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はじめに   

 

平成 30(2018)年度に実施した市民協働事業【空き家が増え続けると どうなるの？】の取り組

みから生まれた人のつながり（関係性）と参加者とで導き出した成果を生かして本事業を計画・

実施しました。 

空き家対策の土台となる「発生抑制・適正管理・利活用」の向こう側には、安全安心・町ごと

の魅力の継続や創造・地域住民の活力づくりがあります。空き家対策に取り組むことは、まちづ

くり（地域づくり）そのものであることに気がつくと思います。空き家対策は早期対応が肝心

で、先延ばしにしているうちに将来の可能性が狭まってしまいます。 

本年度は、地域ごとに違う課題、特性ごとに違う対策を様々な主体と市民とが共に考える機会

が必要だと考え企画しました。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。 

 

 

 

 

【空き家課題】 空き家になったら どうするの？相互連携強化事業 

 

 

（１）業務の目的 

  市民活動団体同士の連携や情報共有を促進するため、連絡調整会議を開催するなど、より多面的な

課題に対応できるようネットワークの形成を図る。過去二年間の取り組みを生かして、空き家問題に

ついて、ネクストステップ研究会と様々な主体とが連携して、今後の協働を促進する。 

 

（２）業務の特徴 

空き家問題を多面的に捉え、対策行動ができる市民を増やす。イベント（講座）では、空き家の増

加を緩和するために「できること」の具体例などを紹介する。 

 

■参考：取り組みの継続・人材人脈を繋いでいく＜企画提案書＞より 

平成 29 年度実施の【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～】 

平成 30 年度実施【市民協働啓発講座 空き家が増え続けるとどうなるの？（通称）】の二つの事業を土台

にする。 

昨年度の取り組みにより、 

① 地域や社会の課題を認識し繋がり合う重要性の理解。 

② 空き家対策は地域の自立・独自のまちづくりそのものである。 

③ 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。 

これらのことが「空き家課題の整理」を行ったことで、より明確になった。 

 

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ければならない。そのネット

ワーク形成の足掛かりを目指す。 
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■委託内容の展開 

 

 

 

9 月 2 日(月)他、複数回実施 

市民協働安全課との事前打合せ 

行 政 市民協働安全課 

ネクスト 代表：寺田、企画担当：福島・筒井 

 

※庁内に空き家対策の全体図をとりまとめる部署は 

現在のところは無いとの見解が示される。 

 

 

 

 

                       11 月 25 日(月) 18 時半～21 時 

連絡会議 

空き家と地域づくりについて 

空き家対策に関わる士業等の専門家や空き家対策に

関心・関連のある自治会関係者・行政その他の皆さん

による会議を実施。   

 

 

 

 1 月 24 日(金) 14 時～17 時 

 公開講座 空き家になったら どうするの？ 

先進事例講演① 滋賀県大津市日吉台学区 

対策モデル地区策定後の３年 濱崎博氏 

先進事例講演② 愛知県半田市亀崎地区 

まちなみの特徴を逆手にとって 石川正喜氏 

市内の手法① 塩浜地区 空き家実態調査 

市内の手法② 笹川八丁目 家族調査票 

法律家のコミュニティ支援 

 

 本事業のまとめ 

事業内容・イベント内容 

ワークショップ成果物・アンケート集計 

閲覧可能な状態で公開 

 

 

委託内容 

 

（０）市民協働安全課との事前協議 

昨年の協力者・参加者を始め、様々

な主体・市民が抱いている課題意識

に対して市民協働の継続的な取り組

みの重要性を共有する。 

※庁内における空き家対策の中心部

署への橋渡しを要望する。 

 

 

（１）連絡調整会議の実施 

問題共有・関係強化・公開イベント

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。非公

開の会議を実施する。 

 

 

 

（２）公開講座（イベント）の実施 

空き家対策にかかるネットワーク形

成を目的とした公開講座の開催。先

進的な取り組みを行う地域から講師

を迎えた講演のほか、分野ごとの事

例紹介、参加者全員による座談会（ワ

ークショップ）を行う。 

 

 

 

（３）報告書の作成・提出→公開 

実施内容をまとめた報告書を作成し

提出する。報告書は参加者等が閲覧

可能な状態に公開する。 
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０、市民協働安全課との事前協議 

 

日時：令和元(2019)年９月２日(月) ほか  

場所：四日市市役所内 

 

 

協議内容：本事業の方向性等の共有 

 

ネクストから 

●昨年度の成果（参加者の総意）に基づき、本年度の着眼点は、安心安全な「地域づくり」 

この事業で推し進めることは、 

・地域で行う空き家対策の大切さを知り、先進的な事例等を参考にして、自分たちの地域に置き換え対

策行動を考える機会を持つ。 

・地域崩壊を招く放置空き家の増加。どうすれば放置空き家を増やさない（つくらない）ようにできる

のか、その手法や行動を考える機会が必要。 

・イベント後には「地域で行う実態調査を始める」等、具体的な実際の動きにつなげていく。 

例）空き家の実態調査（空き家や空き家予備軍の把握）の仕方、空き家になるとき・なったとき、市民

は「自治会」に通知する仕組みを確立する等 

 

●対象は全市民、中でも地域として空き家課題をとらえられる自治会や地域マネージャーさんに参加し

ていただきたい。市の役割の中で最も期待するのは、今後地域の空き家情報を地域で把握するなどの取

り組み（事業化等）をしたいという話が出てきたときの窓口となっていただける担当課をハッキリして

いただくこと。 

 

市民協働安全課から 

〇今回の中心課は「市民生活課」とする。 

自治会を啓発のメインターゲットとし、地域マネージャーにも参加していただく。 

〇本事業を受け、空き家情報を把握したいという地域が出てきたら、次年度の事業として検討する。 

 

 

 

≪次年度以降の課題：実効性のある市民協働事業にするために≫ 

 

空き家発生時等に市民や地域と関わる部署は多岐にわたっています。現在の四日市市は空き家対策・

空き家対応を一元的に管理する部署がないことから、これを促進するための市民協働事業にガッチリと

組める部署が見当たらない状況であり、市民協働安全課が対応せざるを得ないのが実情となっています。

庁内に連携や協力を呼びかけても、志しの実現には、なかなか繋がりません。（縦割りの弊害） 

市民の住宅、すなわち不動産は個人の財産であり行政では踏み込めない領域もあり、対処や課題解決

には市民協働のスタイルが相応しい局面が多数出現します。今後は空き家対策の主たる部署と連携でき

る事業運営に進化・発展していくことを切に要望します。 



5 

 

１、連絡調整会議 

 

日時：令和元(2019)年 11月 25日(月)  １８時半～２１時 

場所：四日市市なやプラザ 参加者１５名 

挨拶：宮原浩二 市民協働安全課長 

寺田卓二 一般社団法人ネクストステップ研究会代表 

 

目的 

本事業の概要説明と昨年度からの取り組みを土台とした本年度の目標と次年度に向けての行動提案

を行う。コミュニティ向け講座（イベント）の企画内容についての意見聴取を中心としながら、参加者

の紹介と空き家課題について情報共有を行う。市内の「空き家」現状や地域の取り組みも共有する。フ

ランクな意見交換・本音を言い合える場になるよう雰囲気づくりに留意して、参加者全員に発言しても

らう時間を設けた。 

 

はじめに 

平成 30 年の住宅・土地統計調査によれば、空き家率は全国

13.6％、三重県 15.2％となっている。四日市市は住宅総数 14

万 9千戸に対し、空き家 1万 8千戸で同率は 12.1％、8軒に 1

軒が空き家である。15 年後には 3 軒に 1 軒になるとの見方も

ある。 

「空き家になったら どうするの？」この課題への対応は、

空き家を片づけ・相続対策、防犯・防災対策等が必要な、いわ

ば地域のお荷物としてではなく、地域の資源として捉えるの

が望ましい。すなわちネクストステップ研究会も取り組む SDGsの 11番目の目標「住み続けられるまち

づくりを」に沿って、地域の持続性をもたらす安心安全なまちづくりの視点に注目すべきである。 

 

参加者 

専門家 

・篠原一志さん（特定行政書士）※昨年度より協力（⓪円卓会議より） 

・渡邊裕二さん（司法書士・行政書士）※昨年度より協力（③まとめ WS では法律アドバイザー） 

・水谷元彦さん（司法書士）※昨年度より協力（③まとめ WS では法律アドバイザー） 

自治会 

・伊藤春樹さん（笹川連合自治会 会長） 

地域マネージャー 

・村木顯太郎さん（四郷地区 地域マネージャー） 

・大橋智代子さん（塩浜地区 地域マネージャー） 

行政【市民協働安全課】 

・宮原浩二さん（課長）、後藤信也さん（課付主幹） 

【市民生活課 地域調整監】 

・堤佳功さん（多文化共生推進室長） 
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【都市計画課】 

・片山祐一さん（計画グループ主幹） 

ネクストステップ研究会 

・代表：寺田卓二、企画：福島典子、運営：筒井真、館あけみ、（尾関紀嗣） 

 

事業の概要 

A、継続した取り組みへ 

過去２年間の取り組みを生かして、空き家問題について、ネクストステップ研究会と様々な主体とが

連携して、今後の市民協働を促進する。 

平成 29（2017）年度：つなぐのは面倒だけど役に立つ（協働コーディネーター養成講座） 

平成 30（2018）年度：空き家が増え続けると どうなるの？（【空き家増加課題】市民と事業者の意識共

有・課題整理・連携強化事業）二つの事業が今年度の土台となっている。 

B、昨年度事業の概要、昨年度の成果物より 

昨年度は「空き家」課題の整理を行った。⓪円卓会議、①リレー講座、②先進事例バス視察、③まと

めのワークショップ。これらから得られた成果に基づき、企画・運営を行っている。 

今年度の着眼点 

◎地域の安心安全も考え、管理不全状態にしない・地域のコミュニケーション【市民】 

◎近隣ネットワークの形成・空き家の地域活用【協働】 

その前には放置空き家や所有者不明空き家が立ちはだかる【※法律的な課題が残る】 

◎地域ごとの実態調査・地域（コミュニティ）がつながりやすい工夫【行政】 

C、本事業の役割（目標）と目指す状態 

・実態の把握が対策の第一歩だと気づいてもらう 

・実態把握のためには、どんな手法があるのかを知り、各地域に置き換え考えてもらう場となる                          

・各地区での実態把握（実態調査）を促進させる 

・地域での取り組みを行政や事業者・ネクストステップ研究会のような支援組織が支える新しい「協

働」をつくる 

 

会議の流れ 

昨年度の事業から得た成果を基に、空き家課題について、当会が問題提起を行い、参加者それぞれを

取り巻く空き家の現状と感じている課題・現場で取り組んでいる事例等を聞かせていただいた。 

市内の２地区（塩浜と笹川）で実施されている【空き家の実態調査（塩浜地区）】と【家族調査票（緊

急連絡調査表：笹川八丁目自治会）】についてのお話を伺った後、当会よりイベント当日の進行について

説明し、着眼点や啓発ターゲット等の内容について提案し意見聴取等を行った。 

 

まとめ 

特色の違いが鮮明な二つ地域の先進事例、市内で実際に行われている地域把握の手法、法律家が地域

支援できるポイント、自分の地域に置き換え考えるワークショップを用い公開イベント行う。 

ねらいの決定：参加の皆さんの具体的な行動につなげる、・新たな「協働」のはじまりとなること 

四日市市の持続性のあるまちづくりのために「自分たちの地域に置き換え、着手するべきことを考え、

実際の行動につなげる」場に。 
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２．講座「空き家になったら どうするの？」 

 

日時：令和２(2020)年１月２４日(金) １４～１７時 

場所：四日市市文化会館 第４ホール  

参加者：６０名（ネクストを含み、外部講師を除く）※協力：四日市市自治会連合会 

 

挨拶 

市民協働安全課 宮原課長より 

 

市民協働促進計画の中、本事業は空き家対策にかか

るネットワーク形成を目的とし、四日市市と一般社団

法人ネクストステップ研究会の共催で行う。四日市市

では平成 26 年 10 月に空き家等適正管理に関する条

例ができたが、空き家の課題は多岐にわたり、解決す

るのが大変難しい。行政、市民、地域、事業者が協働

して課題解決に当たっていかなければならない。参加

の皆さまの新しい活動や協働のきっかけになること

を期待する。 

 

導入 

一般社団法人ネクストステップ研究会 寺田代表より 

 

地域には、これからの継続性が危ぶまれる課題が多くある。当

会は、このような課題を考える場の提供や協働を企画できる人づ

くり、つなぎ役を行っている活動団体。空き家課題の取り組みは、

足掛け３年になる。昨年度は、「空き家って、いったい何が問題な

の？」市民・地域・行政に区分けして課題整理を行った。それを

ベースに本年度は「空き家になったら、どうするの？」地域とし

て取り組んでいくことを考える場を提供しようと事業を計画し

た。 

 

空き家率は過去最高を更新し続けている。この傾向

はこれから更に進んでいく。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く。空き家を放置し

ていると地域の安心安全は脅かされ、防災上も防犯上

にも大きな問題が出てくることは明らかで、次第に新

しい住民が入ってこない地域となっていく。これから

も住み続けられる地域であるために皆さまと知恵を

出し合う場にしましょう。 
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全体スケジュール 

【第 1 部】先進事例 講演 

①大津市日吉台 ②半田市亀崎 

【第 2 部】市内の手法例 共有 

①塩浜地区 ②笹川八丁目自治会 

法律家が支援できること 司法書士 

【第 3 部】意見交換会・ふりかえり 

 

 

 

第１部 先進事例 

 

第 1 部では、県外の先進事例として二名の講

師からお話いただいた。地域の特色は大きく違

うが、空き家対策はまちづくりそのものと捉え、

行政に頼り過ぎず、住民自身が地域活動の運営

を行っている点は同じ。 

そして、いずれも対策の第一歩は実態調査、

町の実情を把握することから活動をスタート

している。 

「空き家は資産、活用を目指す」 

大津市日吉台 

学区で立ち上げた空き家対策委員会 

気がつけば子どもたちがいない町になっていた。まちづ

くり協議会の設置から、どのようにして空き家を特定し、

実際の見守りの活動（空き家所有者への無償・有償支援）

に漕ぎつけていったのか。実際のデータをもとに、具体的

な手法を伺った。 

 

半田市亀崎 

不便さも含め地域の魅力としてウリにする 

 

魅力あるまちづくりのエッセンスに歴史や文

化、地形の特徴を散りばめる。若い人の頭の柔

らかさ、そのエネルギーに年配者も飛び込みサ

ポートにまわろう。計画もワークショップも大

事だけど、実際に動き出すことが最重要。町が

変わっていく面白味も伺った。 
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第２部 市内手法例 

 

第 2 部では、市内の手法二例と法律家から、

お話いただいた。 

①連合自治会と連携し空き家調査を行った塩

浜地区、②「もしもの時に」住民同士が緩やか

に信頼感を持ってつながるための家族調査票

を継続実施している笹川八丁目。 

③コミュニティ支援の視点から法律家ができる

こと。今やるべきことは空き家予備軍対策 

 

「まちづくりにも危機管理にも、地域の現状を把

握しておくことが大切」 

 

 

①塩浜地区 

まちづくり構想の中に「空き家活用」の文言があ

る。実際の地域には、どこにどれだけの空き家があ

るのか？調査の必要性を提案。連合自治会と連携し

空き家調査を行った。細やかな調査は地域で行うか

らこそ掴める情報。その手法を伺った。 

 

 

②笹川八丁目自治会 

災害などの非常時等、住民の「もしもの時」に利用す

る目的で継続実施している家族調査票。施設入所等によ

る空き家（長期不在）現象の対応にも有効。住民同士が

緩やかにつながるために行っている地域行事や増加傾

向が顕著な外国人市民との共生の現状等を伺った。 

 

 

③法律家ができる地域支援：司法書士 

現実的な問題に直面してからだとコストが発生

し、ますます取り組みづらい難儀なことになってし

まう空き家問題。個人の問題が地域の問題に拡大す

る前に手を打つのが賢いやり方。自治会×行政×法

律家。行政はハブ（回転軸の中心）に！とのお話を伺

った。 
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（ネクストより） 

四日市市の空き家条例の紹介 

2019 年 11 月に全戸配布された「空き家について

知ってるかい？」を配布資料で紹介した。 

内容：長期不在となる住宅などをお持ちの人は、

ご近所や自治会などに連絡先を伝えるなどし、不

測の事態に備えましょう。 

 

 

第３部 意見交換会 

イベントのまとめとして、ワークショップ形式で意見交換を行った。各グループ４～５名で編成し、

空き家対策の「いいね・アイデア」を共有した。 

 

意見交換会 

①簡単な自己紹介 

②いいね・アイデアの共有 

③意見のグルーピング 

この時間のルール 

・ひとりで長々と話さない 

・否定しない（意見は違って当たり前） 

・アイデアは相乗り OK 

・手も動かす 

★実現可能かどうかは考えなくていい 

 

全体共有 

ベストワンアイデア、斬新なアイデアを発表 
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おわりに 

 

地域が抱える課題は「空き家問題だけではありません」 

空き家は数ある地域課題の一つで、その地域の中で問題提起があるかないかで取り組みの優先順位が変

わるのは必然です。しかし、少子高齢化・人口減少時代において新しい住民を迎えられない町は、次第

に活気を失い衰退していくことは避けられません。 

空き家が爆発的に増加する時期は、もうすぐそこまで迫っています。登壇者の話にあったように、今

ある空き家は、お金さえかければ何とかなる空き家で、本当の深刻さは、これから次々と空き家になっ

ていく予備軍への対策が遅れていることです。様々な社会課題・環境課題と同じで、問題がこじれて複

雑になればなるほど次世代へのツケは大きくなります。今こそ元栓を閉め、課題の根っこを小さくする

行動が必要なのではないでしょうか？ 

 

本年度は、過去二年間の取り組みを生かして、まずは空き家の実態を掴むことの重要性を地域全体で

認識する必要性と空き家の問題を「未然に防ぐ」ためのネットワーク構築に重点を置きました。 

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けました。 

 

本事業の協力者、イベント参加者、この報告書を読んでくださった方が問題提起者となり、それぞれ

の地域で空き家の実態調査が始まり、それを基に我が町の将来を予測し、適切な対策を講じる。 

子どもたち世代へ、その先の世代へとつながる持続可能なまち四日市を繋いでいくための新たな協働・

新しい発想が生まれ出てくることを願うばかりです。 

行政には、市民や地域のニーズに迅速・柔軟に対応できる仕組みを構築し、課題解決に取り組もうと

する市民を支援していく姿を期待します。この問題に関して言うならば、空き家課題をワンストップで

受ける総合窓口を作っていただくことが第一歩だと考えます。 

 

私たちがすべきことは、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。 

私たち中間支援の団体が主体となってできることは、ここまでのように思います。ここからは、具体的

に動き出す地域に、これまでに培った知恵（成果物）と繋がりで協力させていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 


