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令和２年度 第１回豊川市空家等対策協議会議事録 

①  日時 

 令和２年１１月１９日(木) 

 午後３時３０分～午後４時３０分 

②  会場 

 豊川市役所 本３４会議室 

③  議事 

 

１ 開会 

（事務局：建築課課長補佐） 

本日はお忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。た

だいまより「令和２年度第１回豊川市空家等対策協議会」を開催いたします。私

は事務局、建築課の福田でございます。よろしくお願いいたします。 

まず始めに、定足数の確認についてご報告いたします。本日は委員定数のうち

半数以上の方がご出席されておりますので、豊川市空家等対策協議会条例第７

条第２項の規定により、本協議会は成立することを申し上げます。 

次に、本協議会は「豊川市審議会等見える化ガイドライン」に基づいた公開さ

れた会議でありますが、本市における新型コロナウイルス感染症対策として、本

日の会議の傍聴人は人数を制限させていただいております。 

それでは、本日の資料の確認をいたします。 

【資料確認】 

 過不足などがありましたらお申し出ください。 

よろしいでしょうか。 

 

２ 委員委嘱 

（事務局：建築課課長補佐） 
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それでは、次第２の委員委嘱でございます。豊川市空家等対策協議会条例で委

員の任期は２年と定められております。これまでの委員の任期は１０月３１日

をもって満了しておりますので、本日、お集りの皆様に新たに委嘱状をお渡しす

るものです。委嘱状は、お席にお配りしてありますので、お名前のご確認をお願

いいたします。 

よろしいでしょうか。先程申し上げましたとおり、この協議会は原則公開の会

議でございますので、会議の内容等をホームページで公開いたします。併せて、

委員名簿も公開となりますことをご了承ください。 

 

３ 市長あいさつ 

（事務局：建築課課長補佐） 

それでは、ここで、竹本市長よりご挨拶を申し上げます。 

（竹本市長） 

こんにちは。市長の竹本でございます。本日は、大変お忙しい中、「令和２年

度第１回豊川市空家等対策協議会」にご出席頂きまして、誠にありがとうござい

ます。また、日頃より豊川市の市政、とりわけ住宅行政に対しまして、格別なご

理解とご協力をいただいておりますことを、改めて御礼申し上げます。 

先週ですが、愛知県の人口動向調査の発表がありました。東三河では豊川市が

唯一９２人増でした。昨年も３００人くらいの自然減で８００人くらいの社会

増があったわけですが、最近は農業関係を中心としたベトナムやインドネシア

の農業実習性が非常に増えています。特に大葉などは人手がいります。ただ、コ

ロナ禍で花卉も大葉も出荷量や単価が下がっているという状況で人口増が望め

ないのではと思っていたのですが、何とか人口は増となりました。豊橋が昨年１

４人くらい増えていたのですが、今年は１５００人くらいマイナスという状況

で、これは一年前と今年の１０月１日現在の差の訳です。やはり、空き家を作ら

ないためには人口の維持というのが行政の取り組む施策だと思っております。
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私の選挙のマニフェストにもありました、就任して１年ちょっとになりますが

雇用の創出だとか、子育て支援、若い人たちに住んでいただけるような施策をや

って空き家を減らしていく。当然、ある程度人口等が維持できれば仮に空き家を

解体して駐車場にしたり、リフォームして新しい住人の方に借家として貸した

り、いろいろなことができます。そのような意味合いで、行政としては人口増対

策をしていかないといけないと改めて痛感したところでございます。豊川市の

空き家は統計上は平成３０年には１,０００件強あり、現在何とか１，０００件

を切る状況になりましたが、潜在的な空き家というのはあろうかと思います。空

き家の問題として、土地の固定資産税の小規模住宅用地特例という課税標準額

が評価額の６分の１になっているところで、建物を壊すと土地の固定資産税が

増加してしまう。解体費は高く、税金も上がるのでは、なかなか空き家の解消に

はたどり着けないという状況がございます。今年度は、特定空家等の認定に向け

て予算化をしております。何とか空き家を減らせるよう、例えば地元の信用金庫

様とは覚書を結んでおりますので、低利の融資も利用していただいて空き家を

解体して駐車場などにしたり、あるいはリフォーム等ができれば新たな収入源

になります。 

しっかりとした施策を今後打ってまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。本日は、最後まで会議に参加させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

（事務局：建築課課長補佐） 

ありがとうございました。 

 

４ 委員紹介 

（事務局：建築課課長補佐） 

ここで、委員の皆様より自己紹介をお願いしたいと思います。 
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【委員自己紹介】 

（事務局：建築課課長補佐） 

ありがとうございました。引き続き、事務局も自己紹介させていただきます。 

【事務局自己紹介】 

 

５ 議題 

（１）豊川市空家等対策協議会について 

（事務局：建築課課長補佐） 

 それでは、次第の５議題に移ります。本日の会議には、任期満了に伴う委員の

入れ替えなどにより、新たに委員を委嘱した方もおみえになりますので、改めて

豊川市空家等対策協議会についてご説明いたします。 

豊川市空家等協議会は、平成２８年４月に豊川市空家等対策協議会設置要綱

に基づき、空家等対策計画の策定を主な目的として設置されました。その後、特

定空家等の認定及び措置の方針に関することを所掌事務に加えることにより、

措置方針の具申や、空家等の所有者に対して不利益な処分となる方針の決定、個

人情報を扱うこととなるため、平成３０年９月に豊川市空家等対策協議会条例

を制定し、同年１１月１日より、本協議会は市の附属機関となりました。 

それでは、協議会の概要について、豊川市空家等対策協議会条例により、ご説

明いたします。資料１をご覧ください。 

第１条では、本協議会は空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいた法

定協議会であると定めております。 

第２条では、条例で使用する用語は法で使用する用語の例によるものとして

おります。 

第３条では、所掌事務として本協議会で協議する事項を規定しております。 

第１号として、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項 

第２号として、特定空家等の認定及び措置の方針に関する事項 
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第３号として、空家等に関する対策の実施に関し市長が必要と認める事項の

３つとなっております。 

第４条では、組織について規定しております。協議会は、委員１５人以内で組

織することとなっております。今回は、第１号から第３号のいずれかに該当する

１０名の方に委員を委嘱させていただいております。 

第５条では、任期について規定しております。委員の任期は２年で、再任が認

められます。また、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間となります。皆様の任期は、令和２年１１月１日から令和４年１０月３１

日までの２年となります。 

第６条では、会長及び副会長について規定しております。 

第１項では、会長及び副会長を各１人置くこと、 

第２項では、会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指

名するとしております。この後、会長及び副会長の選任を行います。 

第３項では、会長の職務を規定しております。 

第４項では、副会長の職務を規定しております。 

第７条では、会議について規定しております。 

第１項では、会議は会長が招集することと規定しておりますが、本日の会議は、

第１回目であり、まだ会長が決まっておりませんので、開催のご案内は市長名で

通知させていただきました。 

第２項では、委員等の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない

こと、 

第３項では、議事は、出席した委員等の過半数をもって決定し、可否同数のと

きは、議長が決定することとしております。 

第８条では、意見の聴取等について規定しております。必要があると認めると

きは、委員等以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる

こととなっております。 
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第９条では、委任が規定されております。この条例で定められるものの他に、

協議会の運営に必要な事項は会長が協議会に諮って定めることとなっておりま

す。資料１－２の豊川市空家等対策協議会運営要領がこれにあたります。要領に

は、市長の代理や傍聴に関する事、協議会委員の守秘義務などが規定してありま

す。ご一読いただければと思います。 

次第５議題（１）豊川市空家等対策協議会についての説明は以上でございます。 

 

（２）会長の選任について 

（事務局：建築課課長補佐） 

続きまして、次第５（２）の会長の選任に移ります。 

豊川市空家等対策協議会条例第６条第３項では協議会の会議の議長は会長が

行うこととされておりますが、会長が決まっておりませんので、会長が決まるま

で引き続き私が進行させていただきます。 

会長の選任でございますが、協議会条例第６条第２項に委員の互選により定

めることとなっておりますので、委員の皆さまにお伺いいたします。会長の選任

について、どなたかご意見はございませんか。 

（山口委員） 

大変恐縮ですが、これまでも会長を務めていただきました「駒木委員」に引き

続き会長をお願いするということではいかがでしょうか。 

（事務局：建築課課長補佐） 

ただいま山口委員より、会長を「駒木委員」にお願いしてはとのご意見をいた

だきました。他にご意見はございませんか。 

駒木委員に本協議会の会長をお願いすることにご異議がなければ、拍手をも

ってご承認いただけますでしょうか。 

【拍手多数】 

ありがとうございました。皆様のご承認をいただきましたので、駒木委員に本
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協議会の会長をお願いいたします。 

それでは、竹本市長、駒木会長、お席の移動をお願いいたします。 

【会長席へ移動】 

（事務局：建築課課長補佐） 

それでは、会長にご挨拶とあわせて、この後の議事の進行をお願いいたします。 

【会長あいさつ】 

 

（３）副会長の選任について 

（会長） 

それでは、議題の（３）副会長を選任いたします。副会長は、条例第６条第２

項に「委員のうちから会長が指名する。」とありますので、私が指名させていた

だきます。 

副会長には、馬渕委員を指名いたします。 

それでは、馬渕副会長、一言挨拶をお願いいたします。 

【副会長あいさつ】 

（会長） 

ありがとうございました。今後、委員の皆様はご発言の際には着座でよろしく

お願いします。 

 

（４）これまでの取組状況について 

（会長） 

 それでは、議事を進めます。 

議題（４）これまでの取組状況等について、事務局から説明をお願いします。 

（事務局：建築課主幹） 

事務局、建築課の杉原でございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、議題（４）これまでの取組状況等についてご説明いたします。 
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資料２「空き家等に関する相談件数の報告について」をご覧ください。 

平成２９年４月～今年の９月末までの相談件数などを一覧表にしたものです。

この間の受付件数は累計で２１７件となっております。 

相談内容の分類につきまして、「建築」は建物の破損などがあるものなど、「防

火」は火災の恐れがあるものなど、「環境」は雑草の繁茂などがあるものなど、

「衛生」は動物の侵入や害虫の発生などがあるものなど、「防犯」は不審者の侵

入などの恐れがあるものなど、これらに当てはまらないものを「その他」として

おります。相談内容によっては複数の分類に該当するものもありますので、受付

件数と相談内容の件数とは一致しておりません。 

一覧表の右側の欄の解決件数につきましては、相談を受けて市から所有者等

に適切な管理をお願いして、何らかの対応がされて状況の改善が確認できた件

数を挙げております。例えば、建物の破損などにより危険という相談では建物の

修繕や解体が行われた、雑草の繁茂という相談では除草・草刈りが行われたなど

の場合を解決としております。９月末での解決件数は１１５件であり、受付件数

に対する解決率は５３．０％となっております。 

１枚おめくりいただき、「苦情処理経過一覧表〈令和２年 7月分～９月分〉」を

ご覧ください。今年の７月～９月末までの相談内容と処理経過となっておりま

す。１３件あった相談のうち、９件が草木の繁茂、２件が建物に関するもの、２

件が生き物に関するものでございました。７月３０日受付けの相談案件とおめ

くりいただきまして、裏のページの９月３日受付けの相談案件につきましては、

改善が確認されましたので、解決したものとして、カウントしております。 

続きまして、資料３「空家バンク及び解体費補助の実施状況について」をご覧

ください。 

（１）空家バンク登録状況でございますが、９月末現在のバンクへの累計物件

登録件数は３７件となっております。うち契約が成立したものが２１件、交渉中

のものが０件、登録を抹消したものが１件で、１５件が受付中となっております。  
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受付中の物件の内訳ですが、賃貸が４件、売却が１１件でございます。売却希

望の物件では、建物解体後の更地渡しを希望される物件が過半数を占めており

ます。また、登録日から２年以上経過している物件もございます。 

次に、（２）解体費補助金実施状況をご覧ください。今年度の解体費補助金実

施状況でございます。 

老朽空家解体費補助金の受付件数は３６件で、そのうち１件は交付申請前に

着工していたため、対象外としました。交付決定したものは２７件、解体が完了

し実績報告書が提出されたものが１６件となっております。 

倒壊危険空家解体費補助金の受付件数は９件でした。交付決定したものが８

件、解体が完了し実績報告書が提出されたものが３件となっております。 

続きまして、本市のこれまでの空き家対策の取り組み状況について、ご説明い

たします。資料４「これまでの取組状況等について」をご覧ください。 

本市の空き家対策は平成２８年度から始まりました。 

平成２８年度は、空き家対策を建築課住宅係が所管し、空き家に関する総合相

談窓口となりました。また、空家等対策計画の策定を主な目的として、豊川市空

家等対策協議会設置要綱に基づく、豊川市空家等対策協議会を設置しました。空

家等対策計画策定のためのデータベース作成のための調査を実施するとともに

空き家と思われる家屋の所有者等への意向調査を実施しました。 

平成２９年度は、空き家の適切な管理等に関する啓発の一つとして、空家の適

切な管理を呼びかけるチラシを固定資産税の納税通知書に同封し、送付しまし

た。この取り組みは、現在も継続して実施しております。 

４月に、豊川市シルバー人材センター様との間で「空家等の適正な管理の推進

に関する協定」を締結し、市へ空き家の管理等で困っている所有者からの相談が

あった場合には、豊川市シルバー人材センター様の空き家の管理業務等の紹介

をするようにしております。 

平成３０年１月に、「豊川市空家バンク運用要綱」を施行するとともに愛知県
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宅地建物取引業協会東三河支部様との間で「豊川市空家バンクの実施に関する

協定」を締結し、空家バンクの運用体制を構築しました。また、３月に、「豊川

市空家等対策計画」を策定し、公表しました。この時点で市内の空家は１，０６

９棟でした。 

平成３０年度は、４月から豊川市空家バンクの運用と、「豊川市老朽空家等解

体費補助金交付要綱」に基づき、空き家の解体費用への助成制度を開始しました。

また、シルバー人材センター様に適切に管理されていないと思われる空き家等

に対する追跡調査業務を委託しました。この調査は、毎年実施しており、調査結

果を基に空き家のデータベースの加除を行っております。 

１１月１日、特定空家等の認定及び措置の方針に関する事項を本協議会の所

掌事務に加えることを定めた「豊川市空家等対策協議会条例」を施行し、これに

より本協議会は市の附属機関となりました。 

平成３１年２月１６日、空き家対策セミナー・個別相談会をプリオ５階の豊川

市催事場で開催しました。セミナーの参加者は６０名、個別相談会では１４件の

相談を受けました。 

平成３１年度・令和元年度は、１２月に豊川信用金庫様との間で「空家等の対

策に関する覚書」を締結しました。これは、市が所有者などから空き家の解体や

改修などの費用に関する相談を受けた場合、相談者の同意をいただいた場合に

相談記録票を豊川信用金庫様へ提供し、豊川信用金庫様は相談に応じるという

内容となっております。 

令和２年２月２９日、平成３０年度と同様に豊川市催事場で空き家対策セミ

ナー・個別相談会の開催を計画しましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、セミナーを中止し、個別相談会のみの開催としました。６件の相談を受

けました。 

最後に、令和２年度ですが、４月１日から「豊川市特定空家等認定基準」と「豊

川市空家等の適切な管理に関する条例」を施行しました。管理不全な空家等に対
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して法令などに基づく措置を行うためには、当該空家等を特定空家等と認定す

る必要があります。空家は個人の資産ですので、認定には認定基準に基づく適正

な調査が必要となります。そこで、立入調査は、専門的な知識を有する愛知建築

士会豊川支部様に調査業務委託しております。 

また、立入調査を実施する際には、５日前までに、当該空家等の所有者へ通知

するよう法に定められております。しかしながら、所有者死亡後に、相続登記が

されていない空き家の中には、時間の経過とともに相続人が多数存在すると思

われるものもあり、正確に相続人を確認するためには、専門的な知識、経験を必

要とします。そこで、相続関係が複雑であると思われる空き家につきましては、

愛知県司法書士会様に相続人調査を業務委託しております。 

また、先月には、愛知県弁護士会様、愛知県司法書士会様、愛知県土地家屋調

査士会様、愛知県宅地建物取引業協会東三河支部様、愛知建築士会豊川支部様と

「空き家等の対策に関する協定」をそれぞれ代表者との間で締結させていただ

きました。 

議題（４）「これまでの取組状況等について」の説明は以上でございます。 

（会長） 

それでは、ただいま事務局から議題（４）これまでの取組状況について説明が

ありましたが、ご質問、ご意見などがありましたら、発言をお願いします。 

 

 では、私のほうから。空き家バンクの登録の説明で、売却希望の物件が１１

件あるということで、過半数が更地渡しということは、建物は壊してしまわな

いとなかなか売れないという理解でよろしいでしょうか。 

（事務局：建築課専門員） 

 解体をしてから土地だけを売却をするというお客様がほとんどとなります。

本市の空き家の解体費補助金の制度を利用していただきながらやらせていた

だいております。 
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（会長） 

 セットでということですね。 

（事務局：建築課専門員） 

 はい、条件が合いましたらご利用いただいております。 

（会長） 

 他にはよろしいでしょうか。 

（平松委員） 

 相談件数の中で、建築・環境・衛生・防犯とありますが、クレーム的要素が多

い相談と思うのですが、所有者が自らいろんな事を聞くというかその割合とい

うのはどういうふうに解釈すればいいのでしょうか。近隣の方からのクレーム

を相談として受けるとともに、所有者、もしくは遠隔の方からの相談もあると思

うのですがその辺の内訳はどうなっていますか。 

（会長） 

そういった資料はありますでしょうか。 

（事務局：建築課主幹） 

 ここに載っているのは、ほぼ苦情相談です。先ほどの説明にもありました固定

資産税の納税通知書にチラシを同封して送りますと、遠隔の方からの「どのよう

にしたらいいのでしょうか」というご相談はその時に集中して数件あります。 

（会長） 

 他にはいかがでしょうか。 

それでは、ご発言もないようですので、続きまして議題（５）今後の主な取組

予定について事務局から説明をお願いします。 

（事務局：建築課主幹） 

それでは、今後の主な取組予定について説明させていただきます。資料５「今

後の主な取組予定について」をご覧ください。 

まず、「１．令和２年度」でございますが、第２回協議会を令和３年２月に予
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定しております。 

次に、空き家対策セミナー・個別相談会につきましては、来年の２月２７日

（土）に開催を予定しております。会場は、昨年度と同じプリオ５階の豊川市催

事場の予定ですが、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、昨年度のよう

にセミナーを中止し、個別相談会のみの開催となる可能性もございます。なお、

今年度も各専門家団体の委員の皆さまには、相談員としてご協力をお願いした

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

次に、「２．令和３年度予算要求額」につきましては、空家等対策推進事業費

の令和３年度予算の要求額でございます。 

（１）老朽空家等解体費補助金から（５）緊急安全措置委託料までは今年度並

みの要求となっております。（６）空家バンク利活用補助金につきましては、空

家バンクに登録してある物件を所有者又は賃借する方が改修又は片付けを実施

する場合の費用に対する補助制度で令和３年度から新たに実施する補助事業と

して予算要求しております。交付要綱など、制度の詳細につきましては現在作成

中ですので、次回の協議会でお示しさせていただく予定でおります。 

「今後の主な取組予定について」の説明については、以上でございます。なお、

令和３年度の事業につきましては、予算要求の段階でございますので、現在のと

ころでは予定とさせていただいておりますことをご承知おきください。 

（会長） 

それでは、ただいま事務局から議題（５）今後の主な取組予定について説明が

ありましたが、ご質問、ご意見などがありましたら、発言をお願いします。 

（山本委員） 

前回までの空き家等対策協議会で発言させていただいた解体費補助、あと片

付け・改修費等まで概算要求にいれていただきました。空き家バンクを運用して

いく中でご高齢の方とかが片付けができないので解体費と片付けの費用が同額

ぐらいになってしまうということが実際起きているようですので、空き家バン
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クに登録いただいた上で片付けとか改修費の補助があると更に利活用が促進で

きると思いますので、ぜひ予算要求をしっかり市にしていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

（事務局：建築課主幹） 

ありがとうございます。頑張ります。 

（会長） 

 片付けとかもお金がかかると思いますので、お願いしたいと思います。 

（馬渕委員） 

 今のお話に関連して、改修費は一件につき５０万円で、片付け費が１０万円と

いう予算要求をされるというふうに書かれているのですが、改修と片付けとい

うのはどういうところで区別をつけているのかがわからないので、どういう想

定であるか教えてください。 

（事務局：建築課主幹） 

 改修につきましては、住むための家の中を改修といいますか、住みやすくする

ということを考えております。片付けにつきましては、家の中にある家財道具を

片付けることを想定して要綱等整備しております。次回にはもう少し詳しくお

話できると思います。よろしくお願いします。 

（馬渕委員） 

 ありがとうございます。 

（会長） 

 他にはいかがでしょうか。 

(平松委員) 

 空き家バンク利活用補助金についてですが、賃貸、売却でも成約物件に対して

の条件で使っていただくという意味でよろしいでしょうか。 

（事務局：建築課主幹） 

 あくまでも空き家バンクに登録された物件ということですので。 
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(平松委員) 

 登録の段階で補助金が使えるのですか？空き家バンクに登録をして、例えば

豊川市のホームページの空き家バンクの情報に載せて、その行為だけでそのあ

との利活用ができるできない関係なく条件が合えば市として５０万という補助

金を出すという解釈なのか。それとも空き家バンクに登録して、賃貸でも売却で

も何らかの条件があって、改修したら売却ができるので売り主・買主どちらかに

補助がつくのか、その辺がわからないので説明お願いします。 

（事務局：建築課専門員） 

 空き家バンクの登録がしてあるだけでは対象とせずに、あくまでも入居者も

しくは入居予定者が確定した段階で補助金の対象者とする予定でございます。 

所有者、入居者両方を対象にできたらという制度設計をしているところです。 

（会長） 

 ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

平松委員の質問の話だと、空き家バンクに登録して、物件を見に来る人にいい

なと思ってもらうように片付けるためには使えない？という意味ですか。 

（事務局：建築課専門員） 

 はい、あくまでも契約が成約するというのが条件です。 

（会長） 

 わかりました。 

（上野委員） 

 ５０万と１０万の合計６０万使えるというパターンもあるのですか？それと

もどちらかだけ？ 

（事務局：建築課専門員） 

 条件が合えば、改修費も片付け費も使っていただける想定をしております。 

（会長） 

空き家バンクに登録しても、中に家財道具がたくさんあるとこの物件借りよ
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うかなというふうにならないケースもあるかもしれません。今回は、このような

制度設計でよろしいかと思うのですが、空き家バンクに登録してある物件を高

めるような、もちろん所有者の努力も必要かと思うのですが、そういったものを

支援する仕組みがあってもいいのかなとも考えます。今後の議論になればと思

います。 

他にはいかがでしょうか。 

（上野委員） 

 資料３の空き家バンクを登録したけど、２年以上動かないというものがある

という説明ですが、それは動かない事由があるのか、動くために何か考えがあ

るのかその辺のことを聞きたいです。 

（事務局：建築課主幹） 

 バンクに登録してあるということで、その物件に興味がある方から連絡があ

れば仲介をしていただく不動産業者を紹介して交渉していただくのですが、問

い合わせがなかなかないという物件はございます。その関係で２年間そのまま

という物件と、問い合わせがあって交渉したけれどまとまらなかったというケ

ースもあります。 

（会長） 

 他にはいかがでしょうか。 

それでは、ご発言もないようですので、議題（５）今後の主な取組予定につい

ては以上といたします。 

 

６ 意見交換・その他 

（会長） 

それでは、次第６の「意見交換、その他」ですが、委員の皆さんから何かござ

いましたらお願いします。 

（山本委員） 
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資料５の空き家対策セミナーを例年やらせていただいていまして、実際に個

別相談を受けるのが一番多いのが私共宅建協会でして、そこに相談員を派遣し

ているのですが、市の予算や制約があって年間１回の開催なのですが、もし空き

家が今の市の事業の計画でいくと固定資産税の納付書に一緒に入れるよとなる

とその反応があるのが固定資産税の通知書が届いた直後の反応が一番多いとい

うことで、セミナーが半年後となることを考えると相談が遅れてしまうとか、相

談が平日しかやっていない、弁護士会さん、建築士会さん、うちの宅建協会の相

談も木曜日と決まっているので、土日で対応できる相談はかなり貴重かと思い

ます。今後できるのであれば、宅建協会が主催するセミナーを市と共催して相談

会とかセミナーを半年ごとにやって、もっと空き家の相談を受けて活用に前向

きになっていけるように協会としても計画してみたいと思うのです。市のご意

見を聞いてみたいと思います。 

（会長） 

ありがとうございます。事務局からお願いします。 

（事務局：建築課主幹） 

ありがとうございます。大変にありがたいご提案だと思いますので、前向きに

宅建協会さんと協議をしてぜひとも実現したいと考えております。よろしくお

願いします。 

（会長） 

ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

（馬渕委員） 

補足的な話ですが、愛知県弁護士会が市の委託で行っている市の無料法律相

談があるのですが、ほぼ毎週土曜日プリオの５階で行っておりまして、私も担当

で行くときもあります。そこで空き家の相談もお受けして、実際セミナーに参加

された方が来られることもあります。弁護士の相談となると紛争とか人がいな

くなった後のことになるので、相談内容によっては十分な指導や助言ができな
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いということがあります。司法書士さんとか、土地家屋調査士さんとかをご紹介

しないといけない案件が多くなってしまうので、案内をお送りするのであれば、

市の無料法律相談もプリオでやっていますよというのも一緒に案内していただ

けるといいのかなと思いました。 

（山口喜委員） 

資料２のご説明で苦情というのが載っております。この苦情の電話をかけて

こられる方は地元の区長からの申し出もあるし、近隣の方からの申し出もある

だろうし、その割合がどれくらいなのか教えていただけますか。 

（事務局：建築課主幹） 

割合的には近隣の方が多いですが、区長さん経由で来ることもあります。区長

さん経由で来た場合、所有者への適正管理のお願いの文書にはご了解をいただ

ければ市役所と区長さんの連名で文書を出します。そのほうが対応をされるケ

ースが多いような気はしています。 

（山口喜委員） 

近隣の方だけのときは、どのような文章になるのですか？ 

（事務局：建築課主幹） 

市役所の建築課の名前で適正な管理をお願いしますという文書になります。 

区長さん経由だと市役所と区長さんの名前となります。中身は同じですが、出

す側として市役所に町内会も加わるという形になります。 

（山口喜委員） 

はい、ありがとうございます。 

（会長） 

関連なのですが、近隣住民から苦情があったときに区長さんと情報共有をす

るということはあるのですか？ 

（事務局：建築課主幹） 

近隣の方からの情報を区長さんに流すということは、今のところはしていな
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いです。 

（会長） 

わかりました。他にはいかがですか？細かななことでも結構です。 

（上野委員） 

事前の打ち合わせの時に資料３の空き家バンクと解体費補助金の資料を見て

いて、その時に登録番号１４・１５の野口町の物件がここには書いてあるが現在

は成約したという話を聞きました。野口町は駅からも遠いし街中では無いけれ

ど借りる理由があるのかなと。外国人の方で、古くてもいいから犬が飼える借家

がいいという相談があったそうで、空き家バンクでもペット可などという情報

も載せたらもっと見てもらえるのではないのですか？という話がありました。 

（事務局：建築課主幹） 

打ち合わせの時にそういう話がありました。空き家バンクにはそういう情報

を載せていないですし、集合住宅ですとペット等飼えない方がみえますので、所

有者の方のご理解がいただけたらそういう情報も載せていくこともバンクの利

活用促進のためにはいいかなと考えておりますので、宅建協会さんともご相談

しまして、そのような方向で検討したいと思います。ありがとうございます。 

（会長） 

ありがとうございます。他にはいかがですか？ 

（平松委員） 

最初の質問とも被るのですけど、今までの空き家の相談というのはクレーム

というのが多いのですが、本来なら空き家予備軍からの若しくは、すでに空き家

である当事者からの能動的な相談窓口というのが何となく明らかにされていな

いのかなという印象を受けるものですから、近隣からのクレームではなくて、本

来空き家を解決しなければならない当事者から、何をやっていいかわからない

というような受け皿になるような窓口が市民に対して分かり易くなっているの

が空き家対策の一歩かなと思うので、そういうことについて今まで議論がされ
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ていないようなら、どういうふうにしたらそれが少しでも近づくかなとか、そう

いうことをやるといいのかなと感じました。 

（事務局：建築課主幹） 

委員がおっしゃる通り、空き家になるのを防ぐという意味では、悩んでいる方

は多くいらっしゃると思います。個別相談会でもそのような話が来ますので、常

設の相談窓口を整備することも空き家を防ぐ一つの方法と考えております。今

後、いろいろとご協力をお願いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

（会長） 

ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

（神保委員） 

空き家を防ぐということで、例えば家を建てる時には会社の労働組合とかが

住宅ローンの紹介をするじゃないですか。家を作る時のほうは結構積極的にす

るのに、出口はなかなか示さないような印象があります。会社とかに空き家対策

に関して何等か情報を与えるのも一つかなと思います。市民の情報誌は、私はか

なり見るほうだと思うのですが、多分若い方は見ないんじゃないかなという印

象があるんですよ。将来長い目で防ぐのなら、このあたりは一軒家も多いですし、

今の若い子が家を買うときに将来空き家にさせないために、家を買うついでに

出口はどうしようかというような、家を買うプランになるようにそういう啓蒙

の仕方もしたほうがいいんじゃないかなと思います。 

（事務局：建築課主幹） 

ありがとうございます。私共が今まで気づいていないようなご意見だと思い

ます。家の売買ということになると宅建協会さんが詳しいと思いますので、その

辺も含めて今後検討していきたいと思います。また、広報は比較的高齢者の方の

がよく読まれるので、そういった機会でももう少し空き家について啓発・啓蒙し

ていく必要があるかなと思います。ありがとうございます。 

（会長） 
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若い世代がこれから家を買うときにセットで考えていったほうが良いと思う

ので、若い人でもいいし、地域の中の教育で取り上げてもいいのかなと思いまし

た。 

他はいかがでしょうか。 

（神保委員） 

相談は、基本対面なんですか？プリオだと、そこの場所に行く？ 

（事務局：建築課主幹） 

基本、今のところ対面ですね。私共の執務時間中に電話等で受けてはおります

が。 

（神保委員） 

例えば、空き家で悩んでいる人はそこに住んでいる人が将来自分が死んだら

どうなるのかということを相談するから対面なのか、どういう人が相談をする

のか。若い人がいきなり対面よりメールの方がやりやすいとかあるのかもと思

って。電話でする人もいるかもしれないけど、親が死んでしまって自分は遠くに

住んでいるからなかなか行けないというのもあると思うのですが、そういうの

は電話とかになるのですか？ 

（事務局：建築課主幹） 

そうですね、電話だったり、ごく稀にメールも来ますが電話が多いかなと思い

ます。 

（神保委員） 

対面だけではなくて、電話やメールでもできますということを広めておくと、

遠くに住んでいる人でもホームページを見ていろいろなやり方があると分かれ

ば相談しやすいのかなと思います。 

（事務局：建築課主幹） 

ありがとうございます。少しでもわかりやすく、相談しやすいように進めてい

きたいと思います。 
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（会長） 

ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

他にないようでしたら、本日の議題については以上といたします。その他、事

務局から事務連絡などありましたらお願いします。 

（事務局：建築課主幹） 

次回の協議会は来年２月に予定しております。詳しい日程などにつきまして

は、１月にご案内いたします。 

次回の会議では、先ほどご説明いたしました、空家バンク利活用補助金の詳細

と令和３年度予算の内示状況をご説明するとともに特定空家等の候補として立

入調査を実施した空き家の調査結果などの資料をお示しし、委員の皆様からご

意見をいただくことを予定しております。 

また、２月２７日（土）に開催予定の空き家対策セミナー・個別相談会での相

談員のご協力の件でございますが、１月号広報で相談事案の募集を行います。応

募を受けて、相談事案の振り分けを行いますので、１月中には、個別相談会の詳

細とあわせて相談をお願いする事案について、ご連絡させていただく予定です。

よろしくお願いいたします。 

事務局からの連絡は、以上でございます。 

（会長） 

 それでは、以上をもちまして、令和２年度第１回豊川市空家等対策協議会を終

了します。本日はありがとうございました。 

 


