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倉吉市空き家等の適正管理に関する条例(案)に対し応募のあった意見の概要及び対応方針 

                                          

（対応方法） ①反映した（一部のみも含む） ②既に条例に盛り込んでいる ③今後の検討課題  ④反映できない  ⑤その他 

 

 

件数 項目 主な意見 対応方針 

１ 

税について ・対象となる空き家の固定資産税支払

状況は？ 
④ 

・空き家であっても固定資産税は課税されます。支払状況については地

方税法で規定する守秘義務があり公表することはできません。 

２ 

税について ・条例制定を理由として固定資産税 

 額が変更になることはあるのか？ ④ 

・条例制定を理由として固定資産税額が変更になることは有りません 

３ 

条例化につい

て 

・観光交流人口を増やしていく為にも

 危険な状態の空き家などは景観上好

ましくない。この条例により、適正

な管理状態へと持ってくことは必要

なこと。ぜひ、この条例により安心・

安全な倉吉を創って欲しい。 

⑤ 

・空き家等の管理は本来、所有者等が行うべきものです。条例では所有

者の責務と適正に管理されていない場合の市の対応を定めました。本

条例の施行後は、条例の規定に基づき、空き家等の適正管理の推進に

努めてまいります。 

  

４ 

・我が町に於いても空き家が増え問題

になっているところで条例の制定は

必要なことだと思う。 

⑤ 

５ 

・古い空き家が多く、その危険性（倒

壊・火災など）について以前より心

配していた。この度、市が条例をつ

くることは大賛成。 

⑤ 

６ 

・私が暮らす小さな集落の中にも既に

 ２軒の空き家がある。独居老人世帯

 が予備軍として控えており、近い将

来、さらに空き家は増えていく。 

 条例が速やかに制定され、空き家の

近隣住民が安心して暮らせるように

して欲しい。 

⑤ 

７ 

・空き家の放置は、景観の問題もある

が、実際に過去、犯罪に利用された

 例もあり、適正に対応されるべきで

 条例の主旨は理解できる。 

⑤ 

8 

・市民の生活環境の保全及び安全で安

心な市民生活を確保するため、空き

家等の適正な管理に関し、所有者等

の責務を明らかにするとともに、管

理不全な状態にある空き家等に対す

る措置をとることは大変素晴らしい

こと。是非、上記の目的を達成して

欲しい。 

⑤ 

9 

・この条例が市民に広く理解され、安

心の基となることを望む ⑤ 

10 

第 2 条 

定義 

 

・定義の中にどの程度の期間をもって

空き家とみなすのか？ ② 

・一年以上の継続的使用がされていない状態をいいます。なお、建物管

理の為の一時的な使用は継続的使用とならない為、管理されている場

合でも空き家とみなされます。 



２ 
 

（対応方法） ①反映した（一部のみも含む） ②既に条例に盛り込んでいる ③今後の検討課題  ④反映できない  ⑤その他 

 

件数 項目 主な意見 対応方針 

11 

第 2 条 

定義 

 

・「空き家等」の定義について、その他

の工作物で常用の用に供されていな

い状態にあるものについて、老朽化

等による危険工作物を位置づけて頂

きたい。 

④ 

・継続的使用の有無により、「空き家等」の判断を行います。したがって 

 危険工作物であっても、継続的使用があるもの（1 年以上継続的に使

用されていないもの以外のもの）は、条例の対象外となります。なお、

条例の対象とならない、建物や工作物については、建築基準法等の関

係法令による対応を行ってまいります。 

12 

第 5 条 

市民からの情報

提供 

・市民からの情報提供も必要だと思う

 が、市職員からの情報提供、認識等

 も必要では？ 
①  

・平成 24 年度より「空き家対策庁内組織等の設置等に係る連絡・検討会

議」を行い、空き家の利活用と危険家屋対策について、すでに、庁内

で情報提供、認識等を行っており、今後も継続して取組んでまいりま

す。 

13 

・速やかに市の情報を提供するものと

 ありますが、倒壊寸前等よほどの状 

態にならないと難しいと思う。自治 

公民館等を通して、年に一度状況調査

等の報告受ける等、情報の吸い上げ 

を期待する。 

③ 

・平成 24 年度に自治公民館の協力を得ながら空き家及び危険家屋の実態

調査を行いました。今後も空き家が増えることは十分に予測され、空

き家等の情報は、空き家の管理不全な状態の防止に重要であります。

今後、自治公民館を含め情報提供に関して、その手法を含め検討を行

ってまいります。 

14 

 

第 8 条、第 9条 

勧告、措置命令

について 

 

・一個人ではどうにもならないことも

あり、市の条例による勧告、命令措 

置は必要であると考える。 
② 

・空き家等の管理は本来、所有者等が行うべきものです。条例では所有

者等の責務と適正に管理されていない場合の対応を定めました。本条

例の施行後は、条例の規定に基づき、空き家等の適正管理の推進に努

めてまいります。 

・所有者等が遠隔地の場合でも対応については変わりません。ホームペ

ージによる公表や、罰則規定による 5 万円以下の過料が条例の実行性

を高めるものと考えます。 

15 

・空き家の問題は第 2条に記されてい

る通りで、火災や倒壊の危険性があ 

り、物騒である。市からの勧告、措 

置命令等は必要であり、所有者が離 

れて住んでいるのなら、しかるべき 

措置をとってもらいたい。 

② 

16 

・所有者（相続人等）が県外など遠隔

地に住んでいる場合、どこまで効果

が期待できるのか不明なので、この

様な場合の対応項目を条文に加えて

 欲しい。 

② 

17 

・空き家の管理者が不明であったり 

判断能力が十分でない場合の対応の

仕方はどうなるのか？ 

③ 

・管理者、所有者等は登記簿等により特定を行います。所有者等に判断

能力がない場合や特定出来ない場合は、その方の親族等と協議するな

どの対応を行います。 

18 

・勧告等の処理日数について具体的な

数字が盛り込まれた方が実行しやす

いのでは？ 

④ 

・取るべき必要な措置は、建物の規模、状況、措置内容によって変わる

ことから案件ごとに事情を勘案する必要があります。したがって、案

件ごとに適当な処理期間を定め早期解決を図ります。 

19 

第 11 条 

代執行について 

・空き家の所有者が誰もいない場合 

 代執行費用等はどうなるのか？ ③ 

・行政代執行法第 6 条では国税滞納処分の例により、強制徴収ができる

旨を規定しております。代執行を行う場合は倉吉市空き家等対策審議

会に諮問を行いますが、所有者が特定できない場合については、他と

の不公平のないよう財産の差し押さえ等も視野にいれた検討を行って

まいります。 
20 

・所有者等の特定ができない場合につ

 いては、考えられることと思います

 が公費による対応（処理）をお願い

したい。 

③ 

21 

・行政代執行を行う場合で、所有者に

 支払能力が無い場合、その責任は 

 子孫親戚まで及ぶのか？この点を 

 明確にして不公平感が出ない様に 

 して欲しい。 

② 

 ・代執行に要した費用の徴収については、実際に要した額を、措置命令

を受けた者（義務者）に対し行います。よって、その責任は、義務者

以外の者には及びません。ただし、義務者の権利を相続した場合は、

その義務を相続人が負うこととなります。 



３ 
 

（対応方法） ①反映した（一部のみも含む） ②既に条例に盛り込んでいる ③今後の検討課題  ④反映できない  ⑤その他 

 

 

件数 項目 主な意見 対応方針 

22 

第 11 条 

代執行について 

・相続放棄などにより保全の義務を誰

も負わない時、市が代執行した物件

は市に管理、保全、有効利用の権利

ができるのか。 
⑤ 

・完全に相続放棄されたものについては、相続財産管理人の選任申立に 

 より財産処分が可能となります。また、処分しきれなかった財産は国

に帰属されることとなりますが、実際には申立費用もかかることから 

 倉吉市空き家等対策審議会に諮問し十分な検討が必要となります。物

件の管理、保全、有効利用についての責務は、所有者等にありますの

で、代執行を行った場合でも市が行うことはありません。 

23 

・管理者が特定しづらい物件の対応も

必要であるが、条例（案）を読むに

理解しづらいが、どう処置されるの

か。 

① 

・所有者等の特定で所有者等が特定できなかったものについても、倉吉

市空き家等対策審議会への諮問を踏まえ、代執行を視野に入れた検討 

 を行います。 

24 

・なかなか勧告・命令に応じない所有

者もあると思われる。早め早めの 

 対応を強く望む。 

① 

・迅速な対応は必要ですが、行政処分などの不利益処分を行う場合、ま

た、財産権を規制するにあたっては、意見陳述の期間を設けるなどが

必要となることからそれ相当の期間は必要となります。 

25 

第 13 条 

空き家等対策審

議会について 

・審議会の委員数について、空き家対

 策の重要事項を審議する会であれば

より多くの市民の意見を政策に反映

するため 5人以上として欲しい。 

 ① 

・本条例は、個人の財産権と住民の生活権との衝突の実態を鑑み、公共

の福祉のもとに財産権を規制しようとするものであるため、より多く

の意見を参考とすることはとても重要であります。委員数及び委員構

成については、この度のご意見を踏まえ検討を行います。 

26 

・人の財産をいとも簡単に破壊又は、

 それ相応の処理をされるのには、 

あまりにも5人は少人数ではないか。

 ① 

27 

・審議会設置の学識経験者とよくある

が、具体的にどういった人選を行う

のか？また、市民代表を選ぶべきで

はないか？ 

① 

28 

・空き家、廃屋問題は、今後高齢化、

過疎化に伴い大きな課題になること

が想像でき、対策は重要である。倒

壊の危険、不審者の侵入、火災・犯

罪の温床や、他に景観上の問題、自

治公民館等のコミュニティの問題と

多方面に影響を及ぼす可能性が考え

られる。審議会の委員は５名以内と

なっている。多くの分野への影響が

考えられるため、ある程度の委員の

定数が必要ではないかと考える。ま

た、コミュニティを形成する人など

を重点的に選考してはどうか？ 

① 

29 

施行日について ・来年 4 月と言わず、早急に 9 月議会

で審議され本年 10 月 1 日施行を望

む。 

 ③ 

・公共の福祉のもとに財産権を規制しようとするものであることから市 

 民の皆様にご理解を頂くための周知期間は必要なため、平成 26 年 4 月

1日を条例施行日としております。 

30 

その他 ・管理不全な状態にある空き家に対し

て講ずる措置について、審議するた

め、対策審議会を置くとあるが（第

１３条）それに至るまでに維持管理

できない所有者に対して、占有の有

無の確認もしくは維持管理できない

事由の聞取り等、どちらの管理部署

（市役所内）で行うのか伝わりにく

い。 

① 

・本条例は、個人の財産権と住民の生活権との衝突の実態を鑑み、公共

の福祉のもとに財産権を規制しようとするものであり、市民の皆様 

 の条例に対するご理解は不可欠であります。本条例のご理解を深めて

頂くため、担当部署や手順など、より条例をより分かりやすく解説し

た、リーフレット等を作成し周知に努めます。 



４ 
 

 

（対応方法） ①反映した（一部のみも含む） ②既に条例に盛り込んでいる ③今後の検討課題  ④反映できない  ⑤その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件数 項目 主な意見 対応方針 

31 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

・市から助成で保全もしくは解体できる

制度の整備も必要である。 

 

 

③ 

・聞取り調査等を踏まえ検討してまいります。 

 

 

32 

・所有権を放棄した所有者に代わって維

持管理を申し出し再活用できるなど、

柔軟な方向で、地域の活性化に貢献す

る条例まで発展していただけるとあ

りがたい。懲罰の面が目立ってしま

い、附則として、上記のような活用法

など指し示すことによって条例自体

も浸透する可能性が高くなるのでは

ないか？ 

③ 

・空き家等の問題については平成 24 年度より庁内で「空き家対策庁内組

織の設置等に係る連絡・検討会議」を行い「危険な空き家」及び「空

き家の利活用」の視点で取組んでいるところであり、空き家対策は市

全体の活性化の重要な問題として取組んでおります。本条例は、空き

家等に対する所有者の責務と適正に管理されていない場合の市の対応

を定めたものでありますが、本条例の目的に則しながら地域の活性化

のための運用も検討していきたいと考えます。 

  

 

33 

・所有者に経済面で管理能力がない場合

 においても、市が地元の意見を十分に

くみとり適正な管理がなされるよう

期待する。 

③ 

・空き家等対策審議会の委員に地元代表を委嘱する等、地元の意見が 

 反映できる策を検討してまいります。 


