
 

審議会等の会議の概要の記録 

会 議 の 名 称 令和 2 年度 甲州市空家等対策審議会 第１回 

開 催 日 時 令和 2 年 10 月 28 日（水）   午後 2 時 00 分から 
午後 3 時 20 分 

開 催 場 所 甲州市役所 地下第三会議室 

議 題 
（１）第 2 期甲州市空家等対策計画の策定について 
（２）その他 

出 席 委 員 小林一三委員、石川重人委員、中山健夫委員、網野和人委

員、雨宮眞司委員、田中博委員、依田博俊委員、中島知克委

員 

会議の公開又は

非 公 開 の 区 分 

                                                                                                                             

公開 

会議を一部公開

又は非公開とし

た場合の理由 

 

傍聴人の数 ０人 

審 議 概 要 
別紙議事録のとおり 

事務局に係る事

項 

環境政策課５人 環境政策担当 32-2111 内線 2461・2462 

そ の 他 
 

 
 
 
 
 

 



令和２年度 甲州市空家等対策審議会議事録 
日時：令和２年１０月２８日（水） 

午後２時～ 

場所：甲州市役所 地下第３会議室 

―出席者 

 甲州市区長会会長、景観審議会委員、司法書士空家対策事業担当者甲州市グループ長、土地家屋調査士、

建築士塩山支部長、日下部警察署地域課長、塩山消防署次長、山梨県住宅対策室室長補佐 

 

―欠席者 

 保健環境委員会会長  

 宅地建物取引業者甲州市空家バンク事業事務取扱責任者 

 

―事務局 

 環境政策課４人 

 

事務局   開会のあいさつ 

委嘱状の交付。 

 

市長あいさつ 鈴木市長 

 

事務局   委員及び職員の紹介。 

    役員選出。 

      ・会 長  甲州市区長会会長 

      ・副会長  甲州市保健環境委員会長 

  

会長あいさつ 小林会長 

 

事務局   市長からの諮問。 

市長より、第 2 期甲州市空き家対策等計画策定に関する事項について諮問する。 

 

市長    諮問書。甲州市附属機関の設置に関する条例規定に基づき、次の事項について貴審議会の意見

を重んじる。第 2 期甲州市空き家等対策計画の策定に関する事項である。よろしくお願いい

たしたい。 

議事    進行：小林会長 

 



議長    それでは議長を務めさせていただく。活発な意見を伺いたい。では議事に入る。（１）第 2 期

甲州市空き家等対策計画策定（案）について事務局から説明を願う。 

 

事務局   〈第２期甲州市空家等対策計画（案）〉について説明する。 

 

議長    ただ今の説明について何か質問、意見等はあるか。 

 

委員    計画の 13 ページ、家財処分の補助とあるが、これは現在市で補助を行っているのか。同じく

13 ページ 5 番、（1）①の実施体制の中で、政策秘書課と環境政策課とで分かれているが、空

き家等の中には当然特定空家も含まれ、包括関係にあるので、この記載の仕方だとどちらが対

応しているのかわかりにくい。9 ページの山梨県の空き家の現状について、空き家数が 8 万

9900 戸とあるが、これは統計調査などでの総数では 9 万戸とされている。賃貸用とか二次的

住宅とかそれぞれ数値が出ていて、それらを合計すると確かに 8 万 9900 戸となるが、総数と

してうたう場合は 9 万戸としているので、ここの総数表示の仕方は修正したほうがよいので

は。 

 

事務局   空き家所有者に対しての家財処分補助については、政策秘書課で補助制度を設けている。次に

実施体制について、法第 2 条第１項に定める「空き家」まだそれほど古くなっておらず、利活

用できる状態の家屋についての相談等は、政策秘書課で対応し、第 2 項の特定空家について

は環境政策課という体制になっている。山梨県の空き家の総数については、9 万戸に修正する。 

 

委員    利活用のできる空き家は政策秘書課、特定空き家は環境政策課ということだが、通常の空き家

の苦情はどこにしたらいいのか。苦情等の話を役所に持ち掛けるときに特定空家でないもの

について、どこの課が窓口になるのか、わかりにくい。業務について、はっきりとすべきでは

ないか。 

 

事務局   相談者の中には、空き家ということで政策秘書課へ相談に行ったが内容的に雑草繁茂という

ことがあったりするので、空き家等に関する苦情は環境政策課で対応している。 

 

委員    法律でいう特定空家となると、非常に範囲が狭まり、この審議会において市長が特定空家と認

定しないと、特定空家というところまで上がらず表に出ない。特定空家になってから環境政策

課が入ってくるという感じに見えるが。 

 

事務局   ご指摘いただいた点を踏まえて、わかりやすい表記にしたい。 

 



議長    空き家という一つの概念の中に特定空家があるが、どこから先が特定空家になるのか。全く住

んでいなくても建物がしっかりしていれば特定空家にならないのか。建物が崩壊していると

該当するのか等市民からは、どこに申請すればいいのか、わからないという声が多い。政策秘

書課に持っていくのか、環境政策課に持っていくのか。どちらかの課に持っていけば両方で相

談してやってもらえるのか。 

 

事務局   小林会長の質問も中島委員の質問と同じく、実施体制という部分のことになる。わかりやすい

表記に修正したい。 

 

議長    ここで、様々な意見が出て、なるべく早く議会で条例化されればいいと思う。アンケートにつ

いてはどこの課で集計作業をするのか。 

 

事務局   環境政策課が行う。 

 

委員    山梨県の空き家の現状について、平成 25 年に空き家率が 22％とあり、平成 30 年に 21.3％と

なっていて 0.7％減っている。増加傾向にあると思っていたが減少している。これはなぜか。 

 

委員    統計の数字としては、全国的に増加しているが、山梨県が結構特殊な形で表れている。これは

あくまでも統計調査なので、県内全部の地域を調査をしているわけではなく、統計調査の際に

対象地区の選定が決まっていて、ある程度地域を絞って調査している。そのため、今まで増加

傾向だったものが減少したと思われる。右の表を見ると 25 年から 30 年で二次的住宅が減少

している。別荘が減るという事はあり得ないと思うが、調査をする地域については国が選定し

ていて、毎回同じ地域を調査しているわけではなく、違う地域を抽出していることがあるので、

このような調査結果になることがある。あくまでも抽出調査の結果としてみてほしい。 

 

委員    アンケート用紙はどこへ送るのか。大概、空き家の所有者は、市外や県外在住者が多い。その

人たちに送るということか。空き家の所有者に届けることができればいいと思うが、誰が所有

しているかの調査は当然していると思うが、空き家になっているが所有者はわかるのか。 

 

事務局   今回の空き家アンケート調査は、固定資産税の家屋課税台帳情報を基に、建物の所有者もしく

は管理している人の住所と建物の所在地が違う方宛てに送る予定。 

 

委員    甲州市の空き家バンクは、活用されているのか。 

 

事務局   空き家バンクの活用状況については、政策秘書課の担当になるので、後ほど確認して、お知ら



せする。 

 

委員    甲州市では、ライフル及び山梨中央銀行と連携協定を結んでいると昨年の審議会で話があっ

たが、民間事業者との協定は、かなり前向きでよい取り組みだと思うので、連携して何か実施

するということを本計画に記載してもいいのでは。それから、空家等対策計画はこの審議会に

おいて完成となるのか。 

 

事務局   審議会の開催は、3 回を予定している。2 回目の審議会時にアンケート集計結果に基づいた内

容を反映させて、最終的に 3 回目の審議会で最終案を確認してもらい、会長から市長に答申

するという形にしたい。 

 

事務局   今後の予定について。先ほど計画の中でも述べたが、空き家に関するアンケート調査票を 11

月に発送して、返信された調査票の内容を取りまとめたものを本計画に反映させる。来年の 1

月から 2 月に 2 回目の審議会を開催し、アンケート調査も含んだ計画書をお示し審議してい

ただき、3 回目の審議会で答申をいただくというような予定でいる。 

 

委員    甲州市の空き家総数は 2360 戸とあるが、そのうち明確な所有者が確認できない家屋はど 

のくらいあるのか。 

 

事務局   近隣の方から苦情が来た場合には、税情報などを基に所有者を特定していくが、所有者不明の

空き家が全体の何％かということは把握していない。今回アンケート調査を実施するが、アン

ケートなので全部が戻ってくるとは限らないが、そういう状況の把握もできると考えている。 

 

委員    送るところは空き家ということか。 

 

事務局   今回のアンケートの抽出方法について。空き家と思われる建物の所有者または納税義務者の

住所と、実際の建物の所在地が同じであればそこに住んでいるということになり対象外とな

るが、住所と建物所在地が一致しない場合は、空き家の可能性があるとして、今回アンケート

調査の対象となる。約 1800 戸の所有者等へアンケートを送付予定。 

 

事務局   1800 戸が全部空き家というわけではなく、所有者の住所と建物所在地が一致しない人を対象

とする抽出方法。 

 

委員    市ではこれまでに空き家の実態調査をしていると思うが。 

 



事務局   以前、政策秘書課で実施している。 

 

委員    公表はしていないかもしれないが、実態調査はしているのでは。その実態調査の数字を空き家

の状況として記載したほうがよいのでは。アンケートの集計は、統計の数字なので実状とは差

があるのでは。統計上はこの数字だが実態調査の結果の数字はこうですと載せて、その上でこ

の計画を流していくという形にするべきではないか。 

 

事務局   政策秘書課とも相談し、活かせるところは使用したい。 

 

委員    空き家と思われる建物で火災の発生や不審者が侵入したという事件があって現場に行った際

に、空き家の所有者に状況を確認しなければならないことが多々ある。その中で近所の人から

情報を聞いて、なんとか警察が持っている情報で所有者と思われる方に連絡をしようとする

事があるが、空き家対策をしている事務局に、空き家の所有者もしくは管理者について、把握

しているかどうかの確認や所有者の連絡先を教えてもらうことができるか。また、概数でいい

が所有者不明の空き家がどれくらいあるのか教えてほしい。 

 

事務局   事件等発生時における情報提供について。そこは個人情報保護の問題があるので庁内で確認

し回答する。所有者不明の空き家数については、全体の空き家の数の把握がまだできていない

状況なので所有者不明の空き家数についても未確認である。 

 

議長    空き家に関してのことは区長たちが一番わかっていると思うので、総務課でお願いして一回

拾いこみ調査を実施したらどうか。一番大きい区が 1300 人～1400 人なので、その位の規模

の区になると役員の同意がないと実施が難しいかもしれないが。空き家の情報は近所の住民

が一番知っていると思う。アンケート実施はもちろん大事だが全市的に空き家調査を実施し

たらどうか。 

 

事務局   17 ページ②の消防団の連携とあるので、それを活用していこうと思っている。消防団は毎回

防災チェックをしているので、その情報を提供してもらいながら、やっていく方が簡単にでき

ると思う。それでもまだ足りない場合には、また考えていきたい。①にも自治会との連携があ

るので①②を併用しながら進めていきたい。 

 

委員    空き家への移住について。私のところに、都心部から移住したい旨の問い合わせがあり、居場

所を探している方が多い。甲州市は、いいところだと思うが空き家が多い。甲州市の空き家バ

ンクは、本当に動いているのか心配だ。HP で甲州市空き家一覧を見たが山梨市の HP の方が

内容が甲州市より充実しているように思う。非常に残念だ。一生懸命取り組んでいると思うが



情報の充実等、利用者が興味を持てるようにＨＰの強化を図ってほしい。コロナの影響もあっ

て、東京から地方への移住希望者が増えているので、この機会に HP の充実など PR をもっと

して、移住促進に注力し空き家バンクの活性化を政策秘書課でやってほしい。 

 

事務局   本日は、政策秘書課の担当が別会議出席のため不在ですが、今の意見を伝え空き家バンクの強

化に結び付けられるようにしたい。 

 

委員    7～8 年程前に県と身延町の共同事業として、3 年間くらい時間をかけて町内すべての空き家

を地図に落とすことをした。区長を中心に地域を全部歩き、使用できそうな空き家を確認し、

抽出して待機住宅のリストを作成した。地域の情報を一番把握しているのは区長だと思うの

で、そんな事業をする機会ができればいいと思う。 

 

事務局   実際に一軒ごと確認できれば、精度の高い情報になるが区長の負担が大きい。身延町では、そ

こから得た情報を空き家対策に生かしているのだろうか。 

 

委員    現場を確認しながらの作業となるので結構な手間になると思うが、区長なら空き家の状況を

把握しているので、ぜひ実施してほしい。 

 

事務局   自治会と消防団との連携もあるので、その辺を調査して進めていければと思う。 

 

議長    その他、質問、意見等あるか。 

 

事務局   今後は、アンケートの集計等と本日出た意見等を参考にしながら空家等対策計画を作成し、2

月頃に次回の審議会を開催したい。そこで改めて内容を審議し、3 回目の審議会、答申となる。

引き続き協力をお願いしたい。 

 

議長    議事を終了する。 

 

事務局   閉会のことば 


