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はじめに  

 

四日市市では、平成 17 年（2005 年）9 月に豊かな地域社会の実現を目指して「四日市市市民自治基

本条例（理念条例）」が施行され、これを促進させるために平成 27 年には「四日市市市民協働促進条例」

が施行された。市民・市民団体・議会・事業者・市などがそれぞれの特性を活かして、まちづくりに力

を発揮し合うことが重要である。この考え方に基づき平成 29 年度に実施された【協働コーディネータ

ー養成講座～つなぐのは、面倒だけど役に立つ～】が、この（通称）【空き家が増え続けるとどうなる

の？】事業の土台となっている。 

 

一市民の「空き家が増え続ける」緊迫感から市民活動団体が動き出した。より多くの市民等が「空き

家増加」がもたらす地域や社会の課題を認識し、自分にできることを考える機会となるべく当事業を実

施したものである。結果、それぞれの居場所や持ち場で何が起こっているのか、また、そこにはどんな

課題があるのか、そして、それらの課題は単独では解決しがたいという現実があることを再確認し、つ

ながり合う重要性の理解を深められた。 

事業全体を通して得られた知識・情報、参加者の意見を集約し、「空き家課題」の交通整理はできた。

しかし、地域それぞれに違う課題を解決していくためには、地域それぞれが動き出さなくてはならない。

継続した市民協働による「空き家対策」が不可欠だ。 

 

（１）業務の目的 

  NPO や市民活動団体と事業者の社会貢献活動をつなげる協働事業によって、さらなる市民協働の

促進に寄与する。 

空き家問題について、環境教育ネクストステップ研究会と事業者（法律家をはじめとする各専門職）

が協働して、市民とともに、この問題を整理する。 

   

（２）業務の特徴 

専門家と市民団体の協働。 

市民誰もが関わる、しかし放置している問題へのチャレンジ。 

 

■参考：問題定義のきっかけ＜企画提案書＞より 

片付け指南業（本事業ネクスト担当者：福島典子＝片付けコーチ）の現場で 

「実家の片付け」「実家の空き家化」について、課題や悩みを持っている依頼主（30歳代～60歳代以上）が 

多い。「片付けが悩ましい住民が多い」「流通しない住宅が増えて人口減に拍車がかかっている」地域や団体

から、身のまわりの整え方を考える機会にと講演依頼が舞い込む機会が増加。 

①親の家がモノに溢れている 

②不動産の持て余し 

③地域の課題として年々表面化・深刻化している 

「空き家問題」が身近に迫っていることに気づき、空き家増加現象について調べはじめた。空き家に対する

危機感が低いことは将来のまちづくりに大きく影響してくるのは明確。 

市民への啓発とともに、様々な主体（地域や事業者、行政等）の連携なしでは問題解決には程遠いと考え、

この事業を企画した。 
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□空き家問題の解決の前に 

この事業の入口は「片付け」現場から見た空き家問題であるが、空き家を所持している当事者たちは

「片付け」や「相続」は個人の問題ととらえ、それが滞っても、まちや社会の問題になるとは捉えてい

ない人も多い。空き家解消に着手すれば、手間ひまと費用、場合によっては関係者との話し合いが必要

になり、すんなりいくとは限らない。壊せば税金も上がる。空き家に詰め込まれた荷物を片付け、早く

市場に流通させることは対策の第一歩であることに間違いないが、人口減少時代において住宅の過剰供

給を止めない限り空き家は増加の一途を辿る。 

 

空き家問題に「特効薬なし」と言われるように、空き家にまつわる課題には様々な切り口があり、個

人や地域によって、とるべき対策も違うため一筋縄ではいかない。 

局所的な課題（個人の抱える悩み）と広範な課題（地域社会や法律の問題）の両方を啓発しなければ

多層化する空き家課題はつかめないと考え、講座全体をコーディネートした。 

 

■参考：多層化する空き家課題＜企画提案書＞より 

 

●身近な課題 

・暮らしや社会にはモノが溢れている→そのまま「死」を迎える人が激増している。 

・親の家いらない→住宅ニーズの不一致。相続が重荷。 

・隣の空き家の管理不全で迷惑を被っている→放置が続けば隣家との関係性・治安の悪化に 

つながる。 

 

●社会性のある課題 

・小家族化→高齢者の住宅は空き家化する可能性が高い。 

・建物があると土地の固定資産税が優遇される現行の制度→空き家の解体をためらう。 

・新築ニーズ依然として高い→住宅ローン減税・新築優遇が住宅ストックを増やしている。 

 

●近い将来の課題 

・少子高齢人口減少（多死）社会→これまでのやり方が通用しない課題の出現。 

・大量相続時代がやってくる→「資産」「相続」を重荷と感じる人の拡大が予想される。 

・空き家の増加はまちづくりに幅広く影響していく→新しい住民を迎えられない街は衰退。 

 

●国家・法律の課題 

・空き家の放置は【所有者不明土地】問題を拡大させる可能性が大きい。 

・死亡者課税制度の弊害が明らかになっていく。（課税保留・税徴収困難の増加） 

・都市計画の重要性。（新たな開発が空き家問題を加速させる側面がある） 

・強すぎる所有権→利用より権利が守られる現状。（危険家屋やごみ屋敷のような空き家でも 

行政すら簡単に手出しできない） 

・物理的に細分化された不動産は、権利的にも分散され、その管理が複雑でコントロールしがたい 

状況になっている。 
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□市民協働の陰陽「二面における有効性」 

リノベーション等、前向きな対策を打てる地域や個人は早急な着手が望ましい。収益が見込まれれば

自ずとビジネスに発展し課題解決に参入する人が増えるが、人口減少に傾き続ける今後は誰にも必要と

されないお荷物空き家の仕舞い方が大きな社会課題になることは間違いない。そういった空き家は「最

後は行政がなんとかしてくれるでしょ」という市民の人任せの考え方も甘い。 

 

「需要の低い不動産を手放せる仕組みがない」等、根本には日本の土地制度に絡む問題があり、他国

と比べても強すぎる【所有権】が国土の持続性を欠く原因になっている。土地の活用（利用）より所有

権が優先する状況が永く続いており、放置するのも勝手。所有者不明の土地も増加中だ。 

相続手続きの放置や相続放棄・所有者不明の不動産が増加し続けたら、その街（行政）は持ちこたえら

れるのか？大規模災害時の復興の妨げになった現象は記憶に新しい。 

市民協働は陽の当たる事業ばかりでなく、日陰となる部分の合意形成にこそ必要な手段になっていく

のではないかとの思いもあり、講座の展開を行った。 

 

具体的には以下のような内容の展開を行った。（次頁に詳述） 

1回の一般非公開の円卓会議と 3回の連続講座（イベント）を企画。 

第 0回と位置付けた円卓会議は、参加者同士の連携強化と企画会議の場とした。 

第 1回は、円卓会議の参加者に登壇いただき、空き家問題の現状とこの問題の広がりと深さを多方面か

ら解説するリレー講座を行った。 

第 2回は「実例に学ぶ、視察」と題して、愛知県東海市の行政視察と半田市亀崎町の地域の空き家利活

用実例の見学を行った。視察地は円卓会議の参加者である行政書士の岡本さんの協力を得、日本福祉大

学の児玉学長から情報提供いただき決定した。 

まとめ回である第 3回は、前段から得た空き家対策をリスト化し、ワークショップ形式で講座を行った。

参加者には各グループに分かれて意見交換と空き家対策「それぞれのできること」を話し合ってもらっ

た。会場には司法書士二人が法律分野のアドバイザーとして控えてくださり、各グループの質疑等に対

応してもらった。 
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■委託内容の展開 

 

 

キャッチフレーズ 

「空き家が増え続けるとどうなるの？」 

 

第 0 回 9 月 18 日(火) 18 時半～21 時 

地域円卓会議 

  新しい地域づくりは、地域みんなの手で 

専門家：行政書士 4 名、整理収納アドバイザー 

リユースショップ経営者、地域医療を考える住民 

の会代表 

行政：都市計画課、生活環境課、資産税課、 

   市民協働安全課、建築指導課（資料参加） 

 

                      第 1 回 11 月 2 日(金) 18 時半～21 時 

リレー講座 

現場から、空き家を取り巻く現状 

登壇テーマ：「空き家に詰め込まれる不要品」、 

「不要品はすみやかにリユース」、「終活は全ての 

世代で」「四日市市の空き家現状分析」「空き家相談 

から見えてくること」「集合住宅の空き家課題」 

    

第 2 回 12 月 7 日(金) 9 時～16 時 

 バス視察 

 空き家とまちづくり 

視察先：東海市役所 都市建設部 建築住宅課 

     空き家対応・対策「ワンストップ窓口」 

    半田市亀崎町 街かどサロンかめとも 

     亀崎地区の「空き家利活用実例」 

 

 

第 3回 1月 18日(金) 18 時半～21 時 

課題の整理のワークショップ（まとめ回） 

それぞれにできること 

法律分野の解説：司法書士 2 名 

 

 

 

 

委託内容 

 

 

⓪円卓会議（一般非公開）の実施 

問題共有・関係強化・事業全体の

企画内容の精査。協働の必要性

や可能性を考える出会いの場を

設け、情報交換と意欲の喚起を

図る。 

 

 

 

① リレー講座（座学）の実施 

空き家問題の現状、この問題の

広がりと深さに気づくステッ

プ。市民に知ってほしい現実や

課題をリレートーク形式で啓発

を行う。 

 

 

② 実例に学ぶ、視察の実施 

空き家とまちづくり、自分との

関わりは？自分事として捉える

市民を増やすために先行事例の

視察を行う。 

 

 

 

③ 課題の整理 WS の実施      

・市民にできること 

・市民協働でできること 

・行政ができること 

・法整備が必要な問題 

前段から得た対策をまとめ、参

加者とともに、より具体的なも

のにする。 
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１．第 0 回 円卓会議 開催報告 

 

日時：平成３０年９月１８日(火)  １８時半～２１時 

場所：四日市市なやプラザ 参加者２３名 

挨拶：中根 市民協働安全課長（市民協働の意義・目的の説明）、 

寺田当会代表（大人の ESD・昨年の市民協働事業からの展開・企画会議） 

 

目的 

行政と専門家の問題共有と講座企画・関係

強化のために行う。各自の現場で顕在化して

いる課題や事例を通して、「市民に知ってほ

しい・気づいてほしいこと」を発表してもら

い、事業全体のテーマの選定や登壇者の人選

を行う。フランクな場として、それぞれが知

り合い、連携（つながり）のきっかけとする。 

 

 

会議の流れ 

空き家問題について、当会が問題提起を行

い、参加者それぞれの現場で表面化している

問題を聞かせていただいた。 

 

その後、質問タイムを設け、付箋とシートを

利用して多方面から議論を行い、本事業の全

体像を形作っていった。 

出席者同士が交流できた。 

 

 

円卓着席者の自己紹介 

専門家 

・橋本俊雄さん（特定行政書士 マンション管理士） 

四日市市在住、諏訪栄の神社の隣で事務所をやっている。集合住宅の空き家問題も深刻。 

・岡本綾さん（行政書士 上級終活カウンセラー） 

鈴鹿で行政書士をしている。四日市市民。終活カウンセラー協会：上級インストラクター 

・篠原一志さん（特定行政書士） 

職住四日市、ぶどうの木 篠原行政書士事務所。市民協働に賛同。 

・三沢圭さん（行政書士） 

元四日市市職員で現在は行政書士。今日は知った顔がいくつもあって驚いている。 

・松平紳太郎さん（リユースショップ モノマニアグループ代表取締役） 

桑名市在住。四日市市内に 3 店舗展開。終活や老両親の持ち物の買い取り等協力ができると思う。 
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・須藤有紀さん（整理収納アドバイザー） 

内部地区在住、日々の業務で暮らしを見ている。二人の子どもがいる。 

・伊世利子さん（明日の地域医療を考える住民の会 あした葉代表） 

川島に住んでいる。在宅フェアなど四日市市で様々な医療・福祉イベントを行っている。 

・佐野正和さん（教育機関 三重県環境学習情報センター所長） 

→円卓会議の日程変更（台風で順延）したため出席が叶わず 

（※以下、黒塗り部分は職員名・地域名）掲載に配慮が必要と判断し行った 

 

行政 

都市計画課【利活用に関すること】 〇〇〇〇〇さん、〇〇〇〇さん 

生活環境課【ごみ減量・立木等に関すること】 〇〇〇〇さん 

資産税課【固定資産税に関すること】 〇〇〇〇さん 

市民協働安全課【防犯に関すること】 中根敏夫さん、後藤慎也さん 

建築指導課【管理不全に関すること】  

→円卓会議の日程変更（台風で順延）したため出席が叶わず、資料提供にて参加 

ネクスト 

代表：寺田卓二、企画：福島典子、荒木正俊他運営メンバー・協力メンバー 

 

参加者の発言内容（一部抜粋、発言順） 

（１） 行政各課 

市民協働安全課 

今夜は 5 名全員で参加している。空き家増加のテーマの設定によって、関連のある事業者と行政が集

まって解決のヒントを得たい。連続講座の初回である。今後の講座へも参加を望む。 

都市計画課 

平成 28 年度から空き家バンクを行っているが、空き家が出てこない。二年半で累計 22 件。 

家の中に仏壇があったり、荷物があったりとなかなか進まない。他の市町村と違って不動産業者の仲介

なので契約件数はいいのだが、物件が市場に出てこないと感じている。空き家の将来の推計は出してい

ない。現状は把握している。四日市市住み替え支援事業の紹介。空き家等の地域課題は話し合える普段

からのベースが必要。 

資産税課 

課税に関しては、単に空き家になっただけでは変化が現れない。家を壊すと固定資産税の住宅用地特

例が受けられなくなるため、空き家になってもそのまま置いておくことが多いようだ。所有者不明の不

動産からは税金を回収できない。昨年は 25 件に対し公示送達を行った。5 年の時効を迎えれば税金は

徴収できなくなる状態である。 

生活環境課 

空き家に関するごみ増えている。年間 100 件ほど問い合わせ等に対応している（氷山の一角）。子ど

も世代から「実家の片付けをして、ごみを持ち込みたい」という問い合わせがある。市外から来て土日

に片付けている。一回 1 トンくらい捨てていく。空き家を自分で解体している市民も出現している。自

分で壊せば一般廃棄物として市に持ち込むことができるため解体費用を抑えられる。住宅地拡大でごみ

収集の範囲が広くなっている。山奥でも回収に行かなくてはならない。 
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建築指導課（資料での参加） 

【空き家等の適正管理に関する対応件数について】 

同課では空き家等における適正な維持管理に関して所有者への助言、指導を行っており、対応件数と

しては下記の通り。 

対応件数：平成 27 年度 334 件、平成 28 年度 265 件、平成 29 年度 331 件 

解体等により管理不全な状態が解消した件数：平成 27 年度 43 件、平成 28 年度 60 件、平成 29 年度 68

件 

 

（２）専門家 

行政書士（マンション管理士）の橋本さん 

古い団地の空き家問題が、より深刻になるだろう。〇〇〇の集合住宅に住む認知症のおじいさん、解

決できなかった事例がある。まず町に人がいない、住んでいる人に覇気もない。〇〇も時間の問題。70.80

代が増えている。役員のなり手がない。集合住宅の場合、管理組合を作って予算を組んで…と、やって

いかなきゃいけないのに、うまくいってない。変な人もいて、そういう人が場を牛耳ったりしている。

高齢者は言い返せない。団地内のパワハラ。全体として活力が落ちているので声が大きい人の意見や都

合にコミュニティ全体が左右されてしまうこともある。 

マンション住民、全国的に高齢化している。維持修繕にお金がかかるが逆行して管理費も下がってい

る（回収困難）。よって、建物は傷み始める→資産価値が下がる→売りたくても売れない。四日市でも起

こり始めている。一軒家と違う問題がある。解体も難しい。前進のためには、まず住民同士の合意形成

が必要、資金も必要。人付き合いが面倒で集合住宅を選択している住民もおり、話し合うこと自体ハー

ドルが高い。高齢者が多くなると金融機関もお金を貸さない。となると住み続けるしかない。建物と人、

両方が老朽化、若い人は寄り付かなくなる悪循環はじまる。 

行政書士（終活アドバイザー）の岡本さん 

相続がほったらかしだった土地家屋、子どものいない 90 歳のおばあちゃん。夫が亡くなってそのま

まになっていた。自分自身が施設に入るので処分を決意。それに 3 年かかった。相続人の調査とともに、

これまた建っていた家屋が農地の上だった。境界もあいまい。相続が煩雑、亡夫の兄弟が多く、家族構

成が分かりにくい。このケースは負債のある相続で調査費用と実際に売れた費用、足が出た（持ち出し

があった）と思う。途中で挫けちゃうと先に進めない。すぐ売れるわけじゃない、売れない不動産の方

が多い。 

空き家になってしまうのは「処分ができないから」ということも多い。法律がハードルになっているケ

ースも多い（処分できない理由：市街地化調整区域とか、農地であるとか）。相続の手続きを後回しにし

ていると、着手するときに本当に大変な目に遭う。 

行政書士の篠原さん 

空き家が増えると無法地帯になる。空き家は所有権がかかっている。他人が入ったら不法侵入。犯罪

者がどこに逃げ込むかというと空き家・空き地。警察も勝手に入れない。令状が必要。だから外から見

るだけ。見えないところに隠れていれば犯罪者は安心。 

空き家対策特別措置法…空き家の所有者 努力義務。義務を怠っても何も罰則がない。行政が何とかし

てくれると思っている人が多いが、一人一人が何とかしようと思わないと解決しない。小さい子どもが

事件にあう。空き家問題は若い世代にも聞いて（知って）ほしい。 
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行政書士の三沢さん 

空き家相談会、相談者は高齢者が多く、相続回避の相談が多い。「もらったところで…使わない・売れ

ない」田んぼや古い家、相続した不動産はいっぱいあるが、どう利用するか難しい。権利を移すのも大

変。山奥の田んぼを相続して、誰がどう管理するか？物理的にも難しい。もらった古家には先祖のもの

がいっぱい！仏壇とか処分できないものもある。日本人は新しいもの好き、中古物件を買ったりしない。

新しく開拓して建てたいという気持ちがあるのでは？日本人の慣習や感覚が変わらないと空き家は減

らない。 

リユースショップ経営の松平さん 

店舗は四日市にも構えているが生まれ育ちは桑名の旧市街、商店街が 3 日と 8 日に市をやっている。

住居兼店舗。八百屋も空き家だが、商店街は古いけど入りたい人が多い。なぜなら商店街には集客力が

高いから。山の方にある空き家と感覚が違う。そもそも空き家自体に金銭的な価値がない。「売る」とい

う発想は難しい。古民家で何かするというニーズはある。老朽化した空き家、台風等の自然災害時の心

配材料になる。個人の財産であっても行政がなんとかしないと歯止めがきかない。 

地域医療を考える住民の会の伊世さん 

病院から在宅の流れ、四日市市は在宅看取り 18％とレベルの高い地域。介護保険もいろいろあるが空

き家が増えていく構図はよくわかる。空き家利用でやりたいのはホスピス「お母さんの家」宮崎県でや

っている。7～8 人で住むグループホーム。昨年は四日市に講師を呼んで、考えたりもしている。ボラン

ティアで空き家を使ってもいる。使える空き家を、どうやって使っていくか。建物をきれいにして、ど

う使っていくか。 

整理収納アドバイザーの須藤さん 

最近の事例、ご自宅以外に空き家を持っていて、今の家の不要なものを空き家に持って行っている。

その方はそれに疑問を持っておらず、ごみに出すより簡単と思っている。その方が亡くなったらモノに

溢れた家が 2 軒出る。モノを捨てることばっかりに世の中がなっている。入ってきたものをどうしたら

いいのか分かっていない。モノの入れ方が分かっていないからモノが詰まるばかり。 

空き家問題は小学生の娘もいるので連れ込みが怖い。危険性に住民が気付いていない。地域の問題とし

て、みんなで考えていくためにも情報のシェアが必要。 

 

ブレーンストーミング 

皆さんの手元には付箋を用意した。会議中に啓発キーワードを

記入していただき、（自分の持っている疑問や課題も記入可と

した）会議の後半に付箋のグループ分けを行った。以下は参加

者全員の付箋から見えてくる啓発キーワードと、その内容。 

                     「啓発キーワード」 

① 空き家との関わり方  

② コミュニティの課題 

③ 実家の片付け・自分の片付け  

④ 相続のこと 

⑤ 空き家の利活用   

⑥ 心の持ち方・心構え 

⑦ 住宅政策・法律 
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啓発内容 

① 空き家との関わり方 

空き家増加が何をもたらすのか？世代によって知りたいこと・心配事は違うが、不安感を持っているの

は同じ。すなわち、この課題は多世代に広く影響するということに他ならない。 

・自分に何が関係しているか？ 

・自分の住む町に置き換えないと身近に感じられない（理解しづらい） 

・空き家問題の広報の難しさ、市民への広報の手段、関心を向上させる 

・行政の限界・協働の必要性 

・個人のメリット、デメリット明確に…他 

② コミュニティの課題 

空き家が増加することで町の在り方が刻々と変化していく。安心安全なまちづくりには、コミュニティ

力が必要。 

・空き家情報・各地区（自分の住むまち）の空き家数等、明確にしてほしい 

・地域ごとにある危険度（通学路の空き家等）知りたい 

・若い人への啓発（家を建てるリスク・ローン等も） 

・インフラ（公共施設）の大更新期、維持困難の時期と重なる 

・集合住宅（分譲マンション等）の管理不全、老朽化拡大、資産低下 

・小家族化、単身化が進むと起こること、人口減少が地域にもたらすこと 

・防災の観念も含めたまちづくり…他 

③ 実家の片付け・自分の片付け 

片付けをブームとして捉えず、「シンプル」な生活スタイルのきっかけにし、継続していくことが大事。 

自分の持ち物（資産を含む）の行く末を考えながら年齢を重ねていく。 

・頑固な親の説得、実家の片付け 

・親の家が空き家になるリスク、自分の家が空き家になる前にしておくこと 

・認知症の増加（ごみ屋敷化しやすい） 

・ごみの捨て方（不要品の処分の仕方、ごみの分別だけではなく）…他 

④ 相続のこと 

一般人にとっては難解な法律についても「知る」「学ぶ」機会を増やし、自分の決断と行動がまちづくり

や法律・税制にも影響していることへの理解を深める。 

・相続手続きの重要性 

・空き家相続の具体的な手続きや手順 

・登記の負担感（経済的な負担も）、相続手続き難しすぎる 

・税負担していることと相続できていることとはイコールではない（勘違いしないこと）…他 

⑤ 空き家の利活用 

空き家を「お荷物」ではなく、「地域の資源」へと変身させる。人が十分に住める・利用できる空き家は

どんどん利用していく。 

・売れる中古住宅は？（どんな中古住宅なら売れる？） 

・空き家で儲けられないか？の発想も必要 

・リフォーム、リノベーションの魅力アップ 

・大学生が住む（家主と学生の人間関係もできる）…他 
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⑥ 心の持ち方・心構え 

逝く人と、これからを生きる人、それぞれがそれぞれを思いやることができる親子関係やコミュニティ

に。自分の家やコミュニティで、どう逝くのか考える機会が必要。 

・終活、リビングノート（自分のあとのことを考える・整理する大切さ） 

・老後の暮らし方を考える機会を（看取りの場所の問いかけ）、高齢者を見守る若い世代の意識も大事 

・地域コミュニティを築く（実際に機能するコミュニティ） 

・自治体におんぶにだっこ、どこまで頼れる？（税金の投入どこまで？）…他 

⑦ 住宅政策・法律 

利用価値が低い不動産の相続には負担があるばかりの現状は、どう進化するべきか？根底には日本の土

地制度がありそうだ。人口増加時代に作られた住宅政策を人口急減スタイルに早急に変える必要がある。 

・住宅ローン減税が新築ニーズを助長している 

・固定資産税優遇が危険家屋の放置に繋がっている 

・危険家屋の代執行の求償の課題（費用をどう賄う？） 

・所有権の強さ、権利（人権）の問題 

・不動産の流動性が低い 

・公営住宅の供給不足…他 

 

これらの参加者の意見・疑問をもとに、事業全体の啓発内容を決めていった。第 1 回のリレー講座の中

身にも反映する。 
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２．第１回 リレー講座 開催報告 

日時：平成３０年１１月２日(金)  １８時半～２１時 

場所：四日市市勤労者・市民交流センター、 参加者５５名 

講座名：空き家が増え続けるとどうなるの？ 

目的：第 0 回で企画した、市民に知ってほしい・気づいてほしい現実や課題を短いトークでリズミカル

に伝える場とする。※円卓会議に出席した各課からの参加がなく、市民協働安全課が代表して登壇

した。 

 

リレー講座講師とトークテーマ（登壇順） 

① 整理収納アドバイザー 須藤有紀さん→現場から「空き家に詰め込まれる不要品」 

② モノマニア代表取締役 松平紳太郎さん→価値あるうちに「不要品はすみやかにリユース」 

③ 上級終活カウンセラー・行政書士 岡本綾さん→より良く生きるための「終活は全ての世代で」 

④ 四日市市 市役所職員（市民協働安全課 後藤慎也さん）→「四日市市の空き家 現状分析」 

その他の空き家キーワード：（ネクスト）→「人＜モノ 人口減少 マクロな視点から見た空き家」 

⑤ 行政書士 三沢圭さん→相続や管理に関する「空き家相談から見えてくること」 

⑥ 行政書士＆マンション管理士 橋本俊雄さん→ゴーストタウン化する「集合住宅の空き家課題」 

番外 片付けコーチ×整理収納アドバイザー→「だから今、身のまわりをシンプルに整えよう」 

 

登壇中の松平さん 

高齢化社会においてリユースショップが

できる提案「スリムな老後のすすめ」をお

話しされた。 

買取事例、売却タイミング、ごみ減量等 

世代・性別を超え、「不要品はすみやかに

リユースしましょう」と。 

 

 

参加の皆さんの手元には付箋を用意した。 

登壇者の話を聞いて、 

・印象的な言葉や現象 

・はじめて聞いたこと、驚いたこと 

・興味関心を持ったこと 

・詳しく聞きたいこと 

・空き家対策になると感じたこと 

・疑問 

を都度記入していただいた。 

空き家に対する参加者の意識集約となる。 

講座の最終に空き家キーワードとして全体共有し、それに基

づき質疑応答を行った。 
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参加者の意識集約（付箋に書かれていた内容を羅列） 

家財道具・持ち物 

家財道具 世界ナンバー１（スペースに対しての量の多さ）、入口と出口の法則、欲・囚われ 

「もったいない」言葉の勘違い、一見はキレイ、使っていないモノが詰め込まれている、安価・便利グ

ッズ、モノが簡単に買える時代、リースで良いのに自分のモノにしたがる 

 

終活 

すべての世代で、平均寿命と健康寿命の差およそ 10 年、いつも、いつまでも健康でいられるとは限ら

ない（バランスを崩すことで収拾がつかなくなることもある）、今をより良く生きる、自分のこととまわ

りのことを考える機会、死に支度ではなく、生きる活動（未来のことまで書ける）、遺言書とエンディン

グノート、セットで作成、生前相続 

 

実家・親の家 

「いらないものは実家へ持っていく」は問題の先送り、独立しても実家に自分の荷物を置きっ放し、 

壊すと税金が高い、直すにも費用、住む予定がない、元気なうちにモノを減らす（処分する） 

 

モノの価値 

整理することで生活がスリムになる、価値のあるうちに次の使い手に（リユース）、自分が管理できるだ

けで暮らす、使い切る、捨てるだけでは解決しない、物の入れ方を考える、モノとの付き合い方をよく

考える、モノを増やすことを幸せと思っていたことを改める、家もモノも手に入れるときに手放す時の

ことを考える、スリムな老後、年代によって必要なものも変わっていく、切り替えが大事、「中古より新

築」の志向、新築物件売れるから増える 

 

早期対応 

空き家になってからでは遅い、老朽化・ランニングコストが足かせに、空き家の活用、地域で使う手立

てはないのか、亡くなる前から手立てはないのか 

 

防犯 

空き家があると地域の防犯活動が重要になる、ご近所つきあいが希薄、問題が起こっても他者が気づき

にくい、近所の空き家に放火されたら… 

 

マンションの空き家 

居住者が減ると起こる様々な問題、マンションの老朽化対策、急務では？地域の安全のためにも 

高齢者はマンション暮らしが良いと言われているが問題山積み 

 

売買・維持管理 

中古住宅の流動性確保、土地建物にはランニングコストがかかる、税金というコストがかかる 

空き家の管理は相続人、売りたいけど、なかなか売れない、不動産屋は中古は扱いが少ない 

空き家のニーズは？、リバースモーゲージ、地方では困難？ 
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心配事 

古い家、不動産の調査には倍以上の時間がかかり、報酬は半分以下→金目当てだけの話ではない 

地域の中では空き家が把握できない、空き家対策、特効薬はない、空き家に特効薬はなし、相続したら

空き家問題も引き受ける、人口減→新築増→空き家増 空き家売りたいが売れない、人口減少、12 年後

の日本 1000 万人減→どんどん空き家が増える、空き家の所有者が責務を果たさず、自治会、市の申し

入れを拒んでいる 

 

知ったこと 

2033 年には空き家率 30％に、四日市市は地方交付税不交付 

 

相続・法 

無料相談でよくあるのは「今のうちに（子どもに）渡しておきたい」、手続きの簡素化、相続放棄 

 

疑問 

人口減少しないと予測されている地域はなぜ？（朝日町・川越町） 

相続放棄した土地や建物は行政のものになるの？誰のもの？ 

空き家の持ち主と中古物件を探す人をつなげる仕組み（システム）はあるか？ 

終活で空き家防止につながった事例を知りたい 

人口減少すると行政機能立ちゆかないとは？それなりにやり方次第でできるのでは？ 

死亡者課税って、どんな税？ 

SDGs の取り組み、もっと知りたい 

撤退戦とは？ 
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３．第２回 バス視察 開催報告 

日時：平成３０年１２月７日(金)  ９時～１６時 

集合：市民噴水前（博物館前広場）参加者２６名 

目的：課題のある現場や先進的な取り組みを見学することで自分事として空き家問題・対策を捉えるこ

とができる市民を増やす。午前と午後に二か所の視察を行う。課題への理解を深めるために第 0 回の円

卓会議の参加者、第 1 回の参加者から優先募集し、残席を一般募集した。 

 

視察先① 東海市役所（10:15 ～ 11：50） 

東海市ご担当者：東海市建築住宅空家対策グループ 

都市建設部建築住宅課 統括主幹：石濱彰洋さん、統括主任：江口卓さん 

講座内容 

(1)東海市市勢概要 

 ・来年市制 50 周年、人口 115 千人（増加基調）、面積 43 平方キロ 

 ・製鉄業を中心とした産業都市、ランなどの近郊農業も盛ん、セントレアに近く交通の要衝 

(2)東海市の空家対策 

 ①取組みの経緯 

  平成 25 年 8 月空き家対策検討委員会設置、以降 4 回開催後 27 年 11 月「空家実態調査」実施、28

年建築住宅課に空家対策グループ設置、空家等対策推進委員会に改変、空家等対策推進委員会設置 

 ②空家実態調査 

  ・対象は市全域約 5 万戸、机上調査・現地調査・損傷調査を実施 

  ・その結果、空家は市内全域に分布、空家になったきっかけは 1 位相続、2 位転居、3 位長期不在

で高齢化が契機であることを確認 

 ③東海市空家等対策計画（平成 29 年 3 月） 

  基本的な方針は、 

・空家前…空家化予防対策 

・空家後…維持管理促進対策、活用促進対策、除却・跡地利用促進対策 

・管理不全になった…解消対策 

 ④実施した主な対策 

 ・維持管理促進対策：空家管理サービス（シルバー人材センター） 

空家対策事業者情報提供（東海商工会議所） 

  ・利活用促進対策：空家バンク（愛知県住宅建物取引業協会連携） 

空家相談窓口開設、マイホーム借上げ制度 

  ・空き家問題啓発：セミナー（愛知県住宅建物取引業協会、愛知県司法書士会） 

(3)庁内連携～ワンストップ空家相談窓口～ 

  空家は「大切な財産で資源」との認識で取組み、ワンストップ窓口は空家の苦情・相談をたらい回

しにせず相談に沿って対応し、空家等対策推進委員会は苦情・相談等についての進行管理を行う 

 ①ワンストップ円滑実施のために 

  ・各課の役割を明確に（空家等対策計画に明記） 

  ・意義と流れを明確に（目指すのは問題解決との共通認識） 

  ・窓口確認事項を明確に（できないことがある） 
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 ②進行管理が大切 

  【フロー】 建築住宅課が一元管理 

苦情相談（建築住宅課）→ 割振り（関係各課) → 市民への対応（関係各課） →  

建築住宅課へ報告  

 

講座中の江口さん 

「ワンストップ相談を実施するメリット」 

〇市民には相談窓口が一本化されていることは、シ

ンプルでわかりやすい→相談しやすい 

〇空家の苦情・相談の情報が集約されるため、管理

しやすい 

 

「ワンストップ相談を実施する上での注意点」 

苦労したこと 

ルールと責任を明確にすることが大切 

反省点 

相談内容によっては、対応出来ないものがある。 

各課のルールを明確にして、出来ないことをしっか

り伝える 

切実さ 

進行管理するために、窓口担当の空家問題解決への

意識が必須 

⇣⇣⇣ 

行政担当も人が入れ替わっていく 

10 年先、もっと先「空家が減っている状態」である

か把握し続ける必要がある 

 

 

 (4)空家解決事例 

・長年の相続放置で多数の相続人がいた例、大量ゴミかつ十数年間所有者に会えなかった例 

の解説 

 ・所有者と会って話をすることは解決への効果的な手段である 

 ・今後は「相続人が不在の空家」が問題 

(5)質疑応答 

 ・空家バンクにおける宅建協会の参画（A：フロー図）、空家バンクの実績（A：登録 2 件、売却 1 件、

交渉中 11 件）、20 年後の空家見通し（A：見通せず）について質問あり 

 ・市側の悩みとして、個人情報の取り扱い、新築重視政策や固定資産などの税制等について補足説明

あり 
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視察先② 街かどサロンかめとも（12：30 ～ 15:00） 

半田市亀崎町 亀崎まちおこしの会理事・運営委員長 石川正喜さん 

                   同会の会員 市川大輔さん（建築家） 

 

講座内容 

(1)昼食のふるまい・ご挨拶 

 亀崎は「文化」でまちおこしを行っている。 

何をおいてもやるという人がいることが必須条件。

何もないというところはない。 

とにかく「文化」を掘り起こすことが大切。 

 

 

 

 

石川様ごあいさつ                

(2)「亀崎空家再生プロジェクト」について 

・亀崎は海と小高い山に挟まれた地形。亀崎の魅力はこのような地形だったからこそ、開発行為が行わ

れず古い建物や狭い路地が残り、「潮干祭」のような伝統文化の継承が行われている。すべてはつながっ

ている。 

・昔から亀崎は海と生活が一体だった。まちのすぐ下に砂浜があり、また亀崎港は市場があってとても

賑わった。しかし伊勢湾台風のあと眼前の海の埋立や築堤が行われて海が遠のいてしまった。潮干祭の

山車も海に入れなくなったが、現在は平成 5 年に人工の砂浜が造られ祭事（曳下ろし）も行われている。 

・亀崎のまちなみの特長は、丘の上から眺められる「いらかの波」と、仲町通りの二階建て、切妻、欄

干、付け庇などの特徴を備えた「町家」、「せこ」と呼ばれる細い路地。 

・緊急車両が入れない、自家用車が家の近くに駐車できない、近所付き合いが煩わしい、家の建て替え

が困難など、現代の生活にマッチしない「都市構造」であるため空き家は増加しているが、それ自体が

まちの資源ではないのかと考えた。 

 

 

空き家を活用することで 

① 所有者にとっては「お金を生み出す資源」となり、 

② 利用者（借主）にとっては「無駄な出費を省ける」、 

③ 街にとっては新しい「人」を呼び込み、新しい「使い方」

が生まれることで賑わいが増す。 

 

・2013 年２月に特定 NPO 法人「亀崎まちおこしの会」を

設立、呉服屋（藤友呉服店）さんが無償で提供してくれた

この場所（2014 年改修「街かどサロンかめとも」）をコミ

ュニティの拠点として運営している。 
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・同プロジェクトでは以下の５つの事業を行っている。 

①現状把握調査事業 ②移住・創業支援事業 ③空家・空店舗の情報発信事業 

④亀崎リノベーションスクール事業 ⑤空家・空店舗にさせない対策の発掘と発信事業 

・所有者・借主の募集から現状の把握、改修設計・工事、賃貸契約、運営のサポートまで、空家再生の

工程に最初から最後まで関わる。 

・まとめ 

①すべてを資源として評価 〜問題点は裏返せば資源 

②小さく動き出してみる 〜迅速な初動、方向転換が容易 

③改修を目的化しない 〜改修はもっともお金と労力が要る 

④成功はまだわからない 〜活動を持続することが大切。行動は誰かの行動を生む。 

 

(3)空家利活用実例見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     せこ（狭い路地）と再整備された井戸         蕎麦屋に蘇った 100年町家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  建築系研究室設計コンペによる三軒長屋の改修       丘からのロケーションが素晴らしい 

 

(4)質疑応答 

（助成金を得るには？） 

・初めから助成金目当てで活動したわけではなく、自分たちが出来ることを小さく積み重ね、結果とし

て補助をいただくことが出来た。 
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（若者を巻き込むには？） 

・石川さんや松下さんなど、地元のみんなに信頼されている方が組織に居て、若者が地域に入り込む際

にとても敷居が低い。他の地域のように頭から否定されることはなく、のびのび活動させてくれる。 

・小さなビジネスを起こし易い環境。子どもと地域を結びつけて移住を促進させること目指し、塾を開

いた。半年間利用がゼロだったが、利用する学生も増え目的を果たすことが出来た。 

（若者はどこから？） 

・地元の若者はもちろん、ここを気に入った若者も受け入れている。 

・市川様は建築家としてどういう建築が必要とされているのか知りたいと思い、このプロジェクトに参

加。結果として町家や亀崎公園の再生に関わることが出来たとのこと。 

 

 

□行動すると見えてくるものがある。小さな行動から始める 

参加者の多くから「実際に体験する学び」について好評を得られた。移動中も大部分の時間

を意見交換に充て、参加者の生の声をたくさん聞くことができた。見習いたい取り組みには、

「人間味のある行動」・「地域の特色を活かす」が散りばめられており、座学では得られない視

察研修となった。アンケート結果は全内容を資料編に用意した。 
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４．第３回 空き家課題の整理ワークショップ開催報告 

 

日時：平成３１年１月１８日(金)  １８時半～２１時 

場所：四日市市勤労者・市民交流センター、 参加者３８名 

講座名：空き家が増え続けるとどうなるの？ 

目的：空き家対策の方向性と解決策の整理を行う 

 

四日市市における空き家課題と課題解決のポイントを整理するワークショップ。市民同士が話し合い、

意見交換をしながら、既成概念や優先順位の変化を促し行動変容のきっかけを狙いとする。 

第 0 回の円卓会議・第 1 回リレー講座・第 2 回バス視察で得た「空き家対策」をまとめたものをリスト

化した。リストの根拠は講師の話や参加者の書いた付箋とアンケートを元に作成した。 

 

当日の流れ 

前半は座学フォーメーション 

後半はグループワーク 

 

これまでのまとめ「できること」リストを配布し、

プロジェクターでも内容を表示しながら、運営ス

タッフが読み上げを行い、参加者と共有する時間

を設けた。 

 

 

 

グループワーク 

グループ分けは受付で、「市民」「市民協働」

「行政」のいずれかを参加者に選択してもら

った。 

 

市民グループが二つ 

市民協働グループが二つ 

行政グループが二つ編成できた。 

 

司法書士の水谷さん、渡邊さんにはラウンドしていた

だき、ワーク中に出てくる法律や制度についての疑問

に対応してもらった。 
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回の最後に、司法書士のお二人から 

法律家から見た「空き家課題と対策」について、 

お話しいただいた。 

 

「人口減少時代において、空き家は減らない。こ

れからは困ったときにすぐに相談できる体制が

必要。 

市民から書士への相談『いくらかかりますか？』

すぐに費用の話になるが、即答できない。どうし

て即答できないのか理由さえも理解できていな

い市民が多い。 

空き家の相談は、行政が全体の窓口になって、必要なステップを説明し、市民が迷い滞ってしまわない

ように適切なアドバイスを行うと良いと思う。そうすることで、市民は回り道したり、費用のことを無

用に心配せずに済む。」 

「空家等対策の推進に関する特別措置法、なんともならないやつに対して、四日市市は条例が先にで

きた。しかし、四日市市は空き家等対策計画の策定も未完了（周辺の桑名市・鈴鹿市・いなべ市・東員

町・菰野町・朝日町・川越町はすでに策定済み）、法定協議会も未設置であることに疑問を感じる。」 

「空き家課題の整理、法律に携わる者として今日の講座は新鮮だった。日常的に法律に触れていると

感じられない視点などがあった。地域の抱える課題「まちづくり」には女性の力も必要だな。人と人と

のつながり大切なのに、実際にはコミュニティ動いていない。そういう自分も近所付き合い嫌だった（笑）

空き家の対策、市民だけ・行政だけでなんとかなるものでもない。協議会の設置など、各所と連携進め

たほうが良い。」（水谷さん） 

 

 

「東日本大震災のとき、被災地復興

のために土地の収用が進められたが、

誰のものか分からない土地があり、復

興再建に大変な時間がかかった。この

ことで所有者不明土地問題がクローズ

アップされた。空き家の放置・登記の未

更新はそれを加速させてしまう要因に

なる。」 

「登記はこれまで権利であって義務

ではなく、登記を行わない人もいた。し

かし今後は義務化へ向かう流れだ。私たち士業も無策なわけではなく動き出している。大規模な相続人

調査が始まる。登記の名義人が死亡して 30 年以上経っていると調査の対象になり、調査後の登記に注

意書きが入り、土地の管理者が長く不在である印がされることになる。」（渡邊さん） 
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当日の「できること」まとめ 

当日、なやプラザに取材いただいた。 

本講座のまとめとして、適切なリストを作成し

てくれたので掲載する。 

※資料編にも用意した。 

 

 

 

 

 

 

市民（個人）にできること→ 

 

 

 

市民協働でできること→ 

 

 

 

 

←行政ができること 

 

 

 

 

 

←法整備が必要な課題 

 

 

 

それぞれに「できること」（責任を果たしていく

こと＝標準的な役割）があり、 

それぞれが「できること」（取り組むべきこと＝

新しい行動）がある。 

 

 

子どもたちに負の遺産を残さない「まちづくり」 

持続可能な社会づくりを考える機会となった。 
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おわりに 

 

子どもたちの世代へ、その先の世代へとつながる持続可能なまち四日市市を築いていくために大人

に与えられた課題は大きい。それぞれに「できること」、それぞれが「できること」を粛々と行うことが

重要だが、制度や法律が重い足かせになっていることを見逃して前進すれば、私たち市民は消耗戦に敗

れてしまう。行政や議会は制度改革・法律の再整備に積極的に声を上げてほしい。 

 

「地域で起こっている空き家問題はもっと深刻」 

「所有者が不明で管理不全となった物件に地域が直接的に対処できる術を知りたい」 

「地域の空き家に、どう対処していくのかを検討していくためには、もっと知見を広げる必要がある」

「空き家対策は地域の自立対策」「実態調査をしっかり行い情報開示を」アンケートの一部である。 

 

本会は昨年度の「協働コーディネーター養成講座」の中から生まれたプロジェクト案を支援し、本事

業に至った。この協働事業をきっかけに、それぞれ専門は違っていても、私たちは似たような景色を見

ながら働いていることが理解できた。また、それぞれの現場で顕在化している現象を共有することで、

新しい発見があり、互いの役割を知ることもできた。そして、連携できたことで内包されている地域社

会の課題の一端を掴めたとも感じる。空き家問題をはじめとする様々な地域課題・社会課題は、縦割り

化された行政組織による動きだけでは対処が難しい。市民協働事業においても各部署との連携なくして

は単なる啓発事業の枠を出ることができない。今年度の提案を何らかの形で引き継いで、市民との協働

事業を展開していただきたい。 
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