
　　　　　　「空き家になったら、 どうするの？」 空き家率は過去最高を更新中。 本当に３軒に１軒が空き家になれば、
　　　　　町は体を成さなくなっているでしょう。 空き家の放置が増え、 新しい住民が入ってこない町はどうなってしまうの？
　　　　足掛け三年目の本年度は、 過去二年で培った人と人とのつながりと、 これまでの取り組みの成果物（人脈やアイ
デア）を生かして、 企画運営しました。 空き家の問題を 「未然に防ぐ」 ためのネットワーク構築に重点を置き、 自治会関係
の方々、 地域マネージャーの皆さんには、 私たち一般社団法人ネクストステップ研究会（中間支援団体）の存在を知ってい
ただく機会となりました。 法律家（司法書士 ・行政書士等）の皆さんには、 空き家対策 ・ まちづくりのステークホルダーとして、
士業ができるコミュニティ支援の将来の可能性を探っていただきました。
　私たち中間支援団体がすべきことは、 場づくり ・ 人づくり ・ つなぎ役、 これからも住み続けられる地域であるために、 互い
が持つ力や知恵を出し合うための橋渡しです。 今回の取り組みが、 今後実際に市内各地の具体的な動きにつながることを期
待しています。
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とにかく動きましょう！

　

　空き家問題について、 相談したくてもいきなり僕らの所に
来にくいですよね。 いくらかかるんだ？と不安ですよね。
　市役所にぜひ総合窓口を作っていただき、 住民や自治会
の話を受け止め、 相談内容に対して適切な専門家（各士
業会本会）へ協力（支援）を振れるような役割を果たして
もらえたらと思います。
　また自治会内でも、 ある程度相談窓口として機能すると
いうことが将来的に必要なのかなと。 そういう 「住まいのお困
りごと相談窓口」 を開設された日吉台さんの活動はすばらし
いなと思います。（NPO ネットワーク４月号参照）
　一体になって相談体制を作れば…僕が勝手に思っているこ
とですが、 例えば自治会費を 100 円上げて、 100 円 ×世
帯数の金額で地元の司法書士、 弁護士、 行政書士たち
にお願いし、 地元の空き家相談については無料という風にす
れば、 相談しやすいのでは？
　また利活用の面では、 半田市の 「せこ」 利用のように四
日市もそれぞれに歴史がありますので、 いろんなアイディアを
出して地域おこしにつなげていく、 その中で法的な疑問点が
出ます。 「個人情報集めたけど、 どこまで開示していいのか
？」 「改装するにあたって耐震は？」 「売りたいときに税制優
遇ってあるのか？」 など。 そんな時に我々を使っていただく。
　草生えてきて抜本的解決という話だとお金かかりますが、
その時点でご相談いただくとそうかからないので、 ぜひ動いて
いただきたい。 地元で同志を見つけてまずは実態調査から。

空き家の調べ方の手順・・・まず空き家対策モデル地区になったことで

最大限に利用し、

見守り活動

存の海辺の土地を高台に移すという区画整理事業をやるん
ですが、 土地の所有権は絶対ですから、 所有者の調査を
したら登記が明治のままになっていて、 相続人が 200 人ぐら
いいる。 行政としたら全員に話をしないといけない。 とんでも
ない手間がかかり、 事業が遅延したというのが非常に問題に
なり、 所有者不明土地に関する法律ができまして、 国のほ
うで戸籍を直接的にとり、 相続人を確定させたうえで、 その
相続人に対して相続登記を促す手紙を送るということをやり
始めています。
　空き家についても、 特定空き家の認定は行政としても非
常に難しい問題があると思いますが、 ぜひ自治会に動いて
いただき、 空き家の調査結果に基づき特定空き家を認定し
て持続可能なまちづくりに

　自治会内で、 ある程度相談窓口として機能するというこ
とが将来的に必要なのかなと、 そういう相談体制を整えてい
る日吉台さんの活動はすばらしいなと思います。（NPO ネッ
トワーク４月号参照）
　僕が勝手に思っていることですが、 例えば自治会費を 100
円上げて、 100 円 ×世帯数の金額で地元の司法書士、
弁護士、 行政書士たちにお願いし、 地元の空き家相談に
ついては無料という風にすれば、 相談しやすいのでは？
　半田市のせこ利用のように、 四日市もそれぞれに歴史が
ありますので、 地域おこしのアイディアを出して地域おこしに
つなげていく、 その中で法的な疑問点が出ます。 そんな時
　　　

「実態調査」
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　行政としても、 特定
空き家の認定には、 非
常に難しい問題があると
思いますが、 ぜひ自治
会に機能していただき、
空き家の調査結果に基
づいて特定空き家を認定し、 その先の活動に結び付けられた
らと思います。
　

１、そのまま放置していると倒壊など保安上の危険となる可能性のある建物
２、そのまま放置していると衛生上有害となる可能性のある建物
３、適切な管理がされていないがために景観を損なっている建物
４、周辺の生活環境を守るために放置してはおけないと判断された建物 

「特定空き家」とは

　我々としても、 法律的なところからアクセスすると、 ひどい
状態の空き家しか手が付けられないし、 お金がかかる。 　僕が伝えたいのは、 現在ある壊れそうな空き家が問題で

はなくて、 将来空き家になりそうな家が、 今取り組むべき
課題であるということです。
　　　

４人ずつ９班で話し合いました。４人ずつ９班で話し合いました。

否定をしない・一人で長々話さない

①ベストな意見

②ユニークな意見

①ベストな意見

②ユニークな意見

・ 地域の人望のある人に切り込み隊長をお願いして
　空き家の持ち主の信頼を得る
・ 「空き家」 と言わない。 恥ずかしいと思っておられるので
　「利用してない家」 という
　

・ 人間関係が大切なのでこの人が言われるなら
　動いてみようかなという人材をさがす
・ 防災や見守りと合わせて対策する
・ SNS を頼らず人間関係を大事に
・ 民生委員、 地域ボランティアの方を巻き込む。
　　　　若い人にアイデアをいただく

・ 空き家の実態調査をして、 いろんな
　人に知ってもらいアイデアを出し合う
　・ 空き家をリフォームしていく

・ 家族調査票と空き
　家の調査
・ 実態をとらえて生かす
・ 意識調査をする

・ 調査は目的と目標を決める。 みんなで共有する
・ 空き家、 空き地の税金。 家が建ってるほうが安いから
　そのままになる。 行政もその点で貢献してほしい

　
・ 市から情報をきちんと出せる仕組みを
　作ってほしい。 でないと何も進まない
・ 高齢化率が高いからと言ってデメリット
　ではない。 若者とつなけば効果的

・ 空き家バンクの活用（自治会で登録してもらう）
　活用出来たらどんどん発信する
・ 空き家の再生や家賃の補助をして若者も活用できる
    ようにする
　・ 使える人は誰でも使う

・ 子どもをキーにして若い人やお年寄りを繋ぐ
　・ これからは女性がメインになって頑張っていこう

４班４班

やらんと進まんから 悩んでいる間に動く！ （石川さん）

・ 各地区の特色を知る。
　地域のコミュニティを
　大事に
・ 民生さんと空き家になり
　そうな情報を共有する
・ リーダーが必要
・ 空き家の苦情があるが
　なかなか前に進まない
　行政の協力を
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http://ee-nextstep.com/info0501.html

https://www.facebook.com/ 一般社団法人ネクストステップ研究会 -201415046865223/

水谷司法書士の話の中でネクストが特に重要だと思っているのは
「行政はハブのような役割をすること」 の部分でした。
行政は、 住民や自治会の話を受け止め、 相談内容に対して
適切な専門家（各士業会本会）へ協力（支援）を振れるよ
うな役割を果たす。
こんな感じの表現があると嬉しいです。
文字数が大変タイトな中で、 リクエストが多く恐縮ですが、 なん
とか盛り込んでいただけたらと思います (^^)/


