないというのが実際でした。というのは、いろいろな相続人が私のではないとかです

ね、お金がないとか言われたりですね、応急処置をしてもらえないかと頼んでもなかなか

してもらえなかったことがあります。そういうところに空家等対策に関する特別措置法が

できて、場合によっては市の情報で所有者を調べたりとかですね、勧告、命令等やりつく

しても変わらない場合は、行政代執行という道も、前は非常に時間がかかるものでしたけ

れども、早くできるような手伝いになっていくと。本来ならばみんなわかっていることで

すが、土地、建物所有者が全責任を持つというのは基本中の基本というのはわかっている

んですけれども、そのあたりが、特定空家に関しては、飛散されて、相続人がだれもいな

く、連絡のしようがないということもありまして、さらに今後こういったものが増えてい

かないためには、今いろいろお話をいただいた利活用というところを促成しないことに

は、長期的には特定空家はどんどん増えていってしまう、というような状況は明らかです

ので、ぜひまたいろいろお知恵をいただいて、前へ進めていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

 都市計画課長（西田恒夫 君） 

 それでは、長いお時間いただきましてありがとうございました。これをもちまして平成

29年度の第１回美濃加茂市空家等対策審議会を終了させていただきたいと思います。皆様

方どうもありがとうございました。 

 

（終了 午前１１時１５分） 

 

 


