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令和２年度第２回横手市空家等対策協議会の概要 

 

開催日時】令和 2 年 11 月 10 日（火） 

      午後 7 時 0０分～午後 9 時 0０分 

【開催場所】横手市役所本庁舎 ２階 第 1 会議室 

【参加委員の皆様】 

髙橋 茂会長、川越 伸彦副会長、根本 聡委員、中川 義徳委員、根田 克利委員 

川村 康博委員、黒田 稔委員、佐藤 稔一委員、佐藤 司委員 

 

 

◇協議会の流れ 

 

１．開会 (東海林次長) 

２．会長挨拶 

３．案件 (議事進行：髙橋会長) 

1） 報告案件 

①老朽危険空き家の緊急措置(家屋の解体)について 

②空き家バンク事業実施要項の一部改正について 

2） 協議案件第 

①第 2 期横手市空家等対策計画の素案について 

3） その他 

４．閉会 

 

 

【開会】 

(事務局) 

定刻になりましたので、始めさせていただきます。これより令和２年度の第 2 回横手市

空家等対策協議会を開催したいと思います。本日はお忙しい中、また初雪が降る中、夜の会

議ということでご難儀をおかけしますがよろしくお願いします。それでは開催するにあた

り髙橋会長よりご挨拶をお願いします。 

 

【会長挨拶】 

 皆様、おばんでございます。いよいよ横手らしく、白いものが降ってきたなと思うところ

でございますが、この雪も空き家もこの横手市にとり大変重い課題であると同時に、放って

おけばマイナスになる、うまく活かせばプラスにできる要素のものでもあるので、計画作り

を単になぞるだけではなく、何か秘策のようなものも今回織り込められればと個人的には
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思っているところですが、ぜひ皆様からもそのようなご意見をいただければと思います。 

 前回は計画書の中身に物足りなさもありましたが、今回は一気に中身が盛り込まれてお

り、たっぷりな分量の書類となっております。これが言ってみれば全体像ということとなり

ますので、盛りだくさんの内容となりますがぜひ皆様からの貴重なご意見をいただきたい

と思います。今日はよろしくお願いします。 

 

(東海林次長) 

ありがとうございました。それでは事前に送付してございましたが、お手元の資料の確認

を事務局からお願いします 

 

(事務局) 

それでは座ったまま資料の確認をさせていただきます。まず最初に第 2 回横手市空家等

対策協議会の次第が一つ、次に老朽危険空き家の緊急措置(家屋の解体)についてが一つ、空

き家バンク事業実施要項の一部改正について、そして最後に第 2 期横手市空家等対策計画

(素案)検討用が一つ、すべてお手元にありますでしょうか。 

 事前に皆様の元へお送りさせていただいたものと多少言い回しや記載が変わっている個

所がございますが、大幅な変更はございませんので、申し添えさせていただきます。 

 

(東海林次長) 

それでは、早速ですが案件に入りたいと思います。これよりは会長が議長となりますので、

協議の進行をお願いします。 

 

【協議】 

(議長) 

それでは早速ですが案件に入りたいと思います。初めに報告案件として①老朽危険空き

家に対する緊急措置について事務局より説明をお願いします。 

 

(事務局） 

①老朽危険空き家に対する緊急措置について説明 

 

(議長) 

ただ今事務局より説明がありました報告案件について皆様からご質問などありますでし

ょうか。 

 

(委員) 

網を掛けた状態が数年経ってくると、やはり飛散しますよね。その後今までの事例だとど
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のような処理をされているか教えていただけますか。このような事例は多くあるのですか。 

 

(事務局） 

この網は建設工事用のもので特別なものなので耐久性はありますが、経年劣化はありま

すので、１０年も経てばおそらく網がところどころ切れてきたり、雑草が周辺に生えてきた

り、近隣から苦情が来た際は、市としても草刈りをしたり、網を張り替えたりしなければい

けないと思っております。 

 

(委員) 

大変ですね。すみませんこのような感想で。 

 

(事務局） 

本来だと強制代執行を行いますが、横手市の場合は勧告も行ったことがないので、そこま

で行った事例がありません。今までは助言・指導で終わっている事例がほとんどです。 

 

(委員) 

今の件に関してですが、廃棄処分をしなかったのは予算の関係ですか。 

 

(事務局） 

あくまでも緊急措置ですので、行政代執行と違い全て片付けることはせず、最小限の範囲

で行うというのが原則になるので責任は所有者にあるということです。市として代わって

行ったのは危険な建物を解体し、危険を回避するということです。 

 

(委員) 

予算は関係ないということですね。 

 

(事務局） 

はいそうです。 

 

(委員） 

どの様なルートで市へ相談は寄せられるのでしょう。 

 

(事務局） 

これに限らず空き家に関しては、近隣住民からの通報が寄せられることが一般的です。 

 

(委員） 



4 

 

市のどの窓口に寄せられるのでしょうか。 

 

(事務局） 

私共の係です。その他にも消防に行く場合もあるのですが、空き家に関しては私共の係に

回ってきます。 

 

(委員) 

事情は察しますが、１年間の支払猶予を設ける一方で、土地・建物について相続人代表が

いる場合、我々の目から見ると明らかに他にも相続人がいると予想されることが多く、１年

後に債権放棄の手続きを行いたいと考えているとのことですが、そのように簡単に債権放

棄の手続きに入ってしまう事に疑問に感じてしまいます。 

 厳しいことを言うようですが、このような事態が発生しているということを広報で差支

えのない範囲である程度市民や、県外に住む納税者へお知らせする必要があると思います。 

 対応についてもすぐに債権放棄という方向へ向かうのが普通なのかという点について、

一般社会ではそうはならないと考えます。もうワンステップ、ツーステップ他の相続人へも

調査を行い、そのうえで判断していくというのがいいと思います。 

 

(事務局） 

 もちろんその通りと思います。私共もそのままにしているわけではなく、土地の７名の所

有者へも取り合っておりますし、実はこの所有者に関しては２例目の案件で、１例目は少し

離れたところに物置小屋があり、平成２８年に解体を行ったのですが、結局そちらも同じ状

況で、建物に関する費用を請求するということになるとその方たちに請求するしかないと

いうことになります。残置物の片づけ等につきましては、土地の所有者等にも責任はあると

思います。そちらは別として建物の解体費用だけを見てみると、やはり所有者に請求するほ

かないという結論に達しましたが、どうしても取り立てが難しいというのが実情です。そも

そもこのような事例は本来では所有者が管理を行わなければならないのですが、どうして

も不可能な場合に緊急的な措置を取るわけですので、債権の回収も初めから見通しが立た

ないため行っておりません。行政代執行しても結局は同じような事態になりますので全国

的にもそういった点が問題になっております。 

 

(委員) 

事情はよく分かりますので、債権放棄がいけないというのではなく、このような事例を知

ってもらうという取り組みが必要だと思います。やはり知ってもらわないと人の心は動か

ないと思います。市報だけではなかなか難しいとは思いますが、空家対策の中で空き家の利

活用の可否の判断についての説明もあったと思いますが、その中でも現在空き家を所有し

ている方たちへも啓発の意味でお知らせしていくということも必要なのではないかと思い
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ます。 

 

(議長) 

今の話に関連して、所有者を調べるときに課税台帳を基に調べるのですか。 

 

(事務局） 

 はい、そうです。 

 

(委員) 

 いくつか確認と質問ですが、今回の空き家の所有者は空き家の解体に同意しているとい

うことは、判断能力はある方ということですね。 

 

(事務局） 

 身体的な障害がありますが、精神的な障害はありません。 

 

(委員) 

 現在、施設等に入所されているのですか。 

 

(事務局） 

 近くに住む親類の家に住んでいます。 

 

(委員) 

 相続人となる本人の他、６名の方と何らかの接触があったようですが、この方々は県外の

方ですか、県内の方ですか。 

 

(事務局） 

 県内、県外の両方です。 

 

(委員) 

 ６人の方全員と接触はできましたか。 

 

(事務局） 

 接触を試みましたが、結局はどうすることもできないとの回答でした。 

 

(委員) 

 本人を含め７人はこの不動産を売却する意思はある、ない等の会話はありましたか。 
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(事務局） 

 その点についてはまだ把握しておりませんが、いずれ売却するには全員が同意しなけれ

ばならず、そうなったとしても残置物の件もありますので、それらが障害となるかもしれま

せん。 

 

(委員) 

 費用請求に関わってくる話ですが、1 つ事例を申し上げれば、やむなく解体を行って、そ

の費用が発生したままの不動産の土地の売却を相談した例があるのですが、権利者の同意

を得て所定の手続きを経た上で、買いたいというお客様も付けて土地を売買し、その代金を

解体費用へ回すというのは一般的にはある話なので、売買代金から市で負担した費用を賄

っていくというのは市としては問題ないことなのですね。 

 

(事務局） 

 ７名の方々が全員協力してくれればそういったことも可能だと思います。但し中には難

色を示している人もいるので、難しいというのが現状です。 

 

(委員) 

 でも一般論として、先ほどおっしゃられていることを当然前提として交渉していかない

といけない、というのが民間の考え方で、それがあっての費用の立て替えということだと思

います。 

 

(委員) 

 確かに費用請求して、回収するステップとしては大変な特権かもしれませんが、ただその

ようなチャンスがあるのであれば、司法書士や家屋調査士等民間サイドの力も交えながら、

お互い良い形となるように、そこを追求していった方が良いのではないかと思います。 

 

(事務局） 

この件に限らず、緊急措置を取っている案件は１件を除いて債権回収はできておりませ

ん。というのも初めから問題を抱えた案件でしたので資力があれば、もしくは売買できる土

地であれば債権回収が可能なのですが、今回はそれが難しい案件であります。 

 

(委員) 

今回のように解体しなければならない状況であるということを知らせ、認識してもらい、

緊急措置を行うことを分かってもらった時が、今後空き家の扱いをどうしたいのかという

ことを話題に出せるチャンスです。それが時間が経ってから売るか、どうするかを聞いても、
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本人は問題が解決したような感覚になっている人が多く、「関係ないから、別にそのままで

もよい」と言われるケースもあるので、できればそういった話題の時に相手の意思を確認す

ることが必要と思われます。市の職員に不動産業をやりなさいというわけではないですが、

そのきっかけをつかんで、不動産会社へ連絡してもらうなどしていただけたら良いのでは

ないでしょうか。値段と場所によっては売れる土地もあると思いますのでその点も頭に入

れて接触していただき、ある程度のラインが見えてきたら専門業者へシフトするという考

えを持っていただけたら、債券回収へ向けたチャンスにつなげていけると思います。 

 

(事務局） 

今回も、その方一人で同意したわけでなく、これまで何度かこちらでも接触しているので

すが、その間、本人もいろいろな情報を得たようで、当初はなかなか同意してくれる雰囲気

がなかったというのも正直なところです。 

 

(委員) 

解体そのものにも対してですか。 

 

(事務局） 

そうです。その後、同意してくれそうだったので、この時期を逃すと冬になり解体ができ

なくなるので緊急的に行ったというところもありますので、その点ご理解ください。 

 

(委員) 

次の案件にも持っていけますので、このようなケースで良い例を作りたいですね。国道沿

いにあるという条件は上手くいけばとても良い例となり、また実は空き家についてのご相

談で多いのもこの国道沿いにある空き家に関してのものです。ダメな例ばかりを積み上げ

るのではなく、良い例を一つでも作って、これを前例にして何とかできないかと思います。 

 

(委員) 

逆にその方向へ持っていくための論法はないのでしょうか。これは土地と建物とが共有

の名義のものと、別のものとでは一部同じ名義であっても、別のものと捉えた方が良いので

しょうか。 

 

(委員) 

別のものと捉えます。上に危険なものがある土地を持っている方には責任はないのでし

ょうか。 

 

(委員) 
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それは、危険な建物そのものの占有者が誰であるかということが優先されます。次に所有

者で、土地の所有者が直接的に責任を負うことはありません。 

 

(委員) 

そういったことがあるために解決しないのですね。そのうえで何か良い方法はあるので

しょうか。 

 

(委員) 

今回の例ではなかなか難しかったのではないでしょうか。 

 

(委員) 

世の中には合理的に考える方たちばかりではないので、そういった方が一人でもいると、

任意売却という形になると思います。それを売って解体費用を捻出しようという、コンセン

サスが得られれば良いでしょうが、皆さん合理的な方たちであれば良いのですが、必ずしも

そうではないので。 

 

(委員) 

強制的手段となると、行政代執行となり、土地を強制競売にかけるという形になると思い

ますが、そうなるとプラス・マイナスどちらになるかという問題があります。200～300 万

掛けて競売にかけたら 100 万回収できたとすると、結局 200 万程損したことになります。

そのあたり、最後まで見通せないとなかなか難しいと感じます。なので、こうなる前に空き

家バンク等に登録して売れる見込みが見えていればもしかすると話がまとまったというこ

とがあるかもしれません。 

ただ、今回の案件は空き家になる前に老朽化していたのではないでしょうか。空き家では

ない状態で老朽化してしまい、老朽化したために家を出てしまったというパターンではな

いでしょうか。なかなか空き家バンク等に登録するチャンスがなかったのではないでしょ

うか。 

 

 

(議長) 

この後、本題も残っておりますので、このあたりでよろしいでしょうか。特になければ次

の報告案件に移ります。 

②空き家バンク事業実施要項の一部改正について、事務局より説明をお願いします。 

 

(事務局) 

②空き家バンク事業実施要項の一部改正について説明 
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(議長) 

ただ今事務局より説明があった内容について議員の皆様から質問等ありましたでしょう

か。 

 

(委員) 

 空き家を条件として別段面積を定めるということですが、横手市の農業委員会では現実

にどれほどの単位として考えていますか。 

 

(事務局) 

これから総会で決めますので、事務局では 1 アールか 0.1 アールくらいで考えています。 

 

 

(委員) 

下限面積は承知していますが、上限はないのでしょうか。実例で話をしますと、例えば宅

地が 300 坪あるとして、その後ろに畑が付属していてそれが 500 平米、大きなところだと

1,000 平米ほどあり、それを同時に売買したいケースの場合、買いたい人は県外から来ると

して、農地はその人が農家でないと必要ありません。それに上限を決めていないために畑の

規模が大きいというのが気になります。 

 

(事務局) 

 通常は 50 アール以上ということで、一般の農家要件の下限面積となっており、あとは農

業にしっかり従事してもらうということが求められます。 

 

(委員) 

それは、法律だけの解釈で今までのことを行えばそういうことになると思いますが、農業

委員会の方々も考えていただきたいのはその点で、50 アールという条件を横手市は頑なに

守っておりますが、実は他の市町村では 1,000 平米ほどになっています。50 アールを頑な

に守る理由は何ですか。我々の目から見るともう少し考えた方がいいのではないかと思い

ます。 

 

(事務局) 

 市としては何も言えず、あくまでも農業委員会の決定事項であります。 

 

(委員) 

 進言することぐらいはしても良いのではないでしょうか。組織が違うのはよくわかりま
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すが、他から入って来る人にとっては、家が良くても、その広い農地が大きな障害となって

いる場合が多く、売買もそのために停止してしまう事例も結構多くあります。買う側は、例

え家が 100 坪あり、良い家であっても後ろの農地も一緒に買わないと家が手に入らない、

売る側としても、農地は手放せないと言ってしまえば、まだ活用できる空き家だとしても売

買するチャンスを逃してしまいます。 

 言っていることも、法律も分かりますが、現実に即したものを作っていかないといけない

ため、ほかの町村ではいろいろ基準を下げたりして、一生懸命取り組んでいるのだと思いま

す。横手市も始めるのであれば、できればそのことを考え、不動産業者へその辺の事例を聞

いてもらい、横手市に人が入ってきて、空き家を利活用したいというのであれば、とても有

用なことだと思うので、できる・できないではなく、一緒に考えていきましょう。 

 

(事務局) 

 別段面積につきましては、今回決めたものが永久的になるわけではなく、どんどん見直し

をしていこうという考え方が農業委員会にはあるようですので、まずは 50 アールと 1 アー

ルでやってみてこれからの情勢等を見ながら、変えていくものと思います。まずは 50 アー

ルのところを今回は動かさずに、その代わり下限面積のところは先ほど言った単位で設置

したいと思います。来年からすぐに始められるようにしたいと思います。 

 ちなみに空家バンクの要綱の改正は 12 月 1 日で動きたいと考えております。 

 

(委員) 

いずれ、事例をアンケートからではなく、情報は全て業者に集まるのでそういった方々か

ら情報を汲んで取り入れてもらい、反映してもらえればより良いものができるのではない

かと思います。 

 

(事務局) 

そういった組織を今後作っていきたいという考えも計画の中にはありますので、皆様の

様々なご指導をお願いしたいと思います。 

 

(議長) 

今のような意見が出たことを農業委員会へ情報提供することは何か問題はありますか。 

 

(事務局) 

私達から農業委員会へ情報提供をする分には問題ないと思います。あとは事務局と委員

たちのやり取りとなります。 

 

(委員) 
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こちらの観点から見た時に、これが障害となっていて、ここを直せばもっとスムーズに物

事が運ぶというのはとても有意義な内容の話で、そしてまた、強制するものでもないわけで、

農業委員会以外の視点からの意見を取り入れることは意義のあることだと思います。 

 

(委員) 

農業委員会は独特な組織なので、その壁というのは相当高いと思いますが、一つ仕組みに

関して、最近の事例と照らし合わせて考えていただきたいのですが、群馬県からいらしたご

夫婦で、奥様が山内地域出身で、旦那様の定年退職を機に秋田に戻ってゆっくり過ごしたい

ということで物件を探しており、できれば古民家のような家を希望しており、横手市のある

部署へ問い合わせをしたそうです。その方から我々へも相談がありました。空き家を紹介す

る流れの中で、A ターンしてきた方のリフォーム代金に対し補助金を出す制度が横手市に

もあると思いますが、空き家を購入する人にも適用できる制度ではないかと思いましたが、

実はこの A ターン補助金の対象者が東京都から来る人でないと対象ではないというもので

した。もしそうであれば、範囲を広げてもらいたいと思います。すると空き家の流通にも繋

がってくると思います。 

 

(事務局) 

横手市のリフォームに対する補助金の場合、要綱には「東京から」ではなく「県外から」

という条件となっております。また、秋田県の補助金の要綱には「東京圏から」という条件

になっています。 

 

(委員) 

このような例は最近コロナ禍の影響もあり、ものすごく多くなってきております。地方へ

逃げてくるわけではありませんが、奥様が横手市出身という事例はとても多いです。横手市

へ家族全員を引っ張ってくるといった具合です。その時に農地という条件が首を絞めてし

まっているのです。農家も家庭菜園も花もやりたいと人は来ても農地が買えないというこ

とが障害となってしまいます。それは 5,000 平米買いなさい、つまり 5,000 平米以下では買

うことができないということなのです。下限面積が 0.1～1 アールとは言え、一般の方にと

り 100 平米でも多いと思います。せっかく横手市に居住しようと来ても、このような事例

が発生することが非常に多いのが現状です。 

 

(委員) 

受け皿は様々な形で作っておきたいですね。 

 

(委員) 

町中の農地などはきっと担い手はいないはずだと思います。そのようなことを考えると



12 

 

どうして 5,000 平米なのだろうかと思います。農業委員会の法律の体系も今、少しずつ変わ

ってきており、利活用に向いてきているのが感じられるのに、頑なにその基準を守っている

のも感じられます。加えて他の町村では柔軟になってきているので、残念ながらそのギャッ

プが最近頓に感じられるので、もう少し頭を柔らかくして農業委員会の中で利活用を考え

てもらえればと思います。 

 

(議長) 

他にありませんでしょうか。なければ次の案件に移らせていただきます。 

 それでは協議案件の 1）として横手市空家等対策計画の素案について、事前に事務局より

送付されておりますが、概略について説明をお願いします。 

 

(事務局) 

1）横手市空家等対策計画の素案について説明 

 

(議長) 

 今説明していただいた、計画の素案についてご意見やご質問等ございましたらお願いし

ます。 

 

(委員) 

 16 ページの、図 9 がありますが、用途別に見た空き家の数で、横手市はその他が 68.8％

ですが、この「その他」で一括りにする 68.8％の中身を調べたことはありますか。横手市と

しては今まで何をしてきましたか。というのは、横手市の町中には百何十軒という空き家が

ありますが、なぜ「その他」に分類される空き家が多くそこにあるのか、そこを潰していか

ないと問題の解決にはならないような気がします。観光や空き家バンクなどは、本質的な解

決の方策を考える部分ではなく、「その他」の中身を考えることが大事なことのような気が

します。 

 駅前の１４７軒という空き家は、持ち主が都市部に住んでいてそこに家もあり、空き家が

どうなろうと痛くもかゆくもないから放置しているのだと思います。一方で貸せるのかと

聞くと貸さないし、雑草が繁茂してくると近所から文句は言われますが、実は世代が変わる

ともっと空き家に関する意識が薄くなってくると思います。このパーセンテージは今、家を

空けてから世代が浅い時期の数値なのでまだこれで収まっていますが、次の世代に代替わ

りしたときにはもっとひどくなります。近所に誰か知っている人がいるから草刈りをしな

ければいけないと思うのであって、その代を超えていくと誰も手を付けなくなります。 

 それと仏壇です。仏壇があるから貸すこともできない、しかし、貸すほど自分も困っては

いないというのです。でも放っておいても痛くもかゆくも感じませんし、税金はどうなって

いるのかというと実は軽減措置を受けているらしいです。事例としてはこのほかにもたく
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さんあります。 

 「その他」の中身をつぶさに見て、空き家を放置している方々にその理由を教えてもらう

のも一つの方法ではないかと思います。現在の横手市の空き家事情を説明して話を聞いて

みてもいいのではないでしょうか。これからこの資産をどうしていくつもりかというアン

ケートでもいいと思います。横手市自身がしっかり調査し、市の事例として把握し、そこを

一つ一つ良い方向へ向けられるような施策を作ることができるのではないでしょうか。と

にかく、その部分をどうにもならないと言って、目を瞑ってしまうのはだめだと思います。

一般論ではなく、空き家になりそうな家屋を放置している方々のご意見を伺ってみてはど

うかと言っているのです。 

 

(事務局) 

 今年から空き家に関するアンケート調査をメニュー化します。最初の問いは空き家を持

っていますか、というものですが、ほかにもあるアンケート項目の中の３～４項目なのであ

まり深く問うものではありませんが、その中でどれだけの人が空き家を所有しているのか

ということが少しずつ見えてくるのではないかと思います。具体的な話となるともう少し

踏み込んでいかないといけないと思いますが、まずは、３万４千～５千世帯ある横手市の中

で、どれだけの数があるのか初めて今年のアンケートから分かってきますので、少しずつ数

の面で把握していって、特に固定資産税の通知書の中にも空き家の対応についてのチラシ

も出しておりますが、かなりの問い合わせが入ってきております。空き家を解体したいけれ

ども対象となるかどうかなどの相談が寄せられますが、なかなか我々の言う老朽危険空き

家の解体補助には該当しないものがほとんどでありまして、そこで終わってしまっている

現状ですが、空き家バンクなどの方向に誘導するような手法も考えていかないといけない

と考えております。資料にある約 1,800 戸全てには無理かもしれませんが、そのようなアク

ションがあった際は、その次の手を打っていきたいと思います。 

 

(委員) 

特定空家になってしまうともうおしまいだと私は思っています。その前の段階、資料で言

う 68％に中の 1.何％の話ではなくて、68％のうちのほとんどの人は一体何を考えているの

か、ということをよりつぶさに見ていただきたいです。1.何％に当てはめるかどうかだけを

一生懸命に検討するわけではないでしょう。そのあたりが一番重要なのにとても薄いと思

います。 

 増田の例が出ていますが、増田の方々はとても熱心に取り組んでおられます。この事例は

これはこれで良い例だと思いますが、数字に着目するのであれば横手の中心部でなければ

いけないのではないですか。農地もなく、目立った観光地でもない、人通りも少ない、それ

で空き家が増えていっている。利活用に関する文章の中に店舗利用に言及していますが、そ

れにはそぐわないものがほとんどだと思います。そのため事業化もできず、どうしたらよい
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のかというとき、単にアンケートで集計するより、やはり話を聞いた方が良いと思います。

将来の事を考えるととても重要なことだと思うのでこうして話していますが、我々の次の

世代になった時どうなってしまうのかと考えてしまいます。 

 

(議長) 

 アンケートの取り方について全体を数量的に把握することは行政として必要なことです

が、より問題の本質に迫るとき、少数でも、抜き打ちでもいいからもっと深くヒアリングす

ることが効果的と考えます。例えば、高齢者夫婦でどちらかが先に亡くなり、残された方も

間もなく施設へ入り、何年後かに亡くなり、住まいしていた家が空き家となったが、仏壇が

残っているので、すぐに解体するわけにはいかないとなった場合、何年後なら解体できるの

かという問題になり、逆にそこから見えてくることもあるわけで、問題の本質というのはき

っとそういうところにあり、そういった観点に基づいた、抜き打ちでのヒアリング等の調査

方法は全体の数字を反映しているものではないと思いますが、本質を把握するためにはそ

ういった考え方が必要となってくると思います。本当に不便を感じている人の本質がなか

なか見えてこないというのはそういった点にあり、解決していくにはそういった調べ方が

大事なのではないかと思います。 

 

(委員) 

 実際、不動産の問い合わせで空き家の件で多いのは、売却・解体についてです。なかなか

利活用に関する相談は少ないです。手放したいという人がかなりの割合を占めています。解

体したいけれども、評点が厳しいため補助金の対象外だったというケースが多いです。利活

用には繋がらないのですが、相談者のニーズに応えるためには、補助金の基準をもう少し緩

めるなどということは難しいのでしょうか。 

 

(事務局) 

 解体補助金の制度を作るときに、市民の声としてヒアリングしたところ、自分の都合で放

置した結果どうしようもなくなった空き家に対し補助金を出すのはおかしいのではないか、

しっかり管理しているのが馬鹿げてくるとの声が寄せられたため、本当に危険な空き家で

なければ出さないという方針となり、当初他の自治体では 50％まで補助するというところ

もありましたが、横手市の場合は他よりも厳しく 30％に下げたという経緯があります。今

の市民の意識がどうなのかはわかりませんが、平成 27 年くらいまでの意識としてはそのよ

うなものでした。 

 

(委員) 

 解体費用をかけるのならタダでも良いから手放したいという意見が相当数あります。市

で引き取ってもらえませんか、という依頼も大変多いです。その辺も制度的に何とかならな
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いのでしょうか。 

 

(事務局) 

 原則的には所有者が責任を持って管理するということになります。私有財産制をわが国

では採っており、憲法でもしっかり規定されておりますので、自分の財産は自分で管理する

というのが一つの原則となっております。そのため全国的に見てもなかなか苦慮している

ところであります。政府もある程度の財産権の緩和を検討はしているようですが憲法上の

制約もあり進んでいないというのが現状のようです。 

 

(事務局) 

１期目の計画が、先ほど説明したように雪害による危険空家がきっかけで始まったもの

なので、どうしてもそのことばかりに目が向いてしまって、今回ようやく利活用の段階に入

り、空き家バンクができましたが、それもまだ４～５件しか登録がありません。今話があっ

た利活用についてほとんど手が回っていないというのが実情です。くらしの相談係は以前

は課でしたが、職員も５～６人おりましたが、今は係となり人数も３人しかおりません。そ

こで全ての空き家を担当することはとても不可能で、危険空家、空き家バンクの二つ、あと

は年に数回ですが、利活用で市へ寄付していただいて横手市のお金で解体し跡地を有効利

用するという物件があれば対応しておりますが、今の体制ではなかなか難しいため、今後横

手市の政策として空き家に関する専門的な分野で当たっていかないと、すべてを網羅する

ことは難しいのではないかと思います。組織の編制等も含めまして、考えていかないといけ

ないと思います。会長がおっしゃたように雪と空き家は横手市にとって大きな問題の一つ

だということは我々も認識しておりますので、今後そういった形で上に打診していきたい

と思います。 

 

(委員) 

空き家を持っている当事者が動く気にならないと、先ほど事務局で説明があった財産権

の問題は大変な話だとは思いますが、当事者が動き出せば物事は動くと思います。しかし、

当事者本位にして動かすものがこの計画にはないと感じます。当事者を動かす内容が無い

と感じます。当事者が動かないと、解決できない話だと思います。 

例えば、先ほども出ましたが家を放置していても痛くもかゆくもない、だから放置する。

近所に迷惑をかけているという意識が薄らいでいってしまい、感じなくなってしまう。事例

としては、横手市内としては大鳥町のあたりは現在空き家が多く、解体後に土地だけ所有し

ており草が伸び放題となっており、隣住む人たちは自費で隣家の草刈りを行っているとい

う状況です。それが現状です。そういった人たちはこれからどんどん増えてくると思います。

でも当事者は痛くもかゆくもないと言います。電話をかけても、こちらにも自分の都合があ

ると主張してきます。私も驚いてしまいますが、それが常識となりつつあります。これをど
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うやって回避していくかというと、やはり強く言っていかないとおそらくわからないと思

います。 

 我々は職業柄強く言いますが、言えない人がほとんどだと思います。当事者をどうやって

動かしていくか、という政策をこの中に入れてほしいと思います。 

 

(議長) 

 それはペナルティーということですか 

 

(委員) 

 いいえ、ペナルティーではなくとも、少なくともそこに家屋があり、誰も住んでいないの

にも関わらず軽減措置を受けていること自体おかしいことで、しかも解体すると固定資産

税が６倍になることが分かっているのでわざと解体もしない、そうであれば警告するなど

の措置が必要だと思います。アメとムチで行っていかないと当事者は動きません。 

 

(事務局) 

 先ほど説明しました通り、今まで横手市では助言・指導のみで勧告等は行っておりません

でしたが、今後は助言・指導・勧告・命令という手続きを踏むようにします。 

 

(委員) 

 危険空き家になってしまえば終わりだと思います。その前の段階でモラルを何とかしな

ければいけないという話なのです。都会の方々に「あなたの故郷の話をしましょう」と言っ

ているのです。 

 

 (事務局) 

２４～２５ページに予防の推進・適正管理についてありますが、その中に今、委員の皆様

から言われたことが具体的な内容として書かれております。この中には空き家を欲しい方

に対するパンフレット等などもあり、そういった形でアクションを起こしていければと思

います。この中には予防という新たなワードは入っておりますが、昔から使われております

予防の推進と適正管理をメインとして、他にどんな手法があるかを考えていきたいと思い

ます。固定資産税の通知書の中に案内通知を同封しておりますので、今後はセミナーの開催

やパンフレットの作成等を行って所有者の気付きなり行動の方へ持っていけたらと思いま

す。その時になりましたらまたパンフレットの作成などについてご意見をいただけたらと

思います。 

 

(議長) 

 ほかの皆さんはいかがですか 



17 

 

 

(委員) 

 先ほど話に出たことに対して、マナーの啓蒙と教育ということくらいしか考えられない

のですが、国の法律なので、自治体レベルでサンクションを課すというのは無理だと思いま

す。草を伸び放題にさせて、それをきれいにしてくださいと言ったところで、今の人は権利

主張が強いので、そんな義務があるのですか、どこにそんな法律があるのですかと来るはず

です。そう来られると、行政としては成す術がありません。ただ、やるのであれば自分の田

舎の空き地の草を伸び放題にしていると格好悪い、周りの人も迷惑に思っている、草を刈る

のがマナーだ、ということを国の政府広告などでコマーシャルを流してもらうしかないと

思います。道徳やマナー教育の話だと思います。 

 

(委員) 

 道徳やモラルの部分が欠けてきているのだと思います。もし上へ打診できるのなら、自治

体で広告を作るのは大変だと思うので、県全体で行うなどの方法を考えてみても良いので

はないでしょうか。全国的なことですので市町村会などで、例えばアイドルを使うなどして

アピールしてはいかがでしょうか。 

 

(委員) 

 実際写真を見ると驚かれる場合が多いです。自分の家がこのように変化してしまったこ

とに加え、隣の家の人が草刈りを毎年何万円もお金をかけて行っていることをお話しする

と、すみませんでしたというような電話が来ることがほとんどです。 

 

(議長) 

 固定資産税の通知書に同封する文書には制度の説明だけではなく、マナー喚起などの内

容は載せられないのでしょうか。 

 

(事務局) 

 考えてみます。 

 

(委員) 

 NHK の朝のニュースで取材してもらう等でもいいですね。全国に流れるとまた違うでし

ょうね。 

 

(事務局) 

 こちらにも空き家・空き地に関して近隣住民から様々相談が寄せられてきますが、その都

度、通知文書に写真も同封して郵送しておりますが、大抵の方からはきちんと管理を行いま
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すとの回答を得られますが、中には無反応の方もおります。その辺も人によって違うのだと

感じます。 

 

(委員) 

 でも大多数は通知文書の対応で解決できるのですよね。どうにもならない案件に対処す

るのではなく、まずは大多数を解決していく方が良いと思います。 

 

(委員) 

 ２６ページについてですが、市の居住支援協議会との連携とありますが、こちらは確かモ

デル事業を平成２７年から３年間行っているはずなのですが、その中での課題で空き家等

の情報がなかなか得られないというものや、改修の費用が無く、住み替えができないという

ものがありました。そのことについて関係部局との話し合いなどはあったのかということ

と、利活用の部分ですが、例えば高齢ふれあい課としては高齢者の居場所づくりだとか、子

育て支援課としては子ども食堂、地域づくり支援課としては交流センターなどと話し合い

しながら、そういった居場所を作っていこうと話をしているのですが、なかなか公民館や、

会館まで行けない人もいるので、空き家を活用できないかという話をしますが、やはりなか

なか利活用できるようなものが少なく、また、どれほどの物件が利活用できるのかという情

報も少なく、どこからそういった情報を得ればよいのかと思いました。売るか、解体するか

の２択しか他の方法の選択肢を知らない人が多いと思います。 

 それと、３９ページの除雪について、民生委員からもよく相談されるのですが、空き家の

除雪を市に相談してもどうにもならず、私の方に相談が来ることが多く、計画には生涯所有

者の責任において実施させるとありますが、具体的にどういったことを進めていくのかお

伺いしたいと思います。 

 

(事務局) 

 居住支援協議会の件ですが、会議等には我々も参加していますが、去年立ち上がったばか

りで、正直なところ様々な施策を進めていく上でのコンセンサスが未完成です。国と市では

やる気があっても、県が積極的に後押しをしてくれないという現状です。県で居住支援協議

会を立ち上げた職員がすぐに異動してしまい、それ以降あまり積極的な態度ではなくなっ

てしまい、こちらで相談しても国は支援をしてくれても、県では取り合ってくれないことが

多いです。そういった経緯から本来ですと家賃補助などの便宜が多くあるのですが、うまく

進んでおらず、それがうまくいけば建物の修繕などの補助もできますし、解決していくもの

と思います。 

 ワンストップ総合窓口とも関連がありますが、全国的な居住支援協議会の NPO 団体が中

心となり、空き家等も含めマッチングさせるということで成功している事例もありますの

で将来的にはそこへ持っていきたいとは考えております。 
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(議長) 

 横手市の場合、管轄が建築住宅課と社会福祉課の二つにまたがっているのですね。 

 

(委員) 

 先ほど資料の中に市長をトップに法定の協議会にしたいとありましたが、それがあれば

統一的に事態が動くということですか。今部署がバラバラなのでうまくいっておらず、どこ

か諮問機関や市長直属で何か法定の協議会があり、そこから発することで組織がすべて動

くようなイメージであればまだ良いのではないかと思いますが。 

 

(事務局) 

 いまだに縦割り行政のため、そこを横断するということが難しい現状です。 

 

(委員) 

 市長に作っていただけるとずいぶん庁内が整理されて良いかもしれませんね。 

 

(議長) 

 部署が全く違うので、こうして話をしていても空しくなってきますね。ここで強く言って

もしょうがないような気もしてきます。 

 

(委員) 

他の委員会ですと、例えば草加市などで主導しているものは動きがとても速いです。全く

組織の様子が違っており、こちらが面食らう程です。横手市の場合、これが実体だと感じま

した。同じような組織を横手市でも作った方が良いのではないでしょうか。 

 

(議長) 

あまりにも担当が分散しすぎていて、本質的な解決策が届かないという感覚がします。空

き家問題を横手市がどんな位置づけに捉えているかということにかかっていると思います。 

 

(委員) 

それと、国が考えている都会型の空き家のレベルと、この辺の田舎の空き家のレベルとを

比較すると、あまりにも老朽化の度合いが違いすぎて、いくら国でリノベーションと言われ

ても、対応できないくらい老朽化が進んでしまいリノベーションできる状態でない空き家

が多くあります。都会型の政策はなかなかこちらには合わないので、県や市でこちらの事情

にあった政策を考えてもらわないと利活用やリノベーションは難しいように感じます。 
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(議長) 

だからこそ横手市独自の取り組みが重要となってくるのだと思います。 

 

(事務局) 

高齢者に関する利活用ですが、高齢ふれあい課で現在はあまり空き家を利活用すること

は考えていないようです。公共施設を利用したいという意見でした。ただ、今後意識が変化

してくることも考えられますので、今のところはそのような考えでした。 

除雪の件については、我々を含め各消防署もパトロールをしており、また各地域局でも雪

庇落としや場合によっては雪下ろしも行っております。雪が溜まってきた場合は警察でも

除雪を行いますが、日常的に除雪作業を行うことはなかなか難しいということです。 

 

(委員) 

こちらでも除雪ボランティア事業を行っておりますが、空き家の除雪の依頼が来ます。危

険なので断っていますが、では他にどこに相談したらよいかということになり、堂々巡りに

なっております。 

 

(事務局) 

こちらで行うとしても、放置していては通行の妨げになるような危険な個所などは行い

ますが、それ以外の場所では行っておりません。 

 

(委員) 

地域の方も困るというよりかは、不安で、という気持ちが強いのだと思います。もしもの

時に自分の家に影響が出るのではないかという気持ちがあるのだと思います。もし、そのよ

うな時には改めて相談させていただきます。 

 

(委員) 

先日、地元のゼネコンから相談がありまして、横手の駅前周辺の中の 1 棟だったと思い

ますが、増田の方に嫁がれた方で、横手に実家があり空き家の状態だそうです。やはり貸す

などその他の空き家対策の意識が無くなっており、解体か売却の二つしか頭に無かったよ

うでした。ゼネコン側としてもそれを利活用する考えにはまだ至っていないようで、その物

件をこの後見てきて、利活用できそうであれば、解体・売却以外の方法を所有者へも説得し

てみようかと思います。嫁いだ後、実家が空き家になると、気持ちが離れていってしまうの

かなと思い、その辺の教育を地道に訴えていかないといけないと思った次第です。 

ゼネコン側も利活用についても勉強していただいて、解体だけではなく、横手市の取り組

んでいる空き家対策も学んでいただけたらと思います。 
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(議長) 

今日話し合われたものが、政策会議に移され、次のステップへ移るということですか。 

 

(委員) 

意見ですが、相談をされる方の中には、ある程度問題意識を持っていらっしゃる方はいる

と思います。先ほどモラルの話が出ましたが、問題をしっかり自覚しているけれどもどうし

たら良いのかわからないという方は一定数いると思いますので、そこから良い事例を作っ

ていき、意識の喚起を行っていけたらよいのではないかと思います。 

 

(委員) 

建築的な話ですが、利活用と一言で言っても、基本的に建物は建てた段階で用途が建築基

本法で決められており、それをリノベーションということで骨組みだけを残して、それだけ

の費用を掛けても、良い立地条件だとすればそこまでするでしょうが、田舎の方だと、例え

ば住宅を福祉関係にリノベーションするとなっても、建物の用途が変わってくるために住

宅以上の法規が掛かってきて、間取りまですっかり変えるとなると結局費用がかさむため

手が出せないということになります。実情として基本的なところ、住宅は住宅にしかならな

いということです。消防署が今動き出したので、相当数の違反が指摘されているようです。 

 

(議長) 

NPO で空き家を使って何かをやりたいという相談が今までたくさん来ましたが、詰めて

いくと、ほとんどは必ず消防法、耐震基準などで引っ掛かり頓挫してしまいます。 

 残り１分ですが、いずれ具体的な話よりも総合的に見て本質的な問題点が出たと思いま

すので、政策会議なりに話を上げて、活かしていただきたいと思います。 

  

(事務局) 

 本日は貴重なご意見をありがとうございます。今後は政策会議などの庁内協議の後、１２

月議会で議会への説明などを行っていきますが、その中でも様々な意見が出てくるものと

思います。今日の皆様のご意見も可能な限り計画に反映していきたいと考えております。ま

た今後の協議会の委員の皆様におかれましては、パブリックコメントを１月中に実施予定

ですので、その計画や、寄せられた意見の内容によっては、対応検討のために協議会を開催

し出席をお願いすることになると思いますので、その際はよろしくお願いします。協議会の

開催がない場合は資料のみの対応となりますことも併せてご承知おきください。よろしく

お願いします。 

 

(議長) 

それでは９時を超えてしまいましたが、皆様から貴重なご意見をいただきましたので、ぜ
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ひ反映していただきたいと思います。これで協議会を終了いたします。ありがとうございま

した。 


