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平成 30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 30 年 8 月 9 日（木） 9 時 30 分 ～ 11 時 00 分 

 

■ 開催場所 氷上保健センター2 階 会議室 

 

■ 出席者(敬称略・順不同) 

（委員）小森 星児  兵庫県住宅審議会会長 

    足立 篤夫  丹波市自治会長会副会長 

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 

吉住 渉   丹波防犯協会会長 

大越 節美  （一財）神楽自治振興会移住推進コーディネーター 

黒田 正勝  丹波県民局丹波土木事務所まちづくり参事 

 

（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 

 

■ 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 副市長あいさつ 

４ 委員自己紹介 

５ 会長の選出について 

(1)会長の選出 

(2)職務代理者の指名 

６ 会議の公開・非公開の決定及び傍聴要領について 

７ 協議事項 

・青垣町沢野の特定空家の対応について                     【資料１】 

・平成30年度第1回空き家等対策審議会小委員会報告   【資料２】 

【回収資料】 

８ その他  

・空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について 【資料３】 

・地方公共団体の空き家対策取組事例                       【資料４】 

９ 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 

小森星児 委員 ほか、委員 14 名 

鬼頭副市長より委嘱書交付 

 

３ 鬼頭副市長あいさつ 

・今年度第２回目の審議会となる。各委員の皆さまには２年間、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。 

・平成 27年に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されて３年が経過。特措法

に基づき、丹波市も早々に空き家等対策計画策定した。（全国的には３月末時点で

44％の策定率） 

・略式代執行よる除却等を実施したのは全国的には 4.5％ほど。丹波市では２件、略

式代執行を実施している。 

・危険な空き家を除却するのは労力と費用がかかるため、空き家になることを防ぐこ

と、危険な空き家にならないよう管理していただくこと、住み継がれていくこと、

地域で活用されることがよいと考えている。 

・丹波市空き家バンク（住まいるバンク）は、市登録物件について、平成 27年度 12

件、平成 28年度 34件、平成 29年度 32件、平成 30年度７月末現在で８件と、80

件以上登録され、利用者登録も増えており、順調に件数が伸びている。市登録物件

の成約件数は、平成 27年度３件、平成 28年度６件、平成 29年度 13件、平成 30年

度７月末現在で４件である。公的自治体の運営であることから一定の信頼を得てお

り、登録件数の増加や成約につながっているのではと推測している。 

・市では空き家が社会の資源として適切に活用される状況を作っていきたいと考えて

いるので、利活用などの施策に対しても様々なご意見をいただきたい。 

 

４ 委員自己紹介 

 

５ 会長の選出について 

・近藤建設部長より「丹波市空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例」第

17条第１項に基づき、会長選出の提案  

→ 互選により、小森星児委員を会長に選出。 

・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、藤原正治委員を指名。 
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【会長あいさつ】 

・４年間会長を務めてきた経験から、空き家は１件１件難しい問題を抱えていること

が分かった。 

・諸外国では「空き家＝犯罪」につながる可能性が高いと思われているため比較的空

き家対策が充実しているようであるが、日本は諸外国に比べて空き家に対する支援

が少ないように感じる。 

・各委員の皆さんの力を借りより充実した審議会になればと思う。 

 

６ 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 

 

７ 協議事項 

・青垣町沢野の特定空家の対応について 【資料１】 

【資料２】 

【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 

【説明内容】 

・昨年度から審議しており、今年度第１回審議会(5月 31日開催)では、小委員会で

現地を確認し、審議するという結論に至った案件。 

・数年前より自治会から苦情がきている空き家。老朽化により市道に瓦が落下してい

る状況。三方が市道に囲まれており、また建物が市道ぎりぎりにある築 60年が経

過する建物。 

・所有者が死亡後、相続人は相続放棄された。平成 13年１月 24日に相続財産管理人

が選任され任意売却の方向で管理人としての活動を５年ほどされたが、売却に至ら

ず。既に管理人を退職され、現在はお亡くなりになっている。登記簿上では相続財

産として残っており、現在の所有者が確知できない状況になっている。 

・昨年度の審議会では屋根瓦落下の応急措置を行うべきというご意見をいただき、屋

根瓦落下防止の応急措置を試算をしたところ、100万円を超える費用が必要となっ

たため、当該空き家の対応については略式代執行を視野に入れての検討が必要では

と判断した。 

・所有者は前述のとおり不存在であり、所有者その他の債権者からの空き家の危険防

止措置等は期待できない。また当該空き家は年々劣化しており、改善するとは考え

にくい状況になっており、危険を回避するためには応急措置又は略式代執行による

除却措置などが必要である。 

・当該空き家は、ただちに倒壊の危険性があるわけではないが、雨漏り等により老朽

化がすすみ、建物自体の傾きも見られるため、数年後には倒壊の恐れがある。現時
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点での解体・除却が妥当なのか検討する必要がある。また、危険回避措置として、

費用をかけて応急措置をする必要があるのかも論点となる。 

・土地と建物の所有者は同じ。除却後の土地については、昨年度、青垣町佐治で行っ

た略式代執行による空き家の除却と同様に、相続財産管理人を申し立て、土地の処

分が可能であると考えられる。しかし、土地は抵当権が設定されているので、クリ

アすべき問題となる。 

・小委員会おいて、現在の建物状況の客観的な判断をするため、本年 6月 29日現場

確認を行った。前の相続財産管理人のご遺族により勝手口のカギを借用し、安田委

員立会いのもと、７月 26日に立ち入り調査を実施した。 

 

【質疑及び意見等】 

（委員） 

・小委員会で現地調査を行ったときは、内部の調査ができなかったため、外観目視で

の評価を行った。日を改め７月 26日に内部調査を実施した。 

・建物の劣化そのものより、屋根の劣化が著しい。屋根瓦の耐用年数が超過している

ことが原因である。また、地盤の傾斜により主要な構造部の柱が傾いている状況が

見受けられた。 

・維持保全をするためには、屋根を全面的に葺き替える必要がある。屋根にシートを

被せる対応は、緊急措置として効果はあるかもしれないが、数年しかその効果を発

揮しないので、結局のところ将来被害が拡大するであろうと考えられる。 

 

（委員） 

・仮に屋根の葺き替えをした場合、費用はどのくらいかかるのだろうか？ 

 

（委員） 

・瓦だけでなく屋根下地から修理する必要があるので、除却費用（試算で約 320万円）

と同等以上になると考えられる。 

 

（委員） 

・費用面からすると屋根の修繕は採算がとれない、合理的ではないということか？ 

 

（委員） 

・誰が修繕するかによるが、築年数と屋根の劣化度合からして、全面的な屋根改修と

なるとあまり現実的でないと考える。 

 

（会長） 

・小委員会で現地確認をしたが、現状のままで当該物件が改善する見込みはない。放

置すると危険であり、いずれは除却する必要があるが、相続人不存在のため除却す

る者がいない。また、３方が道に面している珍しい土地である。 
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・丹波市においては一番優先的に対応すべき空き家である。現在のところ、他に早急

に対応すべき事例もないようである。審議会としては早い段階で解体撤去が妥当で

あると考えるが、行政がどう判断するかによる。 

 

（事務局） 

・小委員会で、小森会長より地元自治会等で活用できないかというご意見と、藤原委

員より除却後の土地の購入希望がないか自治会を通じて確認してみてはどうかと

のご意見をいただいたことから、先日地元自治会長に相談した。 

・地域で活用するという点に関しては、具体的に活用するという意見はいただけなか

ったが、除却後の跡地は近隣で購入する方がいるかお声掛けをしていただけるとの

ことだった。 

 

（委員） 

・沢野自治会が要望していることだけを対処してはどうか。（瓦が落ちないようにす

ることだけ対応する。）自治会が市に全て任せている状況はよくない。地元自治会

との協議が必要ではないか。 

 

（委員） 

・建物を調査した結果を地元自治会に示し、市の考えが説明されるのだろう。 

・建物の内装だけ見ると、多額の費用さえかければ利用できそうな状況ではあるが、

現実的に費用をかけて利用する方があるというのは考えにくい。 

・専門家として、客観的に危ない建物であると言えるのか、倒壊の危険があるのかは

断言しにくいと感じたが、逆に安全な建物であるとは言えない。 

・誰がどういう視点で建物を評価するのか、基準を決めておく必要がある。 

 

（会長） 

・特定空家で、所有者がいない案件が審議会で審議される。所有者がいない空き家に

対してのみ、法に基づいた略式代執行などの措置すべき対応策を検討している。 

・審議会としては、本件が略式代執行に進むことについて同意する。ただし、具体的

な対応（自治会との協議や手続きについて）は行政が決めることである。審議会で

の意見をもとに行政での決断をお願いしたい。 

 

（委員） 

・「特定空家の所有者や管理者が特定できないため法的な手続きをとならければいけ

ない」という略式代執行に至るまでの根拠を示していかないといけない。自治会か

らの要望を行政が安易に受け入れているという話にならないようにしないといけ

ない。 
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（事務局） 

・代執行については、略式代執行と行政代執行の２つがある。指導・助言・勧告・命

令等を行う相手方がいない場合は略式代執行、相手方がいる場合は手順にのっとり

行政代執行を実施することになる。 

・略式代執行については、費用回収ができる場合とできない場合があるため、実施に

ついての判断を慎重に行う必要がある。行政代執行については、相手方が勧告・命

令等に応じない場合に行い、費用回収については相手方から強制徴収することとな

る。丹波市においては、行政代執行の事例は今のところないが、必要なケースがで

てくれば今後実施する可能性はある。 

・今回の案件については、所有者がいないため略式代執行の手続きをとっての解体除

却について検討している。300万円以上の公費を投入することとなるが、費用が回

収できるように相続財産管理制度や国の補助制度の利用など、市の負担を軽減する

よう努める。 

 

（委員） 

・空き家が増えている現状であり、今後略式代執行で対応せざるを得ない案件がさら

に増加すると考えられるため、慎重に対応するべきである。 

 

（事務局） 

・相続放棄をされた方は債権債務がなくなることが通例である。助言指導をした時点

で相続放棄をされるケースもあり、行政としても対応に悩んでいる状況である。 

・略式代執行は倒壊の危険性があることや、公道や通学路に面しているなどの危険度

の高い特定空家のみ対応している。しかし、公費を投入し実施するものであるから、

ご指摘のとおり判断基準を明確にして対応していく必要があると考えている。 

 

（副市長） 

・行政として、なぜこの建物が略式代執行に至ったか判断基準を明確にしておく。ま

た、審議会から除却すべきという意見をいただいているが、すぐ除却に踏み切るの

ではなく、除却以外で対処する方法があるかも含めて地元自治会と協議し、慎重に

進めていく。 

・本件は倒壊の危険性が差し迫っていないが、安全性を考慮すると除却すべき建物な

のか？除却すべき理由とは何であろうか？ 

 

（委員） 

・本件は、周りの市道に瓦が落ちてくることが問題となっており、被害が拡大すると

いう点において、倒壊に限らず瓦が飛散する可能性や部分的に倒壊する可能性もあ

る。 

・屋根の劣化が著しいため、時間が経つとさらに瓦が落下してくる。この問題を改善

するためには、屋根を葺き替える、もしくはシートをかけるなどいろんな手段はあ
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るだろうが、築 60年の建物に屋根の葺き替えなどを行うことについては、相当高

額なコストがかかること、放置すると劣化が進むことを総合的に判断すれば、一つ

の手段として除却が挙げられる。 

・現時点で倒壊するとは言えないが、倒壊しないことがこの建物が安全であるという

判断とはならない。 

 

（副市長） 

・今課題となっている「安全性をどう担保するか」という点において、屋根の修繕等

の手段がある。いくつかある対策手段のひとつとして、修繕には費用がかかるので、

合理的な対策案が除却である、と委員からご提案いただいている。 

・仮に屋根の修繕をしたとして、当該物件に誰かが住む予定がないことや、地域で活

用する予定がないのであれば、建物に公費を投入し財産形成としての価値を上げる

のは難しいかと考える。 

 

（委員） 

・除却することになれば、除却後、更地となった土地は現状よりも場所としての価値

が高まることの合意形成や、土地の活用方法などを地域で話し合いをした方がよい

のではないか。 

 

（事務局） 

・本件の問題は、道路に瓦が落ち、道路の役割を果たせていないことである。放置し

ておくわけにはいかないが、所有者がいないため市が対策を講じるしかない。市民

の安全のため、危険度によって対応を考える必要がある。 

 

（委員） 

・除却後の更地の活用について、立地によっては土地活用が難しい場合がある。しか

し、特定空家がある近隣住民の危険度はどの地域も変わらないので、一律に地域で

活用するための基準を定めるのではなく、地域により柔軟に対応できる方向性を考

えていただければありがたい。 

 

（会長） 

・審議会としては除却する方向で、最終的に市の判断に任せる。今後出てくる案件に

対しては、緊急性のある案件を取り上げ検討することとしたいが、それでよいか？ 

 

<各委員、異議なし> 

 

 

８ その他 

①空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について【資料３】 
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（事務局）堀内係長より説明…空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等に

ついて 

【説明内容】 

・空き家等対策計画の策定状況は、施行されて３年であるが、全国的にはまだまだ

策定が進んでいない現状である。 

・略式代執行は、実施した市町村はまだまだ少ない。兵庫県は全国的にみると実施

件数が多いほうである。 

 

②地方公共団体の空き家対策取組事例【資料４】 

（事務局）堀内係長より説明…地方公共団体の空き家対策取組事例 

 

【説明内容】 

・略式代執行の事例として、除却費用が高額であり費用回収が見込めないが、倒壊の

可能性が高いため除却されている事例、草木の繁茂により生活環境に悪影響を及ぼ

しており、緊急性が高いと判断され、草木の除去のみ実施した事例などを紹介。 

・財産管理制度の活用事例として、丹波市は佐治の略式代執行では財産管理制度に基

づき、任意売却を進めている。 

・丹波市では条例上命令する場合に審議会の意見を伺うとなっているが、所有者にと

って勧告されると固定資産税の軽減措置から外れ負担が大きくなることから、勧告

するときから審議会に諮り、ご意見をいただきたいと考えている。 

 

 

９ 閉 会 

 

 


