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建設産業委員会閉会中の調査事項中間報告 

 

 議長のお許しをいただきましたので、当建設産業委員会が、閉会中の主な調査テーマを、

「老朽化建築物対策について」及び「第３セクターについて、サブテーマ、知多南部総合

卸売市場との関わりについて」と定め、先進市を視察するなど、調査研究してまいりまし

た事項について、ご報告申し上げます。 

 

はじめに、「老朽化建築物対策について」申し上げます。 

 

本市では、将来発生が心配される大災害に備え、外壁の飛散、瓦の落下、家屋の傾きな

どがある老朽化した建物の倒壊などを防ぐための施策の１つとして、昭和 56 年５月 31 日

以前に建てられた木造住宅に対して、平成 14 年度より無料耐震診断を、平成 15 年度から

は、診断結果に基づき、基準に満たない住宅に対して耐震改修補助を実施してきました。

具体的には、耐震診断促進対策として、初年度の平成 14年度には耐震診断ＰＲチラシ兼申

込書を市報に閉じ込み全戸配布し、平成 16 年度、18 年度には対象者全員にＤＭを送付し

てきました。また平成 19 年度からは、地域を絞り、中学校区の地区にＤＭの送付を続けて

いますが、なかなか成果が上がらないために平成 22年度からは、建築課が自治区、建築士

会などの協力を得て、各戸へ戸別訪問するローラー作戦を実施しています。耐震改修につ

いては、初年度の平成 15 年度に、市内 21 カ所で開催した地区防災説明会において、耐震

診断・改修事業をＰＲし、平成 18年度からは、耐震診断実施者へ案内文書の送付と、平成

20 年度からは耐震改修相談会を地域に出向き、実施しています。平成 19 年度策定の半田

市耐震改修促進計画によれば、市内にある木造住宅数 24,694戸の内、46％にあたる 11,365

戸が昭和 56年５月 31日以前に建てられた木造住宅であり、その内、平成 24年度までに耐

震診断を実施した戸数は、24.6％にあたる 2,794 戸です。診断の結果、耐震性のない判定

値 1.0以下の戸数は 2,573 戸となっており、その内、平成 24年度までに耐震改修した戸数

は、8.4％にあたる 215戸となっています。平成 23年３月 11日に東日本大震災が発生した

ことや、平成 23年度から耐震改修補助金が 60万円から 90万円に増額されたことで、耐震

改修戸数は、平成 22年度の 20戸から 43戸、平成 24年度は 40戸と大幅に伸びてはいます

が、地道な努力を続けているものの、耐震診断、耐震改修とも進んでいないのが現状です。 

また、老朽化建築物に対する対応状況としては、近隣住民からの相談、他部署からの情

報提供をうけ、平成 21年度から平成 23年度までの３年間で、21件の対応をしており、そ

の内、13件は除却対応、２件は修繕対応で残りの６件は、資金不足や相続人不明や管理放

棄となっています。 

 

老朽化建築物の適正管理が進まない原因は、①市民全体に大災害に備えた防災・減災に

対する意識が不足している。②所有者が高齢・高齢家族となり、適正な管理ができない。

③改修、解体には多額の費用がかかるため、やりたくてもできない。④所有者の相続人不

明や管理放棄などが考えられます。 

そこで、先進地として、空き家を含んだ老朽化建築物に対して、「空き家などの適正管理
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について」の条例を施行し、対策を行っている千葉県松戸市を視察してまいりました。 

 

松戸市は、千葉県の北西部に位置し、都心から電車で 20分の距離にあることから、高度

成長期に東京のベッドタウンとして発展し、現在人口約 50万人都市となっています。しか

し、急速な高齢化が進みはじめ平成 24 年度には高齢化率 21％を超え超高齢社会のまちと

なり、将来人口推計によれば平成 32年に高齢化率 25％を超えることが予想されています。

超高齢社会の到来により、所有者の死亡または入院による空き家の増加や、相続人等によ

る管理放棄などから、空き家に対する市民相談が増加してきたため、平成 18年より空き家

対策所管課を定め、樹木等の繁茂については市民相談課、建物の倒壊・建築材料の飛散に

ついては建築指導課、火災予防については消防局予防課で対応を行っていました。しかし

法律上現地調査も難しく、強制力のない行政指導の限界や議会からの提案もあり平成 24年

度に「空き家等の適正管理に関する条例」の施行となりました。 

 

条例の概要は、市民からの通報、相談があった場合、①現地調査。②調査結果による助

言、指導。③指導が聞き入れない場合は書面勧告。④勧告に従わない場合には命令。⑤命

令に従わない場合には住所及び氏名の公表。となっています。 

 

条例の制定により市民からの通報、相談件数が、平成 18年から４年間で 120件であった

ものが平成 24年４月から６か月間で 140件と大幅に増加し、現地調査の結果、指導対象の

123 件中 50 件については所有者調査中で、73 件に対して指導を行い、29 件が改善、32 件

が改善約束となっており、確実に成果は上がっているとのことでした。 

 

視察を終えて、次のような意見がありました。 

 

１ 空き家を含んだ老朽化建築物対策として、窓口を一本化することは半田市にも必要で

あること。 

１ 現在、耐震改修を行った戸数が 8.4％という数字に見られるように、半田市民の災害

対策意識の低さを考えたとき、条例を作っただけでは成果を上げることは難しいことか

ら、まずは、市民の防災・減災意識を高めるための対策が必要であること。 

１ 将来、条例を制定する時には、最も強制力のある代執行の項目を入れるための検討が

必要であること。 

 

次に、老朽化建築物を減らすために、「木造住宅の取壊し工事費補助事業」を実施してい

る刈谷市を視察してまいりました。 

刈谷市では、旧耐震基準の木造住宅を補強する耐震改修費の補助を、半田市より１年早

い、平成 14 年度から実施していましたが、平成 17 年度までは実施件数が順調に増加した

ものの、平成 18 年度から減尐傾向となったため、平成 19 年度に耐震改修促進計画を策定

する中で、災害に強いまちづくりに向けた効果的な施策として木造住宅取壊し補助制度に

ついて検討し、平成 20年度から実施されていました。 
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事業の概要は、旧耐震基準の木造住宅を取壊すことは、避難路の確保や円滑な復旧活動

につながるなど、住宅の耐震化と同様に地震対策の施策の一つと考えており、このため、

対象となる住宅を取壊す場合は上限 20 万円の補助金を交付して災害に強いまちづくりに

向けて取り組むものです。 

 

昭和 56 年５月 31 日以前に建てられた木造住宅で、耐震診断を受け判定値 1.0 未満の住

宅一棟すべて取壊す場合を補助対象としています。刈谷市において、無料耐震診断を受け

た件数は、平成 14 年度から平成 24 年１月末現在で、対象件数 10,199 戸の内 30％にあた

る 3,019 戸であり、耐震改修実績は平成 24 年１月末現在で 12％にあたる 371 戸、取壊し

補助実績は、平成 20年度から平成 24年１月末現在で 208戸となっています。平成 23年度

からは国の社会資本整備交付金１/２補助を活用しているとのことでした。 

刈谷市ではその他に、耐震改修補助額上限を本市より 30 万円高い 120 万円としており、

耐震診断判定値 0.7未満を 0.7以上に改修する簡易耐震改修についても、30万円の補助制

度を実施しています。改修・簡易改修・取壊しの平成 24年度までの実績は、19％にあたる

586 戸となっています。また、歩行者の安全や避難路の確保などのために「ブロック塀等

撤去工事費補助」を上限 10 万円として、平成 14 年度より実施しており、171 件の実績が

あり安全対策に努めていました。 

 

視察を終えて、次のような意見がありました。 

 

１ 個人所有の危険な老朽化建築物を取壊すことについては、本来、自己責任で行うべき

ことではあるが、大災害の発生が予想される中、災害対策として通学路や避難路、交差

点に面した危険な老朽化した建築物などは、災害時に市民に大きな被害を及ぼす危険性

があることから、補助金を増やしてでも取壊しを進めることが必要であることです。 

 

以上のことを踏まえ、協議検討を重ねた結果、災害時の危険予防対策として、老朽化建

築物対策を位置付け、取組むことが重要という意見で一致しました。 

そこで、以下の４点について提言します。 

 

１点目 市民の防災・減災意識を高める対策として、半田市の補助制度を活用して耐震

改修を実施した建物を広く市民にアピールするべきである。例えば、ワッペン、シールな

どで耐震改修を実施していることや、耐震改修した建物を地域ごとに公開することなど、

防災・減災活動の見える化を図るべきである。 

 

２点目 災害時に市民に大きな被害を及ぼす危険性がある、通学路や避難路、交差点な

どに面した倒壊の可能性が高い家屋やブロック塀に対しては、最大限の補助金を出して取

壊しを行い、安全対策に努めるべきである。また、ブロック塀の取壊しについては、都市

計画課で実施している生垣設置補助事業とタイアップした取組みをし、市民から納得され
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る「建築物の取壊し工事費補助制度」として実施すべきである。 

 

３点目 空き家を含んだ老朽化建築物対策については、窓口の一本化を早急に実施する

べきである。 

 

４点目 条例の施行については、条例を作ることにより災害時などに危険となる建築物

に対する市民意識を確実に上げるため、まず、災害時に危険性を伴う空き家がどれ位あり、

それに伴い市民からの相談、苦情などがどれだけあるかを総合的に判断したうえ、強制力

のある代執行をも踏まえた条例を目指すべきである。 

 

続いて、「第３セクターについて、サブテーマ、知多南部総合卸売市場との関わりについ

て」申し上げます。 

 

知多南部卸売市場（株）は、食生活の多様化に伴い、取扱い品目も拡大していく状況に

対応するために、近隣の卸売市場を統合・近代化することにより、食料品の安定供給を図

ることを目的として、愛知県卸売市場整備計画に基づき、半田市、常滑市、武豊町、南知

多町、阿久比町、美浜町及び民間（知多総合卸売市場）が出資して、昭和 61年５月に第３

セクターとして開設されました。しかし、尐子高齢化の進展や農林水産業への就業者の減

尐など社会経済環境の大きな変化により、生鮮食料品の生産や消費量が減尐し、また輸入

品の増加など、生産者と消費者との流通経路が多様化し、市場を通さない流通が増加する

など、卸売市場の経営は大変厳しい状況となっています。知多南部卸売市場（株）の、市

場取扱高は、ピーク時の平成２年度 52 億 8,000 万円から平成 23 年度 37 億 3,000 万円と

70.6%まで落ち込むと共に、施設使用料収入もピーク時の 8,950万９千円から 6,782万１千

円と 75.7%に落ち込んでいます。テナント利用状況は、21室中 13室に入居があり、８部屋

は空室となっています。 

筆頭株主として半田市がどう卸売市場と関わっていくか大きな問題となっている中、平

成 24年度には経営改善策として、経営を圧迫している大きな要因である借入金を、増資に

よって減らし短期借入金を約 3 億円とすると共に、迅速で的確な経営判断ができる環境と

するために、半田市と（株）知多総合卸売市場を除く１市４町に対し、市場が株式を買い

取る余裕がないために、市場所有地の駐車場用地を取得する代わりに、市町保有の株式を

市場へ譲渡することで経営から退く対策をとっています。その結果、現在では半田市の出

資額２億 7,905万円（68.2%）と（株）知多総合卸売市場の出資額 1億 3,000万円（31.8%）

の経営となっています。 

 

第３セクター方式の市場で民営化先進地である群馬県館林市で「館林市総合卸売市場株

式会社の解散・民営化について」視察してまいりました。 

 

館林市は、東京都心より 70㎞圏にあり、鶴舞う形といわれる群馬県の鶴の頭の部分に位

置し、南北を利根川と渡良瀬川に挟まれ、江戸時代より城下町として、明治時代には穀倉
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地帯として栄え、童話、分福茶釜の舞台である茂林寺があり分福茶釜の釜玉うどんが御当

地グルメのまちです。 

 

館林市総合卸売市場（株）は、昭和 62 年４月、館林魚菜協同組合、館林海陸物産市場、

（株）丸和館林中央市場、多々良青果市場、の４市場を統合して、館林市、館林中央市場

（株）、館林信用金庫、館林市農協、の出資にて、第３セクターとして開設されました。開

設前年の昭和 61年には知多南部卸売市場（株）の視察をされていました。第 3セクター解

散までの経過については、平成 19 年 11 月「館林市総合地方卸売市場について」の報告に

より、「卸売会社の市場取扱高がピーク時の平成７年度 43.18億円から平成 18年度には 27

億円と 62.5%まで落ち込み、平成 15 年度からは開設時の 29.83 億円を下回る状況が続き、

市場の使用料が卸売会社の負担となっている」と言うことから開設会社の解散、民営化の

検討が始まりました。平成 20 年 10 月には「館林市総合地方卸売市場の今後の方針につい

て」の報告により、卸売業者の当期純損失の計上が連続し、経営の難しさが表面化してお

りこれ以上、時期を遅らせると卸売業者も開設会社にとっても負担が大きくなることが説

明され、市長等の承認を受け、具体的な手続きが始まり翌年の平成 21 年 11 月に清算され

第３セクター館林市総合卸売市場の解散、民営化となりました。 

 

民営化にあたっては、①土地は、市が簿価で購入し、そのお金で株主が保有する株を購

入して会社を解散。②国等への補助金返還については、県を通して国と協議した結果、市

への建物の無償譲渡と引き続き市場として使用することで補助金の返還は発生しない。③

市場の修繕工事について 300 万円以上の工事費がかかった場合は、市が負担する。という

こととなっています。 

新たに民営として開設された、館林総合卸売市場（株）は、資本金 1,000,000 円、役員

６名、取締役５名、監査役１名、職員（卸売会社職員対応）の体制になりました。 

１期目は、冷蔵施設修繕費 2,625,000円を支出し、大幅減収のため赤字計上したものの、

３期目からは尐ない収入ですが単独黒字となり、平成 24年度の４期目には、通算で未処分

利益剰余金が赤字からゼロになる見通しとのことでした。今後の課題としては、20室ある

テナントに対して、16の空き室があることから、新規入場者を随時獲得する必要があると

いうことでした。 

 

視察を終えて、次のような意見がありました。 

 

１ 施設使用料を含め、空き店舗、新規入場者対策を具体的に進めなければならない。 

１ 半田市での民営化については、補助金返還の確認が必要である。 

１ 今後、株主が半田市と市場になった場合、どのような経営形態となっても市の負担が

継続しないようにする。 

１ 民営化により経営責任が明確となり、経営の自由度も高まっている。 

１ 老朽化した建物、高い家賃、使い勝手の悪さ、市場法による自由度の低さ、融通・小

回りのきかない市場に何の魅力があるか。館林市のように開設会社の構成者の責任とし
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て民営化への決断と勇気が半田市にもほしい。 

 

次に、第３セクター方式の市場として長年日曜朝市を開催して、多くの来場者を集めて

いる一宮地方総合卸売市場（株）を視察してまいりました。 

 

昭和 56 年３月に、一宮青果（株）、八百善青果（株）、萩原青果（株）、一宮水産（株）、

一宮魚地方卸売市場（株）５市場を統合して開設され、現在は一宮青果（株）、大協青果（株）、

大新水産（株）の３卸売業者となっています。出資者は、一宮市、大協青果（株）、一宮青

果（株）で第３セクター方式の総合卸売市場です。 

市場取扱高は開設時 49 億円から、平成 10 年度の 120 億 3,400 万円をピークとして減尐

が続き、平成 23 年度は 93 億円となっています。関連店舗の利用状況は、35 店舗中 34 店

舗が利用されており、また、平成８年より買受人減尐による関連店舗の売上低迷対策とし

て、毎月第１日曜日に日曜新鮮朝市を開催して多くの来場者を集めています。卸売市場内

に平成 15年に設立された地場野菜供給センターでは、プラスチック製コンテナの通い容器

を集出荷や配送事業に活用して利便性を図っており、また、地場野菜の消費拡大を図るた

めに、市民や消費者向けに食の情報誌「季刊ぐりーんりんぐ」を年４回発行して、各家庭

での食育の教材として活用されています。買受人登録は平成 25年１月現在で 211人となっ

ています。 

 

視察を終えて、次のような意見がありました。 

 

１ 卸売市場の使命として、空き店舗対策、空き地の有効活用に全力で取り組まなければ

ならない。 

１ スーパー、量販店との取引量を増やすための営業努力が必要である。 

１ 関連店舗であるテナントが表に面しており明るい雰囲気がある。 

１ 日曜朝市の開催は、活気の創出だけでなく、市場内物流にも好影響がある。 

１ 経営状況は良好とは言えない中で、日曜朝市や地場野菜を紹介するチラシを作るなど

アイデアを出してお客を増やす努力をしている。 

１ 他の第３セクター同様、単年度収支は良い数字にみえるが、長期借入金とそれに伴う

支払利息等を考えれば経営は良好とはいえず、早期民営化が望まれる。 

 

以上のことを踏まえ、協議検討を重ねた結果、以下の意見の一致を見ました。 

 

１ 市場の必要性については、出荷者は約 1,400 人、買受人、買出人は 500 事業者を超え、

取扱高については、年間 40 億円前後で推移していることから、地域住民の食生活や流

通経済に重要な施設であり継続すべきである。 

１ 半田市と知多南部卸売市場の現在までの収支は、法人税、固定資産税で約３億 4,200

万円の収入があるものの、出資金、補助金で約４億 2,000 万円支出されており約 7,800

万円の持ち出しとなっている。今後は費用対効果を考えた対応でなければ出資すべきで
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はない。 

１ 第３セクター知多南部卸売市場については、食の拡大が見込まれる時代背景の中、国、

県からの要請を受け第３セクターとして開設され順調に運営されていたが、食の減尐と

市場を通さない流通の多様化時代の中で、悪化する経営の健全化を図るために、取扱高

を増やす対策や、空き店舗、空き地の有効活用などが具体化できなかった現実を大いに

反省すべきである。 

１ 一宮地方総合卸売市場のように、厳しい経営状況の中で、日曜朝市や地場野菜の紹介

チラシを作るなどアイデアをだしてお客を増やす努力を見習うべきである。 

１ 広い敷地の有効活用として、屋根貸し太陽光発電で賃貸収入を導入すべきである。ま

た、老朽化した屋根の補強を兼ねることが出来れば、さらに有効である。 

１ 買い物困難者に対して、地域の小売店と協力して市場内で、食品の宅配サービスを行

う業者の開拓をすべきである。 

 

最後に、早急に打つべき２点について提言します。 

 

１点目 １年以上かけて経営環境を整えてきたにも関わらず、将来を判断する材料とな

る３か年計画が作られていない。何をもって新たな経営体制を判断するのか大きな問題で

あり、早急に３か年の経営計画を作成すべきである。 

２点目 上記の意見などを参考にしながら、市民からの理解を得られる経営改善を行い、

平成 26年度を目標に公募による民営化をすることを、建設産業委員会として、責任を持っ

て提言します。 

 

以上で当委員会の報告といたします。 


