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第 4回三田市空家等対策協議会 議事録 

日時 平成 29 年 11 月 30 日（火）午後 3 時～ 

場所 三田市役所 本庁舎 3 階 302A 会議室 

出席委員 角野委員、水野委員、藤原委員、野上委員、森委員、中村委員、野口委員、 

吉田委員 

欠席委員 柴田委員、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．議事 

（１）議題１ 特定空家等の措置及び判断について 

（２）議題２ 三田市空家等対策計画（素案）について報告 

３．報告 

  （１）今後の空家等対策計画の策定スケジュールについて 

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（8名出席）によって、会の成立を確認。 

・議事録署名人として、水野委員、吉田委員を選任。 

・傍聴人は 0名。 

 

 

事務局 

２．議事 

議事１ 特定空家等の措置及び判断について 

事務局より資料 1について説明。 

会長 P4 の 12 番の｢火災のおそれのある物体｣とは具体的に何を想定しているのか。 

事務局 敷地内に可燃物等が置かれていると、放火等を含めて、火災につながる危険性が

あるという状況を指している。 

会長 特に引火性の高いものという意味ではなく、一般に燃えるものということか。 

事務局 何かを特定しているようではないが、具体的な内容は消防に確認する。 

事務局 

委員 

事務局より資料 2 について説明。 

②以降は具体的な数字の記載はなく、状況を示している。特に③の 1～4 の｢顕著｣

は｢改修・解体が必要｣という記載だけで理由が書かれていない。｢改修・解体が必

要｣な状態とはどういう状態なのかを示した方が良いのではないか。 

事務局 他市の事例等も検討し、現地に行った職員が明確に判定できるような客観的な項

目を探したい。 

会長 ｢備考｣に｢擁壁｣とあるが、今の指摘は擁壁に関することと理解して良いのか。 

事務局 擁壁に関する項目の｢顕著｣の状態を表現の参考にしたということで、擁壁に対し

て判断するということではない。 

委員 判定基準について建築士会として細かく見たが、備考にあるように様々な例を参

考にしているので、例えば｢建築物の著しい傾斜｣は｢1/20 超｣という｢超えるか、超

えないか｣という表現もあれば、｢1/5 以上｣という｢入るか、入らないか｣という表現
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もあり、基準が曖昧である。一般的な資料であれば統一した方が良いと思うが、内

部資料なので構わないのか。将来的には表現を統一するのか。 

また、｢軽微｣から｢顕著｣に変わる基準の記載が｢軽微｣のところに必要ではない

か。①は｢軽微｣に空白が多く、｢顕著｣以下の状況が生じていればすべて｢軽微｣とい

う判断なのか。 

事務局  基準は他府県を参考にしているので、｢超｣｢以下｣の部分は精査したい。 

会長  内部資料でも担当者間で認識の違いがあると良くないので精査を願いたい。 

委員 特定空家の定義として①～④があり、それぞれにガイドライン項目があるが、1

つでも｢顕著｣に該当すると特定空家と判定されると理解していて良いのか。 

また、特定空家と判定されて措置を行う場合、影響度と切迫度を勘案して総合的

に判断するとなっているが、｢顕著｣に該当する個数も措置をとるか否かの判断材料

になると思うので、数を要素に入れることの是非について意見を伺いたい。 

事務局 数については、仮に 5 個を基準として、4 個なら措置をとらず、6 個ならとるの

か等、個数の議論になるので、今のところは 1 つでも該当すれば特定空家と判定す

る。ただ、特定空家と判断しても、この段階では持ち主への通知等は考えておらず、

直接的な被害は及ばない。勧告に至ると固定資産税の 1/6 軽減が外れる。 

会長 資料 1 の 4｢判断基準表の使用方法｣において、1 つでも｢顕著｣に該当すれば特定

空家と判断し、その上で措置については影響度と切迫性を勘案して総合的に判断す

るとなっているので、判定表の｢顕著｣の欄に○をつけても、｢影響度｣と｢切迫性｣に

○を付けなければ、特定空家の判断はするが措置はしないということか。 

事務局 そうなるが、実態として特定空家等と判断した建物は状態も悪く、市として何か

の｢お知らせ｣をする等、何らかのアクションをすることになると思っている。 

会長 固定資産税の 1/6 軽減が外れる等を知らせることも措置の 1 つか。 

事務局 助言・指導からが措置になるが、その前に第 12 条で｢お知らせ｣等、措置に当た

らないものもある。特定空家になると法的な措置として助言・指導、勧告、命令へ

と進む。これについては資料 3 の空家等対策計画(素案)の P27｢特定空家等に対する

措置の基本的なフロー｣に示している。苦情等が入ると現地を見て、所有者の調査

等を行い、所有者等が分れば 12 条の中で助言その他、必要な援助を行う。そして

特定空家等に認定されると助言・指導、勧告、命令へと進む。 

本市では特定空家等と認定した案件はまだないが、他市の情報では、何らかの手

立てをしなければならない状態のものが特定空家等と認定されているようである。 

会長 特定空家の｢認定｣と｢判断｣の意味は同じか、違うのか。同じなら、P27 のフロー

を見ると、認定されたものについてはすべて何らかの助言や指導が行われるのか。

その上で、措置は行政代執行のレベルになるのかどうか。資料 1 と 3 を比べると言

葉の定義が厳密ではないと思う。 

事務局 ｢判断基準｣としながら｢特定空家の認定｣と表現している等、言葉の違いがあるの

で、再度検討する。 

委員 ガイドラインの項目の 1つでも｢顕著｣に該当すれば特定空家に認定されるが、そ

の先で措置を検討する際は、影響度・切迫性を基に判断するので、特定空家に該当

したとしても、措置をしないという選択肢もあり得ると理解して良いのか。 

事務局 そうである。 

委員 そうなると、措置から先が市民生活の財産に直接関わる部分なので、該当した建

物の所有者にとっては、ガイドラインの｢顕著｣に該当するか否かの判断よりも、影

響度と切迫性の方が基準としては興味のある部分になる。それに対して、資料 2 の

P10に影響度のガイドラインが示されているが、切迫性については書かれていない。

切迫性の基準を用意する予定はあるのか。 

事務局 資料 1 の P1 に、影響度・切迫性について国のガイドラインを記載しているが、

今の段階ではこの辺りの判断基準はまだ明確に固められていない。 
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委員 影響度のガイドラインもこれでは抽象的で実務的に判断しにくいので、例えば、

和歌山県では①～④の事由を設け、それによって恣意的な判断を排除しようとして

いる。和歌山県が同じように切迫性についても具体的なものを設けられていれば、

参考にする等、検討してほしい。 

事務局 先進地の事例を調査、検討する。 

委員 ｢軽微｣か｢顕著｣かのラインが重要である。特に④は抽象的で、例えば、3 の｢動物

の鳴き声その他の音が頻繁に発生し～｣という項目では｢顕著｣の判定基準が｢継続

して鳴き声がする｣というイメージ的なものであり、1 項目でも該当すると｢顕著｣

と判定されるならば、これで特定空家に該当することになる。したがって、現時点

で最終形は難しいとしても、「軽微｣と｢顕著｣のラインは客観的な基準を設けた方が

良いと思う。①は建築物関係なので数字を入れているが、他の空白部分も㏈の数字

等、試行錯誤の段階でも客観的なものを示した方が良い。空き家が増えて相隣関係

の問題が出た時に、特定空家かどうかの判断は内部資料とはいえ、情報公開請求を

されると出て行くことになるので、先行事例を参考に、客観的な判定基準として数

字を入れた方がよい。 

また、和歌山県や相生市、丹波市等の先行事例を参考に基準として挙げているが、

部分的に採用するのではなく、全体を通してそれぞれの基準のバランスをチェック

する必要がある。 

事務局 ご意見を参考に、先進地の事例を調べて｢顕著｣を客観的に判断できるような基準

に仕上げていきたい。 

委員 三田市内では｢顕著｣な建物はないということだが、全体の把握はできているの

か。また、特定空家の認定はないのか。 

事務局 今のところ特定空家と判断しているものはない。 

会長 資料 1、2 については、事務局で精査していただくようにお願いする。 

 

事務局 

議事２ 三田市空家等対策計画（素案）について 

事務局より資料 3 について説明。 

委員 P21 の｢施策と取組｣は前回の表形式を文章化しており、分かりやすくなったが、

資料編でも良いので、事業一覧のようなものを入れた方が市の取組をまとめて見る

ことができると思う。 

また、P20 の｢空き家化のプロセスと対策｣で｢空き家化の要因｣として灰色の 3 つ

の箱があり、下向きに矢印が出ているが、この 3 つの箱の意味は何か。｢空き家化

の要因｣が｢空き家化のプロセス｣につながっているのであれば、1 つの箱にしても良

いのではないか。 

前回、｢空き家化のプロセス｣と｢対策｣のところで段階に応じた対策という話が出

ていたので、｢居住｣から｢空き家｣に変わる時の対策や、｢空き家｣の管理状態に対す

る支援なのか。段階に応じたプロセスを記載しているので、それに対応した表現が

できると良いと思う。 

事務局 表にした方が分かりやすいので、その点にいついての意見を伺いたい。資料編と

して付けるのも 1 つの方法かと考えている。 

灰色の箱の部分は前回とレイアウトは同じだが、1 番目の｢居住｣→｢空き家｣の段

階では、世帯の小型化や所有者が亡くなった場合、あるいは住み替えによって空き

家が発生するという理由を示し、2 番目は空き家の活用方法の情報不足や、遠方で

管理ができない等、段階に応じた対応を書いている。 

委員 それぞれの意味があるなら、分かれている方が良いと思う。 

会長 分かれている意図は何となく理解できるが、1 つの箱でも良いようなところも無

きにしも非ずではないか。 

事務局 提案を頂ければ、修正させていただきたい。 

委員 P29｢空き家対策に係る関係機関｣について、建築士会も協力は惜しまないが、「ひ
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ょうご空き家の総合相談窓口」に社団法人建築士事務所協会があり、無料相談窓口

を開設している。建築士会の会員＝事務所協会に所属している経緯もあり、双方で

協議をしているが、3 月末までには決まらないという状況である。協力は惜しまな

いので、継続して体制を考えたいと思っている。 

事務局 よろしくお願いしたい。 

委員 P16｢(3)維持管理を支援することで特定空家等の発生予防｣の｢維持管理の代行に

も一定の需要が示され｣は課題の抽出であり、その答えは P22 の 3｢(2)管理不全空

き家の発生予防｣だと思うが、その中では｢維持管理の委託について｣に文言が変わ

っている。この 2ヶ所が課題と答えであるなら説明してほしい。 

事務局 P16 の(3)はアンケートの結果において、高齢化や遠方居住等の理由から｢管理を

してほしい｣という意向があったので｢一定需要がある｣と記載し、それに対する解

決策を P22 に記載している。したがって、課題に対する答えになっている。 

｢代行｣と｢委託｣の表現の違いについては考えさせていただきたい。 

委員 P29｢空き家対策に係る関係機関｣で兵庫県弁護士協会の空き家対策支援センター

を紹介されているが、内容については紛争案件を含めて全般的に扱うのが弁護士会

の特徴であり、その点が司法書士会との違いなので、具体的に｢空き家に関する法

律相談全般｣と記載していただきたい。 

また、自治体や自治会等でセミナーも実施しているようなので｢セミナー等の実

施｣も入れていただきたい。 

可能であれば、電話番号は空き家対策支援センターのための特別回線なので｢専

用ダイヤル｣と入れていただけると有難い。 

事務局 修正させていただく。 

会長 P17 の｢ニュータウン｣に｢ニュータウンでは、大街区単位で分譲されたため、居

住者の年齢層が集中｣とあるが、正確には｢比較的短期間に大街区単位で分譲された

ため｣ということなので、｢比較的短期間に｣と入れた方が正確である。 

会長 いろいろと意見を頂戴したので、それを踏まえて素案を修正し、パブリックコメ

ントに取り掛かることになる。 

 

 

事務局 

会長 

３．報告 

（１）今後の空家等対策計画の策定スケジュールについて 

 事務局より資料 4 について説明。 

説明に関して質問等がなければ、資料 4 のとおりに進めさせていただくので、次

回もご協力をお願いしたい。 

 

事務局 

４．その他 

・第 5 回協議会は平成 30 年 2 月 23 日午後 2 時～、三田市総合文化センター｢郷

の音ホール｣会議室にて予定。次回協議会については、改めて案内させていた

だく。 

５．閉会 

問合せ先 三田市地域振興部まちの再生課 

 


