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令和２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 令和 2年 8月 6日（木） 15時 30分 ～ 16時 30分 

■ 開催場所 氷上健康福祉センター集会運動室 

■ 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 

      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 

      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 

      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）鬼頭副市長、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 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 

６ 会議の公開・非公開の決定及び傍聴要領について 

７ 報告事項 

①令和元年度空き家対策に係る実績報告について         【資料１】 

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

８ 協議事項 

  ①丹波市空き家等対策計画(H28-R07)に基づく取組の中間点における 【資料３】 

評価・検証について 

  ②特定空家等の対応について                  【資料４】【回収資料】 

（勧告措置検討案件） 

  ③小委員会の編成について 

９ 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５】 
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  ②平成３０年住宅・土地統計調査結果について(空き家関係)    【資料６】 

 10 次回審議会開催日程 

   令和２年度第２回丹波市空き家等対策審議会 

   日時：令和３年 月頃 

   場所：未定  

 

 11 閉会 
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議 事 概 要  

 

１．開 会  

 

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．副市長あいさつ 

  ・ただいま委員となられた皆様方には委嘱書を交付したところですが、これから２年間空き家

対策について、皆様方から様々な意見をいただきながら対策に移りたいと考えています。 

  ・丹波市の空き家対策は全国的に見ても大変進んでいると我々としては自負しています。 

・理由は、国の空き家対策の特別措置法が施行されたので平成 27 年 5 月であり、丹波市は、

その法律が施行された時にはすでに市独自の空き家対策に関する条例を制定し施行してお

り、その条例の中では、危険な空き家の規制というだけではなくて、空き家の利活用を打ち

出しています。 

・これからも空き家が増えてくるという中で、単に規制だけということではなく、空き家を地

域の貴重な資源としてうまく利活用していくというのが重要ではないかと考えており、空き

家の利活用にも注目し、そういう施策も進めています。 

・そういった空き家対策をきっちりと進めていくために、この審議会で色々ご意見をいただい

て、平成 28年 3月には市の空き家等対策計画を策定いたしました。 

・この計画の中には、空き家というのは危険空き家・老朽空き家になってから対応するという

ことではなく、空き家にならないように、できるだけ住み慣れた家を長く使っていただく、

次の子供の世代、孫の世代まで繋いでいって、空き家にならないようにしていただくよう考

えています。 

・しかし、どうしても空き家になった場合でも、それが危険な老朽空き家にならないように、

管理をきっちりしていただくということが必要ですが、仕方なく空き家になり、そして危険

な空き家になった場合にはきちっと除却処分をしていきます。 

・空き家の絶対的な流れの中で、空き家となる各ステージに対策をうち、色々な支援施策を考

えており、そういう意味でも、色々な施策を用意している自治体はそう多くはなかったので

はないでしょうか。 

・また、どうしても除却をしないといけなくなった危険な空き家については、この審議会でも

ご議論をいただいたうえで、３件の行政代執行より、除却を行っております。 

・この行政代執行３件の実積というのは全国的にも多く、現時点では全国 3位です。 

・行政代執行は伝家の宝刀と言われながらも、これまではなかなか抜けませんでした。理由は、

本来は所有者の責任において対応していただくところ、所有者が対応しないから行政が代執

行する、そうすると行政はその本来の所有者から代執行に要した経費を徴収しないといけな

いけれどもなかなか徴収できません。 

・徴収が困難なことが分かっていて代執行すると、これは行政が自治体に対して、不良債権を

負わせたということで、住民監査請求などで裁判に持ち込まれることを危惧することから、 
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なかなか行政代執行ができないというのが現実です。 

・ただ、そのようなことを言っていられないくらい、危険な状態の空き家が増えてきておりま

す。 

・これからはそのあたりも十分に考えていかないといかなければならず、この審議会で色々と

ご相談をさせていただきながら、対応を検討していきたいと考えております。 

・審議の中では神経を使う案件もいろいろあるかもしれませんが、これから 2年間よろしくお

願いします。 

 

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。 

[会長あいさつ] 

 ・皆様方のご推挙により、再度会長を務めさせていただくことになりました。 

 ・空き家対策については、個人の財産について処分を下すというのは金額の如何を問わず行政

にとっては大問題です。 

 ・この審議会は各会の方にご参集いただいていますが、どちらかといえば小規模な委員会とい

いながら、委員のメンバーについては多種多様な方がおられるのは当審議会の特色ではない

かと思います。 

 ・今後とも引き続いて皆様のご意見を慎重にお伺いさせていただいて進めていきたいと考えて

おりますので、ご協力を賜りますようよろしくお願いします。 

 

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…全委員承認 

 

７．報告事項 

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

②令和２年度空き家対策に係る施策一覧について         【資料２】 

（事務局）資料に基づき報告 

【質疑及び意見等】 

   特になし 

 

８．協議事項 

①丹波市空き家等対策計画(H28-R07)に基づく取組の中間点における 【資料３】 
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評価・検証について 

(事務局)より説明 

【説明内容】 

・丹波市空き家等対策計画については、平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間の計画に

なっており、計画の中間点である計画策定から 5年経過後において、これまでの取組に対す

る評価・検証を行い、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。 

・この 5年経過後というのが、令和 2年度終了時点であり、その時点での事業検証を行う必要

があります。 

・まだ令和 2年度の途中ではあるが、計画が立ってから 4年経過しており、それぞれの取組等

の検証について、施策の取組状況について、まずはご報告をさせていただきたいです。 

・計画書の 37 ページ目に、空き家対策の実施に関する取組等ということで、成果指標が 4 点

あがっており、また具体的な支援施策を 3ページにわたって掲載しております。 

・指標については元年度までの実績値、また支援施策については現在の取組等を資料２と資料

３としてお配りしています。 

・まず成果指標は、発生予防対策ということで 2世帯同居の実績がある。計画策定のときの値

と目標値、また中間年（平成 32年とあるんですけれども）、令和２年の目標値ということで

それぞれ指標がありますが、平成 26 年度の値で 10 世帯、令和２年の目標値で 54 世帯、令

和７年度の目標値で 129 世帯になっており、令和元年度の実績値で 55 世帯実施をしていま

す。 

・次に適正管理対策では、住宅土地統計調査の数値を基に目標値が設定されています。平成 25

年の調査時で、不朽・破損のあるその他の住宅が占める割合は 26％、令和２年の目標値で

21％、令和７年のでは 21％となっている。平成 30 年度に実施した「住宅土地統計調査」の

結果、丹波市の場合は 22.9％でした。 

・3 つ目の利活用対策は、丹波市の住まいるバンクで成約に至った件数ですが、令和２年度で

は 40件、令和７年度では 90件が目標値になっております。令和元年度実績では 144件が誓

約しています。 

・4つ目の管理不全対策では、助言・指導等の状況について、平成 27年度では５件、令和２年

の目標値で 35 件、令和７年の目標値で 75 件としていますが、令和元年度実績で 85 件、助

言・指導を行っています。それだけ管理不全な空き家があるということにもなりますが、実

績値としては目標値を上回っています。 

・次に資料３であるが、計画書の 38ページ目から 40頁目にある「具体的な支援施策」につい

転記をしております。 

・計画策定後、どういう状況になっているかを表にして表していますが、中央にある判定の欄

に〇△×で表示をしています。〇については事業が終わっているもの、△については継続し

て実施しているもの、×についてはできていないものということで判定をしています。 

・判定欄の横の摘要欄には、現在の状況について記載しており、一番最後の欄の今後の方向性

については、現時点では事務局判断ですが、「継続」または「要検討」の表示をしております。 
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・「具体的な施策」について、現在の状況から見直しの必要性を検討して、計画内容の改定を行

なっていくことになります。 

・また今年度もう一度審議会を開催し、検証をしていただきたいと事務局では考えています。 

・資料の最終ページには中間見直しに関するスケジュールの案を載せている。本日は取り組み

状況を報告していますが、この施策評価について、検証・見直しの必要性の検討ということ

で次回の審議会でお願いしたいです。 

・見直しが必要な場合令和３年度の審議会でのこちらの素案についての提案等し、意見等伺い

ながら令和 3年中に改定が必要な場合は、改定版を作成していきたいです。 

・この計画自体が令和７年までの計画になっておりますが、計画の終了までに令和６年５月頃

には再度自治会への空き家の情報の提供依頼をし、その後再度実態調査を行いって、終了年

度については、この計画の第 2期の策定作業を開始していきたいと考えております。 

【質疑及び意見等】 

(会長) 

 ・ただいまの事務局からの説明について、質問があればご発言をお願いします。 

 ・私の感想としては、行政におけるビッグデータの活用は年々進んでおり、5 年前のデータの活用と

いうのは何かもったいない気がします。 

 ・なるべくなら、全国の自治体にいえることだと思うが、明確・迅速かつ簡単にデータを集められる

ようなことができないものかと思います。 

 ・いろいろなデータの活用については、ご検討いただきたいです。 

(委員) 

 ・計画書の 38ページとありますが、これの場合新規の場合、短期・中期設定を出されているかと思わ

れます。 

・評価項目に×がついているのが、どちらかというと中長期に該当するものが多いと思いますが、×

という表記じゃなくてもいいのではないかと思います。 

・中期長期にわたって行うということならば、次回出していただくときには短期でここまでできてい

る、中長期だからもう少しこういう風に考えているというところを示していただけると、それが適

切かどうかという評価がしやすいと思います。 

(事務局) 

 ・表示の方法について、評価しやすいように修正します。 

(委員) 

・資料３の各項目で要検討という風になっており、来年の 2 月に見直しの必要性・検討とあります。

要検討というのは、次回に何か検討されたものが示されると、そういう理解でよろしいか？ 

(事務局)堀内係長 

・この中でも、次回の時に同じような状態で実績値がちょっと変わった状態で計上するかもしれま

せんが、そこでもう一度、ここにある要検討事業について実施すべきものかどうかを審議会にも

お諮りしながら検討していきたいと考えており、要検討としております。 

 

②特定空家等の対応について（勧告措置検討案件）        【資料４】【回収資料】 

 (事務局)より説明 
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・平成26年に地元自治会から通報を受けていた空き家であるが、所有者が所在不明であったこと

から、所有者に対して指導・助言等の措置ができておりませんでした。 

・しかし、今回固定資産税情報から、居所の情報が得られたことから、法に基づく助言・指導通

知を配達記録郵便で送りましたところ、郵便物が到着したことから、おそらく所有者はそこに

おられると考えている。 

・ただ、助言・指導通知は届いたかもしれませんが、所有者から今後の対応についての回答は今

のところはありません。 

・空き家の現状については、資料に写真を掲載しておりますが、市道に接していることもあり、

強風等により倒壊した場合は、通行人等に危険が及びおそれがあります。 

・所有者に対しては、措置をされない場合には勧告措置をとることもあると記載した助言指導文

書を再度送付する予定です。 

・できれば所有者を訪問して、空き家の状況説明や今後の空き家の措置についての依頼をしたい

ところですが、現住所地が車で片道５時間程度かかる場所なので、簡単には行けませんが、場

合によってはそういった対応もしていく必要があると考えております。 

・このまま放置された場合、次は勧告の措置をとる必要があります。 

・勧告を行うと、宅地の固定資産税の軽減税率が解除になることから、固定資産税が増額となり

ます。ただ、増額となってもそもそも税金を滞納されている場合は、ペナルティ的な効果がで

ませんが、順番に法的措置をとっていく必要があるのではないかと考えております。 

 ・また、勧告をしても措置されない場合は、次に命令をすることになりますが、命令しても措置

されない場合は、行政代執行を行うことになります。 

・ただ命令を行う場合には当審議会に諮る必要があることから、その際には審議の方またお世話

になりたいと思っています。 

 ・なお、今後の調査において、所有者が確知できない場合は、略式代執行での解体撤去を検討し

なければならず、その場合も審議会に諮ることになります。 

【質疑及び意見等】 

(委員) 

・特定空家等の件だが、今回見つかった方というのは所有者であろうというご報告でしたが、所有

者でないという可能性もありますか？ 

(事務局) 

・郵便物がそこに届くということであり、通知は特定記録郵便で送付しています。 

・その通知が返送されませんでしたので、宛名自体はその方のものであると考えており、そこに居

住している可能性が高いと考えています。 

・ただ、住民票がそこにあるわけではなく、その他の情報でそこに住んでおられるということが確

定していない状況です。 

(委員) 

・住んでおられるかどうか、そこがはっきりしないまま先に進むというのでよいのかどうか気にな

ります。 

(事務局) 

・指導・助言通知を再送付する予定です。また、勧告や命令に至るまでに住所地を訪問し、本人と
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出会って今後の対応についての相談はしておく必要があると思っております。 

(委員) 

・はい、その方が交渉の相手として適切な方なのかどうなのかというところを、きちんと確認して

おく必要があると思います。 

(委員) 

・特定記録郵便を用いられたということではありますが、本当にそこに住んでいて、そこでその人

が受け取ったのかは分からないのではないでしょうか。 

・今後、いろいろ勧告や命令の措置をとることになっていくと、おそらく裁判と同じような送達の

手法をとっていくことになるでしょうから、配達証明・内容証明のようなことを再度行っていか

ないと、本当に受け取ったのかどうか分からないと思います。 

・現時点では、その人宛の郵便物がそこに着くことになっているだけで、本当にいるのかも分から

ないです。 

・きちんと確認しておく必要があるので、ぜひ訪問について急いでいただいた方がよいと思いま

す。 

(事務局) 

・所有者が訪問してもおられなかった場合は、住民票が職権消除されている状態ですので、所在が

確知できない状態になります。 

・もしそうであれば、略式代執行による解体撤去を行う必要性が出てくるので、そういったことも

視野に入れながら対応を考えていきます。 

・所有者との接触について進展があるなど、今後の措置について検討する必要が生じた場合は、改

めて審議会に諮らせていただきます。 

 

③小委員会の編成について 

  会長推薦者を全委員承認の上決定。 

   小委員会メンバー 小森会長、柴田委員、清水委員、藤原委員、當舎委員、出町委員 

 

９．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５】 

  ②平成３０年住宅・土地統計調査結果について(空き家関係)    【資料６】 

（事務局より説明） 

 

10．次回審議会開催日程 

  令和３年５月頃予定 

 

11.閉 会 


