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様式第２号 

会    議    録  

 
 

 会 議 の 名 称   第１回豊中市総合的な空き家対策方針策定委員会 
 

 開 催 日 時 平成２６年（２０１４年）７月１日（火）１８時００分～２０時００分 

 開 催 場 所  豊中市立福祉会館 ３階集会室  公開の可否    可・不可・一部不可 

 事  務  局 都市計画推進部まちづくり総務室  傍 聴 者 数         ２人 

 

 出 

 

 席 

 

 者 

 委  員 
佐藤委員、鈴木委員、藤木委員、山下委員、石田委員、鈴森委員、 

髙橋委員、芳村委員、山東委員、望月委員 

 事 務 局 
野村理事、森室長、岡本チーム長、藤崎主幹、西出副主幹、 

山口グループ長、藤田 

 そ の 他 小倉、鈴木、柴田 

議   題
 

１．委員長の選出について 

２．委員長職務代理者の指名について 

３．「(仮称)総合的な空き家対策方針」の策定について 

４．豊中市の空き家に関する現状等について 

５．その他 

 

審議等の概要 

(主な発言要旨） 
別紙のとおり 
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第１回豊中市総合的な空き家対策方針策定委員会 

議事要旨 

 

●開会 

 

 公開の確認、資料の確認、市長挨拶、委員及び事務局職員紹介、会議の成立確認 

 

●案件（１）委員長の選出について 

 

 委員長は鈴木委員に決定 

 

委員長： 

・京都工芸繊維大学工芸科学研究科で建築デザインの教育及び研究をしている。住環境

計画、特にコミュニティ参加、持続可能性という視点からの住環境の在り方を研究し

ており、その成果を方針の検討に活かすことができたら幸い。 

 

●案件（２）委員長職務代理者の指名 

 

 委員長職務代理者は佐藤委員に決定 

 

●案件（３）「(仮称)総合的な空き家対策方針」の策定について 

 

 【資料５】「(仮称)総合的な空き家対策方針」策定の趣旨 

  資料に基づき事務局から説明 

 

委員： 

・南部を中心に３０数年事業をしており自宅は北部にある。印象としては、北部の自宅

近辺では管理されず放置されている空き家や、植木の剪定をするなど管理されている

空き家が見受けられる。南部の、特に庄内の密集市街地では、昭和３０年代から４０

年代に建てられた文化住宅で流通に乗ってこない空き家が多く、家主が手入れを十分

にできないという現状が見受けられる。事業者としては、そのような空き家はお客さ

んに紹介できない。南部地域においては北部に比べると、管理状態がよくない空き家

が多いと感じている。 

 

委員： 

・この４回の会議の中で(仮称)総合的な空き家対策方針を策定していくということだが、

対策方針と言っても色々な内容、スタイルがあると思う。ガイドラインなのか、手引

きなのか、条例なのかなど。その辺りはどのような方向になっていくのか今後の会議

の中で導き出されるのであろうが、事務局はどう考えているのか。 

 

事務局： 

・方針のイメージがないわけではないが、１回目と２回目の会議の議論を踏まえた上で、

３回目の会議で骨子を示し、４回目の会議で最終素案としてお示ししたい。 

・ご議論いただく内容としては、管理不全空き家への対応、そうならないようにするた

めの方策、障害者や高齢者に対する住まいの在り方等の視点を持って、皆さんが日頃

の業務等で感じてらっしゃることをご議論いただきたい。その議事録がデータベース

となって、色々な方策を導いていけたらと思っている。その中で条例についても、「ど

ういう条例が必要か」ということについて、ご議論いただきたい。 

 

委員： 

・戸建ての、特に相続などの問題で放置されている空き家が一番課題だと思っている。

そこで、豊中市として基礎的なデータをどの程度管理していくのかということが必要。

どの地域に、どの状態のどれくらいの数の空き家があるのか、そして、それがその地
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域でどのような課題になっているのか、そういったことを正確に捉えることが、課題

を認識した上で地域資源として有効利用していくためのヒントになるのでは。ＵＲな

どの賃貸住宅はその団地の中で完結するが、戸建てや木造賃貸住宅は、その地域で、

どういう資源として活用できるのかという議論をしていく必要がある。 

 

委員： 

・私も「集合住宅より戸建住宅がターゲットだ」というご意見に同感である。 

・資料５の「３．検討の視点」の説明の中で、空き家を「管理されている」「管理が不十

分」「老朽危険」という３つのメルクマークで区分している。この軸に加え、平面的な

ゾーン分け、例えば阪急沿線の駅前地域、戸建の住宅地域等のゾーン分けの軸も絡ま

せて、分析することも必要なのでは。 

 

委員： 

・適切に管理されている空き家の所有者は、多くの場合、「空き家」ではなく「留守宅」

という認識が強い。「空き家」という言葉からイメージされるのは、管理不十分な空き

家や老朽危険空き家で、「我が家はそれとは違う」と思っている。対策等も違ってくる

と思うので、空き家の調査をする際には、その辺りを加味していただきたい。 

 

委員長： 

・「空き家」と一言でいっても色々な空き家がある。それを踏まえて検討をしていく必要

がある。 

 

委員： 

・「総合的な」というのが、今回の検討の大きなポイント。空き家の問題は、色々な局面

で色々な形で出てきている。この検討は都市計画推進部が事務局ではあるが、庁内の

関係部局との関係はどうなっているのか。ここで検討した結果の対策は他の部署も一

緒に実施していくという認識でよいか。 

 

事務局： 

・その通りである。なお、庁内関係課で設置している検討会議には、福祉部局や子育て

の関係の部局など幅広く入っている。そういったところのニーズと空き家とをマッチ

ングしていくということも考えていきたい。 

 

 

●案件（４）豊中市の空き家に関する現状等について 

 

 【資料６】豊中市の空き家に関する現状報告(平成２５年度住宅ストック基礎調査報告

書より) 

 【資料７】管理不全空き家等に関する相談・連絡体制の構築 

 【資料８】空き家実態調査について 

  資料に基づき事務局から説明 

 

委員： 

・豊中市の現状についてきちんと調査していると感じた。 

・市としては空き家を減らしていきたいのか、空き家を管理していきたいのか。もちろ

ん空き家を限りなく少なくすれば管理もきちんとできるようになるかと思うが。 

・南部地域は長屋住宅が多い。一棟を一人の方が所有している場合もあるが、いわゆる

４軒長屋の一戸一戸を別人が所有している場合もある。この場合、長屋の一戸の住人

が転居して空き家となっても、長屋の状態では除却もできず放置されたままとなる。

このような空き家をどうするのかというのは非常に難しい問題。 

・南部地域については、市が除却費補助を行い除却についてのテコ入れをしているが、

そのような問題があるのは事実。 

・また、南部地域で見られる現象として、木造賃貸住宅、いわゆるアパートで空き家の
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数が多くなると管理が行き届かなくなり、そのまま放置されているというのもある。 

 

委員： 

・空き家については大きく二つに分けて考えるべき。一点目は、マーケットメカニズム

の問題であるということ。世帯数が増加しない中で、新築がどんどん増えることが、

別の場所での空き家を生んでいる。だからといって空き家化を防ぐために新築を止め

るのは無理であり、空き家の発生は避けられないということはある程度、前提になる。 

・二点目は空間管理をどうするかという問題。人口・世帯数が減少していく中で「誰が

この空間を管理していくのか」というところが一番ポイントになってくる。空き家の

調査の説明で「戸建て」と「賃貸」という区分があったが、「持ち家」と「借家」の区

別、さらに持ち家と借家それぞれに「管理者がいるのかいないのか」という区別も必

要。「管理主体の有無」というのが対策の大きなポイントとなる。管理者がいる場合は

その管理者に効く対策を考える必要があるし、登記情報では所有者が不明、相続関係

が複雑等で管理者がいない場合は、どうしたらいいのかという検討が必要。このよう

に管理者がいる空間と管理者がいない空間の二種類に分けると問題がクリアになる。

調査で、「管理者がいるのに管理できていない」「管理者が不在なのか。なぜ管理者が

不在なのか」ということも突き詰めることができれば、問題を切り分けやすくなるの

では。 

 

委員長： 

・非常に複雑な問題が多くあるように感じる。 

・管理不全の空き家を除却するのも大事だがその後のことも大事で、除却により地域が

空き地だらけになると、それはそれで問題。古くなったら除却すればいいという単純

な問題ではなく、広い視野での空き家対策が必要。 

・例えば、ドイツのライネフェルデでは人口が約20％も減少しており、空き家が増加す

るという問題を抱えていたが、除却により空き家戸数をただ減らすというだけではな

く、減築という取組みの中で住環境の質をより高めるということをセットで行った。

これが本来の空き家対策だと思う。 

 

委員： 

・空き家対策をまちづくりのチャンスと捉える視点が大事。神戸市のある高級住宅地は

空き家が増えていて悩んでいるという話を聞いたことがあるし、京都市は町家の空き

家の活用に補助を出していると聞いている。 

・豊中市として、どういう人に住んでほしいのかという視点が必要。その視点を踏まえ

た空き家の利活用などの対策、まちづくりを考えること。 

・また、安心安全という視点では、管理不全空き家についての体制を立ち上げたという

ことであったが、相談があった空き家ごとに、相談内容、対応部署や対応した内容等

を台帳・一元管理し、再度相談や苦情等があった時には対応経過等を伝えることがで

きると、市民は安心し住んでいただけるようになるのではと感じる。 

 

 

委員： 

・空き家の活用を考える場合、住宅を住宅として活用するだけでは閉鎖的というか、人

口減少時においては非常に難しい。 

・空き家の中でも、所有者は留守宅のように感じており当分使うつもりも売却する気も

ない空き家、これが一番問題だと感じている。 

・私が常々言うのは「『空き家』が悪いのではなく、『管理されない・活用されない家』

が問題」ということ。 

・空き家の活用には、地域の不動産業者、工務店や建設業者など不動産事業者との連携

が非常に必要になってくる。 

・活用の仕方としては高齢者施設、子育て支援施設やシェアハウスという事例もあるが、

地域性に合わせた活用が重要。 

・空き家の問題はネットワークがものをいう。一つの主体が頑張ってできるものではな
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い。地域の総合力で解決をはかっていくような道筋をつけていただけたらと思ってい

る。 

 

委員： 

・単に一戸の空き家をターゲットにするのではなくて、まち全体の中で定住できる仕組

みがあることが大事。 

・「地域コミュニティ」についての調査はどうなのか。以前、和歌山の女子刑務所から出

所してもすぐ戻ってくるという現象が続いていて、取材をされていた。自宅に帰って

も話をする人もおらず、近所づきあいもなく、それなら刑務所に入ってもいいという

ことで戻ってきてしまうという内容のニュースを見た。例えば、コミュニティが欠落

した結果として空き家が出てきているということについての聴き取り調査等はされる

のか。 

・阪急豊中駅近辺の末広町、玉井町、立花町の大きな屋敷が空き家になったのち、相続

等で細分化されていっている。空き家の敷地面積等の規模も調査していく必要がある

のでは。 

 

事務局： 

・地域コミュニティへの調査については、空き家の調査について地元自治会に説明に行

った際に、空き家についての問題点という視点でヒアリングをしている。その中で、

庄内地域は昔ながらの人間関係、雰囲気があると感じたが、一方で、「施設に入居する

時に、挨拶もなく出ていくことが多くなってきた」という声も聞かれたのでご紹介す

る。 

・空き家の敷地面積についてだが、既存の建物の敷地がどこまでなのかという調査は難

しい。検討した上で、次回以降報告する。 

 

委員長： 

・豊中市は社会福祉協議会のネットワークが充実している。それを調査に活用していく

のはどうか。 

 

事務局： 

・社会福祉協議会は熱心に活動しているが、地域コミュニティは社会福祉協議会だけで

はなく、地域も今回調査する３地区がすべてではない。先ほどのご意見は人として住

める環境が大事ということだと捉えている。事例も紹介しながら、空き家というハコ

だけではなく、人が支えるまちづくりという視点を入れながら方針としてまとめてい

きたい。次回以降の宿題とさせていただきたい。 

 

委員： 

・現在自治会にヒアリングをしており、今後、空き家を特定し所有者にアンケートを郵

送するとの説明であったが、もし、自治会の中に、所有者と地縁等でつながりがある

方がいる場合は、その方にアンケート回答の協力をお願いしていただく等、その地縁

関係を活かしてアンケートの回収率を上げることがポイント。京都市では空き家所有

者へのアンケート調査を自治会と協働で実施した。 

・活用意向についての調査について。管理主体はいるが流通させるつもりがないという

一番難しい物件について、売却はハードルが高いかもしれないが、定期借家なら貸す

意向があるかどうか質問項目に加えてみては。空き家を地域資源として捉えたときに、

活用が可能な空き家が浮き彫りになってくるではと感じた。 

 

委員： 

・私も活用の意向について考えていた。地権者が自分の資産価値を向上したいという思

いが最低限必要だと思う。もちろん自由経済なので、行政の補助を受け更地にして流

通にのせ、お金を稼ぐというやり方もあるが、やはり豊中市のまちづくりという観点

からは、地権者は管理することで資産価値を向上し、そしてまちを良くしたいという

意識がアンケートの中から出てくるといいのではと思った。 
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・方策は今後考えていくのだが、豊中としてのまちづくりの方針をどう考えていくのか

ということも、上位の部分として必要だと考える。 

 

委員： 

・委員の皆さんの意識の中には「空き家の活用」つまり「空き家は社会資源」という視

点がある。ただ、法律上は、「空き家は社会資源」という観点に対して個々の所有者が

私権を主張するとそれに対抗できない。いくら公共の福祉だといっても、個人の家に

対して「こうしなさい」と強制はできない。所有者、管理者が「自分の持っている家

は社会資源の一つだ」という意識を持つことが大事。多分、アンケートの結果でも

「管理にお金がかかるから放置している」「自分の家をどう使おうが勝手」という理由

が出てくるのでは。多分、そこには「社会資源」という感覚はない。 

・空き家対策を前へ進めていこうとするなら、「空き家は社会資源だ」という意識を所有

者・管理者に植え付けることが大事。「豊中市は空き家に対してこういう考えを持ち、

こういう対策をとっていくので、豊中市をいいまちにしていきましょう」ということ

を大々的に打ち出し、「空き家にしていることが恥ずかしい」という感覚にならない限

りは難しいのでは。 

 

委員長： 

・委員会の意見を踏まえアンケートを実施してほしい。アンケートのあいさつ文が重要

で、調査の目的を端的にわかりやすく示し、将来のビジョン、希望が持てるような目

的を明確にした上で調査をすることが大事。 

 

委員： 

・ＮＰＯ法人ワンネスに所属しており豊中市と協働で高齢者の住替え相談等を実施して

いる。その中での、空き家に関連した相談の事例を紹介したい。 

・庄内地域で「地代を払うのがもったいないので、空き家を福祉関係の事業で活用して

ほしい」という申し出があった。ただ、相続の権利関係が複雑で、結局借りることが

できなかったことがある。庄内地域は土地と家屋の所有者が異なるケースが多い。 

・月１回、庄内地域で相談会を実施しているが、「立ち退きを迫られている」「市から除

却の案内が来た。除却しないといけないのか」という相談もある。「これは除却費の補

助の案内ですよ」と伝えるが、実際は除却費用が出せず空き家のまま放置しているケ

ースもある。 

・北部で受けた相談では、入院していた８０歳代の女性の親戚から、退院後老人ホーム

に入居するため、女性の自宅を売却したいという相談があった。しかし、その家は女

性を含めた５、６人兄弟の共有名義となっていた。４人は既に死亡し相続人が合わせ

て何十人と存在していたり、また、生きていても認知症で判断ができない等、権利関

係が複雑になっており、売却まで進めることが難しい事例がある。 

・空き家の活用方策としては福祉的な活用のニーズやアイデアは実際にある。ただ、こ

ういった権利上の壁があってどうしようも対応が困難なケースがあり、それを条例等

でどこまでルールづけできるのかと感じている。 

 

委員： 

・公共の福祉と私権を調整するために法律や条例をという話だと思うが、社会のルール

のエッセンスが法律や条例。先に法律・条例があるのではなく、社会の中に共通認識

があって初めて法律・条例ができる。空き家の活用について社会みんなの共通認識に

しない限りは前に進まない。行政は、マスコミなどを使って、こんな取組みをしてい

ます、皆さん協力してくださいと、もっとアピールをするべきだと思う。 

 

委員： 

・空き家の相談窓口の周知とは、具体的にどのような内容なのか。 

 

事務局： 

・現状として管理不全空き家についての苦情や相談がたくさん寄せられていることから、
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今年度から管理不全空き家の対応について関係課が協議する会議を設置し、併せて管

理不全空き家の相談窓口を周知していくもの。周知については市ホームページに掲載

するほか、消防や危機管理室などの窓口にチラシを置き、対応できる部署をご案内す

る。相談先が不明な場合は、まちづくり総務室を案内してもらう。ここでのターゲッ

トはあくまで「管理不全空き家」である。 

・ただ、管理不全空き家はこの取り組みだけで解決できるわけではない。条例の必要性

などについては当委員会と関係課長で構成する連絡会議で検討することとし、管理不

全も含めたすべての空き家について総合的な方針としてまとめたいと考えている。 

 

委員： 

・空き家についての相談は、宅建事業者にもぜひ相談をしてもらったら。 

・最近関わった事例を紹介する。宅建業協会北摂支部は３市２町を管轄しているが、箕

面市から「箕面市内の流通空き家の情報を提供して欲しい」と当支部に依頼があり、

６月末に６０件ほどの情報を提供した。箕面市は現在人口増加に力を入れており、空

き家対策と合わせた取組みをしている。首都圏からの転勤者を呼ぶために、上場企業

宛に住宅情報のダイレクトメールを送付するとのことであった。その効果については

現時点ではまだわからないが、次回以降の会議の中で報告できると思う。参考となれ

ば。 

 

委員長： 

・豊中市は流通空き家が多いので、ＮＰＯ、事業者等様々な団体とのネットワークが重

要になるかもしれない。 

 

委員： 

・今年度は方針を策定し、来年度は方針に基づく具体的な施策の検討をしてくというこ

とだが、市の思惑として、こういう長期的な視点がいる課題を何年くらいで目途をつ

けようという思いがあるのか。 

 

事務局： 

・市はこれまでも住宅・住環境に関する施策を実施してきたが、民間住宅に対しては個

人の資産には手を出せないということもあり、積極的ではなかった。 

・今回の検討は、空き家が増加していることが背景にあるが、だからといって空き家を

なくせばいいというのではなく、周辺に悪影響を及ぼす空き家、上手に活用すること

で地域や所有者にプラスになる空き家、それぞれにどういった対策ができるかという

検討ができたらと思っている。 

・また、これをやればすべて解決するという特効薬はないと感じている。社会資源とし

て活用していかないといけないという思いを皆さんに持っていただくということ、空

き家を使いたい方と使ってほしい方をつなぐ等、解決しないといけない課題があると

思うので、今年度は色々な課題を色々な切り口で整理し方向性を見出していきたい。 

・方針策定後についてだが、空き家対策を実現するためには一つの施策でやっていくの

ではなくて、色々な施策、ネットワークの中で一つ二つと効果のありそうなものを見

つけていって順次進めていくという形になると思う。「何年後に目標達成」ではなく、

数年ごとに現状について調査しフォローしながら、もし新たな手立てが必要ならやっ

ていくということを繰り返していく。最終空き家をなくすのが目標ではなく、豊中市

をいいまちにしていくことを目標にやっていきたい。 

・なお、除却費補助については、庄内・豊南地域は木造住宅の密集地であることから、

不燃化を目的とし地区計画で準耐火建築物を建てるというルールを作り、それに合わ

せて昨年度除却補助をスタートしたもの。建替えに伴って耐火性能を高めてもらい、

また、道が広くなり基盤整備も進むということで、地権者の協力をいただきながら取

り組みを進めている状況。空き家を潰すという趣旨ではなく防災面で取り組んでいる

施策である。 
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●案件（５）その他 

 

・会議録については、委員の皆様に確認いただき確定させる。なお、概要を市ホームペ

ージなどで公開する。 

・次回会議は１０月頃開催予定。後日、日程調整する。 


