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様式第２号 

会    議    録  

 
 

 会 議 の 名 称   第２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）10月23日（木）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         0人 

 

 出 

 

 席 

 

 者 

 委  員 
佐藤委員、鈴木委員、藤木委員、山下委員、鈴森委員、髙橋委員、 

芳村委員、山東委員、望月委員 

 事 務 局 
半田部長、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 鈴木、柴田 

議   題
 

１．第１回総合的な空き家対策方針策定委員会のふりかえり 

２．空き家に関する調査（報告） 

３．管理不全空き家の取組みの状況について 

４．豊中市の空き家対策方針の基本的な考え方と方向性について 

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２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 

 

 会議の成立確認、案件・資料の確認 

 

 

●案件（１）第１回総合的な空き家対策方針策定委員会のふりかえり 

 

 【資料１】第１回総合的な空き家対策方針策定委員会議事録 

  資料に基づき事務局から説明 

 

（質問・意見なし） 

 

 

●案件（２）空き家に関する調査（報告） 

 

 【資料２】空き家プロット図 

 【資料３】空き家実態調査の結果概要（速報） 

 【資料４】豊中市お住まいの利用状況調査 

 【資料５】空き家対策の先進事例、関連事例調査 

資料に基づき事務局から説明 

 

 

委員： 

・空き家の実態調査の所有者アンケートの回答率は約４割とのことだが、回答者以外か

らの問い合わせなど、他にどんなリアクションがあったか。 

 

事務局： 

・課税情報から所有者を特定して郵送したものの宛先不明で届かなかったものが１０件

あった。また、「失礼だ」という苦情の電話や、賃貸住宅の所有者からは「うちは満室

だ」という電話もあった。 

 

委員長： 

・アンケートの配布数はどれくらいか。 

 

事務局： 

・新千里北町２丁目が３１、中桜塚１丁目が７９、庄内幸町２丁目が１０５で、合計２

１５となっている。現地調査で確認した２４２件との違いは確認して後日報告する。

そのうち現時点での有効回収数がそれぞれ新千里が２０、中桜塚が３１、庄内が５６、

合計で１０７となっている。 

 

委員： 

・空き家なので所有者はそこには住んでいないはずだが、アンケートは課税台帳で調べ

てそこに送付したということか。 

 

事務局： 

・賃貸住宅、戸建住宅ともに固定資産税課税台帳の所有者宛に送付している。 

 

委員： 

・アンケートを送付できなかった２５件というのは課税情報では所有者が把握できなか

ったケースということでは。空き家の深刻な問題はそこにあると思う。 
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委員： 

・新潟県見附市の事例は、条例で強硬なことをされており面白い取組みだと思った。事

業実績は1件となっているが、人口はどれくらいなのか。 

 

事務局： 

・４１，８００人程度である。 

・この事例については当市の固定資産税課にも情報提供した。その際、固定資産税は毎

年１月１日現在の情報で課税していくのだが、豊中市の場合は住宅数が多く、市民か

ら管理不全の通報があったものだけを特例解除の対象とすると公平性を欠くことにな

り、見附市のような取組みをするのは難しいという意見があった。 

 

委員： 

・家屋を解体して更地にすると、固定資産税が3倍ほどになる。前述の取組みとは逆に、

老朽空き家を除却した後の土地の固定資産税を減免するという方法も考えられるので

は。 

 

事務局： 

・東京都の取組みで、不燃化特区内で空き家除却後も一定期間固定資産税を減免する

（課税の特例措置を継続する）という措置をしている事例がある。 

 

委員： 

・密集市街地での取組みということ。東京は特区制度があるから進みやすい。大阪は特

区がないから難しいと聞いている。 

 

委員長： 

・泉北ニュータウンでは空き家を福祉に活用した事例があったと思うが。どのようなも

のか。 

 

委員： 

・私の知っている範囲でだが、泉北ニュータウンの槇塚台でＮＰＯ法人が主体となって

行っている事業。国土交通省のモデル事業（高齢者・障がい者・子育て世帯居住安定

化推進事業）の一環で改修費の補助が国から出ている。空き家対策というよりは、空

き家を活用して地域の福祉資源を増やしていこうという趣旨で行われており、むしろ

高齢者対策としての取組み。 

・事例にはそれぞれ主たる目的があって、東京都のように主たる目的は密集対策で、そ

の一つとして空き家対策をやっているものもあれば、蕨市や見附市のように空き家対

策を主たる目的としている事例もある。この、空き家対策を主たる目的としている行

政の事情、例えば空き家率が非常に高くて困っている、あるいはバックデータになる

ような調査をして空き家の事情が顕著に表れている等の政策的な事情があるのか等、

もしわかれば、今後教えてほしい。また、民間主体で実施する事業に対して行政が情

報提供していく等のソフト面で支援をするものもあるが、行政から資金的な支援まで

やっている事例については、それなりの強い背景や行政課題があると思われるので、

そこも併せて示してほしい。 

 

 

●案件（３）管理不全空き家の取組みの状況について 

 

 【資料６】豊中市管理不全空き家に関する取組の状況について 

  資料に基づき事務局から説明 

 

 

委員： 

・所有者を特定するため、戸籍・住民票を調査すると説明があったが、公用であれば自
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由に調査できるのか。昨今、個人情報の保護の観点から、弁護士でも住民票等を請求

できないケースがある。 

・今後、空き家対策を進めていくのなら、条例等で調査できるようにすることも必要で

は。 

 

事務局： 

・所有者の特定のための手続きとして、誰でも閲覧できる公図と登記事項証明書による

調査、そして、先ほど説明した固定資産税課税台帳情報の目的外利用による調査があ

る。相続関係を確認するためには住民票や戸籍の情報が必要になるが、これらは、住

民基本台帳法によりその業務が法令に基づく場合でしか閲覧できない。現在のところ、

まちづくり総務室は根拠法令を持たないので監察課や道路管理課で対応してもらって

いるところである。今後、空き家対策を進めていくためには、条例等で根拠づけるこ

とが不可欠だと思っている。 

 

 

●案件（４）豊中市の空き家対策方針の基本的な考え方と方向性について 

 

 【資料７】豊中市の総合的な空き家対策方針の基本的な考え方と方向性について 

（素案） 

  資料に基づき事務局から説明 

 

委員： 

・相続税の課税が強化されるということで、相続税対策として新規の賃貸住宅が市内で

もどんどん供給されており、その関係で某大手メーカーは非常に業績がいいと聞く。

現状でも空き家が増えている中、ますます供給過多になるのではと感じる。 

・不動産流通に関して、不動産業界としても是非行政と連携していきたいと感じている。

具体的なイメージは今後考えていきたい。 

 

委員： 

・方針の整理の仕方、項目の立て方について。空き家対策の方向性については、（１）か

ら（３）までのそれぞれの問題に対応した取組みをしていくということで理解しやす

いのだが、その根拠になる考え方、つまり空き家について政策介入する論拠を、方向

性の前に示すことが必要では。例えば、人命や財産に関わる問題があるのでしっかり

政策介入していく、または、今は問題ないが将来的に相続等の問題で空き家が増えて

いくと見込まれるので予防的に対策をする、そして、流通に乗っている空き家につい

ては緊急課題ではないが適正管理を促していく等。それらを基本的な考え方として示

すべき。事務局案の「基本的な考え方」は、むしろ空き家対策を進めていく時の「視

点」ではないかと思う。 

・データでは空き家の中でも流通市場に乗っている民間賃貸住宅が多いという特徴が出

ている。民間賃貸住宅市場はこれまで行政からは遠く、民間事業者等と一緒に取り組

むということはなかった。この空き家対策を契機に、実態把握をする際に事業者にご

協力いただいたり、行政が公募したモデル事業に応募してこられた団体や事業者と長

く付き合っていくというようなプラットフォームのようなものを築いていくというこ

とも考えられる。本格的な民間賃貸住宅対策指針のようなものを作りながら、その中

で空き家対策を考えていくということが長期的には必要では。その辺りを方針の中で

頭出しすることが必要。 

 

事務局： 

・方針の項目等については意見を踏まえて整理していきたい。 

・民間賃貸住宅は豊中でも数としてはロットが大きいので空き家対策として何かやって

いきたいと思っており、民間事業者と連携していく方法等もこれから考えていく必要

があると考えている。 

・この空き家対策方針を策定した後、来年度は方針に基づき具体的な施策を進めるとと
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もに、平成２８年度には総合的に住宅施策を進めていくための住宅・住環境に関する

基本方針をまとめていくことを考えている。そちらの方は、空き家対策だけではなく

住宅の新規供給や民間住宅を活用したセーフティネット機能、民間賃貸住宅をどうサ

ポートしていくのか等、広い視点で検討していきたいと考えている。したがって、今

回の方針は空き家対策に絞ったものとしたい。 

 

委員： 

・現在、空き家が全国的な問題となっており、豊中市でも避けて通れない問題になって

いる。この方針の考え方は住宅施策のレベルで立脚されており、総合的なまちづくり

との関係が希薄になっている。前回の会議で「空き家対策はまちづくりのチャンス

だ」という意見があったように、豊中市の総合計画における将来像を実現する一つの

大きな柱としての位置づけが必要で、総合的なまちづくりの中で空き家対策がどうい

う役割を持つのか、そこを明らかにしておかないといけない。そうすれば空き家対策

が住宅施策の一環であるということが見えやすくなる。 

 

委員： 

・「空き家対策の推進にあたって」という項目で「時には市民や学生と連携」という表現

があるが、空き家の管理、解消には市民を巻き込むことが不可欠で業界と行政だけで

の連携では解決できない。表現の修正が必要だと思う。 

・豊中市のふるさと納税の状況を見ると、総額約１，４００万円で、そのうち、まちづ

くりに資する事業への寄附は約４，０００円となっている。市内に空き家がある人に

ふるさと納税を納めてもらい、それを空き家の保全と関連づけるような施策を打ち出

していくのはどうか。 

 

委員： 

・「基本的な考え方」の中でエリアマネジメント的な表現がいるのでは。豊中市の空き家

の現状として北部・中部・南部でそれぞれ特徴があるので、それぞれのエリアに応じ

た対策が必要だと思うが、事務局案では対策が総花的になってしまっている。 

・「多様な対策」の「多様」の内容が、種類なのか状態なのか、エリアなのかがわかりに

くい。例えば豊中市は居住ニーズが高いということだが、エリアによって違うと思う。

はっきりと出すのは難いとは思うが、「この課題に対してこのエリアはこういうことを

中心にやりたい」ということをしっかり打ち出していく必要があるのでは。 

 

委員： 

・専用住宅と店舗付住宅を調査しているが、空き家対策の対象としては店舗付住宅も含

んでいるのか。 

 

事務局： 

・含んでいる。 

 

委員長： 

・空き家実態調査で具体的に空き家とみなした判断基準は何か。また、地域住民の住環

境や空き家に対する意識や見方はどうだったか。 

 

事務局： 

・空き家の特定ついて。３地区ともまず地元自治会へのヒアリングから地元が把握して

いる空き家情報を参考にし、その後、現地調査で空き家と思われるものを特定してい

った。なお、賃貸住宅については外観からはわからないので、空き家の特定は行わず

全てを調査対象とした。 

・現地調査では、外観から、郵便受けにチラシ等が溜まっている、ガムテープで塞いで

いる、表札がない、電気メーター等が止まっている等について確認し、空き家と判定

した。逆に、地元ヒアリングで空き家と言われていても、居住者がいたり、洗濯物が

干してあったり、窓が開いていた場合等は空き家候補から外した。 
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・この調査では、地元自治会で教えてもらった情報が最も有力な情報だった。個別の状

況、例えば空き家の所有者の連絡先を知っている場合もあったり、地域の方々は空き

家に関する状況をよく知っているという印象があった。 

 

委員長： 

・地域の方々が空き家の状況を把握されていることがよくわかった。３つの地区で意識

の違いはあったか。 

 

事務局： 

・新千里北町では、隣家の方の情報等も聞かせていただく等、当初思っていたより庶民

的な印象だった。庄内は昔ながらの近所づきあいがかなり色濃く残っているという印

象だった。中桜塚はヒアリングに民生委員さんも参加していただき、福祉の観点での

情報提供も多かった。 

・アンケート回収率が４割ということで、地元にもご丁寧に対応、協力していただいた。 

 

委員： 

・京都の洛西ニュータウンの知人に、同じ空き家にそこを狙って何度も空き巣が入ると

いう事例があると聞いた。「空き家は個人の財産、なぜ調査されたりするのか。放って

おいてほしい」という声があるかもしれないが、なぜ空き家を調査しないといけない

のかという根拠の一つとしての「防犯」の観点があると思う。地元ヒアリングでは、

戸建の空き家で空き巣の被害があったという話は聞かれたか。 

 

事務局： 

・今回のヒアリングではないが、昨年度の住宅ストック基礎調査において自治会へのヒ

アリングを行った際に「空き家を経由して隣家に空き巣が入ったことがある」という

声があった。また、防犯面での不安として「空き家があると夜に明かりがつかないの

で薄暗く、前を通るのも怖い」という声も聞いている。 

 

委員長： 

・防犯という点では、先日の神戸の少女殺害の事件でも、警察が真っ先に空き家を捜査

したと聞く。それだけ空き家というのは防犯と関連がある。 

 

委員： 

・政策的に空き家に関与する理由として、なぜ空き家がダメなのか、そもそも市民は空

き家で困っているのか、自治会等の生の声の集積を見たい。「空き家でなぜ悪いのか」

「空き家対策で何をするのか」と思っている人もいる。空き家がなぜ問題なのか、そ

れを明らかにしないとコンセンサスを得られない。 

・全国的に他自治体でも空き家の方針や条例を作っているが、せっかくなので豊中市独

自のものを盛り込んでいきたい。 

 

事務局： 

・昨年度様々な団体等に対しヒアリングを行っているので、個人情報に係る部分を除き

ご提示させていただくことはできる。 

・昨年度の新千里北町でのヒアリングでは、それほど空き家を課題とは感じていないよ

うだった。多分、地域的に金銭的に余裕がある方が多く、業者等に頼んできちんと管

理されている空き家が多いからだろう。今すぐ何とかしないといけないというより、

今後空き家が増えていくと、人通りが少なくなる等、まち自体がさみしくなっていく

という懸念はあると思う。 

・一方で、市役所に寄せられる苦情は、台風時に物が飛んでくるのではという不安や、

火災の不安等、近隣に迷惑をかけている管理不全状態の空き家のことが多い。行政と

して、すぐに対応が必要なのはこのような管理不全空き家だと考えている。 

・空き家を放置していると、老朽化が進みどんどん悪い状態になっていく。そうなる前

に予防的に対策をしていきたい。 
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委員： 

・予防は非常に大事だと思う。管理不全空き家対策は全国的な課題だが、豊中らしさと

して「住宅都市で住環境を重視しており、管理不全対策だけではなく予防から取組ん

で行く」ということが言えるのでは。 

・これまで、民間の住宅がどう使われているか、どんな問題があるかを、行政としては

把握できる体制になかったと思う。防犯も空き家対策の論拠になるが、もう一つは災

害時対応。東北では、民間住宅をみなし仮設住宅として多くの被災者が住んでいるが、

被災者が自分で探してきた住宅を後から仮設住宅とするという後追い対策だったため、

不適切な居住も見受けられたと聞いていている。広島の災害でも民間住宅の活用とい

う話があった。そういう体制を作っていくということをしながら、民間との距離を縮

めていくようなことが大事。 

・住宅ストック全体の話は来年度以降ということだが、今回の空き家対策と一緒に考え

なければ。「住宅以外の用途での活用」と書いてあるが実際どうするのかが見えない。

結局は民間とパートナーシップを築かない限り何もできないので、その辺りを予防策

としてもきちんと書いていくことが必要。具体的な中身としては来年度以降考えると

しても、方向性としては明確に示していくことが必要。それがないと実現性が見えな

い。 

 

委員長： 

・豊中市は人気のエリアで住宅の供給量も中古住宅の流通も多い。その中で空き家対策

をどう考えていくか。その点が豊中市の事情を考えた空き家対策の特徴のひとつであ

る。 

 

委員： 

・ＵＲは西日本で約２１万戸を管理している。現在、大きな柱として、地域包括支援セ

ンター等と連携し、団地を地域の福祉拠点や医療拠点として、団地の中で一生を終え

られるような仕組みを作っていくことに取り組んでいる。勤労者への供給という役割

は終わったと言われている。これまで供給してきた団地を、築50年以上のものもある

中で、ソフト・ハード両面で地域資源としてどう活用していくかが求められている。 

・ＵＲの場合は一つの事業体として完結するからいいが、行政の場合は市民の住宅にど

こまで関与、介入していくのかという覚悟が必要。そういう意味でこういう中長期的

なテーマをスケジュール感も含めて市民に打ち出ししていかないといけない。そうで

なければ方針を作っただけで具体的な実現性が見えないということになる。 

・空き家対策の基本的な考え方としては、まず増やさないこと。だから予防することが

必要。予防対策も即効性のあるものと中長期でやるものがある。既に存在している管

理不全空き家については、現在取り組んでいる管理不全空き家相談窓口をきっちりや

ることで、豊中市は空き家対策をやっているというイメージを出すことが大事。 

・今までの住環境の良さは民間マンションやＵＲ等の事業者が色々やってきた部分があ

るので、そこから外れた管理不全空き家を行政がどう取組んで行くかが大事。 

・基本的な考え方で「市場性を活かし」となっているが、ＵＲでもＤＩＹなど色々と若

者向けの事業もしているが、民間事業者も当然、入居者を入れるよう取組んでいる。

民間の事業者が共存共栄、競合しながら、良質な賃貸住宅ストックを供給するという

ことで、豊中市のイメージも上げるというのが一番いいと思う。 

 

事務局： 

・なぜ空き家対策方針を策定するのかということについて、市民が空き家について困っ

ているので、行政が役割を担って対策をしていかないといけないというところがスタ

ートとなっている。策定にあたってはそこをしっかりと伝えていく。 

・また、住宅都市・豊中の要素として、教育が充実、公共施設が多い、利便性が高い等

色々ある。豊中市の特徴として出していきたい。 

・管理不全空き家は、防犯、火災予防、まちの活性化の観点で問題がある。そこを予防

するということも踏まえ、また、良質な住宅の活用については、行政だけでなく、事
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業者・ＮＰＯ・市民と連携して取り組んでいきたいと考えている。 

・また、いくら良質なストックを整えても、まちの賑わいのためには、そこに住む人々

のコミュニティ、近所づきあいも大事である。 

 

委員： 

・基本的な考え方と方針が一番大事。なぜ豊中市が空き家問題に取り組むのか、市とし

ての主体的な根拠、立脚点を明らかにする必要がある。 

・豊中市の目指すべき姿として、基本理念・基本目標を示す「第３次豊中市総合計画」

に基づくまちづくりの実現のために、空き家対策を積極的に取り組むということの確

認が必要。 

・色々なところで相談窓口を開設しているようだが、最近、マスコミでも空き家の問題

がよく取り上げられている。そこで指摘されているのは相談窓口の重要性。行政とし

て総合的なワンストップの相談窓口の設置が必要なのでは。 

 

事務局： 

・相談窓口は重要だと認識している。管理不全空き家に関しては、既に今年6月から総合

的なワンストップ窓口を開設し市民に周知している。 

・管理不全以外の相談についてだが、空き家に関わらず住宅に関する相談に対応できる

のは、不動産事業者や司法書士、建築事業者等、多岐にわたると思っている。各関係

団体等と協力関係を築きながら、市民の相談に対して効果的に対応できるような体制

を考えていきたい。 

 

委員： 

・空き家というのは広く深い問題。予防策から対処まで幅広くカバーしないといけない。

世間では、高齢者が自宅の片付ができず空き家にすらできないという状態の人もいる

らしい。そういう人の対応も含めた、間口の広い窓口ができたらよいと思う。 

 

委員： 

・少子高齢化という日本の構造的な問題から起因している。少子化により、例えばそれ

ぞれ長男と長女しかいない家庭で、その二人が結婚すると、片方の親の家は住み継ぐ

世帯がおらず、将来的に空き家になるだろう。今後、空き家は増えていくと思う。 

 

 

●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１２月２５日（木）１０時から福祉会館３階集会室で開催する。案件は空

き家対策方針の骨子についてご議論いただく予定。本日の意見を踏まえ、考え方を整

理した上で、項目も含め骨子案という形でお示しするのでご議論いただきたい。 


