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第３回丹波市空き家等対策審議会議事録（要旨） 

 

■開催日時 平成 27年１月 29日（木）午後３時 00分～午後５時 13分 

■開催場所 氷上住民センター 大会議室 

■出席者（敬称略・順不同） 

（委員）小森星児委員長、吉兼久委員、髙嶋正晴委員、安田哲也委員、柴田眞里

委員、松浪義明委員、伊藤由起委員、田中計機委員、吉住渉委員、出町

慎委員、足立寿伸委員 

（推進本部）鬼頭哲也副市長、安田英樹企画総務部長、大森友子福祉部長、近藤

俊幸産業経済部長 

（当局） 高見貴子介護保険課長、横谷泰宏国保・医療課長、北山美幸資産税係

長 

（事務局）上野克幸生活環境部長、駒谷誠建設部長、大木保弘生活安全課長、義

積浩明都市住宅課長、前川康幸都市住宅課副課長、亀井昌一住宅係長、

荻野浩仁交通・防犯係長、上田友和交通・防犯係主査、小谷本梓交通・

防犯係主査 

 ■欠席者（敬称略・順不同）  

（委員）北村久美子委員 

   （推進本部）辻重五郎市長、小田繁雄教育長、細見滋樹公営企業管理者、足立保

男技監兼入札検査部長、余田一幸復興推進部長、上本善一まちづく

り部長、山中直喜財政部長、高見克彦健康部長、足立孝司会計管理

者、拝野茂議会事務局長、村上研一消防長、山田吉晴水道部長、田

淵慎教育部長       

■傍聴者 ２名 

■会議次第 

１ 開会  

２ あいさつ 

３ 会長あいさつ 

４ 会議の公開・非公開の決定及び傍聴要領について 

５ 提案・協議事項 

（１）第２回丹波市空き家等対策審議会のワークショップのまとめについて 

（２）空き家およびその周辺環境の未来に係る方針（素案）について 

（３）危険空き家等の対策について 

（４）小委員会について 

６ 次回の開催日程について（予定） 

７ 閉会 
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議事概要 

１ 開会（上野生活環境部長）   

２ 副市長あいさつ 

  豪雨災害による空き家の除却費用の支援をする制度を実施している。その制度によっ

て現在 12件の申請があり、すでに 3件については取り壊されている。そういった制度

も活用されている。 

  条例の第 14 条に空き家対策の基本的な方向性を示す方針を定めるということがある。

それを踏まえ、前回のワークショップで出た意見を整理した案を本日お示しさせてい

ただくので、この後議論いただき、今年度中にご提案いただきたい。   

３ 会長あいさつ（小森会長） 

４ 会議の公開・非公開の決定及び傍聴要領について 

  会長より提案・・・基本的には公開とするが、個人情報に関することを取り扱わな

いといけないところもある。個人情報にかかる部分については非公開でよいか。→

異議なしのため、そのような取り扱いに決定。 

５ 提案・協議事項 

（１）第２回丹波市空き家等対策審議会のワークショップのまとめについて 

  荻野交通・防犯係長より、課題のまとめと提案のまとめを資料１、２に基づいて説

明。    

（２）空き家およびその周辺環境の未来に係る方針（素案）について 

   荻野交通・防犯係長より資料に基づいて説明。 

  【主な意見】 

 （委員）  

○今回の自治会のアンケート調査について、適正に管理されている空き家を売買や賃

貸したいというような所有者の意向を確認する項目はあったのか。 

（事務局） 

○今回は自治会に対して行っているので、所有者の意向までは取っていない。まずは

市の全体の現状の把握と以前の調査との比較をしたかった。 

 （会長） 

○崩壊等の危険があるというのは目視で確認したのか。 

 （事務局） 

  ○自治会長宛に送ったので、自治会の判断で記載してもらった。 

 （会長） 

  ○そのあたりが心配で気づかなかったけど、実は危険だったということもある。危険度

判定でいくとどの程度になるのか。 

（委員） 

○危険の度合いや程度もあるし、専門家の目で評価するというあるルールに則った評
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価ではないということを指針に明記しておかないと今のような指摘のように誤解を

生むかもしれない。 

（会長） 

○一番重要なのは国の方でガイドラインを決めるときは自治会のアンケートの数値で

はないと思う。その点どうするか。指針の中の丹波市の現状に記載のある数字につい

ては、自治会判断であることを記載しておく必要がある。その数字ばかりが独り歩き

をすることもある。 

（事務局） 

○この数字を基に再度調査をする予定にしていたが、災害で延びている。もう一度調査

したいと思っているが、国の制度や基準が出てから調査したいと考えている。 

（会長） 

○この数字は地元自治会から提出されている分であるということを認識しておくこと

が必要。 

（事務局） 

○今回の数値については、自治会のアンケートで外観目視によるものと文章を添えさ

せていただいてよいか。→異議なしのため、そのように記載する。  

（委員） 

○解体の補助制度は申請をすれば誰でも受けられるのか。 

（事務局） 

○今、行っているのは被災住宅型支援で、被災された方が対象となる分。申請があれば

調査して判定している。 

（委員） 

○災害の場合のみという判断なのか。 

（副市長） 

○今現時点で動いているのは被災地対象の分。新年度になれば、被災地以外でも一般的

な制度としての支援制度をスタートしたいという意向。新年度予算が通ればそのよ

うにしたい。 

（委員） 

○家と土地を売却したいという依頼があって、現地を見に行くと、建物を取り壊さない

といけないようなものもある。取り壊す費用より土地代が低い場合がある。誰でも取

り壊して補助が出るのか。 

（委員） 

○建て替えのための除去は対象外。空き家であって危険であるものを所有者が撤去し

やすいようにする補助。 

 （委員） 

○空き家の相談を受けるケースがある。隣家が空き家で倒壊したが、所有者がわからな
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い。所有者がどこにいるのかわかって、許可を得られれば、こちらで除却したいとい

う話を聞く。所有者の場所を市で調査してもらうことは可能か。  

（事務局） 

○国の制度として特別措置法ができたが、具体的なものが国から出ていない。それが

出てからでないと市でどうもできない。 

（会長） 

○国でも全国的にこの問題があるので、認識はしている。対策についても国からなんら

かのことが示されるのでは。 

（委員） 

○更地と建物があるのとでは税率はどのくらい変わるのか。 

（当局） 

○建物が建っている敷地が 200㎡までなら評価額の６分の１が課税標準額となる。200

㎡を超える部分については３分の１で課税標準額を計算し、税額はそれに１．４％か

けている。ここでいう建物とは居住用の機能を備えている建物であり、倉庫等は対象

外。更地になれば高くなる。 

（副市長） 

○一般的に言われているのは固定資産税は更地にすれば６倍になると。だから実際に

は住めないのにそのままにしているところもある。国でもそこは意識して検討され

ているが、まだ具体的な対策は出ていない。市で独自に例えば住める状態でなければ、

家屋が正常に立っていると見なさず、更地なみの課税にすることもできないことは

ないと思うが、判断としてどこまで危険な状態になれば６分の１という特例を適用

させないのかという判断が難しいので、国の一定の基準が出てこないと市として踏

み切れない。進んで撤去されると３年間については一定の免除になるような税金分

くらいの補助をするという考えもあるが、補助にするのか、特例を適用させないのか、

どちらの方向でいくのかというところだと思う。この委員会で国の基準が進まない

のであれば補助する方向がいいということであれば、それはまた検討したい。 

（会長） 

○委員会としては公共の用途として提供いただけるなどの条件がつけば何らかの形で

応援したいと思うが、もう少し議論が進んでから。 

７ページの空き家相談員（ライフアドバイザー）とあるが、現実の問題として、そこ

に入ってくる人に自治会の決まりなどを助言することもあるのでは。ここだと空き

家に入った人に対する助言のようになっている。もっと広く地域コミュニティに馴

染むためにアドバイスするような意味ではないか。ライフアドバイザーという言葉

がそれにふさわしいのかどうか。 

（事務局） 

○ここの相談員の役割は地域に溶け込む。地域の代表の方や先に移住した人になって



5 

 

もらうつもりである。名前は変更できる。 

（委員） 

○４ページの「１ 所有者の役割」の２行目「将来的に自宅が空き家になる場合はその

旨を自治会に連絡し、空き家の発生予防に努める。」となっているが、こういう仕組

みを作るということでいいのか。いきなり自治会が出てくるが、具体的イメージをも

ってこういう表現になったのか。その後の展開があるのなら聞きたい。 

（事務局） 

○条例にそれぞれの役割が載っている。第５条に記載されている分を盛り込んでいる。 

（委員） 

○条例にも明確に記載があるなら、「３ 地域の役割」のほうにも自治会のことも含ま

れてもいいかなと感じた。 

（事務局） 

○そこにも盛り込むような形で検討する。 

（委員） 

○空き家になるなら自治会に連絡をするという面でなんとなく違和感を感じる。 

（会長） 

  ○事務局でこのあたりの検討をお願いしたい。行き過ぎのような印象も受ける。 

（副市長） 

  ○条例を定めるにあたって、地域が何を困られているかというと、所有者の情報がわか

らない、かといって市が教えることもできない。空き家になっても適正に管理されれ

ば地域としても問題がないが、所有者が適正に管理する義務がある以上、万が一適正

に管理がされていなければ地域がなんらかのフォローできるようにせめて居る場所

や空き家になる旨を伝えてくださいということを努力義務で入れている。地域の要

望が多いということを前提に条例にうたっている。今の意見を踏まえ、今回の方針に

盛り込むかどうかは検討したい。 

（委員） 

○空き家になることを自治会に連絡するのと、発生予防に努めることがかみ合わない。

表現として考えてほしい。 

（副市長） 

○ここは修正をしたい。管理不全にならないようにしたいという意味合いのことを記

載したかった。うまく表現できていないので、もう一度検討したい。 

（会長） 

○所有者はこちらに住んだこともない人もいるので、自治会に連絡するのは難しいの

では。 

 （委員） 

○「第３の 空き家対策にかかる課題」の（１）～（３）の順番は、（２）管理問題が
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最初にくるほうがいいのでは。 

「第４ 空き家に係る課題を克服するための各主体の役割」の事業者と地域とはだ

れを指しているのか。特定をしたほうがはっきりするのでは。行政の役割というのは

市の役割にしては。 

（副市長） 

○課題の順番であるが、今ご指摘のとおり、管理、利活用、流通の順番のほうがいいと

感じた。委員会として、そのような順番のほうがいいということなら修正する。「第

４ 空き家に係る課題を克服するための各主体の役割」の事業者と地域をもう少し

特定をしたい。行政の役割は市の役割に書き換える。 

（委員） 

○４ページの「２ 事業者の役割」の中の「空き家による利潤追求だけでなく、重要な

地域の資源として有効活用し～」とあるが、漠然としている。どういう意味か。 

（副市長） 

○ここでいう事業者とは不動産関係者の方を想定している。利潤を無視して、社会貢献

活動として動いてもらうのは難しい。あくまで事業としてされている。そういう意味

で事業活動なので、利潤追求するのは当然。その前に利潤追求だけで空き家を考える

のではなく、商品価値もあるが、地域の有効な資源でうまく活用すれば社会の活性化

や人口増加につながる。そういう視点をもって空き家を扱っていただきたいという

思いを込めた文章である。 

（会長） 

○事業者はという文言を最初に付け加えては。 

（委員） 

○古民家などで地域の資源となりそうなものがあれば、これは誰に尋ねたらいいのか。 

誰が判断されるのか。 

（事務局） 

○誰が判断するのかは難しい。不動産業者の方が民間の流通に乗らないと判断される

ものは来年度以降市で設置予定の定住促進センターに相談していただいて考えてい

く。空き家バンクに登録していただいて移住者に提供していきたいと考えている。シ

ステムについては今後検討していく。 

（副市長）  

○古民家風の空き家で商品価値として需要があるのかわからない物件が出てきたとき

にどうしたらもっと有効活用できるのか、この委員会でご提案いただいて参考にし

たい。 

（委員） 

○築 20年くらいの古民家として扱われないものをどう活用していくかというほうが多

いのでは。 
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（委員） 

○県がしている一定の景観的な価値があると見込まれるものを紹介していくのがある。

まずそういうものを活用しては。篠山市でもされている。 

（委員） 

○家の価値観が変わってきている。不動産業者さんなどは家が建っていても土地だけ

に評価される。今は昔ほど家に対する愛着がない。 

（委員） 

○２ページ（２）丹波市の現状で、２回の調査をされているが、空き家率を記載して全

国平均と比較するようなことも記載してはどうか。 

   ７ページのライフアドバイザーであるが、どこかの自治体で移住と定住とを分けて

アドバイザーを設置されているところもある。 

（副市長） 

○このアンケート調査は客観的な基準ではなく、自治会の主観が作用しているので、わ

からないところがある。平成 24年分を削除するなど記載方法を検討したい。 

土地統計調査が兵庫県の分がまだ公表されていないので、公表されれば記載したい。 

ライフアドバイザーの名称は検討したい。 

（会長） 

○県が地域別に公表している空き家率を記載したらどうか。 

アドバイザーというのは指導、助言という意味合いがあるので、むしろサポートとい

うほうがいいのでは。 

（委員） 

○６ページの空き家等の利活用について、対象が移住される方と読み取れるが、空き家

を活用するのは住むためだけはなく、いろんな方をサポートするというような、そう

いう方々も技術的支援を求めているので、そういうことを対象としているというの

があると総合的な空き家の活用が進んでいくのでは。 

（副市長） 

○今の意見を踏まえて検討する。 

（会長） 

○「７ 丹波市豪雨災害の被災者に関する支援」があるが、今後も災害が起こることが

ありうる。豪雨災害だけでなく、災害全般のことについて記載されてはどうか。意見

として述べておく。 

（委員） 

○空き家相談員や定住促進センターと不動産業者との関係性は。 

（委員） 

○前回の資料の５で売買の仲介は宅建業者の方にお世話になるように考えている。定

住促進センターを作り、相談員とは移住される方に対する相談と考えている。移住さ
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れるにあたって以前に移住された人が先輩として相談に乗ったり、自治会の人が自

治会の決まりなどを相談に乗ることを考えている。うまくマッチングすれば、契約は

宅建業者の方にお願いする。その辺は連携を取りながら、空き家を利活用する推進協

議会というのができればと考えている。 

（委員） 

○「１ 所有者の役割」と記載されているが、指針の中で所有者等となっているところ

がある。 

（会長） 

○今日は取りまとめるまではいかない。事務局でまとめてもらう。 

（３）危険空き家等の対策について 

  荻野交通・防犯係長より資料に基づいて説明。 

 【主な意見】 

 （委員）  

○被災住宅の判定はだれが行っているのか。 

 （事務局）  

○職員で対応している。国の基準に基づいて判定している。判定表が変わってくる可能

性もあるので、平成 27年度以降については未定。 

国が定めている基準に従って判定表に基づいて行っている。今後国がガイドライン

などで示されれば変わってくることもある。 

（４）小委員会について 

会長より、小委員会の発足について提案。委員会を開くまでに期間が空いて機動性に乏

しい面がある。小委員会について要綱に規定ある。→了承。要綱の改正も検討。 

 

８ 次回の開催日程について（予定） 

  第４回は２月 20日（金）に氷上保健センターで午後３時より開催。 

 

９ 閉会 


