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第 2回三田市空家等対策協議会 

 

日時 平成 29年 7月 24日（月）午後 3時 30分～ 

場所 三田市役所 本庁舎 3階 302会議室Ａ 

出席委員 角野委員、水野委員、藤原委員、柴田委員、野上委員、白谷委員 

森委員、中村委員、野口委員、吉田委員 

欠席委員 なし 

出席職員 椋田技監、龍見地域振興部長、久高都市政策室長 

まちの再生課：岡本課長、酒井係長、近江技術職員、久保事務職員 

公開・非公開の別 公開 

非公開の理由 - 

傍聴人の数 1名 

議題又は協議事項 １．開会 

２．新委員紹介 

３．市職員紹介 

４．配布資料の確認 

５．会長挨拶 

６．出席者委員数報告 

７．議事録署名人選出 

８．会議の公開・非公開 

９．議事 

   議題１ 三田の地域特性と空家等の現状 

  議題２ 空家等対策に関する方針の策定等について 

   議題３ 空家等対策の施策について 

１０．その他 

１１．閉会 

  

会議の記録（概要） 

発言者 発言内容等 

事務局 

事務局 

 

事務局 

事務局 

会長 

事務局 

 

事務局 

 

事務局 

１．開会  

２．新委員紹介 

 ・白谷委員、吉田委員について、森市長から委嘱状を交付。 

３．市職員紹介 

４．配布資料の確認 

５．会長挨拶 

６．出席者委員数報告 

 ・委員の 1/2以上の出席によって、会の成立を確認（全員出席）。 

７．議事録署名人選出 

 ・第 2回協議会議事録署名人について、白谷委員、中村委員を選任。 

８．会議の公開・非公開 

 

 

事務局 

委員 

９．議事 

議題１ 三田市の地域特性と空家等の現状について 

 ―事務局説明― 

資料 1～3は計画の原案と考えればよいのか。前回は人口や世帯数、アンケート

調査について報告があった。これらは、今年度作成する計画の一部と捉えてよいの
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か。 

事務局 計画の一部として資料を作成している。前回、地域別に検討すべきという意見を

いただき、地域別に人口や世帯のデータを整理している。 

会長 資料 1 では地域別の特性を、資料 2 では地域別の人口・世帯数、高齢者夫婦・

高齢単身者にどのような特性があるかを示し、その上で資料 3で三田市における空

家の課題が 3つ上げられている。 

一つ目の課題は所有者の管理意識づくりによって、空家になる前に予防すること

が求められている。統計データ、実態調査、アンケートから、高齢者世帯が増える

と空家発生の予備軍が増えることになり、所有者が亡くなり相続が空家発生のきっ

かけとなることが示されている。 

二つ目の課題は、利活用のためには情報提供や相談が必要であることである。 

三つ目の課題は、特定空家の発生予防として、必要とされる維持管理の支援につ

いてである。 

委員 空家が発生するのは、高齢者世帯が亡くなった際の相続が多いとのことなので、

相続に備えたセミナーを行うなど、発生予防の情報発信をすべきではないか。 

  

委員 家財処分について、三田市では助成の制度があるのか。 

事務局 家財処分について、経済的な助成は行っていない。 

委員 情報提供や利活用・流通の促進について、三田市の施策について説明して欲しい。 

事務局 空家バンクは、売却や賃貸を希望する所有者に物件を登録してもらい、三田市の

ホームページで公開している。 

リフォーム費用などについて情報提供するために、宅建協会を通じてリフォーム

工事費などの情報をもらい、データを整理中である。整理ができれば空家活用を促

進するために、ホームページ等で情報を提供したい。 

その他、JTIのマイホーム借り上げ制度では、制度利用者に事務手数料やリフォ

ーム費用の一部を補助している。 

委員 兵庫県の空き家活用支援事業の利用状況はどうか。 

事務局 平成 27年度に、この事業を活用してリフォームし移住された事例がある。 

委員 この事業は、平成 27年度までは、さとの空き家活用支援事業として地方部の人

口減対策として実施してきたが、平成 28年度から名称を改め市街化区域にも対象

を広げた。住宅型の他に地域交流拠点型、事務所型などのメニューがあり、今年度

から若者・子育て支援タイプも追加し手厚い助成をしている。県の予算は確保され

ているが、市街化区域については市の随伴が必須なので、ぜひ市で制度化して頂き

県の事業を活用して欲しい。 

  

 人口、世帯のデータは地域特性に応じた結果がでており、都市計画の線引き制度

の結果が現れている。空家の分類では、セカンドハウスや賃貸住宅などがあるが、

空家対策のターゲットは、その他の住宅である。市場にのらないその他の住宅への

対応の必要性を述べたうえで、実効性のある計画を目指して欲しい。 

 住宅を新築してから空家になるまでのプロセスを、維持管理・相続などの項目で

段階的に、マトリックスで整理すると分かりやすい。建築後、家族が成熟して世帯

分離する、老夫婦が亡くなると空家になり相続が発生する。 

会長 空家になるプロセスについて、時間軸ともう一つの軸はどのように考えるのか。 

委員 適正な維持管理がされないと、特定空家等になってしまう。特定空家等にならな

いように、段階ごとに所有者がすべきことや施策を示すと市民にとって分かりやす

い。 

会長 所有者に分かってもらいやすいように、空家に係る課題発生のプロセスを示すこ
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とについて検討してみてはどうか。 

委員 段階を分けることに加えて、地域ごとの視点を入れることができないか。 

委員 そうなればよいが、空家に係る課題発生のプロセスに、地域ごとの視点を入れる

ことは難しいのではないか。 

会長 例えば、ニュータウンでは入居時期や年代が重なることから同時期に高齢化が進

み、空家が発生するリスクが一気に高まる。農村地域では集落存続の危機につなが

るし、既成市街地では中心市街地の衰退につながる。うまく整理できないかもしれ

ないが、地域別の視点も考慮して欲しい。 

 

 

事務局 

委員 

議題２ 空家等対策に関する方針について 

議題３ 空家等対策の施策の検討について 

―事務局説明― 

空家所有者アンケートで、危険度判定Ａ、Ｂの空家所有者について意識の違い等

を追いかけることができるか。判定と意識のクロス集計を行い、現状や困っている

ことなどを把握できるとよい。 

事務局 危険度判定Ａ、Ｂの空家について、所有者アンケート回答結果を次回報告する。 

委員 所有者アンケートの自由意見として、空家の有効活用についての要望・意見が寄

せられている。活用したいが上手くいかない、といった意見があり、活用に向けた

支援が必要である。 

  

会長 情報提供として、空家の段階に応じた活用の提案ができるとよい。 

 資料４では基本方針が、ストック活用の促進、発生予防、住環境の保全といった

3つの柱で示されている。施策の検討では、発生の予防、活用の促進、管理不全の

解消となっており、方針と施策の表現にずれがある。 

委員 周囲に迷惑をかけることが空家の問題であり、危険度判定Ａについて対応が求め

られている。ニュータウンは不動産が市場に流通しているので予防が中心になる。 

資料 5では、活用・対策のイメージが分かりにくい。管理不全空家の解消方法に

ついて、十分な対応ができるのか説明して欲しい。 

事務局 先ずは、周辺に迷惑をかけている状況の解決が求められる。危険空家について、

取り壊して周辺住民が使用する広場などに活用する国の補助事業がある。また、庭

木の剪定や空家の管理サービスの仕組みづくりを検討している。 

先ずは空家発生を予防する、しっかり管理する・利用する、さらに、老朽化して

活用が難しいものは除却して建て替えや跡地を活用する、といった考え方で計画し

たい。 

  

委員 基本方針と施策の柱について、表現がずれている。方針３の良好な住環境の保全

は取組姿勢が書かれており、地域特性も含めて計画全体に係わる内容ではないか。

方針の 2と 3の間に、適正な維持管理の項目があっても良いのではないか。 

委員 良好な住環境の保全は、まち並み保全のイメージであることに対して、空家の管

理不全は個々の所有者の問題である。分けて考えた方が、分かりやすいのではない

か。 

会長 良好な住環境の保全は、全体にかかる上位の考え方として整理した方が分かりや

すいのではないか。 

事務局 基本方針について、再度提案させていただく。 

  

委員 老朽度危険判定Ａの空家は、特措法上の特定空家と考えてよいか。 

事務局 Ａ判定は壁や屋根がはがれて落ちかけている状況で、周辺への影響が大きいもの

をＡ判定としている。第 1回協議会において現状写真で説明しましたが、敷地に余



4 

裕がある空家が多く、周辺の道路に瓦や壁が落ちたり、倒壊するなどの被害を及ぼ

す状況ではない。 

委員 Ａ判定について 10件の所有者はすべて分かるのか。 

事務局  把握している。 

委員 空家実態調査は、どのような方法で行われたのか。 

事務局 空家候補の抽出は、水道閉栓データと市街化調整区域は区・自治会長へ照会を行

った（1,732件）。次に、現地調査を行い、外観から空家と判定した（878件）。併

せて老朽度調査も行っている。 

委員 878件について、前回の説明では 240件は所有者が分からないとのことだが、追

跡調査は行っているのか。 

事務局 現在、所有者を特定する作業をしている。 

  

委員 将来的には特措法の改正が予想されるが、新たにつくる計画では将来の変化に対

応できるようにしておくべきである。 

委員 集合住宅の空家についてはどのように考えるのか。 

事務局 例えば 100 戸の集合住宅については、特措法上はすべてが空家であれば対象と

なる。集合住宅は区分所有の物件では管理組合、賃貸物件では不動産事業者が管理

をしている。集合住宅は戸建住宅と管理状況や周辺に与える状況が異なるため、こ

の計画では、先ずは戸建て住宅を対象とする。 

会長 将来的にはマンション問題は大きくなることが予想されるが、課題の質が異なる

ため、この計画は先ずは戸建て住宅を対象として施策を進めることになる。 

委員 資料５の交通至便な既成市街地の立地性を活かした商業施設などへの用途変更、

起業支援について、現状の取組状況は。また、相談窓口の充実についてどのように

取り組まれているのか。 

事務局 平成 28年度から町家を保存し、集客施設である物販や飲食施設に活用できるよ

うに事業を進めている。起業支援については、産業政策課で行っている。 

相談窓口については、今年度 4月からまちの再生課を新設し、土地建物の利活用

や移住・住み替えに取組む庁内組織とし、人員も強化された。 

委員 基本方針について、資料 5では既存住宅の維持管理や活用については上げられて

いるが、老朽化が進み活用が難しいものについては取り上げられていないのではな

いか。 

事務局 空家の実態調査結果をみると、三田市では老朽危険空家の問題は表面化していな

いが、都市計画マスタープランにおいて、既成市街地における老朽空家を除却し、

地域の広場に活用することなどが記載されている。今後は、国の除却型メニューを

活用するなど、施策を検討したい。 

  

委員 既成市街地における古民家利用について、実績を教えてほしい。 

事務局 三田市では町家の再生事業に取り組んでいる。平成 28年度は実態調査によって

所有者の活用に向けた意向を確認し、今年度は、具体的な物件について事業計画や

改修を行う予定である。この事業は三田地域振興（株）がおこなっている。民間の

取組では、町家をそば屋さんに活用した事例がある。 

委員 今年度から、町家や古民家活用の実績がある篠山市の事業者（一社）ノオトと三

田市は協定を結び、町家や古民家活用の先進事例のノウハウを活かしたまちづくり

に取り組んでいる。 

  

委員 施策の柱として、管理不全の解消について、特定空家に至った場合の措置や考

え方を整理しておく必要がある。活用の促進は、法の柱ごとに書くことが分かり
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やすいのではないか。 

資料 4 の計画期間について、都市計画マスタープランからの引用が記述されて

いるが、空家対策計画について都市計画マスタープランから引用した文面で始ま

るのは少々違和感がある。都市計画マスタープランにおける空家推計は住宅・土

地統計調査を基にしているので、それを根拠とする表現がよいのではないか。 

事務局 特措法では空家対策計画で定める事項として 9 項目ありその一つに特定空家の

措置あるので、特定空家に対する取組については次回協議会で報告し、協議する。 

委員 次回協議会では、各回協議会の協議事項やスケジュール、空家対策計画の全体構

成を示して欲しい。 

委員 老朽危険度Ａ判定の空家が 10件あるが、Ａ判定になってしまう前に対策を講じ

る必要がある。 

会長 空家の予防に加えて、特定空家の除却など、老朽度が高いものの対応が必要にな

る。 

委員 Ａ判定の空家については自治会に連絡されているのか。これから台風のシーズン

に備えて、該当する自治会に連絡して欲しい。 

  

会長 空家対策計画の案として、計画区域、計画対象、基本方針について、概ねこの考

え方でよいか。 

委員 基本方針は現状の３つなのか、意見として出された４つなのか検討して欲しい。

良好な住環境の保全という方針は、施策につなげていくことができるか。 

委員 良好な住環境の保全という方針は、他の方針と比べて上位の概念ではないか。目

指すべき姿として良好な住環境の保全があり、次に方針がある形がよいのではない

か。 

会長 住宅の所有者には、空家が増えることでコミュニティの維持が難しくなる、住宅

地としての価値が下がる、所有者として資産価値が下がる、といったことを理解し

てもらうように表現したい。 

委員 このまま空家が増え続けると、コミュニティ形成の面で課題を生じる。コミュニ

ティを守るために空家対策をやっていくという視点がいる。 

会長 計画期間を 5年とすることについて、もう一度事務局より説明を願う。 

事務局 この計画は空家対策の実行計画と考えている。先ずはこの 5年間で、現行施策を

含め、予防的な施策を行っていきたい。 

会長 5年後の空家率はこうなるので、この 5年間の空家対策は重要であると、説得力

のある説明ができるとよい。また、他の計画との整合性も必要である。 

空家対策は、その他住宅が問題であること、その他住宅の所有者を対象とするこ

とを示す必要がある。 

事務局 その他住宅について重視する点について明記する。地域特性や調査結果を踏まえ

て課題、基本方針、施策を検討します。次回は空家対策計画の全体構成も示します。 

委員 三田市の魅力を高めることができるような、空家の活用事例を紹介して欲しい。 

会長 既成市街地、農村地域、ニュータウンといった、地域特性に応じた空家活用の事

例を探して紹介して欲しい。 

 

事務局 

 

事務局 

１０．その他 

・次回協議会の日程について、第 3回協議会は 9月下旬に開催する。 

・日程が決まり次第、事務局から委員に連絡。 

１１．閉会 

問 合 せ

先 

三田市地域振興部まちの再生課 

 


