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平成 28年度第１回丹波市空き家等対策審議会 議事録（要旨） 
 

 

■ 開催日時 平成 28年７月 19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）  大野 亮祐  丹波市自治会長会 

 小森 星児  兵庫県住宅審議会 

 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 

 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 

 達可 明朗  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 

 俊成 逸司   神戸地方法務局柏原支局 

（市 長） 辻 重五郎 

（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、 

岡崎空家対策専門員、糸川住まいづくり課定住促進係主幹 

 

■ 傍聴者 

（一般）０名 

（報道）０名 

 

■ 会議次第 

１ 開会 

２ 委嘱書交付 

３ 市長あいさつ 

４ 委員自己紹介 

５ 出席職員紹介 

６ 協議事項 

（１）会長の選出 

（２）会長あいさつ 

（３）会議運営要綱、傍聴要領について 

（４）会議の公開・非公開の決定について 

（５）提案事項 

  ①空き家対策に係る施策について・・・・・・・・[資料 1] 

  ②規制部門のスケジュールについて・・・・・・・[資料 2] 

  ③特定空家等の判断基準（案）について・・・・・[資料 3] 

  ④市単独補助金の交付基準（案）について・・・・[資料 4] 

７ その他 

   明石市視察（予定） 

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．委嘱書交付 
  ・市長より委嘱書の交付（新委員） 
    大野亮祐委員、俊成逸司委員 
  ・前回から引き続きお世話になっている委員の方は机上に委嘱書を置かせていただいている。 

 
３．市長あいさつ 

・昨年度は空き家等の適正管理や利活用施策を総合的かつ計画的に実施し、良好な生活環境の

保全と地域の活性化を図ることを目的に『丹波市空き家等対策計画』を策定頂いた。 

・空き家等については、安全面や衛生面、防犯面の観点から問題をもたらすマイナスの要素と、

これを利活用し地域経済の活性化や移住定住などの有用な資源としてのプラスの要素も含ん

でいる。 

・丹波市では、『丹波市空き家等対策計画』に基づき、所有者、地域住民、市の役割を明確に

し、地域活性化の有効資源として積極的に利活用していく。また、利活用することが困難な、

危険家屋については、地域住民と行政が連携・協力し所有者が自主的に解体撤去できるよう、

助言・指導及び支援していく。 

・丹波市には、約１,７５３戸の空き家があり、丹波市住まいるバンクに登録頂いている物件は、

市登録物件で１８件、民間登録物件で１２１件 計１３９件の登録がある。また、この住ま

いるバンクをとおして、７件の成約があった。 

・利活用することが困難な、危険家屋については補助金を利用し、１７件の除却事業を行った。

本年度は、空き家の規制に注力していき、現在の調査対象である４２件に指導・助言するた

めの判断基準をご審議いただきたい。 

・今回の委員の皆様は、それぞれ必要と思われる分野の第一線で活躍されている方々に、前回

に引き続き委嘱させていただいた。安全で安心なまちづくりの推進と良好な生活環境を保全

するための空き家対策について、高い見識のもと、それぞれの立場から貴重な意見をいただ

き、審議をお願いしたい。 
 
４．委員自己紹介 

 

５．出席職員紹介 
 
６．協議事項 
（１）会長の選出 

   駒谷部長より条例 17条第１項に基づき、会長選手の提案。 

   互選により、小森氏を会長に選出。 

   次に、条例第 17条第４項に基づき、職務代理者選出の提案。 

   会長より、髙嶋氏を指名。 

 

（２）会長あいさつ 

   前期は計画等を検討頂き、全国に先駆けて良いものができた。 

今期は特定空家等に対し、強制的な執行も視野にいれて審議していかなければならない。 

 

（３）会議運営要綱、傍聴要領について 

   事務局より資料に基づき提案し、認定。 

 

（４）会議の公開・非公開の決定について 

   原則公開とし、議論が深まり、個人が特定できるような内容になった場合は、 

その時点から非公開とする旨確認する。 
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（５）提案事項 

  ①空き家対策に係る施策について・・・・・・・・[資料 1] 

  ②規制部門のスケジュールについて・・・・・・・[資料 2] 

  ③特定空家等の判断基準（案）について・・・・・[資料 3] 
   ④市単独補助金の交付基準（案）について・・・・[資料 4] 
 

【主な意見】 

（会長） 

○資料３「特定空家等」の判断は基本的に行政が行うことになるが、漏れている箇所（項目）の

有無等が気になるところである。 

（会長） 

○資料１「家の生涯に寄り添った支援を行います」は生涯ではないように思う。家を建てる時、

購入時は関係ないように思う。「生涯に寄り添う」は過大表現ではないか。 

○スマイルバンク事業の中で、建築士、宅建取扱主任等の有資格者がどのタイミングで関わるの

か、ある程度制度化したほうが行政としては安心でないか。専門家の関与が最後にあるだけ、

だが途中で必要ないか。 

（委員）松浪 

○行政から要請があり、業者に物件の割り振りをしてもらっている。現地に行った時に価格、条

件等をその場で話し合っている。 

（会長） 

○不法建築物の確認はどこで行っているのか。 

（事務局） 

○宅建業者でしか確認は行っていない。建築士等の専門家の確認は行っていない。 

（委員）安田 

○住まいるバンクに登録される物件は、住まいるバンクとして取扱うというルールに基づいたも

のか。それとも、取り上げてほしいという希望があれば、登録していくものか。 

（事務局） 

○所有者が市へ登録される。（一社）兵庫県宅地建物取引業協会と協定を結んでおり、業者、市、

所有者の３者で物件の調査を行う。建築基準法上の事はあまり考慮せずに、「住めるか」、

「住めないか」で判断し、住める物件について、登録を進めている。また価額についても、業

者からの報告書を参考に所有者の方が決定している。 

（委員）安田 

○市登録物件と民間登録物件の違いは。 

（事務局） 

○民間登録物件は、市を通さず宅建業者に媒介を依頼されている物件を、協定に基づき住まいる

バンクに掲載している物件。 

（委員）安田 

○市登録物件は、市に依頼があって登録した物件という事か。 

（事務局） 

○そうです。民間には未掲載の物件です。通常、行政が行うバンクは市登録物件だけを扱うケー

スが多いが、丹波市はバンクを利用して頂きたい思いがあり、「市登録物件」、「民間登録物

件」の両方を掲載している。両方あわせて「住まいるバンク」としている。住まいるバンクに

登録頂き、成約されるものについては、各種の補助が利用できる。 
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  そうする事により、空き家を有効活用していき、空き家の所有者の意識を変えていこうとい

う思いがある。 

（委員）安田 

○先ほどの実績の７件の内訳は。 

（事務局） 

○市登録物件 ４件、民間登録物件 ３件 

 昨年の 12月から、開始している。 

（会長） 

○こういうのが出てくるのは、宅建業者がいない地域。例えば農協が宅建業の免許を持っていて、

農協のバックアップを行政が担うのが普通であった。しかし、篠山、丹波では宅建業者が活動

しておられる。それとかち合うのは良くない。 

○田舎暮らしを希望される方が相談に来られた際に、「購入しても大丈夫な物件である」ことを

行政が保証できない。相談に乗ってくれる仕組みがないと、紹介するだけでは不十分な気がす

る。行政が始めたが、農地がついているので農業委員会が許可を出さないため、不成約となる

ケースをよく聞く。 

（副市長） 

○市のバンクに登録していると、市が全て調査済みで、あらゆる事がクリアされて情報が掲載さ

れているから信頼性が高いと思われるが、現実的には市はそこまでの能力を持っていない。そ

こは、決められる時に本人が何らかの形で調べて頂かなければならない。それを調べるための

一定の支援的なものは別途用意しておくが、登録されているものが全て適法であるという事で

はないという事を住まいるバンクの中に記載しておく必要があるのかもしれない。 

○行政がやるものが全てクリアして、信頼性の高いものという事ではない旨をどこかで言ってお

かなければならない。 

（会長） 

○市のバンクなので、誤解が生じないようにお願いしたい。 

（委員）北村 

○民間で相談された場合、「住まいるバンク」への掲載を所有者に確認しているのか。また、掲

載を拒否されたケースはあるか。 

（委員）松浪 

○拒否されたケースはない。補助金の対象になるので、此方から「住まいるバンク」への登録を

促している。購入した方にも、家財を処分したい所有者の方にも補助金がでる。 

（会長） 

○行政がしているサービスについては、何処の課で取り扱っているか程度は相談に応じられるよ

うにしておくべき。 

（会長） 

○資料３について、自治会にはどの程度、説明したのか。 

（事務局） 

○審議会に諮ってからとなるので、自治会には特に詳しく説明していない。 

（委員）大野 

○柏原地域では、細かい内容は別にして、こういうシステムで空き家を無くしていくという説明

は受けた。自治会長は殆ど出席されていたので、認識はされていると思う。 
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（委員）松浪 

○「特定空家等」の判定は誰が行うのか。 

（事務局） 

○市の職員で行う。指導の対象が 42件あり、その中で所有者等の調査が完了しているのが 26件

ある。 

（会長） 

○小委員会の中でも専門家の方にも立ち会って頂き、相談している。 

（委員）松浪 

○何人で判定するのか。 

（事務局） 

○2人で判定しようと考えている。 

（委員）松浪 

○特別な資格等は必要ないのか。 

（事務局） 

○法律では、地域にあったものを作成し、それを基に「特定空家等」を判定するようになってい

る。 

○「勧告」の前には、審議会に諮るように考えている。 

（会長） 

○一度に何十件もの案件を片づける事は出来ないので、客観的に危険度の高いもの、地元から話

の出ているものを優先的に片づけるべき。 

（会長） 

○資料４（除却の市単独の補助金）は、大変珍しい制度。この制度が「空き家問題」だけでなく、

地域の将来を考えた上で役にたってほしい。 

（委員）安田 

○基本的には、「棟」単位という考え方で良いのか。 

（事務局） 

○母屋と一体で考えている。 

（委員）安田 

○蔵を除却したいという相談を受ける事があるが、どういう扱いになるのか。 

（事務局） 

○この補助制度には、当てはまらない。 

（委員）安田 

○蔵が傾いて、道路にはみ出しそうなケースはどうか。 

（事務局） 

○母屋と一緒に除却する場合は対象になる。 

（委員）松浪 

○補助金の 50万円の上下はあるのか。 

（事務局） 

○事業費 200万円以上の場合 50万円となる。事業費の４分の１を補助する仕組みなので、100万

円の事業の場合は、25万円となる。 
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（副市長） 

○危険な家屋の撤去は本来、所有者が第１原則としてやるべき。しかし危険が迫っている時に公

共として、そこにお金を注ぎ込むのも仕方がない中で、母屋でない（住んでない）所を潰した

いからと言われても、そこまで税金を投入するのではなく、所有者で除却願いたい。一体とし

て除却する場合には、税金を注ぎ込むことも止むなし。倉庫だけ等、それぞれの人の都合で、

便利なように使われても困るので一定の制限を設けようとしている。 

（委員）安田 

○周辺の住民、公共の道路等に与える被害をくい止めようとするのが、主たる目的だと思う。地

域住民の声を上手くコントロール出来るようになれば、部分的な除却にも使えるのではないか

と思う。 

（会長） 

○安田委員が言われている主旨は良く解るが、今の話は建築基準法の「危険建築物」になるので、

空き家法、条例に基づいた施策で作る必要がなかった。 

○将来は地域活性化を絡めた進め方も考えられるが、とりあえず、現在の形で進めていきたい。 

 

 

７．その他 

 ①視察について 

（事務局） 

○小委員会又は、会長が指名する方で、明石市への視察を考えている。 

○明石市は、空家法に基づく略式代執行を２件行っている。 

（会長） 

○柴田委員は、本業でもあり、ご意見を頂ければありがたい。 

 

 ②議事録署名人について 

（事務局） 

○事務局案は特になし。 

（会長） 

○名簿の順番で指名。 

 

 

８．次回審議会開催日程 

（事務局） 

○まだ、決めていないが、予定等解れば決めておいた方が良いのでは。 

（会長） 

○今後はかなり、実質的な審議になると思うので、もう暫く先の決定にしたい。 

 

 

９．閉会 

 


