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平成 30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 30年 5月 31日（木） 15時 00分 ～ 16時 30分 

 

■ 開催場所 氷上保健センター2階 ホール 

 

■ 出席者(敬称略・順不同) 

（委員）  小森 星児  兵庫県住宅審議会会長 

      足立 篤夫  丹波市自治会長会副会長 

      清水 陽子  関西学院大学総合政策学部准教授 

 柴田 眞里   フローラ法律事務所弁護士 

 竹内 香織  竹内司法書士行政書士事務所司法書士 

 田口 勝彦  （社）兵庫県宅地建物取引業協会幹事 

  安田 哲也  （有）ウッズ一級建築士事務所一級建築士 

 藤原 正治  兵庫県立芸術文化センター相談役 

 伊藤 由起  公募委員 

 吉住 渉   丹波防犯協会会長 

 出町 慎   関西大学佐治スタジオ研究員 

 黒田 正勝  丹波県民局丹波土木事務所まちづくり参事 

 河南 賢一  神戸地方法務局柏原支局統括登記官 

（事務局） 鬼頭副市長、近藤建設部長   

      住まいづくり課 前川課長、堀内係長、秋山主事 

 

■ 会議次第 

１ 開 会 

２ 委嘱書交付 

３ 副市長あいさつ 

４ 会長あいさつ 

５ 会議の公開・非公開の決定及び傍聴要領について 

６ 報告事項 

  ①平成 29年度空き家対策に係る実績報告について       【資料 1】 

    ②平成 30年度空き家対策に係る施策一覧について       【資料２】 

  ③略式代執行による特定空家の除却について（氷上町成松）   【資料３】 

④青垣町佐治荒神町の特定空家の跡地について        

  相続財産管理人が裁判所により選任（H30.5.11付） 

    丹有法律事務所 弁護士 馬場民生 氏 

７ 協議事項 

  ・青垣町沢野の特定空家の対応について            【資料４】 

                                【回収資料】 

８ その他 

①空き家利活用の事例紹介                  

    ②審議会委員の任期満了について 
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９ 次回審議会開催日程 

 

10 閉 会 
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議 事 概 要  
 

１．開 会 
（近藤建設部長） 

 
２．委嘱書交付 

河南 賢一  神戸地方法務局柏原支局 

 

３．鬼頭副市長あいさつ 

 ・丹波市の 20年先の暮らしについて、市民がどのように選択するか、それを実現するた

めの都市構造がどうあるべきかを検討していこうと進めている。 

 ・丹波市の中心部に、県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合によって新しい病院が建設さ

れ、おそらく 21世最大となるプロジェクトにより、街の姿もいろんなところで変化し

ていくのに対し、20年先の丹波市を見据えたときに、どのような姿にしていくべきかを

現在市では考えようとしている。 

 ・都市の効率的な経営を考えると、国土交通省が提言している「コンパクトシティ」のよ

うに、経済機能や大規模な商業機能、高度な医療や福祉、文化・スポーツ機能など一定

の機能を中心部に集積する必要があるだろう。 

・国土交通省の「コンパクトシティ」は市民も中心部に移り住んでいただいて、住生活機

能を中心部に集積させていこうというものであるが、丹波市では、住まいを中心部に集

めようというところまでは考えておらず、丹波の自然豊かな住み慣れたところに住み続

けてもらうようプランニングしていく方向である。 

・機能だけを集積させるとその機能をどのように使うのかということになるが、今以上の

公共交通網の整備が必要になってくるだろう。 

・また、地域で発生する様々な課題については、それぞれの自治の中で解決できるように

自治機能を高めていくよう支援も必要になってくる。 

・将来的な丹波市の姿は行政だけで考えていくわけにはいかないので、市民の皆様と方向

性きっちりと共有し、共有ができれば方法等について一緒に考えていくよう考えている。 

 ・そこで、住み慣れたところに住み続けてもらうために、空き家をなるべく発生させない、

また、いろんな形で利活用することが必要となってくる。 

 ・このようなことを念頭においていただきながら、全国的に課題となっている空き家の対

策をどのようにすすめていくか、各委員の皆様には十分に議論していただきたい。 

  

４．会長あいさつ 

 ・今回は、当審議会が発足してから２期目となっているが、その２期目の最後の会議とな

る。 

・放置された空き家については、不特定の者が出入りする可能性があり、今後空き家のモ

ニタリングシステムの整備も必要になってくるだろう。 

・住宅ストックの観点からいうと、国は数万人規模の外国人単純労働者を受け入れると言

っているが、空き家の想定していないような利用もあり得ることである。 

 ・適正管理できない空き家については除却すべきであろうが、個人資産ということもあり、

容易には除却できない。空き家は増え続けていく傾向にあるので、今後も大きな社会問

題となり大きな課題となっていくだろう。 

 ・各委員の皆様にはいろいろな情報を交換し、ご意見を伺いたい。 
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５．会議の公開・非公開の決定及び傍聴要領について 

 （会長） 

  原則公開とする…出席委員承認 

 

６．報告事項 

①平成 29年度空き家対策に係る実績報告について     【資料 1】 

 ②平成 30年度空き家対策に係る施策一覧について      【資料 2】 

 

（事務局）堀内係長より説明 

 

【質疑及び意見等】 

（委員） 

  平成 29年度丹波市空き家対策に係る実績報告の 3.助言・指導措置等の特定空家等除却

が 7 件で、H29 補助事業活用による除却 6 件となっているが、1 件はどうなっているのか。 

 

（事務局） 

  1件は補助事業を利用せずに自分で除却されています。 

 

（会長） 

  丹波市の空き家施策は制度面ではとても行き届いていると思う。担当課の対応も良いと

伺っている。今後ともぜひ良い対応を続けていただきたい。 

 

 

 ③略式代執行による特定空家の除去について（氷上町成松） 【資料 3】 

 ④青垣町佐治荒神町の特定空家の跡地について 

   相続財産管理人が裁判所により選任（H30.5.11付） 

     丹有法律事務所 弁護士 馬場 民生 

 

（事務局）堀内係長より説明 

 

【質疑及び意見等】 

（会長）  

  市道等に倒壊の恐れのある危険な空き家については、法的な措置についてほぼ順調に対

応していただいている。資料 3の除却後の写真の正面と左手の家は空き家になっている状

況と思うが、空き家を除去しただけではこの地区の問題が解決したことにはならず、危険

な空き家は除却できたが、周辺の空き家については管理面での問題は残っているだろう。 

 

（事務局） 

  左の空き家は所有者と連絡がつき管理していただいているが、奥の空き家については、

除却した建物と同じ所有者で所有者が存在しない空き家となっている。現在のところ直ち

に倒壊の危険がなく、周辺の住民に影響がないため除却していないが、2階の屋根部分が

沈んでいるようで、後々は倒壊する可能性について懸念されるところである。 
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（会長） 

  奥の家はどこがどうなのかわからない。道路に面していないので、倒壊して第 3者に迷

惑をということも言いにくい。空き家を除却して空き家が出てきたということである。 

 

（委員） 

  奥の建物も土地と建物の所有者が違うのか？ 

 

（事務局） 

  建物と土地の所有者は別である。さらに手前と奥では土地の所有者が違う。 

 

 

７．協議事項 

 ・青垣町沢野の特定空家の対応について  【資料 4】 

                     【回収資料】 

(事務局)堀内係長より説明 

   ・青垣町沢野の特定空家の対応について 

 

【質疑及び意見等】 

（委員） 

 ・時効かどうか不明だが、その可能性は高い。時効にかかっているとはいえ、相手が承諾

しないと抹消手続については交渉になるので、高額での処分ができない可能性がある。 

・債権者があっても事実上、任意売却はやりづらいという想像する。時効の効力がなくて

も抹消料などを要求する可能性はある。また、訴訟すれば手間とコストがかかる。 

・現時点でこのような空き家は数年後に必ず悪くなって、放っておけばいつか倒壊する、

というのは、ほかにも存在する管理不全の空き家でもそうだが、同じようなことが今後

どれくらい起こってくるのか気になるところ。どのようなスタンスで対応していくのか

難しいところだ。 

 

（会長） 

 ・外見がしっかりしているからといって大丈夫とは言えない。解体か応急措置かの判断は

委員会としては責任が持てないため、行政で判断してほしいが、実施される場合の助言

はしていきたい。 

 ・この空き家については、家の３方向が市道という大変難儀な空き家でありこのような空

き家の特殊性も考慮しなければいけない。 

 ・最終的には、改めて技術的な面について、小委員会を通じて確認をしてきたいと思う。 

 ・当委員会の今後の方向性にも関わることになるので、各委員様においてもどのような点

に考慮すべきか、ご意見をいただきたい。 

 

（委員） 

 ・両隣の家の所有者について、隣の土地は欲しいものなので、資金的に賄えることが可能

な方であれば、跡地も購入する可能性もあるのではないだろうか？購入希望について確

かめる方法はないだろうか？ 
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（委員） 

・相続財産管理人が、土地を処分にするにあたり両隣りの家の方に購入について声掛けを

するのは基本的な活動である。 

・相続財産管理人を立てても、解体費用を全て回収することは難しいかもしれないが、声

をかけてみてもいいのではないかと思う。 

・自治会や隣人等に声をかけると、当時のやり取りが分かるかもしれない。 

 

（事務局） 

 ・隣の家と当該空き家は 50㎝くらい迫って隣接している箇所もある。自治会からも要望

が出ているので、自治会長を通じて打診することも可能ではないかと考えている。 

・各委員おっしゃられるように、更地となれば、近隣の方で土地の購入希望者が出てくる

かもしれない。 

 

（事務局） 

 以前、この物件の相続財産管理人をされていた方の事務所に確認したところ、債権者 

の方が売却処分できる見込があったようで、それは阪神間の方が日本海側に釣りに行くと

きの宿舎として活用しての算段があったようであるが、そのまま売れ残ってしまったよう

である。 

 

（事務局） 

  相続財産管理人が選任されているときは、この空き家の管理をされていたようであるが、

当該管理人が退職されてからは、誰も管理する者がいなくなり、放置された状態となって

いる。 

  

（委員） 

・屋根瓦の落下状況をみると、屋根全体が危険な状態であると予想できる。外見上建って

いるように見えるが、建物としては危険な状況ではないだろうか。 

・形が残っているけど、危険であるというのをどのように評価するかとういのは基準が難

しい。建物の中の状況を確認し、危険であることの裏付けができれば、その評価をもと

に除却に向けて判断ができると思うが、誰がどういう立場でやるのかが問題となってき

ている。 

 

（委員） 

 ・市のほうで把握している倒壊の恐れがある危険な建物を現地で確認させてもらえないだ

ろうか？なぜ、この空き家が第 1候補となっているのか？ 

・事例を集めて当該物件を解体する必要がある危険な空き家であることの裏付けの判断材

料として炙り出していく必要があると考える。 

 

（事務局） 

 ・今指導が必要な建物はこの建物と氷上にもある。氷上の建物は所有者による修繕の途中

であるので、継続した適正管理をお願いしているところである。 

・敷地の中で倒壊しかかっているものが何戸かあるが、近隣住民に危険が及ぶために解体

撤去を指導するような案件は今の所ない。しかしながら、潜在的なものはあるかもしれ

ないが、把握しているところで一番危険なのが沢野の当該空き家である。 
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（事務局） 

 ・見た目がひどい空き家は何件かある。この中で道路に面しているかどうかが重要視する

こところであって、あとは近隣の住民にどれだけ影響があるかが問題である。 

・当該空き家よりももっと倒壊が進んでいる空き家はあるが、優先順位でいえば当該空き

家が高いと判断している。 

 

（委員） 

 ・ケースバイケースで判断すると次の例の判断が難しい。略式代執行による除却をするの

だとすると、そのフローに則ることができるようであれば実施すればいいと思う。 

・特定空家に認定をしているものの点数の付け方がどうであったのか、特定空家の点数が

高いかなど、客観的な指標の下に判断材料でしていかないと今後の対応が難しくなるの

ではないだろうか。 

・今回の案件の場合、3方向に接道している状況であるので、優先度が高い説明はつくの

ではないかと思う。 

 

（委員） 

・誰がどうやって判断するのかが、今後のことを考えるとある程度決めた方がいいのかも

しれない。 

 

（会長） 

 ・丹波市の場合、国に先駆けて条例を作りそして審議会を設置したが、その際には住民の

皆様がどう訴え、どう望んでおられるかを重視した。 

・一度は中を見せていただきたいと考えるがその点について、担当課の方でご検討いただ

きたい。 

・道路 3面に面しているのは極めて稀な事例である。倒壊した場合、すぐに第三者に被害

が及ぶことが予想されるので優先順位としては高いと考える。 

 

（事務局） 

  小委員会でもう一度現場を確認していただきたい。建物の内部の立入調査については、

実施できるかは法令等確認した上で、外見及び内部の状況の確認をしていただいて、市で

判断をしていきたい。小委員会には副市長も同席していただくよう調整する。 

 

（会長） 

  この件についてはなるべく早く次のステップへ移行していただきたい。 

 

（委員） 

  この空き家については、左下の写真の道路は子どもの通学路、右下の白い建物は地域の

公民館であり、子どもや地域の住民の方の往来が多い道路であるため、早急に倒壊による

事故を未然に防ぐ必要があると考える。 
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８ その他 

 ①空き家利活用の事例紹介                  

②審議会委員の任期満了について 

 

（事務局）堀内係長より説明 

①空き家利活用の事例紹介                  

②審議会委員の任期満了について 

  ・定住促進住宅の上新庄、中山、白毫寺、30年度整備（2件分）について説明 

  ・パンフレット「住み継人」の紹介等 

  ・審議会委員の任期が 2年となり、平成 30年 6月 30日までが任期となっている。 

 

９ 次回審議会開催日程 

 

（事務局） 

 ・次回の日程については、新しい委員の方の日程調整をし、改めて連絡を差し上げたい。

6月中に小委員会を実施し、7月中に審議会を実施したいと考えている。 

 

 

 

10 閉 会 

   近藤建設部長 


