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平成 27年度第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９月 29日（火） 15時 00分 ～ 17時 00分 

 

■ 開催場所 春日住民センター ２階研修室 

 

■ 出席者(敬称略・順不同) 

（委員）  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 

 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 

（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 

（欠席委員）鬼頭 哲也  副市長 

吉兼 久   丹波市自治会長会 

      北村 久美子 生涯学習応援隊 so-so-.39 

 

■ 傍聴者 

（一般）０名 

（報道）０名 

 

■ 会議次第 

１ 開会 

２ 建設部長あいさつ 

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４】 

  ・小委員会（活用）による視察報告について【資料１】 

６ 提案・議事事項 

・空き家等施策の再検討について【資料２】 

・空き家等対策計画の策定について【資料３】 

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 
（前川住まいづくり課長） 
 

２．建設部長あいさつ 

・本来は、副市長が出席しご挨拶を申し上げるところですが、本日急遽、議員総会が入り欠席させ

ていただいておりますので、代わりにご挨拶を申し上げる。 

・今回で第３回を迎えた本審議会では、これまでより規制及び利活用の両面から空き家等の対策を

総合的に促進していくために色々とご意見いただき、またご審議いただいていることを感謝申し

上げる。 

・今回の審議会では、来年３月の策定を目指している「丹波市空き家等対策計画」の素案について、

ご審議いただきたいと考えている。 

・一方、規制対策に関しては、これまでより引き続いて、順次管理不全空き家等の基礎調査を進め

ている。また、危険空き家の解体撤去支援事業補助金要綱の一部を改正し、10月初旬より、新た

に自治会が自ら日役などで危険空き家を解体撤去する際に、重機等の借り上げ料やクリーンセン

ターへの持ち込み手数料等に対して支援する制度を施行させる予定にしているところである。 

・今後も、引き続き空き家等の適正管理及び利活用の促進が図れるよう、また実効性のある対策計

画の策定に向け、委員皆様のご見識を賜りたい。 
 
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 

・空き家等規制状況の報告について 

事務局より、資料４「空き家等規制状況の報告書」に基づき説明。 

【主な意見】 

（会長）小森 

○自治会による自主解体補助の申請見込みはどれくらいあるのか。あと、補助の対象者が自治会

等となっているが、企業も含むのか。 

（事務局） 

○自治会等には、自治協議会、自治会、住民による任意の団体を想定しており、企業は含んでい

ない。申請の見込みは、現時点で相談を受けている２件である。 

 （委員）足立 

   ○解体する場合には、建設リサイクル法にひっかかることになるが、制度設計をする上で、県と

の協議は行ったのか。 

 （事務局） 

   ○県の環境部局と協議を行った。自治会による解体は、個人で自宅を解体する場合と同じ取扱い

になり、産業廃棄物としてではなく一般廃棄物として扱うことになると聞いている。 

   ○この補助金制度は、あくまで自治会等による日役で出来る程度の解体撤去を想定している。 
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 （委員）松浪 

   ○公布予定日はいつ頃か。 

 （事務局） 

   ○予定としては、10月１日を予定している。 

 

 ・小委員会（活用）による視察報告について 

事務局より、資料１「平成 27年度丹波市空き家等対策審議会小委員会（活用）視察報告書」に基

づき説明。 

【主な意見】 

（会長）小森 

○私自身 10年前にも綾部市を訪問したことがある。綾部市は、「半農半Ｘ」で有名な塩見直紀氏

の故郷であり、全国的にも有名となっている。綾部市で田舎体験をし、その後丹波市や丹波地

域に移り住んでいる方も結構おられ、丹波市も一部恩恵を受けているのではないか。 

 （委員）安田 

○綾部市の取り組みは噂では聞いており、一度訪問してみたいと思っていたこともあり、この度

視察することができ大変勉強になった。空き家対策をテーマに視察したが、実際は定住促進の

事例を多く見せていただいた。定住促進という明確なテーマや目的があって、空き家の活用に

関わる事業を展開されており、本市においてもこのテーマ設定を空き家対策で考えていく上で

は、とても良い勉強となった。 

○空き家バンクの仕組みは、市街地と市街地以外が明確に分かれていることから、地域性を考慮

したものとなっている。民間事業者の収益性が得にくいような地域に眠っている空き家を市が

主体的に掘り起こしを行い、利用者のニーズのマッチングに取り組まれており、とても明確な

目的をもったバンクシステムとなっていることが特徴的で印象深かった。 

 （委員）出町 

   ○私も、安田委員と同じような観点で空き家バンクを見ていた。今後丹波市でも空き家バンクを

構築していく際には、地域性を考慮するなどの工夫が必要ではないか。綾部市のように移住定

住のターゲットを絞ることは、丹波市としては少し違ってくるかもしれない。綾部市のバンク

や移住定住対策はとても参考になるが、それをそのまま丹波市が踏襲するのではなく、丹波市

の特色を出していくことが重要であると思う。綾部市は、茅葺のトタン屋根の古民家が多く見

受けられたが、丹波市の場合は、色んな形状の空き家が混在しており、その中で特色を出して

いければ良いと思う。 

 （委員）松浪 

   ○空き家バンクの登録物件が市街地以外の空き家に限定しているとのことだが、下水道の供用範

囲と何か関係があるのか。 

 （事務局） 

   ○下水道の供用範囲との関係性までは、視察時に確認はできていない。 

 

６．提案・議事事項 

・空き家等施策の再検討について 

事務局より、資料２「中古住宅購入・改修者アンケート調査結果」に基づき説明。 

【主な意見】 

（会長）小森 

○アンケート調査を実施するのであれば、事前に相談をして欲しかった。私がアンケートで聞き

たかったのは、田舎生活を送る上で欠かせないのは車であり、車を運転できる人が一世帯に何
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人いるのか、そしてもう一つが買い物をする上でのネットの接続環境がどうなっているかであ

る。あと世帯主がどこの出身なのかも知ることができれば良かった。 

○このアンケート調査で最も物足りないところは、複数回答可としている回答に順位付けがされ

ていないことである。いろんな回答がある中でも特に重要なものが何なのかを順位付けして回

答を求めることが必要であったのではないか。そうすることでもっと幅広く検証できたのでは

ないかと感じている。また、近隣市町でされたアンケート調査と比較できるような内容や項目

の調査があっても良かったのではないか。 

（委員）出町 

○できれは集計方法をクロス集計してもらうことで、もっといろんなことが見えてくるのではな

いか。 

 （委員）髙嶋 

○例えば、定住の一番の決め手が「自然環境が良い」となっているが、どのような世帯（若者世

帯、もしくは高齢世帯）の回答が多かったのかといったようなところをクロス集計し、もう少

し詳しく検証できれば良いと思う。あと、空き家のリフォームに関する困り事だけでなく、移

住定住の際の困り事などに関する質問もあれば良かったと思う。 

（委員）足立 

○調査票配布 86件のうち 57件の回答があり、今後の施策の立案には参考になると思う。 

○アンケート結果の中に地域や自治会とのトラブルになるところをどのように行政がフォローす

るかがカギである。トラブルを解決するために行政がどのように自治会との間を取り持つのか、

地域の情報やルールが得にくいといった声に対して行政として何が出来るのか、行政ができる

ことをもう少しこのアンケート結果を掘り下げて検討する必要がある。このアンケートの中で、

“定住してみて良かったこと”や“住宅購入の際に重要視したもの”の回答で「自然環境が良

い」が大半を占めているが、これは丹波市に限ったことではない。“何故丹波市を選ばれたの

か“という質問があれば良かったと思う。あと、住宅にかかったトータル費用として、住宅購

入費にいくらかかって、リフォームにいくらかかったのかを見ることができないのが残念であ

る。 

 

・空き家等対策計画の策定について 

事務局より、資料３「丹波市空き家等対策計画（素案）」に基づき説明。 

【主な意見】 

（委員）柴田 

○一つ気になるところがある。９ページの「１－２地域（自治会）等と連携した空き家化の早期

発見」のところで、「事業者と協定を締結し連携する」とあるが、これはここに記載の事業者

から空き家の情報をもらうことを想定しているのか。 

○私自身神戸市の個人情報の保護審に入っているが、事業者からの個人情報の提供は目的外利用

になり、そんなに簡単に提供してもらえるものではない。当然、事業者は個人情報保護の義務

を負っているため、市が正面切って空き家化の情報を提供してもらえる体制を構築するといっ

た内容をこの計画に軽々に書けるのか、もう少し慎重に考えた方が良いのではないかと思う。

日本郵便局は、非常に厳しく、弁護士会の照会にも全く答えないし、裁判をやっても負けたと

いう具体もない。市の取り組みに対する気持ちはすごく分かるが、市の計画としては少し安易

ではないかと思う。現実問題としては、かなり困難を伴うものであるため、一度検討してみて

はどうか。 
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（会長）小森 

○９ページの「１－４住まいの終活を考える」の表現は、いくらなんでも露骨過ぎるのではない

か。ここでは、管理不全の未然防止や空き家予備軍への早期対応といった表現の方が良いので

はないか。 

（会長）小森 

○空き家問題に集中していて、上位計画との関係性が見えてこない。例えば、どこで発生した空

き家に対しても同等に対応していくのか。これから人口が減って、どんどん空き家が増えてい

く中で、どの地域で発生した空き家に対しても同等に対応していくのは困難でないか、とても

難しい問題である。もっと言うと、総合計画において、福祉のまちづくりの整備を進めていく

重点地区等が定められていて、それらを推進していくための、一つのツールとして空き家の活

用が位置付けられていればいいのだが、上位計画との関係はどうなのか。上位計画を踏まえ、

市の空き家対策は、今後の人口減少に対してどのように地域的な戦略で臨んでいくのかといっ

たところがないと、どの地域でも同じように対策を講じていくような計画では、これから先持

たないのではないか。この問題はすぐに結論を出すといったものではなく、今後の宿題として

検討してもらいたい。 

（事務局） 

○現在、住生活基本計画の策定に向けて本審議会と同様に議論を進めているところであるが、そ

の中でもコンパクトシティーと小規模多機能自治のどちらを進めていくのかといった議論が挙

がっている状況である。総合計画や都市計画マスタープランにも、そこまで踏み込んだ記載が

なく、合併した際の各旧６町の地域拠点は維持していこうといった内容となっており、今後ど

ういった方向でまとめていくかまでは定まっていないし、議論も煮詰まっていない状況である。

こういった状況から、空き家対策としては、全市を対象とした計画とすることになるだろう。 

（会長）小森 

○現実問題として、同じ自治会の中でも住宅地の空き家と山の中の空き家があると思うが。 

（事務局） 

○山の中にある山小屋は対応できない場合もあると思うが、基本的には自治会内の空き家に対し

ては、山間部であろうが市街地であろうが対応していく必要はある。 

（会長）小森 

○空き家対策をもっと広く考えた場合に、市のあるべき姿や少子高齢化といった問題に対して市

としてどのように対応していけば良いのかといったことを抜きにして、空き家対策を考えるの

はちょっと難しいのではないか。この計画には、あまりにもそういった内容が欠けているので、

本当にこれで良いのかといった疑問を持ったところである。 

○ニューヨークでは 1980年代に人口減少とスラム化が進んだ。それを未然に防止するために、窓

が割れている区域を見つけて、これを前兆だと判断して、まずはこういった地域を重点的に治

安改善に取り組んだという事例がある。空き家が発生するというのは、その地域で何かが起こ

っている信号の発信であり、何かの前兆を意味している。この前兆にどのように対応していく

のか、単に空き家を減らすとか、空き家を有効活用させるかを考えるだけでは済まないと思う。

これは問題提起として今後検討していってほしい。今後空き家対策を考えていく上で、人口減

少や高齢化社会を迎える中で、福祉のまちづくりとどのように連携して空き家の有効活用を図

っていくのかといった課題を意識して取り組んでいく必要があると考える。 

（委員）田中 

  ○空き家問題が全国的な問題となっている現在においては、不動産関連業界も市の対策に注目を

寄せているところである。そこで、９ページの「１－４住まいの終活を考える」のところで、

「司法書士会と連携」といった表現があるが、各業界とも空き家対策に取り組まれている状況

を踏まえると、もう少しぼかした表現にしてもいいのではないかと思う。 
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（委員）吉住 

○空き家対策の範囲をどこに絞っていくのかについては、やはり丹波市全域であると考える。 

○危険になった空き家は解体するといった考え方も大切であるが、その地域の住民にしては少し

でも家が建っていると安心感があり、要するに空き家であっても無くなってしまえば寂しく感

じる住民も少なからずいる。出来れば危険な空き家でない空き家は、なんとか現状を維持管理

できる施策を検討していってほしい。 

○防犯面から言えば、危険な空き家は撤去してほしいという思いがある反面、空き家がなくなっ

てしまうことによる地域住民の思いも汲取って対策を講じてほしい。 

（委員）伊藤 

  ○アンケートや計画の内容を見て、若者が面白いと思って丹波市に入ってきてくれる施策を打ち

出していくことができないかと思った。危険な空き家に対する措置も重要であるが、もっと面

白くて魅力的だと思ってもらえるような空き家の有効活用ができたら良いと思う。そしたら、

丹波地域は面白いことをやっているという評判に繋がり、若者の移住定住に繋がるのではなな

いか。 

（会長）小森 

○空き家を利活用する活動を担う団体を支援するような内容の書き込みがもっとあれば良いので

はないか。 

（委員）吉住 

○やはり人口増加を図る施策を打ち出していくことが、この空き家対策でも大切ではないだろう

か。ＵターンやＩターンで丹波市に入ってこようとしても、収入源がないことには実現しない。

仮に移住したとしてもいずれ転出し、また空き家になることの繰り返しである。丹波市では、

たくさんの家が建ち、戸数は増えているが、人口増加には繋がっていない。やはり、定住して

もらえる環境を整えるためにも、働く場所の確保と移住定住を並行して取り組んでいる必要が

あるのではないか。 

（委員）安田 

○この計画の策定は初めてで、どこまで踏み込んだ内容にするのか定まっていないところである

が、いわゆる行動計画のような平成 32年度の５年間で何をするのかといったスケジュールや目

標の設定は必要ではないか。 

○計画のスケジューリングと７ページの「実施主体の役割」で記載されている各主体の役割をよ

り具体性をもった内容にすることで、より効果的な行動計画となるのではないか。団体の固有

名詞を記載するのは良くないかもしれないが、市はある団体にどういったことを委ねるのか、

またどういった活躍をしてくれればどう変わるのかといったところまで踏み込んで計画に書き

込むことができれば非常に良い計画になると思う。 

（委員）髙嶋 

○雇用促進住宅が平成 33年度までに廃止となる情報がある。入居している方の声としては、現在

住んでいる地域内にある空き家を求めている。ただ単に空き家を斡旋するのではなく、これま

で築いてきたコミュニティのことも考えた空き家の提供が必要ではないか。是非、コミュニテ

ィの確保を視野に入れた空き家対策を講じてほしい。 

（事務局） 

○雇用促進の件については、丹波市では買取らないという意思表示をしている。入居者について

は、空き家や市営住宅への斡旋を進めていきたいと考えている。 

（委員）足立 

○５年後に検証できる内容の計画でなくてはならない。そのためには、数値目標を定める必要が

ある。例えば、空き家をいくら減らすのか、空き家をいくら解体するのか、移住定住者を何組
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呼んでくるのかといった目標値をしっかり定めないと、５年後の計画の見直しや検証に役立た

ないのではないか。 

○空き家バンク事業は、十分宅建業者と連携し、民業を圧迫しないよう調整し運用していってほ

しい。 

○空き家対策計画は、空き家を所有していない人にとっては、全く関係のない計画となってしま

う。個別もしくは別冊として、空き家所有者に向けた計画、地域に向けた計画、事業者に向け

た計画といった形で個々の概要版を作らないと、空き家対策計画自体が曖昧な計画となってし

まう。 

（委員）出町 

○空き家を所有され困っておられる方もいるので、その方向けの議論がもう少しあっても良いの

ではないか。どうしても移住定住に関する議論が多くなってきてしまうが、困っておられる方

向けの支援や施策があれば良いのではないか。 

 

７．その他 

（事務局） 

○今後のスケジュールとしては、次回の審議会は 11月下旬を予定している。次回の審議会では、

最終の空き家対策計画を提示していきたいと考えている。その後、12月の産業建設常任委員会

に報告し、パブリックコメントを実施するというスケジュールを組んでいる。 

 

８．次回審議会開催日程 

・平成 27年度第４回審議会の開催日時を決定。 

  日時：平成 27年 11月 下旬を予定 

  場所：春日住民センター 

 

９．閉会 

 

 

 

 

 

 以上、この議事録要旨が正確であることを証します。 

 

   平成   年   月   日 

 

 

会    長                 ㊞ 

 

 

議事録署名人                 ㊞ 

 

 

  同                    ㊞ 

 


