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平成 27年度第２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７月 28日（火） 15時 00分 ～ 17時 00分 

 

■ 開催場所 春日住民センター １階大会議室 

 

■ 出席者(敬称略・順不同) 

（委員）  吉兼 久   丹波市自治会長会 

 小森 星児  兵庫県住宅審議会 

髙嶋 正晴 立命館大学 

 柴田 眞里  フローラ法律事務所 

 安田 哲也  ㈲ウッズ一級建築士事務所 

 松浪 義明  ㈱松井商事 

伊藤 由起 ㈱ご近所 

 田中 計機  ㈱田中不動産鑑定 

 吉住 渉   丹波防犯協会 

 出町 慎   関西大学佐治スタジオ 

 北村 久美子 生涯学習応援隊 so-so-.39 

 足立 寿伸  兵庫県丹波県民局丹波土木事務所まちづくり参事兼県民交流室まちづくり参事 

（副市長） 鬼頭 哲也 

（事務局） 駒谷建設部長、前川住まいづくり課長、荻野住まいづくり課定住促進係長、 

中井住まいづくり課定住促進係主査 

 

■ 傍聴者 

（一般）２名 

（報道）０名 

 

■ 会議次第 

１ 開会 

２ 副市長あいさつ 

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 報告事項 

   空き家等規制状況の報告について【資料１】 

６ 提案・議事事項 

空き家等施策の検討について【資料２、資料３、資料４】 

７ その他 

８ 次回審議会開催日程 

９ 閉会 
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議 事 概 要  
 

１．開会 
（駒谷建設部長） 
 

２．副市長あいさつ 

・前回の審議会でも申し上げたとおり、空家法の完全施行とガイドライン等の法整備がなされ、い

よいよ危険な空き家等に対する規制対策が本格的に進めていける状況である。 

・このような状況の中、第１回審議会から今回の審議会開催までの間に、危険な空き家等に対する

不動産登記や固定資産税情報の調査を行っているところである。 

・その調査の中で、14件のうち７件が相続人等不明となっている。相続放棄、相続人不在、相続財

産管理人不明などの理由によるものであり、それらを今後どのように対応していくかが課題であ

る。それ以外の危険な空き家については、順次指導助言を行っているところであり、改善見込み

のない案件については、今後審議会に諮り、秋以降に勧告を進めていくことになるだろう。 

・いづれにしても、空き家の規制に関することは、市民の関心のあるところであり、粛々と取り組

みを進めていく次第である。 

・一方活用については、色んな空き家の活用法等について、審議会のご意見やお知恵をいただきな

がら施策に反映させていきたい。この夏頃から来年度の重要施策や新規施策に関する市長ヒアリ

ンリングや予算編成がある中で、空き家活用施策に関することも提案していきたい。 

・また、地方創生の議論を進めている中で、空き家の利活用が移住定住にもつながるということで、

地方創生の戦略にも組み込んでいきたい。 

・本審議会で空き家の新たな活用法等について、ご意見やご提案いただけることを期待し、また楽

しみにしているので、よろしくお願いしたい。 
 
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 

・審議会の公開・非公開について、審議にあたっては、特段個人情報が特定されることはないため、

公開とする。また、議論を進めていく中で個人が特定されるような内容となった場合には、非公

開とする旨確認する。 
 
５．報告事項 

空家等規制状況の報告について 

・事務局より、資料１「空き家等規制状況の報告書」に基づき説明。 

【主な意見】 

（委員）吉兼 

○調査した 14件のうちの不明７件の立地場所や市全体でみた場合の分布状況や傾向はどのような

ものか。例えば、地域的、農村部もしくは市街地部など。 

（事務局） 

○現在、14件しか調査していないため、市全域でみた場所等の分析や把握はできていない。個別

の案件としては、農村部や市街地部の両方に存在している。 

 （委員）柴田 

   ○指導２件と助言３件には、重複はあるのか。 

 （事務局） 

   ○重複している。 
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６．提案・議事事項 

空家等施策の検討について 

・事務局より、資料２「空き家等施策一覧」に基づき説明。 

【主な意見】 

（会長） 

○近隣市町の空き家関連施策と比較した場合、予想外に丹波市の空き家関連施策が少ないと感じ

たところであり、今後委員の皆さんのご意見や知恵を絞りだして、新たな施策の検討が行えれ

ばと考えている。 

○事務局から提案のあった空き家施策について、ご自身の経験や仕事で困っていること、また提

案以外に有効と考えられる施策等があれば、ご意見をいただきたい。 

（委員）出町 

○空き家の地域活用型は、自身の活動内容に合致するもので、地域活性化を支援する制度として

は有効である。 

○空き家の住居用型は、既に取得された方や改修済みの方で支援制度を利用したくても利用でき

ないケースがある。個人の経験では、空き家の取得や改修支援を受けようにも、移住後の経過

年数や既に居住しているといった理由により要件を満たさず支援を受けられなかった。空き家

の改修は、個人的な事情により必ずしも入居までに改修するとは限らず、住まいながら改修を

希望する方もおられ、どこで支援対象範囲を線引きするのかが課題である。過去の移住定住者

や空き家取得者等の意見やニーズを把握した上で、要件設定を考えるべきである。 

 （委員）北村 

○資料３の事例 10にあるように、丹波市にはコーディネートしてくれる人材が絶対的に少ない。

一人ひとりスキルのある人材はいるが、そういった人たちを一つにまとめて管理できる人やマ

ッチングできる人の存在がないため、お互いの情報交換や連携が生まれない。コーディネート

してくれる人材の充実を図ることが、市民の空き家活用の促進に繋がると思う。 

（委員）伊藤 

○市外から人を呼び込む施策はたくさんあるように思えるが、今丹波市に居住している方を流出

させないという視点も合わせて施策展開できないかと思う。 

（会長） 

○篠山市の東部地域では、保育料無料の施策を打ち出しており、現在では待機児童が出ているく

らい効果が出ている。しかし、この施策が、新たなＵＩターン者、もしくは既居住者の流出防

止のどちらに役立っているかは不明である。どちらにしても、既居住者の流出防止の観点から

も空き家活用の施策を盛り込む必要がある。 

（委員）田中 

○空き家発生予防に関して、地籍調査事業に携わった際、相続登記がきちんと行われていない物

件もあったことから、相続登記を促すような支援策も検討できないか。 

○空き家の住居用型で、空き家と言えば建物が中心となってしまうが、土地に関する施策がない。

空き家を取得しても土地の境界が不明な場合もあり、安心して取得し住んでもらうためにも、

土地の測量費用や登記費用への補助も必要ではないかと感じた。 

（委員）吉兼 

○空き家の家財道具等の撤去や処分に関することは課題である。 

○建物の平均的な寿命や空き家の価値は、一体どれくらいあるものなのか。 
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（委員）松浪 

○木造住宅の経済耐用年数は、25年である。25年以上経過した建物については、再建築費を算 

出し、その１割を価格としている。40～50年以上経過した建物については、再建築費の５％程

度となり、老朽化が著しく解体を要するような物件については、０円もしくは解体に要する費

用を価格として設定する場合がある。 

（委員）安田 

  ○移住定住を考えていく上で仕事の確保という課題がある中で、移住定住と住まいがリンクして

いけるような施策が有効である。 

  ○起業のために県の空き家補助メニューを活用しようとしても、店舗兼併用住宅という理由で支

援を受けることができなかった。近隣市町の空き家関連施策を見ても、起業用として活用する

場合の支援策があまりないのは、収益性等の何らかの問題や障害があるのではないか。 

  ○岡山県内では、起業支援を地域おこし協力隊を活用してサポートしており、その地域おこし協

力隊の派遣員自身の移住定住にも繋げようと取り組んでいる事例があり、参考にできるのでは

ないか。 

  ○空き家等施策一覧は、空き家対策をメインとした整理の仕方となっているが、空き家の活用は

ある施策や事業目的を達成するための一つの手段に過ぎない。空き家を何とかしようという整

理よりも、もっと大きな施策の達成（移住定住促進、地域の活性化など）のために空き家を活

用するといった整理の仕方の方が市民に響くのではないか。 

  ○資料中の地域の単位は、どの範囲を指すのか。地域の定義をもう少し精査することでターゲッ

トが見えてくるのではないか。 

（委員）足立 

○兵庫県のさとの空き家活用支援事業については、今年度より事業所用として活用する場合にも

補助が出るよう制度を拡充している。 

○新規事業として、空き家建物調査への支援も始めているところである。 

（事務局） 

  ○地域とは、小学校区や自治会単位、住民による任意団体も含めて指している。 

（副市長） 

○空き家施策だけに限らず行政が行う支援の財源は市民の血税であり、それを特定の者の利益や

収益性を生むものにまでは、基本的に支援しない。ただ、収益性のあるものに対して全く支援

が及ばないかと言えばそうではなく、政策的な判断や別の観点で支援を行う場合もありうる。

例えば、企業誘致する場合、土地購入費や施設整備費用に補助金を出すが、これは企業誘致に

伴う新たな雇用の創出や税収、地域の活性化といった別の観点で支援しているものである。起

業者への支援は、コミュニティービジネスやスモールビジネスといった地域の活性化や地域お

こしに寄与するものとして考えられる。 

（委員）安田 

○移住定住促進を進めていく上で、ターゲットをどこに絞るかが大切なポイントとなる中におい

て、地域で自立できるタフな人や仕事を生み出せる人、また効果を生み出せる人もターゲット

になりうるのではないか。 

（副市長） 

○移住定住者のターゲットをどうするのかについては、地方創生においても議論をしているとこ

ろである。ターゲットの対象もどういった人やどういった年代、どういった地域を狙うか等

色々あるわけで、市も模索しており、逆にどこにターゲットを絞ったら良いのかをご意見等を

いただければ幸いである。 
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（委員）柴田 

○定住してもらうことが最終の目標となるが、空き家の適正管理や活用においても、週末滞在者

等といったもう少しやわらかいニーズも大切にして、関わり続けてもらえる支援策を検討して

もよいのではないか。 

 （事務局） 

○今年度より、兵庫県において二地域居住者を支援する補助制度が創設され、募集を開始してい

る。ただ、この補助制度は遊休農地を減らすことが目的で、週末に農業をしたいと希望される

方に遊休農地を提供し農業に従事してもらう、また空き家を取得され住まいも確保される方に

は、その空き家の改修補助をするといった支援をセットにすることで二地域居住を推進してい

くものである。 

 （委員）柴田 

○こういった制度があっても、希望する方の耳に届いていなく、情報を得る方法が分からないと

いう声を聞く。丹波市は京阪神間から約１時間程度で来られる立地でありニーズもあると思わ

れるため、情報を得るための周知不足を解消できればと思う。 

 （会長） 

○有意義な支援制度があるのであれば、市としても積極的に情報発信して周知に努める必要があ

るのではないか。 

 （委員）髙嶋 

○スモールビジネスのような起業用とて空き家を活用するだけでなく、スモールでない起業誘致

にも古民家や空き家を活用していく視点も必要ではないか。 

○徳島県神山町のように空き家を活用してテレワークオフィスを構えることも今後考えられると

ころであるが、必ずしも空き家を活用するからといって丹波市に住むとは限らない。神戸など

から通勤してくることも考えられることから、起業用の二地域居住への支援もあってもよいの

ではないか。 

○立命館大学の学生で取り組んでいるワンディーカフェ（日替わりシェフ）というものがあるが、

空き家を活用した起業を促進していく際に、起業に向けたお試し体験事業を空き家を活用して

実施していくことも起業促進に有効である。 

○今後丹波市に移住定住される方は、何らかの縁や交流があって移住定住をされると思うが、ワ

ンストップ相談では手が届かないところを、コーディネータ等で補う必要があると思う。定住

促進に繋がるようなコーディネータ人材の育成や養成、配置を検討すべきではないか。 

○大学の活動で丹波市に大学生が 20～30人訪れた際に、宿泊等できる場所がないため、そういっ

た場所も空き家を活用して確保することはできないか。 

○ワーキングホリデーやインターンシップ制度の活用にあたっては、地域の受入れ体制の整備も

大切であるので、市だけでなく地域も連携して取り組む必要がある。 

○情報発信のあり方や波及効果を生むような情報発信の方法を検討する必要があり、もっと情報

発信施策に予算を付け取り組みを進めてみてもよいのではないか。 

 （委員）足立 

   ○資料２の具体施策例としてかなりのボリュームがあるので、今後具体の施策の検討に入ってい

く際には、もう少し強弱をつけた施策の展開が必要と思われる。 

   ○実は丹波市にはＵ・Ｉ・Ｊターンの方が結構おられるので、そういった人たちにヒアリングや

アンケート等を実施し、困った事や施策として足りないところのニーズを把握した上で、施策

を検討していかないと支援制度そのものの利用がなされない可能性がある。 

   ○空き家バンクを市だけで運用していくことには無理がある。近隣の市町と連携した広域的な空

き家バンクを設置することでパイが広がる。市で設置する際には、しっかりとした空き家バン
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クの構築を目指してもらい、尚且つ近隣市町と連携協力して移住定住者を確保していけるよう

な体制の整備が必要である。 

   ○施策の一覧では、自治会や商工会といった受け手側へのメリットや支援がない。移住定住を決

められたきっかけは、空き家を見に行った際に地域の方の声掛けがあったという話を聞いたこ

ともあり、移住定住者を受け入れる受け手側の意識や体制への支援も必要ではないか。 

   ○移住定住者の中には、自治会に加入したくない方もいるだろう。加入しない人を排除するので

はなく、加入したくない人ばかりを集約したエリアがあってもよいのではないか。 

 （委員）北村 

   ○自治会の話でいえば、100世帯を超えるような規模の大きい自治会や 20世帯くらいの規模の小

さい自治会がある中でも、同じように活動し同じだけの役員を選出しなければならないという

現状が、逆に地域の負担や疲弊につながり、自治会間で格差が生じていると思う。地域の受入

れ体制を充実させようにも、まずは地域の活力と底上げとを同時並行で取り組み新たな移住定

住者の受入れを行っていかなければならない。元気な地域には人やお金がどんどん集まり、丹

波市内で格差が生まれてくると、こういった施策をいくら行っても自治会の他人事意識が働く

可能性がある。 

   ○市民が地区入りする際には、加入金の負担がある。地区によって加入金はばらばらであるが、

高い負担金を支払って地区入りしたにも関わらず、日役や付き合い等の負担ばかりかかり、加

入金に見合うだけの恩恵も感じられず、何のために田舎暮らしを求めて移住定住してきたのか

という意味を考えると、地域としても地区入りを進めるのは難しいのではないか。受け手側の

地域づくりの体制の整理も必要で、空き家対策だけに限らず、まちづくりに係る全体の課題と

して横断的な検討を重ねる必要があるのではないか。 

 

７．その他 

特になし 

 

８．次回審議会開催日程 

・平成 27年度第３回審議会の開催日時を決定。 

  日時：平成 27年９月中旬もしくは下旬を予定 15：00～ 

  場所：春日住民センター 

 

９．閉会 

 

 

 


