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平成 28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 29年３月 29日（水） 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）  小森 星児  兵庫県住宅審議会 

 大野 亮祐  丹波市自治会長会 

 柴田 眞里  フローラ法律事務所 

松浪 義明  ㈱松井商事 

 安田 哲也  ㈲ウッズ一級建築士事務所 

 藤原 正治  兵庫県立芸術文化センター 

 伊藤 由紀  市民公募 

 田中 計機  市民公募 

 吉住 渉   丹波市防犯協会 

 出町 慎   関西大学佐治スタジオ 

 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 

（市 長） 谷口 進一 

（副市長） 鬼頭 哲也 

（事務局） 建設部 駒谷部長、 

建設部住まいづくり課 前川課長、荻野係長、糸川主幹 

 

■ 傍聴者 

（一般）１名 

（報道）０名 

 

■ 会議次第 

１ 開会 

２ 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 

 ・平成 28年度空き家対策に係る実績報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・[資料１] 

 ・空き家の利活用と移住者の受け入れに関する自治会アンケート調査結果 ・・・[資料２] 

 ・丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金について ・・・・・・・・・・・・[資料４] 

 ・空き家に付属した農地に係る農地法第３条第２項第５号の別段の面積設定  

  に係る取扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[資料５] 

６ 協議事項 

 ・代執行案件について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[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 
（駒谷建設部長） 
 

２．市長あいさつ 

○本年度は、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策定頂いた、『丹波市空き家等対策計画』の

中で位置づけられている、管理不全対策として、７月に開催した、第１回審議会で『特定

空き家等の判断基準』を審議頂いた。 

○その基準に基づき、地域内で問題になっていた空き家を『特定空き家等』に指定し、助

言・指導に注力した。 

○また、利活用の面では、平成 27年度に実施した、空き家の実態調査の結果を基に、市内に

空き家を所有されている所有者・管理者の方に『意向調査』を行った。さらに自治会へも

アンケート調査を行った。今後は、この調査結果をふまえ、利活用を希望されている空き

家の所有者や自治会と一緒になって、空き家を地域活性化の有効資源として積極的に活用

していきたいと考えている。 

○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、

高いご見識のもと、それぞれのお立場から貴重な意見をいただき、審議をお願いしたい。 
 
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 

（１）平成 28年度空き家対策に係る実績報告について ・・・・・・・・・・・・・[資料１] 

（２）空き家の利活用と移住者の受け入れに関する自治会アンケート調査結果・・・[資料２] 

（３）丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金について・・・・・・・・・・・・[資料４] 

（４）空き家に付属した農地に係る農地法第３条第２項第５号の別段の 

   面積設定に係る取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[資料５] 
 
【主な意見】 

（事務局） 

アンケートの調査結果について報告したが、続いて[資料 4]について説明する。 

（会長） 

○報告事項について内容の濃いものであり、もう少し確認したいところもある。 

○空き家の数が多いと思うが、いろんな問いかけや注文があるように、反応などについて、

事務局から説明願いたい。 

（事務局） 

○去年も自治会長等で、空き家の利活用や除却の話をした時に、自治会としても、空き家を

問題意識されているところは結構多いと感じている。 

○昨日もワンストップ相談報告会を黎明館で行ったが、自治会長さんも来ていただいており、

その中で自治会長さんにご発言いただいた際に、空き家の今後の利活用に興味がある自治

会がいくつかあった。 

○また利活用で交流施設を作ることによって、地域の活性化を行いたいという考えもお持ち

であるということが、このアンケートで見えてきている。 

 



 

- 3 - 

（委員） 

○いろんなバリエーションの成功事例などを、自治会の方や市民の方に具体的に周知してい

くとよいだろう。 

○空家を活用した交流施設についてはどのようにしてよいかわからず、なかなか手を出しに

くいが、実際に分かると不安が減って、やろうという気になることもあるだろう。 

○ＴＶで人生の楽園というものを見たとき、うまくいった例があればケーブルテレビなどで

番組を流すなど取組をされていた。具体的な目に見える例を示して事例を出していけたら

いいと思う。 

（会長） 

○アンケートでは地元の率直な感想をいただいており、調査結果にまとめることができてい

る。 

（委員） 

○いよいよ具体的にできるなという印象を持った。アンケートの件で、先ほど小森会長のほ

うからご発言があったが、意外と積極的な自治会など、件数もまとまっているように数字

上は見える。 

○うちの自治会でも消極的な答えが出るところがあるが、実際には受け入れられる可能性は

あるだろう。 

○自治会長のアンケートの答え方を見ていると温度差があるという印象がある。 

○ぜひもう一歩踏み込んだところでリサーチできると、より具体性がでてくるのではないか。

今回の調査を生かしていくうえでも、もう一歩踏み込んで調査すべきではないかと思う。 

（委員） 

○私の自治会でも、アンケートで自治会長本人が答えている場合は、だいたい各自治会長の

今の考え方を回答しているという状況になっていると思われる。 

○これからは地域の課題として、問題解決していくにはどうしたらいいか考えていくと、も

う一度この結果を踏まえて各自治会でも議論していただくなど、次のステップにできるだ

け持っていけたらよいと思う。 

（会長）  

○数年前に篠山市で空き家問題を研究しておられる島根大学の先生の講演会があった。その

時の話しでは、なるべく自治会長に聞いてはいけないというものだった。なぜなら自治会

長は答えにくいからということだった。 

○自治会自体のことを考えると、断定的な回答はだしにくい。自治会長の解答だけで多いと

か少ないとか、考えてはいけないということであった。 

○自治会長の意見も大事だが、それでは潜在的に見落とされている部分もあるのではないか。

成功例をまず見ていただかないと難しい。みなさんを納得させられる材料になりにくい。 

（市長） 

○私も空き家となっていた家に去年 4月に帰って来て、リフォームして住もうとしている状

況だ。委員の発言のように市内でも空き家の課題の取組については、自治会ごとに温度差

があるように感じる。 

○現に 50年前と比べても人口が 30％以上増えた地区があると思えば、他の地区では半分く

らいになっているところもある。 

○２年後には新しく大きな病院ができるが、その周辺にどうしても人口が集中していくと思

われる。言い方は悪いが、勝ち組と負け組、丹波市内でも過疎化率の問題が同じように出

てくるという懸念がある。 

○当面は人気のあるところに集まるというのもやむを得ない。委員のご発言でもあったよう

に、成功事例みたいなものをぜひ示していきたいと思うし、私自身も成功事例になりたい

と思っている。 
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（会長）  

○住人が都会などに引っ越しして、住まなくなった家をどうするか。再利用するか、あるい

はいずれ帰ってきていただくとか、いろんなシチュエーションがあると思う。 

○地域のことはそこに住んでいる地域の方が一番よく把握されているので、できるだけ住人

が帰ってくるまで、維持しいく方法はないかと思う。農園をするなどいろいろなニーズも

ある。 

○地域の方々の知恵や、場合によればマッチングということでつないでいくことも考えられ

る。 

（副市長）  

○先ほど住まいるバンクや移住相談の報告があった。その中で自治会とのマッチングという

こともあったが、住まいるバンクは空き家の登録をして、見たいという方に提供するとい

うシステムだが、市からその仕組みが周知できていない所があると思っている。 

○単に物件を紹介するというだけではなくて、空き家に住みたいという方が来られた時に、

その地域の自治会長さんに面談をする場を作って、お見合いの機会として設定している。

ここまで丁寧にやっているところは他の自治体でもあまりなく、その辺を自治会長さんに

知っていただいたら、先ほど地域の中に空き家をもっと利用してほしいという、要望もも

っと増えていくのではないかと思う。 

○ちょっと分からないという人も、単に住まいるバンクも物件の紹介だけでないということ

を周知していきたい。 

○また、住まいるバンクのマッチングを見ていると、空き家を購入したいという人よりも、

とりあえず賃貸で数年住んで、そこが気にいったら購入したいという方が多いのでないか

と思う。 

○しかしながら、提供される物件はほとんどが売買物件であり、そこにミスマッチが起こっ

ているのではないか。空き家に住んでみたいという人がたくさんある一方で、売りたいと

いう、なんとか処分したいという人があるけれども、処分の仕方が少し合っていない。 

○空き家の利活用が進んでいくようにしようと思うと、提供する側がもう少し、最初数年は

賃貸で、そのあと、売買でというような柔軟なパターンの空き家が増えてくると、さらに

空き家が利活用されていくのではないかということが分かってきた。これからはそういう

ところをきっちりと説明していく必要があるのだと思う。 

（事務局）  

○先ほど委員の意見で成功事例の具体的なＰＲというのは、様々な媒体で成功事例を紹介し

ていきたい。 

○最近、都会から移住されてきた方の中にはパン屋さんや喫茶店など、いろいろとオープン

されている。そういった人は移住者向けのＨＰ「TURN-WABE」を作っているので、できるだ

け情報発信して、見てもらう機会を作っていきたい。 

○これから自治会長会等に出向いていきたい。自治会にも今年も継続して周知を行っていき

たい。 

（会長)  

○丹波市のシティープロモーションで一番見ていただける部分であるし、またマスコミなど

に載れば見る人の数が飛躍的に増えるだろうから、ぜひ機会をつくり見ていただけるよう

な充実した内容のものを検討できればよい。 

（会長） 

  ○次に、事務局から資料４と資料５について説明願いたい。 

（事務局） 

○資料４「丹波市空き家利活用地域活性化事業補助金について」と資料５「空き家に付属し

た農地に係る農地法第３条第２項第５号に別段の面積設定」について説明 

（会長） 

○資料５の農地の別段面積の設定について、近隣の市町と比較した場合どうか。 
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（事務局） 

近隣の市町で初めて実施したのは宍粟市。そのあと加西市、加東市と続き、丹波市は４番

目となる。篠山市は来年実施される予定だと伺っている。 

（会長） 

○もっと条件の緩いところがあればと思って確認した。ご意見があれば伺いたい。 

（委員） 

○随分掘り下げて動かれているということを実感している。農地の別段面積を１アールにさ

れてから、農地付きの空き家を媒介した例もあるようだ。 

○空き家利活用のアンケートも自治会長会等で、説明していき地道にやっていったらよいと

思う。委員が発言されたように実例や成功した方報告などを見ていただけたら、受け入れ

る側の賛同者も増えてよいのではないだろうか。 

（会長） 

○でも実際にやってみると、小型の耕耘機では１アールでは物足りないかもしれない。もう

少し農地面積がほしいといわれるのではないかとも思われる。とりあえず第一歩というこ

とではないだろうか。 

（会場） 

○資料４について、補助等による整備、新規のほうは別として、古民家再生から今まで随分

と手掛けておられると思うが、新たに市の補助はされるのか。 

（事務局） 

○古民家再生は市単独です。 

（副市長） 

○具体的なニーズがあってこういう現状になっている。とりあえず予算の範囲でということ

で考えている。 

（事務局） 

○どこかの自治会からニーズがあったわけではない。300万円というのは水回り関係を考え

て 300万円という設定をした。雨漏りがある空き家である場合、屋根の修繕の費用まではな

かなかいけないと思われる。 

（会長） 

○この補助金はどれくらいの件数を予定されておられるのか？ 

（事務局） 

○平成 29年度は 2件予定している。 

（会長） 

○２件なら、とりあえずのニーズについては充足できるのではないかと思われる。逆に 2件

申請があるかどうかが心配である。自治会に事業内容が浸透するまで時間がかかるではな

いか。いきなりこういう制度あると説明してもすぐにスタートできるものではないだろう。

実績が上がってくれば件数も増えてくるだろう。 

（会長） 

  ○次に事務局から資料１内の「定住促進住宅整備事業」についての説明を願いたい。 

（事務局） 

○資料１内「定住促進住宅整備事業」について 説明 

（会長） 

  ○報告事項について、他に意見がないようであれば、「６．協議事項」に入ることとする。 

 

６．協議事項 

（１）代執行案件について・・・[資料３] 

（事務局） 

資料 3「代執行案件について」 説明 

（会長） 
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最初に資料の取り扱いについて確認したいが、具体的にここで取り上げることについて、

例えば債権者の氏名とか、当然審議の際には必要かと思うが、資料の掲載内容について、個

人情報保護の観点からどうだろうか？ 

（委員） 

 代執行について具体的に検討を進めていくとすれば、登記簿を見せていただきたいし、そ

こには当然債権者名も載っていることになり、その手続きは原則公開になると思われる。た

だ、すべてここで具体的にやるのがいいのかどうかは慎重に考えるべきだと思う。 

（会長） 

個人情報のある会議資料の提出については、事前に専門家に相談するなど確認していただ

かないと、いきなりここで議題に上がってきて、後で個人情報の取り扱いについて不手際が

あったとなると審議会の運営について問われるところとなる。 

（委員） 

○これを非公開とするか公開とするところなのかは会議の中で協議いただきたい。登記簿に

ついては、公開されているだけでも法務局に行けば誰でも閲覧できるものではあるが、そ

こに載っている情報が行けば閲覧できるということと、公開の場で議論されることに全て

なじむかどうかというのは別の問題である。 

○ある方の不動産にたくさん抵当権がついているという情報は、場合によっては個人的なこ

とになって、登記簿に載っていて法務局に行けば閲覧できるということと、会議の場でそ

の資料を配っても構わないということは実は一致しないということはある。特に、近隣の

ことであり、狭い地域でこれから議論していくと、具体的にどこの誰かという話になって

いく可能性もなくはない。 

（事務局） 

○審議会としてはこのまま公開とし、協議事項の会議資料については抵当権者の氏名が出た

りしているので、会議終了後に回収させていただくことでどうか。会長、お諮りいただき

たい。 

（会長） 

○改めて事務居から提案いただいた。委員会として異議はないと思う。 

（事務局） 

○では後程、協議事項の会議資料（資料３）については回収することとさせていただきたい。 

（会長） 

○確認だが、今回の代執行案件については債権者が市内の金融機関であるが、空き家の債権

者の状況等についても今後対応を考える上で、各委員の意見を聞いて議論するところであ

ると思われる。 

○債権者等の情報は外部に漏れては個人情報の保護の観点からよくないことだと思われるし、

傍聴の問題も含めて、どこまで議論するか考えておかなければならない。 

○委員会としてはできるだけ多くの情報を提供して、各委員の判断を仰ぎたい。それと同時

にいろいろな判例を積み上げていって、今後の委員会が適切に運営できるようにしなけれ

ばならないので、各委員には協議事項を判断いただく上で必要な資料はできるだけ提供す

るという形で進めていきたい。 

○本件の代執行案件について、どうだろうか？これは委員会でも先般現地で確認を行った建

物である。同行された各委員からも現地では問題のある空き家ではないかという意見がで

ていた 

（事務局） 

○今年の雪で、視察いただいた時よりまだひどい状態になった。瓦が道路に落ちてきている。 

 

 

（委員） 
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○沢野の空家について、相続財産管理人に意見を求めることはできるのか？裁判所に記録が

ないということだが。 

（事務局） 

○相続財産管理人で終わっている。文書で裁判所のほうに問い合わせてみたが、破棄してい

るということで回答いただけなかった。 

（委員） 

○裁判所の相続財産管理事件の保存年数は５年で極めて短い。 

（会長） 

○実際に何らかの措置を講ずるにしてどれくらいの費用を見込まれているか。 

（事務局） 

○まだ具体的な金額は算出はしていない。応急的な措置であればシートをかけるとか網をか

けるとかの程度の処置になる。 

○それほど予算はかからないと思っているが、たとえば建物自体を囲ってしまうというよう

な形になると、ある程度費用が発生する。資料として空家特措法の内容と代執行までの手

続きフローを掲載しているので、確認願いたい。 

（会長） 

○今日の協議はどこまで決めていくことになるか？ 

（事務局） 

○今回はあくまで説明で終えたい。今年度(平成 28年度)は今月末で終わりなので、来年度

以降このような案件についての対応を検討いただきたいと考えている。 

（事務局） 

○この物件については、空家特措法の「指導」まで行っている状況なので、今後「勧告」す

るかどうかというのを来年度以降に決めて、必要であれば「命令」、「代執行」という流

れになっていくことになるが、その方向性をこの審議会で協議していくことになる。 

○それは来年度（平成 29年度）になってからになるが、市として今の考え方としてはまだ

除却するところまでは考えていない。 

（会長） 

○しかし当面危険があると知りながら、いつまでそのまま置いておくというもの問題だろう。 

○万一事故が起これば責任を問われかねない。この案件については次の委員会を遅れること

なく開催して協議していかなければならない。 

○委員会の中でなんらかの応急措置がとれるようなことを考えるが、委員会が開かれない

からすすまないことがないようにお願いしたい。 

（事務局） 

○今後、市から「勧告」や「命令」措置となる物件であるとは考えている。 

○所有者が把握できておれば、自分で除却や応急措置をしていただくように助言・指導でき

るが、この物件については相手が確知できないので、法的措置を順次とっていく方向で進

めさせていただきたい。 

○その次の段階に行くときには、各委員に報告をさせていただきたい。 

（会長） 

○空き家特措法が施行されてからまだ２年弱であり、未経験な対応となる。なかなか難しい

とは思うが、とりあえず今日のところはこのような協議事項があったということを確認した。 

○これはもし放置することが危険ということであれば、できるだけ早い機会に委員会として

の意向を明らかにすることとしたい。ここまででご了承いただくということでどうだろう

か？ 

（事務局） 

○具体的に各委員にも機会があれば現地を見ていただき、合わせて危険度の判定についても

確認いただきたい。 
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○以前までは計画を作ったり、判定基準を作っていただいたりという作業をしていただいて

いたが、今後は法律に基づく「勧告」「代執行」というような筋書きのようなことになっ

ている。 

○今後勧告するものなどについてはおそらく行政による代執行が視野に入ってくるものにな

ると思われるので、それについては各委員の皆様に意見を伺って、小委員会の開催も視野

にいれて、その中でも対応について協議いただきたい。 

（会長） 

○これで協議事項は終了したが、委員の皆様から今日の内容やそれ以外でも意見はないか？ 

 

<意見なし> 
 

７．その他 

 

８．次回審議会開催日程 

（事務局） 

次回の委員会の開催日程については、代執行案件の調査の進捗度合いによって今後小森会長と

協議して決定したい。 

 

 

９．閉  会 

 


