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平成２９年第１回度空家等対策協議会議事録（公表用） 

 

＜事務局挨拶＞ 

＜会長代理挨拶＞ 

（事務局） 

議題の協議に先立ちまして，協議会の一部を非公開とすることについて承諾をいただきたいと思

います。本協議会を含む付属機関の会議は旭川市市民参加推進条例第１３条に基づき，原則，公

開することとされていますが，同条のただし書きにより，旭川市情報公開条例第７条各号に当た

る事項及び第８条に規定する各項のいずれかに該当する恐れがあると付属機関が認める場合は公

開を除くものとされております。議題１につきましては，旭川市情報公開条例第８条に規定する，

特定の個人が認識され，又は識別され得るものが含まれるため，議題１に関する協議に限り非公

開とすること，また，会議記録の公表につきましても同様に，議題１に関する資料や発言主旨等

については非公表としたいので，委員の皆様の承認をいただきたいと思います。各委員の皆様に

会議の非公開及び会議記録の非公表について賛否を伺います。非公開及び非公表について反対意

見があれば挙手又はご発言をお願いいたします。 

・・・・・・ 

反対意見がございませんので，議題１に関する協議は非公開及び非公表とすることを承認いただ

けたものといたします。なお，委員の皆様につきましては業務上知り得た情報や秘密についての

守秘義務がありますので，議題１に関する事務局からの説明や資料につきましては外部への情報

流出や提供がないようにご注意お願いいたします。 

それでは議題１について協議に入っていただきたいと思いますので，議長による進行をお願いし

ます。 

（議長） 

皆さん，おはようございます。 

議題は５つありますが，次第に沿って進めさせていただきたいと思います。 

議題の１，空き家等対策の推進に関する特別措置法第１４条第３項に基づく命令の実施について，

事務局の方から説明お願いいたします。 

 

＜・・・議題１非公開・・・＞ 

 

（議長） 

それでは次の議題に参りたいと思います。平成２８年度の相談等の受付実績についてご説明お願

いします。 

（事務局） 

本年３月に策定いたしました，旭川市空き家等対策計画には平成２７年度までの相談受付件数等

が記載されていますが，平成２８年度の空き家等に関わる苦情相談件数及び受付件数の内容につ

いて，別紙２のとおり報告いたします。 

傾向といたしましては，例年と同様に落雪に関するものが多いという状況で，建築物の倒壊です

とか，部材の飛散等の恐れが多くなっております。部材の飛散等の相談，苦情件数については，

近年台風が近づいたり通ったりということが増えていたり，これまでと比較して強風が吹くこと



が増えてきていることから増加傾向にあります。落雪の相談，苦情件数については，例年とそれ

ほど変わりませんが，昨年は年開け後にそれほど多く雪が降らなかったことから，平成２７年度

に比較すると減少しております。この辺りは気象状況等に大きく左右されるところでございます

ので，まだまだ決して空き家が減ってきているということではないという認識でおります。内容

については以上です。 

（議長） 

はい，ありがとうございます。これについて質問等ありませんでしょうか。 

・・・・・・ 

相談して来る方は所有者ご本人よりは空き家周辺の方が圧倒的に多いでしょうかね。 

（事務局） 

そうですね，ほぼ迷惑を被っている方の相談になります。 

（議長） 

町内会からの相談もありますか。 

（事務局） 

相談者の方が直接言えず，結果町内会長，役員，総務部長等が来られることもあります。 

（議長） 

直接隣の人が言うと角が立つというようなことはあるのでしょうか。 

（事務局） 

そういう場合もございます。苦情が来れば苦情元がわかることも多いのですが，名前を伏せてほ

しいと言う方はたくさんいらっしゃいます。 

（議長） 

なるほど。 

資料を見ると，２月と５月はどの年度も比較的多くなっているのですね。何か皆様からはありま

せんでしょうか。 

・・・・・・ 

町内会でも住民の方から相談があれば対応しているのでしょうか。 

（委員） 

そうですね。町内会でも所有者にお願いしたりしています。ただ，所有者の方が「いずれは取り

壊す」と言っても，なかなかそれが実行されていないということが度々あります。最終的には業

者さんにお願いして，土地を売却するというような形をとったところもあります。 

（議長） 

この例のように町内会等である程度は対応できるような体制が他にも広まるといいですね。他の

地域でも同様のことはやられておりますか。 

（委員） 

町内会の方に相談が来て，その町内会長が市民委員会の方に相談するというような例はあります。 

（議長） 

地域で解決できるものは地域で解決することを促すこともきっと必要ですし，空き家等対策計画

にも謳われていましたよね。他はよろしいでしょうか。 

・・・・・・ 

それでは次の議題に移ります。 

平成２９年度空き家関連施策についてご説明お願いします。 

（事務局） 



昨年の協議会資料として，関係部局による空き家に活用できる関連施策について情報提供してお

りますけども，平成２９年度につきましても別紙３のとおり，取りまとめましたので，内容につ

いてご説明いたします。 

平成２８年度からの主な変更点につきましては，保健所あにまあるの「エキノコックス症対策に

おけるキツネの駆除」が追加されています。建築部建築指導課の業務では平成２８年度から実施

しています相続管理人の選任の申し立ても追加記載しております。また，今年度から取り組みを

予定しております，空き家合同相談会，外部団体との空き家等に関する協定を事業予定として掲

載しております。他の施策については平成２８年度のものと変わっておりません。平成３０年度

以降につきましてはまだ具体化させておりませんので，ここでは説明を省略させていただきます。

説明は以上です。 

（議長） 

はい，ありがとうございます。続いて４の今年度の対策について説明お願いいたします。 

（事務局） 

まず１）の，相談先等のリーフレットの作成について，昨年の協議会で空き家に関する相談先一

覧についてご意見をいただいていましたが，別紙４のとおり，相談先リーフレットを作成しまし

た。これまでは北海道が作成したリーフレットを使用しておりましたが，相談先が全道規模の団

体等になっていたことから，多少利用し難いところがございました。これを踏まえ，より身近に，

より利用しやすい窓口の案内として作成しております。今後これにつきましては建築指導課の窓

口，公民館，各支所，地域包括支援センター，外部団体の窓口等で配付して相談先の情報提供に

努めて参りたいと考えております。 

次に２）の空き家合同相談会の実施について，昨年の協議会におきまして相談先の整理や体制が

十分ではないというご意見があり，宅建協会様と司法書士会様に御協力いただきまして，１０月

２９日の日曜日にフィール旭川の７階会議室での開催を予定しております。相談員につきまして

は，本市の職員のほか，司法書士会様と宅建協会様からそれぞれ相談員を派遣していただく予定

になっております。相談時間は事前予約制で一人当たり約１時間程度を予定しております。開催

につきましては各戸配付のフリーペーパーで，新聞等の報道機関に協力をお願いする予定です。

また，司法書士会様や宅建業協会様からも周知についてご協力いただけると伺っております。な

お，この合同相談会につきましては来年度以降も継続して実施していく予定でございまして，今

年の実績を踏まえて，改善を加え，開催回数や開催時期を検討し，より利用し易い相談会にして

いきたいと考えております。 

次に３）司法書士会及び宅建協会との空き家等対策に関わる協定ついて，空き家等対策計画にあ

るとおり，外部関係団体とのより一層の連携強化を図る目的で空き家問題解決に欠くことができ

ない宅建業協会様と司法書士会様との協定の締結を検討しております。具体的な話につきまして

は，まだこれからという状況ですが，それぞれの団体様とは意見交換を始めているという段階で

ございます。各団体との協議が整えば，早くて今年度内に協定を締結したいと考えております。

なお，道内の各都市におきましても既に協定を提携して協力体制を構築している都市もございま

す。本市におきましても，協定を締結することで実務的にいままで以上の事業の展開を図ること

ができると考えており，積極的に取り組んでいきたいと考えております。 

４については以上です。 

（議長） 

はい，ありがとうございます。 

３の空き家関連施策について，見ていただくとわかるとおり，かなり幅広いセクションで関係が



あり，全体をこういう形で見取りができるというのは重要なことだと思います。 

それから４の具体的な対策事業について，リーフレット，合同相談会，協定のご説明がありまし

た。これについて何かご質問等ございませんでしょうか。 

・・・・・・ 

現在，司法書士さんも色々な相談会を行われていると思うのですが，多くの人が相談に来られる

ものなのでしょうか。 

（委員） 

北海道司法書士会で電話無料相談というものを１回やりましたが，それは相談件数はあまりあり

ませんでした。旭川は１件でした。それは相談窓口として建築指導課が旭川の場合機能している

ので，そっちに行った方がこっちに来たのが１件でした。空き家に関係するところで相続放棄を

考えているという相談は当会の無料相談には来たりします。非常に困っている案件の相談は建築

指導課に相談されているのかなと思います。 

（議長） 

そういう意味ではワンストップで色んな相談ができて効果的ですね。 

（委員） 

そうですね。そう機能することを望んで相談会に向けていきたいと思います。 

（議長） 

委員さんの NPO でもそういった空き家の相談会を開催された実績があると思うのですが，結構

人は相談に来るものでしょうか。 

（委員） 

件数はそれほど多くないですね。 

（議長） 

はい，ありがとうございます。 

合同相談会は今年度のみの事業というよりも来年度以降も継続する事業として検討しているとい

うことで，上手くいくといいですね。他にもいろいろな施策がございますが，他はいかがでしょ

うか。 

（委員） 

建築指導課の空き家住宅除却補助制度についてですが，利用する方にとっては直接的に関係する

のかなと思って興味を持ったのですが，これは予算が９０万円という結構小さい印象なんですね。

要件を満たしても一人当たり最大でも３０万円，年度毎で３，４棟しかできない予算だと思うの

ですが，実際にこれを希望される方がどのくらいいらっしゃるのか。また，毎年ちょっとずつ壊

しているのかなと推測されるのですが，どんな感じなのでしょうか。 

（事務局） 

はい。この事業は平成２６年度から始まっており，当初は３０万円で５件分を見込んでおり，合

計１５０万円でした。補助交付対象となるには住宅改良法の不良空き家に該当しなければならず，

相当老朽化していなければ該当しません。実際に補助交付対象となったものは３件でした。予算

を余していたことや財政状況を考慮し，予算を縮小して，平成２７年度からは年間３０万円とし

ました。相談件数は各年度十数件ですが，該当するのは各年度３件程度でございます。今年度に

関しては若干周知が広まったせいか申請や相談が多いのですが，予算を増やしたとしても，補助

交付対象となる不良空き家が５件，６件，７件と増えるものではないと判断しております。 

（議長） 

予算を超えて申込みがあった場合は補正予算を組んで実施する体制ですか。 



（事務局） 

そこまでの体制はとっておりません。 

（委員） 

今のところは概ね足りているということですか。 

（事務局） 

そうですね。相談はたくさんありますが，不良空き家に該当するための条件のハードルが高いも

のですから，なかなか難しいです。また，これは国の補助を貰っていることからハードルの高い

ものになっております。 

（議長） 

この補助事業は特措法とは別ですよね。不良空き家でないと対象になりませんよね。 

（事務局） 

はい。 

（議長） 

これは積極的に情報発信されているのですか。 

（事務局） 

ホームページ，市民広報には載せております。他には空き家の所有者等から相談を受け，職員が

現地を見に行った際に不良空き家に該当する可能性があれば，こういう事業もありますよ，とい

うお話はしております。 

（議長） 

他どうですか。建築指導課以外でも色んな施策が出ていますが。 

・・・・・・ 

よろしいでしょうか。それでは平成３０年度の事業について更に何かご説明はありますか。 

（事務局） 

はい。平成３０年度以降につきましては，現段階では様々な案があり，まだ具体的な事業予定は

お示しできませんが，各団体と具体的な事業形態を検討しつつ，協定を締結したからこそ実現で

きる事業及びその成果を求めて検討を進めているところでございます。なお，平成３０年度の事

業予算の編成がそろそろ始まるという時期になっております。市役所だけではありませんが，役

所の性質上，予算が伴う事業につきましては思い付いたらすぐ実行するというわけにはいきませ

んので，必ず前年度に予算を確保して，議会の承認をいただいてから実行することになります。

予算が不要な事業であればすぐ実行することもできるのですが，予算が伴う事業につきましては

早い段階で準備が必要となりますから，新たな事業展開，新たにこんなことをやったらいいので

はないか等の提案がございましたら，この機会に是非ご提案いただきたいと思います。 

（議長） 

来年度の予算編成が始まるということで，こんなことをやったらいいのではないかというものが

もしあれば，皆様の方からお願いいたします。 

・・・・・・ 

私の方から一点。先ほど少しお話させていただいたのですが，予算の話は別として，町内会で自

分たちの地域の空き家のことをもっと真剣に考えて，できることをやろうよというような啓発み

たいなものを，市民委員会から情報発信するといいのではないかなと思います。これだけ規模の

大きな都市を行政で全部やるというのは無理なので，何とか地域で解決できる方向性を作ってい

けるといいのではないかと思うのですが。 

他の方はいかがでしょうか。 



・・・・・・ 

昨年に空き家等対策計画を作るときに空き家の実態調査が行われていますが，この実態調査は継

続的にやるのでしょうか。 

（事務局） 

計画の見直しが５年毎で，その見直しの前年には調査をかけ直したいと思っております。 

（議長） 

小さな町だと職員が町を歩いて確認することもできるのですが，これだけの都市だと経費も手間

も掛かりますので大変ですね。逆に言うと，町内会を通じて調査結果を市に提供できる仕組みが

できるといいのですが。そんなことを市から提案したら，そんなことは行政がやることだとみん

な怒りますかね。 

（委員） 

どうですかね。町内の状況にもよりますけど，各町内会には専門部会がありますから，そういう

環境部会が全市的にネットワーク化を図って情報を集めるということは可能だし，そういうこと

は少し考えないと上手くないかなと思いますけどね。 

（議長） 

いきなりは難しいのでしょうけど，市民委員会を通じて情報発信するようなことも検討していく

とよさそうですよね。 

（委員） 

チャレンジ事業というものがありますが，地域の空き家について市民委員会の会長から，地域の

人のための，役に立つことになることで何か考えてくれないかと言われているのですが，そうい

うことに関してチャレンジ事業で空き家のことを調べるということもできないわけではないです

よね。 

（事務局） 

ご意見のとおり，市民活動課だとか地域まちづくり課に関しては内部的に協議の場を設けていま

して，地域の皆様と協働で行っていくことを模索しているところであります。 

（議長） 

一件当たりどのくらいのお金が補助できるのでしょうか。 

（委員） 

予算は３００万円です。今年度は２２件の申込みがありまして，審査して全員該当するようにし

た結果，約３０万円残ったため，これから第２次募集をかけます。 

（議長） 

空き家に関連するものは結構あるのですか。 

（委員） 

チャレンジ事業で空き家関連に該当するものはありません。ただ，各地区で憩いの家というのが

ありまして，空き家を無償で貸してくれるところもあるし，いくらか家賃というような形で借り

ているところもありますし，これが益々増えていくのではないかという気がします。 

（議長） 

先ほどの話ですと，このチャレンジ事業を利用して空き家を活用したサロンができるということ

でいいのでしょうか。 

（委員） 

私は現在サロンをやっていますけども，市民会の会長が言うには，何か地域のために使えるもの

があれば，そういう事業を使って，地域の空き家をちょっとみんなで調べてみたりしたらどうか



なと思ったんです。 

（議長） 

空き家を利用したサロンはそれなりに経費かかりますよね。 

（委員） 

光熱費はそんなにかかっていません。 

（議長） 

お金はどうやって捻出しているのでしょうか。 

（委員） 

社協の助成金を使っています。地域特性を活かした事業として利用させていただいています。空

き家は全く無料です。冬は閉めてありますので水道代はかかりません。電気代だけは最低の料金

からお話しています。 

（議長） 

不良空き家とか特定空家問題だけでなくて，空き家の活用を支援するという方向性も，両方必要

なんでしょうね。 

（委員） 

最初の方はみずほ銀行の助成金をいただいたりしました。 

（議長） 

みずほ銀行で助成をやっているという情報は誰が掴んでるのでしょうか。 

（委員） 

社協からいただきました。それで応募したのが２件ありまして，色々と揃えることができました。 

（議長） 

チャレンジ事業は市民会単位で手を挙げられるのでしょうか。それとも町内会単位ですか。 

（委員） 

町内会の単位です。 

（議長） 

上手く仕掛けて空き家問題をチャレンジ事業で取り組んで，モデル的な事業としてやってもらっ

て，成功事例をつくるという意味でいいかもしれませんね。 

（委員） 

いままちづくり推進協議会というのが市で１５カ所あるので，まち協として問題を取り上げてい

くのも一つの方法かと考えています。 

（議長） 

まち協の所掌は市民活動課ですか。 

（会長代理） 

地域まちづくり課の方でやっています。 

地域まちづくり推進協議会に市民委員会，商工会，社協さんといった多様な人たちを入れて，色々

な結びつきを作ってその地域を活性化して，例えばサロンを運営するにしても，ある程度の収益

が出て，持続可能な形で実施する方が，他の地区への事業の広がりを望めるのではないか。今ま

ちづくり推進協議会はあまり機能していないですか。 

（委員） 

お陰様で永山地区はモデル地区に指定されていまして，予算も通常の倍の予算を組んでもらいま

した。いまは９つの事業をやっています。まち協の委員さんは市民委員会，社協，民協，農協，

商工会，学校，色んなところから入ってきていますから，色んな意見が出ます。それを全部まち



協の委員さんが実行していくというのは大変難しいので，現在は事業毎に事業委員会を設けて，

専門的な知識を持った委員さんに入ってもらって，一つ一つの事業に事業委員会を設けています。

９つの事業委員会によって専門的に進めています。これが全市的に広がっていけばいいのではな

いかということで，お陰様で今年度から永山地区はモデル地区になって，色んな問題に取り組ん

でいます。その中で空き家問題にも取り組めるのではないかという気はしています。 

（委員） 

まち協は地域の課題解決が最優先ですから，その地域で色んな問題を抱えている中で空き家問題

が優先順位の上位にあれば上がってくると思います。だけどそうでなければ，空き家問題を全市

的にまち協で取り組むことは難しいと思います。 

（委員） 

事業を一旦立ち上げて，それを１年か２年でやめるのではなく別個に継続してるんです。私ども

の地区は今，雪道守り隊，除排雪関係，ＳＯＳネットワーク，廃退産業復興事業を当初からずっ

と継続しています。なかなか予算はありませんが，地域の企業関係等から色々ご協力いただいて

やっています。何十万円も掛かるわけではありませんので。 

（議長） 

継続することは難しいですよね。 

（委員） 

そうなんです。１年，２年でやめてしまうと何にもなりませんから。せっかく立ち上げた事業を，

いい事業として継続することが大事なのではないかと思っています。 

（議長） 

地域によって空き家の課題の重みは当然違いますが，空き家の問題を抱えていないところは恐ら

くない。そういう意味では全体で共通で考えていけそうなテーマではありますよね。やはり市民

委員会だけではなく，色々なステークホルダーが関わっていくことがいいわけですね。他のまち

協は機能しているのでしょうかね。 

（委員） 

全体のことは何とも言えませんが，まち協として機能を果たしていない地域もありますね。委員

のメンバーが市民委員会の役員さんだけで構成されていると，それだったら市民委員会と同じな

んですね。まち協は独自の，色んな団体から入ってきてもらって，色んな意見を交換しながら進

めていくということが大事ではないかなと私は思いますね。 

（委員） 

まち協は市長の諮問機関ですから，設置基準があるはずなんですね。西神楽の場合でも１５人い

ますけども，委員は複数の団体から構成されています。 

（委員） 

市民委員会があるわけだからまち協はあれする必要はないのではないかと言う人もいましたしね，

それは違うんだよと説明させてもらっているんですけどね。 

（委員） 

地域活動を上手く活用して，空き家問題とその活用みたいのを進めていくということについては

市民活動課とか地域まちづくり課と上手く連携されて協議されていますよね。 

（事務局） 

はい，協議しています。 

（議長） 

他はございませんでしょうか。 



（会長代理） 

今は高齢者の一人暮らしが増えていますので，例えばそういう方が最初から長期入院するつもり

でなくて，ちょっと入院しなさいと言われてそのまま長期入院となって，退院した後に施設に行

ったりすると，そこで家をどうしようとかいう話になる。空き家となっている期間があって，そ

れから転売しようと思ったときにはちょっと遅いのかなと思います。地域見守り隊等から早めに

情報を与えるとか，まだ元気なうちに相談，紹介，出張等をやって早めに情報を与えてあげて，

判断するタイミングを早くすると空き家の発生が少しでも収まる。そういう状況で地域に貸すだ

とか，いない間だけ地域で憩いの家として貸してあげるだとか，そうすると空き家の利活用に繋

がってきますし，使ってもらうことで建物の傷みが進まないということもありますので，早め早

めに動くこともちょっと意識して高齢者の施策等と結びつけていくといいのではないかと思いま

す。 

（議長） 

そうですね。高齢者で戸建てに単身で住んでいらっしゃる方は空き家予備軍ですので，空き家に

なる前に地域包括等に，今後どこにいったらいいのかという相談か，持ち家から出たときにこの

家をどう処分したらいいのかという相談をすることになる。ただ，地域包括はどう処分したらい

いのかという点については弱いですね。どこに行ったらいいのかという相談は受けられるのです

が，そういう意味では福祉系と宅建協会又は建築指導課のワンストップ窓口のようなものが確立

されると，まさに予防ですよね。かつ本人にとっても利活用されれば収入源になる。社会的にも

塩漬けの空き家がなくなってメリットになります。いまは空き家ではなくても将来的に空き家に

なりそうな家を持っている方を対象に，相談を受け付けるという機能があってもいいかもしれな

いですね。そういったことはやられていますかね。 

（委員） 

仕組みとしてではありませんが，例えば，施設に入所する判断能力のある方が空き家になるから

売りたいというので宅建業者を紹介したり，売る気まではないけど，この家にはもう戻らないか

ら取り壊しをしてほしいということで解体業者を紹介したり，売買を繋げたケースは結構ありま

す。また，生活保護課から生活保護を受給されていて施設に入所された方の家が昨日売却になっ

たのですが，これは部署部署に関係性はあるのだけれど，仕組みとしてはないです。地域包括さ

んは介護関係の最前線でケアマネさんと相談を受けて現地の人にどんどん会って，司法書士のと

ころに来る登記や登記に基づく相談というのはある程度整理されているのですが，連携をとって

いる中で現場では整理されていない難しい相談がいっぱいあるなと感じることですので，仕組み

として，受給者の方が施設入所等で地域包括さんが困ったら，今は司法書士を通しているのです

が，宅建協会さんのところに直接相談できるようにしてもいいとは思います。ケースワーカーさ

んも処分についてはプロではないですし，受給者の方でも家があるというパターンもあると思う

ので，そういう場合にどうすればいいのかという，いまのは仕組みとしてあっていいなと思いま

す。 

（議長） 

なるほど。地域包括センターは高齢者中心に信頼の高い機関ですので，地域包括の方に集まって

もらって空き家の講習会等を催したり，上手くパイプを作っておけば，処分の方はすぐこっちに

連絡が来て相談できるというような体制ができると有効ですね。 

（委員） 

空き家は地域としても大きな課題だと考えているのですが，今ネックになっているのは個人情報

なんですね。ご承知のように平成２７年に改正になりまして，前は５０００人以上だったのが，



今度は一人でも二人でもみんな個人情報守らなければならない。そうすると高齢者の一人暮らし

のマップを作ろうとしてもなかなか作れない。作ってもどこまで開示できるかというのは，それ

はできない。関係者だけが持っているだけの話になるんですね。その辺が，何をやるにしても今

引っ掛かっていますね。何かいい方法はないものかと思っているんですよ。特に財産絡みの話に

なるでしょ。人の財産に何をするという方もいますし。 

（会長代理） 

水道局では２月に１回検針をしています。その検針時に空き家であることがわかった場合，その

情報を地域包括に伝えようかという話があったのですが，そのときにやはり個人情報がネックと

なり，水道局で持っているお客様情報は外に出せないという結論が出ました。外に出すには同意

が必要なのですが，これから同意を全て取り直すとなると，これは不可能です。いずれにしても

今個人情報はネックになっているというのはありました。 

（議長） 

委員さんのところはいま一人一人承諾をとってやっているのでしょうか。 

（委員） 

一応承諾はとっています。 

（議長） 

逆に，それは恐らく地域だからこそできるのですね。 

（委員） 

私どもの関わっている地域というのは，昔からシステム的なものが浸透している地域だとは思い

ますけどね。それでも全部が全部じゃないですけどね。「何しに来たのよ，おれのうちの財産に何

しようとするんだ」という話になっちゃう場合もありますからね。 

（議長） 

個人情報が絡むと難しいですよね。他いかがでしょうか。 

（委員） 

２点あるのですが，１点は最初の方でもお話に出た市民委員会やまち協でできることというのは

勿論あって，そちらでできない個別の高齢者の課題等は地域包括という仕組みは有効だと思いま

す。地域包括の中で個人の生活状況を把握しているのが社会福祉士の人だと思うので非常に役割

は重要だなと思うのですが，社会福祉士の養成機関の卒業生の話を聞くと，もう仕事がいっぱい

いっぱいで，これ以上仕事を増やすことは言い辛いのかなと思うのですが，これから高齢化が進

むに当たって地域生活状況を社会福祉士や地域包括の人が訪問して見られるような状態の無料体

制になったらすごくいいなと感じています。もう１点は移住との兼ね合いなのですが，移住者を

増やすようにというのはずっと旭川市でも取り組んできていると思いますので，なかなか難しい

ところだと思うのですが，移住希望者とのマッチングをより進めるための措置は進めていただき

たいということと，その際やはりリフォームの問題もすごくネックになるかなと思うので，その

辺のことも進めていけるといいのではないかなと思います。 

（議長） 

その際の移住のターゲットというのはどういう風にお考えですか。首都圏からリタイアした人を

引っ張ってくるというイメージではないですよね。 

（委員） 

じゃないですね。働ける人と仕事とのマッチングもさせければならないし，そういう方だと一戸

建ての需要もあるのかなと思うんですよね。 

（議長） 



少なくとも中央層のファミリー世帯というイメージですね。ありがとうございます。 

その他よろしいでしょうか。それでは，その他事務局から何かあるでしょうか。 

（事務局） 

事務局から次回の協議会の開催についてご説明をさせていただきます。 

前回の協議会において，協議会の開催は特別の案件がない限り年に１回程度，概ね６月頃の開催

を承認していただいているところです。今回は個別の議案がありましたので，この時期になりま

したが，次回は特別の事情がない限り，委員の改選を挟んで来年度６月頃開催の予定になります。

委員の皆様につきましてはこれまでどおり，空き家対策の施策の提案やチェック機能を担ってい

ただきたいと思いますので，今後とも御協力をお願いしたいと思います。 

事務局からは以上です。 

（議長） 

はい，ありがとうございます。皆さんの方から何かございましたらお願いいたします。 

・・・・・・ 

よろしいでしょうか。それでは用意されました議題全て終わりましたので，お返しいたします。 

（事務局） 

議長，議事の進行ありがとうございました。 

最後に，事務局を代表して，建築部長より挨拶申し上げます。 

＜会長代理挨拶＞ 

＜事務局挨拶＞ 


