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令和２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 令和 3年 3月 1日（月） 15時 00分 ～ 16時 30分 

■ 開催場所 丹波市役所本庁舎第１会議室（一部オンライン） 

■ 出席者(敬称略・順不同) 

（委員）  小森 星児  神戸商科大学名誉教授 

      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 総合政策学部大学教授 

      柴田 眞里   フローラ法律事務所弁護士 ※オンライン参加 

      田口 勝彦  （社）兵庫県宅地建物取引業協会幹事  

      藤原 正治  兵庫県立芸術文化センター相談役 

      西垣 雄一  公募委員 

      蘆田 成人  公募委員 ※オンライン参加 

      吉住 渉   丹波防犯協会会長 

      中川 ﾌｪﾃﾚｳｵﾙｸ （一社）Ｂｅ代表理事 

      出町 慎   NPO法人佐治倶楽部代表理事 

      當舎 良章   丹波県民局丹波土木事務所まちづくり参事 

      藤井 宏行  神戸地方法務局柏原支局統括登記官 

      慎  淑惠  元丹波市地域起こし協力隊員 

（事務局）細見副市長、岡林部長、高見課長、堀内係長、酒井主事 

 

■ 傍聴者 

  （一般）0名  (報道) 0名 

■ 会議次第 

１ 開 会 

２ 副市長あいさつ 

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 協議事項 

①略式代執行による特定空家等の除却について      【資料１】【回収資料】 

②丹波市空き家等対策計画について 

   ・改訂版の策定について                   【資料２】 

   ・空き家対策の実施に関する取組等について          【資料３】 

６ その他 

 ・空き家対策実態調査結果について（行政代執行事例抜粋）     【資料４】 

   (H31.1総務省行政評価局調査) 

 ７ 閉 会 
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議 事 概 要  

 

１．開 会 

 

２．副市長あいさつ 

 ・平成 28 年 3 月に策定した「丹波市空き家等対策計画」は、今年度末でちょうど 5 年

が経過する。計画では中間年で取組内容を評価・検証し、計画期間や具体的な施策に

ついて見直しの必要性を検討し、計画内容の改定を行うとしており、今年度から来年

度にかけて、審議会委員の皆様に取組内容の評価・検証をお願いします。 

 ・その検証結果や、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正内容などを踏まえ、

空き家対策計画の改定を令和５年度に行えないかと考えており、本日の審議会では改

定までのスケジュールや必要な作業内容を提案させていく予定です。 

 ・その他本日は、丹波市で４例目の略式代執行についてご審議願います。 

 ・略式代執行による除却は、丹波市では他の自治体と比較しても積極的に取り組んでい

ますが、市内には所有者の所在は確知できており、助言・指導を行っているものの、

まだ対応していただいていない管理不全な空き家が存在しています。 

・今後、年月の経過とともに老朽化が進捗し、さらに危険な状態になった場合は、法に

基づき勧告・命令による除却を促し、それでも対応いただけない空き家は、行政代執

行の措置をとっていくことも検討していけないと考えています。 

・行政代執行を行う場合、措置費用の回収について大きな課題があるが、市民に及ぼす

危険性を排除することも行政の担う役割でもあることから、きっちりと対応していき

たいと考えております。 

 

３．会長あいさつ 

   ・審議会の業務が少しずつ軌道にのっているのではないかと感じています。 

   ・審議しなければならない空き家はまだ多くありそうで、様々な問題も出てくる可能性

があることから、これからが本番であろうと思います。 

   ・我々委員も一つひとつ経験を積み重ねて、空き家問題に対応できる知識を蓄えて課題

や問題の解決をしていきたい。 

   ・先進的に取り組んできた施策については、他の同じ問題を抱える市町村のモデルにな

って我々の成果を見てほしいと思います。 

 

４．会議の公開・非公開の決定及び傍聴要領について 

   原則公開とする…全委員承認 

 

５．協議事項 

①略式代執行による特定空家等の除却について      【資料１】【回収資料】 

(事務局）より説明 

【説明内容】 

・今年度第 1 回目の審議会(8 月 6 日開催)では勧告案件として説明をさせていただいてい
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た案件です。 

・当時は所有者の所在が確知できる状態であろうということで手続きを進めていくように

考えていましたが、その後の調査により所有者が行方不明であることが判明しました。 

・当該空き家は敷地内に３棟あり、どの建物も倒壊が始まっており危険な状態となってい

ます。 

・登記簿で確認したところ、土地と建物には抵当権が設定されており、また市も滞納処分

による差押えを行っている状態です。 

・建物の現状については本日の資料に添付しており、苦情通報を受けて以降の写真も掲載

させてもらっています。また、ドローンを用いて今年の２月 10日に空撮を行っており、

前面画面に描写するのでご覧ください。 

・母屋の後ろ側が昨年の８月に倒壊したようです。周辺にも倒壊する音が聞こえたそうで、

地元自治会長からもすぐに通報がありました。 

・本日、この会議開催前に当審議会の小委員会委員である小森会長ほか、出町委員、當舎

委員に現地を確認していただいたので、後ほど補足説明をお願いしたいです。 

・所有者の調査状況について、前回審議会での報告分以降を資料に記載していますが、所

有者が所在していると思われる居所の現地訪問を行ったところ、本人は居住しておりま

せんでした。 

・今回、略式代執行で除却を行う理由としては、老朽化により倒壊のおそれが高い、倒壊

した場合、前面の市道を通行する方や建物横にある倉庫に危険が及ぶことから、危険を

回避するには除却しか方法がないという点です。 

・土地は建物所有者と同一人物であり、空き家を除却した後は空き地となりますが、市が

差押えをおこなっていることから、換価価値があれば公売による土地の処分を検討した

いと考えます。 

・除却費用については、本来であれば所有者から徴収することになりますが、所有者が行

方不明であることから徴収できる可能性は低いですが、所有者の所在が確知できれば所

有者に対して費用請求することになります。 

  ・公告については市役所掲示板やホームページ等による。また期間については１カ月とす

る予定です。 

  ・事前の立入調査は、建物が危険な状態であるため行っておりません。代執行宣言の後、

除却作業に入る段階で動産等の調査を行いたいと考えています。換価価値のある物や処

分がためらわれる物については、市で一定期間保管することとします。 

  ・スケジュールについては、４月下旬頃には代執行宣言をして６月下旬には除却が完了す

る予定としていますが、これは最短のスケジュールであり、若干遅れることもあります。 

  ・手続きをしている段階で、所有者の所在が確知できた場合は、略式代執行ではなく通常

の行政代執行の手順を踏む必要があることから、その場合除却時期は遅くなることにな

ります。 

【質疑及び意見等】 

(委員) 

・これ（特定空家等の状況動画）は道路側から撮影したものですか？ 
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(事務局) 

・はい、そうです。 

(委員) 

    ・住居だということですが、画像を見る限りかなり損壊状況がひどい状態であるようで

す。建物所有者はどこに住まわれていたのですか？ 

    (事務局) 

    ・所有者については現在居住しておらず、住民票を置いたまま転居している状態です。 

    (委員) 

    ・ここは空き家という事でよかったですか？ 

    (事務局) 

・空き家です。また、同じ地域に同じ所有者の別の建物が存在し住民票はそちらに置いて

おられましたが、居住実態はなく空き家になっています。なお、住民票は平成 22年に職

権消除となっています。 

(委員) 

・確認ですが、住民票・戸籍の附票・登記簿上の借り入れ等の情報を全部もってしても、

所有者の所在は不明ということですか？ 

(事務局) 

 ・そのとおりです。 

(会長) 

 ・審議会の開催前に、２名の審議会委員にご同行していただき、現地を確認しました。こ

の空き家は４年程前にも一度現地を確認していますが、４年間で空き家の状態が非常に

悪くなってしまっています。 

 ・これは、倒壊まで時間的余裕がなく一刻を争う状況になっているという印象を受けまし

た。 

(委員) 

 ・自分も４年前に会長と一緒に現地確認をしましたが、空き家の老朽化がひどく、梁や柱

の構造体の損傷が激しいことから、地震の発生や強風が吹いた場合は倒壊する可能性が

高いと思われます。 

 ・一刻もはやく除却をすすめていくべきであると感じています。 

(委員) 

 ・初めて現場を見ましたが、後ろ側は既に倒壊していることから、６月に入れば梅雨にな

るし、９月・１０月は台風シーズンになります。前面市道のほか空き家のすぐ北側に倉

庫があることから、そちらに倒壊すると当然被害が出ると思われますので、適切に対応

すべきであると思います。 

(会長) 

 ・今のご意見を踏まえ、委員の皆様方から質問や意見があれば伺いたいです。 

(委員) 

・裏にもう一つ、同じ所有者の空き家があるという説明でしたが、こちらはどの様な状況

ですか？ 



 5 / 12 

 

(事務局) 

・もう一つの空き家は、木造瓦葺２階建ての住居で、敷地の真ん中に存在しており、草が

建物を覆うほど繁茂しています。建物の損耗具合は草木で見えないため分かりません

が、直ちに倒壊等する状態には見えません。 

・将来的には同じような形で倒壊するおそれはあるかもですが、敷地が広いため、倒壊に

よって周囲に影響を及ぼす可能性は少ないと現時点では見ています。 

(会長) 

・そちらの家は立ち入りできないので、倒壊するかどうかは分からいませんが、少なくと

も道路側に危険が及ぶことは、建物高さや敷地面積から言って考えにくいと思います。

どういう訳かこの辺りは空き家が集中している状態です。 

(委員) 

・費用の回収も考えないといけないので、売れる土地かを考えたときに、将来的に倒壊す

る可能性のある空き家の近くの土地を買われる方がいるのかという懸念がありました。 

・ただ、この建物に関しては、私自身も個人的な考えでは早く壊してしまった方がいいと

は思っていますが、そういった今後の費用回収の点について危惧しています。 

(事務局) 

・実際にこういった土地を買われる方というのは、一般的なケースでいうと近隣の方が買わ

れる可能性が高いと思われます。地元自治会長には今後の予定という事で声掛けはしてい

ます。 

・どなたか購入希望のある方が現れたら良いですが、残念ながらその可能性は現時点では

あまり高くないと思っています。 

(委員) 

・これまでに代執行を行ったものに関して回収状況ってどうなっていますか？ 

(事務局) 

・１件目に青垣町佐治で平成 29年 9月に、２件目が氷上町成松で平成 30年 2月に、３件

目は青垣町沢野で平成 30年 9月に実施しています。 

・費用回収状況について、１件目の青垣町佐治のケースは除却した後の土地を購入したい

という方が現れたので、市が相続財産管理人の選任申立てを行い、その方が購入希望者

に対して売買し、代金は一旦管理人に入りますが、その管理人に入った代金について、

市が債権者として請求し、除却費用の一部をいただき債権回収を行っています。除却費

用 210万円の内 150万円程は回収できましたが、その時点で回収できる財産がなくなっ

たので、残りは回収できなくなりました。 

・２件目は、土地と建物が別になります。建物はその方が亡くなられた後、相続人が相続

放棄された状態ですが、建物を除却しても土地所有者が別なので、相続財産管理人の申

立てをしても売却処分をすることができず回収の見込みはないと考えています。 

・３件目は、土地と建物の所有者が一緒で、今は更地の状態になっています。自治会にも

購入希望者があればと連絡をいただけるよう依頼していますが、今後もし購入したいと

いう方が現れたら、１件目の佐治のケースと同じように、市で相続財産管理人の申し立

てを行い、売却処分をしていただいたところから、債権回収をしたいと考えています。 
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(委員) 

・1件目と３件目は相続財産管理人を立てられたと思いますが、今回のこの物件に関して

は、まだ亡くなっているのか分からないということであるならば、除却後の処理という

のはどういう形で進みますか？ 

・また所有者には兄弟がいるという説明があったかと思いますが、兄弟の方々に費用請求

することは考えられませんか？ 

(事務局) 

・今回の空き家所有者は、亡くなられたという事実がないので、相続財産管理人の申し立

てはできません。 

・しかし、空き家の土地を市の方で差し押さえをしているので、公売という手続きをとる

ことが可能であることから、税の方の滞納処分関係の手続をもって、換価処分をできな

いかと考えています。 

・今後、もし所有者が現れたら、所有者に対して債権徴収していきますが、権利自体は所

有者にある状態になり、兄弟については権原がありません。 

・所有者から何らかのかたちで処分・譲渡などされないと権利は動きません。 

・仮に所有者が亡くなられた場合は、子供がおられることから法定相続人の順位でいえば

権原は子にいきます。子が仮に相続放棄をされた場合、次に親に移るが両親が死亡して

いる場合はその兄弟というように相続順位が順番に移っていきます。 

・この中でいうと、兄弟は最後になるので、兄弟に対して任意の協力依頼はできるかもし

れませんが、権原はない状態なので請求しても払わないと言われればそれまでです。 

(委員) 

・登記簿によると、建物にも根抵当権がついているが、これはどうなりますか？ 

(事務局) 

・建物の根抵当権について、市が行政代執行により除却処分をすることに差し障りはあり

ません。しかし、トラブルを避けるために、念のため根抵当権者には連絡をする予定で

す。 

・市でも根抵当権の債権がどれだけ残っているかというのは気になっていることから、在

債権の照会をかけたところ、任意の協力になることから教えてもらえませんでした。 

・行政代執行による除却については実施するということで連絡し、あとは粛々とこちらの

事務を進めることになります。 

・ただし、土地にも根抵当権があり、仮に差し押さえをして公売した場合は、最初に税が

回収し、次に根抵当権者が債権を回収、最後に今回の代執行の費用を市の債権として回

収する流れになります。 

(委員) 

・そういった空き家がなんとかなくなれば、地域での危険度が改善できるというありがた

い面もありますが、これから先のことを考えていくと、少子化などにより住居を相続す

る者がいなくなり、今回のように行政が対応してくれるなら放置してもいいじゃないか

という考えになり、どんどんこういった問題が増えてくると思います。 

・そうでなくても今空き家が増えているので、そういうことを未然に防いでいく策とし
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て、行政はどういったことを今後考えていこうとされているのか、この様にして地域か

ら要望が出れば一つずつ検討しながら解決していくのでは、追い付かないのではないか

と心配します。 

・例えば固定資産税が納付されているのかいないのか、納付が滞ったらその時点で納付先

を確認しながら確保していき、その人が責任を持っていただけるようなかたちにしてい

くなど、いろんなことを考えていかないと非常に心配です。 

・これは丹波市だけの問題ではなく、国レベルで制度的なことも考えていき、そういった

部分を改善していかなければ、1件の空き家ごとに会議による審議を行える状態であれば

よいが、それでは追い付かなくなった時に困るのではないかと思います。 

(会長) 

・また後の議題であるが、計画の見直し・再点検ということも考えておられるようではあ

ります。 

・ただ丹波市では、公共の危険がないものには今のところ手をつけておらず、あくまで、

道路や隣家などに著しい損害を与える可能性があるものについてのみ公共の側で積極的

に取り組むことで方向性を持っています。 

・特に、自治会からそういうことで困るという強いお申し出があるということが前提にな

っていると思っています。 

・今後どうなるかというと、全国的に見ても、最初心配したようなことはまだあまり起き

ていないように、それは委員会自身がそれぞれ見識を持って運営されておられるところ

も関係あると思います。 

・地方公共団体があるから、後は引き取ってもらうというような意見が一般化していると

は思っていませんが、それは今後どうなるか心配なところはあります。 

・特に、相続人不明でどうにもならないものが頻発するようになると、今のような取り組

みでは間に合わないというのは事実となり、懸念するところです。 

(事務局) 

・空家特措法が施行され 5年経過したところですが、法ができて市町村に権利・義務が下

りてきたものの、対応できる範囲が中々決まっていないのが現状です。 

・実際に略式代執行や行政代執行に取り組んでいる市町は全国でも 10％に満たない状況

で、懸念事項として費用回収ができない事や、行政代執行のノウハウを市町村が持って

いないことがあります。 

・空き家施策の対策会議を全国の市町村規模で開催しており、そこに対して意見を出して

いるところですが、今回の空家特措法が施行された際に、５年経過後に必要な見直しを

行うという付帯決議がついており、国では現在その作業をされていると伺っています。 

・やはり権利関係や相続関係というのは民法の規定に基づいてのものになりますが、この

法制度のところでやりにくさが出てきたりしているので、そういった部分から変えてい

ただかないと、相続放棄して終わりというケースがこれからも増えてくる懸念がありま

す。 

・地方の市町村についても市町村にできる範囲のことについては計画をもってやっていく

というのがこれから必要になってくると思っています。 
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(委員) 

・例えば、人が住んでいる住宅と空き家で、固定資産税に違いを作り、空き家であればプ

ラスアルファの税金を納めなければならないなどの、制度を定める方法を考えていけ

ば、そういった税金納めるのであれば除却するという方が出るかもしれないのではない

でしょうか？ 

・何か考えていけなければ、地域住民がその負担をすべて被るというような状況になるの

ではと懸念します。 

(事務局) 

・例えば空き家の方でいうと、特定空き家に認定し、助言・指導をしたが対応されない場

合、次のステップで勧告というものがあり、勧告した場合その固定資産税の住所地特例

として、1/6又は 1/3の軽減がかかっているものが解除になる制度になっています。 

・いわゆるその改善されなかった場合のペナルティということですが、あまりペナルティ

になっておらず、税金があがったとしても、結局滞納が増えていくということもあり、

どこまでこれが効果的なのかという声が挙がっているところです。 

・ただ、税の中に基金的なものを設けて、そういったものを除却費用に充てていくという

のも一つの考え方でもあるとは思います。税については特例解除の制度はありますが、

今のところあまり効果が出ていないのではないかと思っています。 

・地域の方に対して本当に危ない状態になっているものは市で潰す代わりに、国や県から

少しでも助成金をいただいて、財源充当できるような制度があればもう少し他の自治体

でも行政代執行による危険な状態の空き家の除却が進むのではないかと思います。 

(委員) 

・先ほどの質問に関連しますが、国からこういった取組をしているということに対して、

交付税算入や行政代執行したから補助金を出すような制度はないのでしょうか？ 

(事務局) 

 ・交付税算入は特別交付税の方で計上されており、空き家対策事業については、交付税の

対象になっています。 

・ただ、行政代執行について補助がある場合とない場合があり、ある場合はまったく除却

費用の回収が見込めない空き家を除却する場合で、丹波市でも成松の空き家は土地と建

物の所有者が違うということがあり、上を除却しても債権回収できないということで、

国から補助をもらっています。 

・回収の見込みのない場合は、直接的にその工事費についての補助がもらえますが、費用

回収の見込みのある場合、例えば佐治や沢野の代執行については土地と建物が一緒で、

土地についてはいくらかでも回収の見込みがある場合は、国庫補助の対象になりませ

ん。その場合は一旦市の一般財源で出すことになります。 

(委員) 

 ・考え方が逆じゃないかと思います。成松は土地の所有者にとってはプラスになったわけ

ですから、それは土地の所有者から負担をいたただくようにしないと、固定資産税の問

題もあるので、中々除却しないのではないでしょうか。 

・その交付税算入で入っている空き家対策に対する国からの金額はいくらくらいか算定で
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きないのでしょうか？ 

(事務局) 

・市の様々な事業の交付金が集約されて入ってくるので、空き家対策でいくら特別交付税

があるかは分かりません。 

(会長) 

・他にご意見がないようであれば、次の議題に入ろうと思いますが、よろしいか？ 

 

＜各委員、異議なし＞ 

 

 ②丹波市空き家等対策計画について 

・改定版の策定について                    【資料２】 

・空き家対策の実施に関する取組等について           【資料３】 

(事務局）より説明 

【説明内容】 

 ・現行の計画は平成 28年 3月に策定し令和 8年 3月までの 10年間を計画期間としていい

ます。 

 ・計画期間の中間点である令和 3年 3月を過ぎた時点でこれまでの取組みについて評価検

証し、次のステップとして計画期間や具体的な施策についての見直しの必要性を検討し

て、計画内容の改定を行うこととしています。 

 ・現在は計画の終期が令和 8年 3月末としているが、この終期の到来までに改定ができな

いかと考えており、提案させていただきます。 

【質疑及び意見等】 

(委員) 

・最初に計画策定した時は 10 年間を想定していたが、空き家の発生状況が変わってきてい

ます。 

・住んでおられる方がおられる家は空き家ではないが、近い将来空き家になる家は漏れてし

まいます。分かっていてもその時は空き家ではなく、ある日突然空き家になります。 

・空き家はどの程度発生するか、予測することが難しいです。自治会の方に近い将来空き家

になりそうな家を教えてほしいといっても、それは無理なはなしで、実態把握が難しいと

いうのが５年間の経験で分かってきたところです。 

・これからの計画策定はどうしたらいいのか悩むところですが、10年間の計画期間は長かっ

たかもしれません。 

・お気づきの点や注意すべき点について、ご指摘いただけたらと思います。 

・各自治会にも調査をしていただくことになりますので、ご了解を得なければならないとこ

ろです。 

(委員) 

 ・10年の計画はちょっと長いと感じますので、この辺りで計画改定は賛成です。 

・空き家バンクを介しての成約が多いのでかなり機能しているのだと感じています。次回に

でもそのあたりの状況を教えていただきたいと思います。 
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(委員) 

 ・空き家バンクの数字については累計です。 

 ・自治会の方にこれから空き家になる物件があるかどうかというのを聞くわけにはいかない

のではないかと言われましたが、まちづくりの活動をしている現場の中では、既にそうい

う話しになっているところです。 

・移住相談の窓口に移住希望者が来ていただいていますが、空き家バンク内に希望する状態

の空き家が掲載できておらず、ミスマッチが多く発生しています。 

・自治会や地域の方からどういう状態の空き家であれば活用にまわせるのか？又は解体撤去

を考えないといけないのか、そういうところは大きな視点でいうと自分たちの街をどうし

ていくかという話しにつながってきます。 

・現行の丹波市の計画は、10年間の計画で立てられた大きな目線から、空き家の段階を追っ

て、それぞれの段階にある空き家について、何をどうするかということがきちんと考えら

れた素晴らしい計画だと自分は思っていますので、それぞれがじゃあ５年経過して今なに

がどのように機能しているのかという見直しをかけるというのは、自分は賛成であります

が、その時に現場の声を拾えるようにしておかないといけないと思います。 

・これからの５年はこの先 10 年に響いていくところなので、そこをしっかりできるように

お願いしたいところです。 

(委員) 

 ・この仕事は多くの方に支持されて進めるという事が大事だと思います。危険でやむを得な

い場合は税金を投入する事を慎重に決めなければなりません。 

・良く見かけるのが家を残しておこうというキャンペーンがあるようで、老人ホームから帰

ってきた時などのために家を残しておくという考え方があるようです。 

・計画については先の事を見据えた長期的な考えと、通学路や隣家に危険が及ぶ可能性があ

る場合の対処の２方向の検討が必要だと思います。 

(委員) 

・自治会などに調査の依頼する際には、空き家の定義や判別方法などが分かるように説明を

していただきたいと思います。 

・古い空き家については、我々の感覚と違うような感じで来られることがあります。 

・一見住めないような空き家であっても、自分で DIYをしたいからと言って購入したいと言

われる方もおられます。 

・希望される空き家が多種多様なので、空き家バンクを運営されている方はいろいろ苦労さ

れていると思います、そういう部分を行政の方でしっかりと自治会には協力してもらえる

ような説明をしてほしいと思います。 

(委員) 

 ・先日、市民プラザ主催の丹波地域づくり大学の講座で「空き家」をテーマにして講師をさ

せていただきました。地域の方や様々な方が 15 名ほど参加されていましたが、半数は自

治会役員の方でした。 

 ・質疑応答の際には、空き家問題については地域で困っているが、どうしたらいいか分から

ないといった漠然とした質問が寄せられましたが、アクションをするところの部分で困っ
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ておられるようでした。 

 ・そういった技術的な部分を支援していくことも今後検討していく必要があると思います。 

・現行の仕組みであれば、市ではまちづくり指導員や市職員が担っておられる地域づくり支

援員を設置されていますが、例えばそういった方々に地域の空き家対応についてサポート

できるような仕組みとして、部署を横断して体制を整えていく必要があるのではないかと

思っています。 

・自治会の方が空き家関係のことを担っていかれることがあると思いますが、自分が色々と

お話をさせていただく中で、お寺の住職の方とお話しする機会がけっこうありますが、都

市部に住んでおられる檀家さんが丹波に空き家をお持ちの方があり、その空き家の相談を

住職さんにされる事が多いらしいです。 

・なので、自治会の方が把握されていない情報をお寺の住職さんがお持ちの可能性があった

りします。 

・そのようなことから、空き家の情報をつないでいくネットワークというものが、自治会だ

けではなく、違う情報ソースも重ねながら把握していく仕組みを作っていくことも必要で

はないかと思いますので、そういったところも今後検討していくべきではないでしょうか。 

(委員) 

・5 年前には丹波市の空き家対策は全国でもトップを走っていたので、本来ならもっと調べ

るべきことがあったかもしれません。 

・空き家を探される方は、丹波市だけではなく京都府の丹波地方を含めた地域を広域的に探

索して、絞り込んでおられるのだろうと思います。 

・そういう意味で、近隣の自治体でどのようなことをされているのか、またどのような施策

に反応が多いのかということもあわせて調べてみて、場合によっては連携してやっていく

ことも必要ではないかと思います。 

・新聞等でも報道されているが、丹波篠山市でも移住者が増えていると伺っています。市の

担当者に尋ねてみると、それは先食いで来年か再来年に移住を検討されていた方がコロナ

のこともあってこの際ということで購入されているようであり、制度が広がったと考える

のはまだ早いというように話されていました。 

・いずれにしても、コロナで関心が高まり空き家を購入し移住の決心をされた方も多いと思

いますが、動向は見定めていく必要があると思います。 

・もう一つは、自治会が協力してメリットがあること、こういう人に空き家に移住してきて

ほしいとか、こういう空き家の利活用をしてほしいとか、そのような要望を絶えず補って

いけるような仕組みが必要だと思います。 

・正直言って、市が取得した土地や空き家をもっと自治会等で使っていただける案が出ない

かと初めのころは期待していましたが、なかなか人口が減少している現状では難しそうで

す。 

・しかし、有効活用できそうな空き家については自治会からの提案もいただければありがた

いので、そのような仕組みづくりも考えていってほしいです。 

(会長) 

・まだまだ、議論することは多いと思いますが、具体的な取組みなどについては、計画の素
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案に近い資料が提案されたときにご協議いただいた方が効果的であろうかと思います。 

・ご意見を伺う機会は今後もあると思いますが、事務局からここだけは確認したい点はあり

ますか？ 

(事務局) 

・現時点ではありませんが、また今後の審議会でもこれまでの取組みの検証については議題

にあげさせていただきたいです。 

・本日の資料は取組み状況をかなり簡潔にまとめた表になっていますが、委員の皆様からも

欲しい資料等があればご要望いただければ、次回審議会に資料提供させていただきます。 

（会長） 

・それでよければ、本日のところは事務局の提案にご了承いただくということでまとめさせ

ていただきたいですが、よろしいか？ 

 

＜各委員、異議なし＞ 

 

６．その他 

・空き家対策実態調査結果について（行政代執行事例抜粋）       【資料４】 

(H31.1総務省行政評価局調査) 

(事務局）より説明 

【説明内容】 

 ・総務省が全国の自治体に空き家対策の実態調査を行った中で、本日の審議会の議題でも

あった行政代執行の取組み事例について、報告書では 48 事例掲載されていますが、そ

の中で今回の案件に類似している事例を 10 事例抜粋して資料提供させていただいてい

ます。 

 ・行政代執行に至る空き家は、所有者死亡でその相続人が放棄したり不存在であったりし

ているケースが多く、丹波市でも今後このようなケースが増加していくことが懸念され

ます。 

 

７．次回審議会開催日程 

  令和３年５月頃予定 

  なお、現在認定している特定空家等で、空き家の状態が悪化し、勧告相当になった場合な

ど、急遽審議を行う必要性が生じた場合は、小委員会を招集して審議を行っていただくこ

とします。 

 

８．閉 会 


