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 第 3回三田市空家等対策協議会 議事録 

日時 平成 29 年 10 月 3 日（火）午前 10 時～ 

場所 三田市まちづくり協働センター（キッピーモール 6 階）多目的ホール 

出席委員 角野委員、水野委員、藤原委員、柴田委員、野上委員、森委員、中村委員 

野口委員、吉田委員 

欠席委員 白谷委員 

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 0 名 

議題又は協議事項 １．開会 

２．報告 

  （１）空家等対策計画の策定について（スケジュール） 

  （２）空家等対策計画の全体像について 

  （３）老朽危険度判定 A,B のアンケート内容について 

３．議事 

  （１）議題１ 空家等対策に関する方針の策定等について 

（２）議題２ 施策と取組について 

（３）議題３ 特定空家等の措置及び判断について 

４．その他 

５．閉会 

  

会議の記録（概要） 

発言者 発言内容等 

事務局 １．開会 

・委員の 1/2 以上の出席（会の冒頭８名出席。議題２より１名参加。）によって、

会の成立を確認。 

・議事録署名人：藤原委員、野口委員を選任。 

・傍聴人は 0 名。 

 

事務局 

２．報告 

資料１から３について、事務局から説明。 

委員 資料 3 のＡ判定 10 件について、所有者を把握しているとの説明であったが、Ｂ判

定の空き家も含めて、回収数が少ないことが残念である。もう少しデータが欲しか

った。 

会長 回収率は高くないが、調査票は確実に所有者に届いているのか。 

事務局 所有者が判明して調査票を送付したのはＡ判定の 10 件の内、6 件、Ｂ判定の 32

件の内、16 件である。所有者の特定が出来なかったのが要因である。 

委員 空き家所有者の特定は難しい。Ａ判定、Ｂ判定のうち、所有者が判明しているのは

6 割ぐらいであることが理解できた。 

会長 行政側で所有者が判明できなかったことも含めて問題を抱えているかもしれない。

特定空家等にならないように、対応が求められている。 

委員 Ａ、Ｂ判定の空き家は築 50 年以上が多いことから、管理状況に問題があることが

予想される。 

会長 地区の分布状況はどうか。 
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事務局 資料３の 6 ページに地区の分布状況を記載している。 

会長 農村地域で老朽空き家が多く、所有者を特定できない物件が多い。 

事務局 調査票発送後に所有者が特定できたものもある。A 判定の所有者には、台風シーズ

ンに備えて、所有者に対して文書で注意喚起を行っている。 

 

 

事務局 

３．議事 

議題１ 空家等対策に関する方針の策定等について 

事務局より説明 

会長 資料 4、基本方針③について、「更には物件の・・・・外部不経済をもたらします。」

の文章は市民にとって、分かりやすい表現として欲しい。空き家の発生によって周辺

エリアの価値が下がるという意味と思うが、物件といった言葉も含めて、分かりやす

い表現を検討して欲しい。 

委員 外部不経済といった表現があるが、一般的な経済との違いは何か。 

事務局 空き家が存在することにより住宅環境としての市場価値が下がり、周辺へ悪影響を

もたらしている状況を外部不経済と表現している。 

会長 全体的な価値を上げるために、先ずは周辺に好影響を与える手法があり、経済学者

は外部経済に働きかけるといった考え方をしている。市民に分かりやすい表現として

欲しい。 

 空家等対策の基本方針は予防、利活用、適切な管理で構成すること、計画期間につ

いては都市計画マスタープランに係る記述を削除することとして、とりまとめをお願

いする。 

 

事務局 

委員 

議題２ 施策と取組について 

 資料 6について、事務局より説明。 

地域特性に応じた施策が検討されているが、ニュータウンの取組欄に○印が見当た

らない。ニュータウンにおいても空き家があり、適切に管理されていることから緊急

性は高くないかもしれないが、市場のみに任せておいてもよいか。近い未来にかなり

の空き家が発生するだろうということもあり、ニュータウンに特化した取組が必要で

はないか。 

事務局 特にニュータウンだけに特化した取組みはないが、全市の取組みの中にニュータウ

ンの空き家も含んだ考えである。ニュータウンの住宅は比較的新しく、管理もされて

おり、市場に出れば 2,3 ヶ月で流通する状況がある。ただ、所有者の意識が市場に出

す、活用するというように動機付けの取組みが必要。何か良い取組みがあればご意見

いただければうれしい。 

委員 例えば、農村地域であれば移住支援、マッチングという言葉が出てくるが、実はニ

ュータウンでもありえるのかなと思う。郊外暮らしというか、積極的にファミリー層

をニュータウンに呼び込むことも考えてはどうか。 

委員 宅建協会では、三田市において無料相談を年 6 回行っている。本部でも毎週 2 回行

っており、相談会の回数を増やしていきたいが、人的な制約がある。 

協会では、どこの市町でも相談会を行っており、移動相談会の方法をとっているとこ

ろもある。篠山市のように、空き家見学のバスツアーを行っている例もある。 

三田市の空き家バンクの登録物件に対して、担当者を決めて対応してきたところ、

先月、第 1 号の成約ができた。丹波市では、月 1 件ぐらいの成約となっている。空き

家と農地を組み合わせた事例として宍粟市が紹介されたが、佐用町では１㎡の農地と

している。丹波市でもその施策は施行されている。検討中とのことだが、三田市でも

是非実施して欲しい。 

その他に、兵庫県警と協会が連携して防犯に係る見守り隊を組織しており、事業者

として、自治体や自治会と連携して予防策を進めていきたい。 

ニュータウンの空き家活用では、シェアハウスを行っている事例がある。有馬温泉
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ではインバウンドの外国人の宿泊施設が不足している。今後の対策として挙がってく

るのでは。 

委員 空き家と空家の使い分けはされているのか。インターネットが普及しており、SNS

を活用する取組があってもよいのではないか。 

事務局 特措法では「空家等」という表現が使われている。ワープロでは「空家」と入力す

るとチェックが入る。三田市では「空き家バンク」としているが、その他では空家と

している。 

委員 弁護士会のプロジェクトの集まりでも、同様の議論があった。シンポジウムでは親

しみやすさに配慮して、「空き家」とした。「空家」「空き家」にこだわらなくてもい

いのではないか。 

会長 「空き家」と表現する方向で検討してはどうかと思うが、事務局で再検討して欲し

い。民間事業者における利活用の取組として、Ｒ不動産が全国展開を行っている。代

表の小泉氏と連携していくことも考えられる。 

委員 活用の施策における起業支援や、適切な管理の取組について、障害者への空き家の

管理委託を考えてはどうか。障害者の法定雇用率が 2.2％に引き上げられており、障

害者の雇用促進が求められている。精神障害者の人たちはＩＴを活用できる人が多

く、知的障害者は草刈りなどの作業ができる。就労支援センターで障害者の雇用が進

められており、空き家管理の仕事を作業所に委託することが考えられる。 

会長 空き家の管理における障害者雇用について、検討して欲しい。 

委員 若い世代はフェイスブックやインスタグラムなどを活用している。ＳＮＳを活用し

て空き家に係る情報発信を行うこともよい。シェアハウスによる空き家活用では、若

い世代の入居者に情報を届ける必要がある。 

会長 大学生では、シェアハウスのような住み方を好む学生もある。 

委員 14 ページの県の施策の関連ですが、兵庫県の住宅政策課が空き家活用に係る補助

事業のパンフレット「ひょうごの空き家を活用した移住・起業のしおり」を作成して

おり、好評なので参考にして欲しい。空き家活用支援事業の市街化区域の補助事業は

市の随伴型になり、三田市の事業として制度化・予算化が必要になる。田舎の空き家

で最大 160万円、まちなかの空き家で最大 210万円の補助金額となる。住宅政策と産

業政策が連携して、空き家活用と併せた起業支援も行っている。今後は、阪神北管内

に絞り込んだ支援策の資料を作成していきたい。 

三田市において、市街化調整区域の空き家活用を促進するための検討に取り組まれ

ているように聞いている。県民局としても一緒に検討できればと考えているので、引

き続きお願いしたい。ニュータウンの空き家は市場で対応できるとのことなので、こ

の 5年間での具体的な支援策は必要ないかもしれないが、今後ニュータウンについて

も、空き家が課題となる。そのため、空家対策計画の前段部の既成市街地、農村地域、

ニュータウンの特徴について整理する箇所に、その旨を記載し問題提起してはどう

か。 

兵庫県では北摂ライフアピール事業を行っており、管内４市１町の行政で支援協議

会を構成し、移住定住、交流を目的として取り組んでいる。今年度は日帰りと一泊で

のバスツアーを行うこととしている。三田バルの開催される 10月 14日は泊付き、10

月 29 日は日帰りで三田市にも訪問する予定である。ターゲットは大阪市内の居住者

で、ひょうご北摂に住みたいと思っている人である。 

委員 三田市の財政状況は厳しいものがあるが、県の事業を活用して空き家の活用を進め

たい。事務局では市街化調整区域の取組について、別のプロジェクトで検討している。 

フラワータウンでは転出が多く、空き家が発生している。高齢者のみの世帯も増えて

いる。学生と高齢者が住宅をシェアする住み方も考えられる。三田市における学生生

活が楽しかったならば、将来戻ってくることも期待できる。 

委員 弁護士会でも空き家セミナーを行っていくので、ご検討をお願いします。 
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三田市の計画では、栃木市のような数値目標を挙げるのか。数値目標の設定は予算化

に影響する。解体等の後ろ向きで、市場では解決できないものに対して行政が積極的

に数値目標を挙げるのが大切になってくる。 

事務局 栃木市では年間 200件の空き家活用の目標を掲げていること、住みたいまちランキ

ング 1 位となっていることから、先進事例としてあげている。平成 28 年度は年間約

100件の解体助成の実績がある。三田市において栃木市のような具体的な数値目標を

掲げるまでは至っていない。 

委員 関学の学生を対象として、クラブ活動の単位で空き家をシェアハウス利用すること

が考えられる。よい思い出ができれば、将来三田市に戻ってくるかもしれない。市街

化調整区域の空き家活用について、用途変更に関して緩和された部分はあるが、レス

トランや宿泊施設への用途変更緩和を更に進めて欲しい。 

事務局 シェアハウスとしての利用は、建築基準法、消防法の規制を受ける。ニュータウ

ンでは地区計画における規制もある。都市計画法施行条例では、市街化調整区域に

ある集落区域においては、レストランや日常物販店舗への用途変更は可能である。

現在、茅葺きの古民家などの景観重要建造物についてレストランや宿泊施設への活

用が出来る仕組みを検討中である。 

委員 ニュータウンでも空き家を目にする。遠方に住んでいるが、将来誰かが住む予定で

あり、そのまま空き家として管理されている。将来的には、一気に空き家が増加する

可能性がある。 

古民家の再生はコストがかかる。事業計画上難しい面があることから、法に沿って建

て替えたいというニーズがあり、活用への説得が難しい。 

会長 解体に際して、事業者の紹介はどのように行われているのか。 

委員 解体に際して、費用の説明をした上で、適正な処理を行う事業者を紹介している。 

 

事務局 

委員 

議題３ 特定空家等の措置及び判断について 

 資料７～９について、事務局より説明。 

資料８の基準の判定は、立入調査において調査票に記入して行うのか。 

 市職員が調査票を作成し、協議会に挙がってきて特定空家等を判断することにな

るのか。もしくは庁内連絡会議で特定空家等とみなされたものが協議会に挙がって

くるのか。 

事務局 立入調査は必ずする必要はなく、敷地に入らなくても外観目視で十分判断できる場

合もある。 

判断基準については、まずはガイドラインを基に作成した判断基準（案）に対して協

議会の意見をいただきたい。意見に基づき、判断基準を作成したい。 

作成した判断基準に沿って庁内連絡会議で特定空家等かどうか協議、判断する。特定

空家等の判断について、1 件１件を協議会に諮ることは考えていない。 

必要な案件については、協議会に意見を伺う。 

委員 平成 28 年度の空き家実態調査では A 判定、B 判定といった結果になっていた。今

後の現地調査後の判定方法はどのようになるのか。顕著に○がいくつかつくと特定空

家等と判断するのか、総合的に判断するのか。 

事務局 顕著、影響度の両方に○が入る項目が一つでもあれば、特定空家等に指定すること

で考えている。 

委員 影響度なしは、敷地が広く周辺に影響を及ぼさない場合などに限られ、ほとんど

は周囲に影響があるのでは。影響度なしとは具体的にどのような想定をしているの

か。 

事務局 空き家が広い敷地に建っており、通行人等に影響が及ばない、周辺の敷地も所有し

影響がない場合は、特定空家等と判断しない考えである。 

委員 管理されていないと老朽化が進むので、特定空家等になってしまう前にシルバー人

材センターなどに委託して適切に管理されることが望ましい。 
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事務局 空き家の管理委託について、シルバー人材センターとの協定締結を検討している。

空き家の所有者アンケートでは、住宅の中に入って欲しくない傾向もあるが、植栽の

剪定や除草など管理のニーズに応えたい。 

委員 空き家の所有者は周辺に迷惑をかけないうちは朽ち果てるまで放置しておこうと

いう意識もある。周辺に影響がない場合でも、放火等の恐れもある。ニュータウンや

既成市街地では、顕著となれば影響について周辺から言われるかと思う。農村地域は

影響度について、何らかの指針があればと思う。 

委員 ガイドラインに著しく景観を損なう、といった基準がある。地域ごとに、景観に係

る条例を定めているのか。 

事務局 景観法により景観計画（新市街地、既成市街地）を定めており、ニュータウンでは

地区計画でも景観を規定している。 

会長 景観計画（市街地周辺、田園山並み）は策定中であり、地域ごとのルールが規定さ

れるかもしれない。 

事務局 これまで市街化調整区域の住宅を一旦除却して更地にすると将来に建築ができな

かったが、都市計画法施行条例の改正により平成 27 年 10 月から申請すれば一旦除

却して更地にしても建築が可能になった。老朽化した空き家の相談があった際には制

度を紹介している。 

委員 制度施行から約 2 年たっているが、広報はされているのか。 

事務局 条例施行時に市広報紙で行っている。また建築士会や建築士事務所協会を通じて周

知している。 

会長 27 ページで、立木は腐朽の段階で判断して倒れることを予防するのか。敷地に複

数の建物がある場合には、いずれかの建物が該当すれば特定空家等となるのか。 

事務局 立木が倒壊する前でも判断することになる。複数の建物がある場合は、いずれかの

建物が該当すれば特定空家等となる。ただ、同一敷地内の建物に居住されていれば、

法律上の空家等には該当しない。 

委員 建物に問題がなくても、敷地の立木に問題があれば特定空家等として判断すべきで

はないか。 

会長 特定空家等の判断基準は、この協議会で確定する予定か。 

事務局 今回の意見を反映し、次回の協議会でもご協議いただき最終的な意見をいただくこ

とになる。 

委員 対象なしの項目はどのように考えるのか。 

事務局 例えば看板はないものもあるので、その空き家について判定する項目がない場合、

対象項目なしとなる。 

委員 切迫性についてはどのように考えるのか。 

事務局 顕著と影響度で特定空家等の判断をし、切迫性は判断には考慮しない。 

委員 特定空家等の判定は、判定項目で判定し、影響度や切迫性は、指導助言、勧告、行

政代執行といった今後の措置について検討する事項ではないか。 

会長 特定空家等の判断は客観的な判定で行い、勧告を行う場合に影響度や切迫性で検討

する流れではないか。 

事務局 特定空家等に係るガイドライン項目や判断基準について、出された意見をもとに再

度見直しを行い、次回の協議会で報告し、ご協議いただきます。 

 

事務局 

４．その他 

・次回協議会の日程について、第 4 回協議会は 11 月下旬に開催する。（11/30（木）

午後 3 時～、三田市役所、予定）日程が決まり次第、事務局から委員に連絡。 

５．閉会 

問合せ先 三田市地域振興部まちの再生課 

 


