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様式第２号 

会    議    録  

 
 

 会 議 の 名 称   第３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）12月25日（木）10時00分～12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 

 事 務 局 
半田部長、野村理事、森室長、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２回総合的な空き家対策方針策定委員会のふりかえり 

２．空き家実態調査について（報告） 

３．総合的な空き家対策方針の骨子（素案）について 

４．空家等対策の推進に関する特別措置法について（報告） 

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３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２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２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）空き家実態調査について（報告） 

 

 【資料２】豊中市お住まいの利用状況調査結果（概要） 

資料に基づき事務局から説明 

 

 

委員： 

・一戸建・長屋（分譲）調査のまとめに、「空き家となって１０年以上経過したものが３

割」とあるが、３年未満のものが約4割あるという事実も記載すべきである。 

・また、「空き家所有者の６割は第三者管理や賃貸化に消極的な傾向」と記載があるが、

なぜ消極的なのか、その理由について調査しているか。 

 

 

事務局： 

・「３年未満のものが約４割ある」旨も記載する。 

・第三者への管理や賃貸化に消極的な理由については調査していない。 

 

 

委員長： 

・調査対象地区のエリアごとの全住戸数がわかれば空き家率もわかってよいと思う。 

 

 

事務局： 

・最終まとめる段階で、エリアの面積やその辺りのデータも加えて整理し追記する。 

 

 

委員長： 

・共同住宅・長屋（賃貸）調査で、「戦後から昭和５５年では、入居を募集していない賃

貸住宅が半数弱」とあるが、入居募集をしていない理由について把握しているか。 

 

 

事務局： 

・本アンケート調査では設問項目としておらず把握していないが、フォローアップの意

味で、民間賃貸住宅のオーナーへヒアリング調査を行った。そこで、昭和４０年代建

築の木造賃貸住宅について入居募集していない理由を聞くと、老朽化しておりいずれ

は除却したいということで募集停止しているとのことだった。具体的な建替え更新の

予定については、採算が取れるかどうかという厳しい状況もあり、現時点では思案中
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とのことであった。 

 

 

●案件（３）総合的な空き家対策方針の骨子（素案）について 

 

 【資料３－１】豊中市総合的な空き家対策方針骨子（素案）概要 

 【資料３－２】豊中市総合的な空き家対策方針骨子（素案） 

  資料に基づき事務局から説明 

 

 

委員： 

・これまでの会議でも発言してきた「エリアマネジメント」についてだが、第３章の視

点４の「地域特性をふまえ地域資源を活かす」ということが、まさにエリアマネジメ

ントに代わるものとして理解しているがよろしいか。 

 

 

事務局： 

・その通りである。 

 

 

委員： 

・空家特別措置法に「固定資産税課税情報等の内部流用ができる」と規定がある。確認

になるが、今回の空き家調査等では固定資産税課税情報を利用しているが、問題はな

かったのか。 

 

 

事務局： 

・今回の調査で利用した個人情報については、豊中市個人情報保護条例に基づく審議会

への諮問・答申手続を経て目的外利用しているので問題はない。 

・法律の施行後は、法との整合性を図りながら利用していきたいと考えている。 

 

 

委員： 

・第３章の基本的な考え方として、生活環境というところを柱にしていくということは、

わかりやすい。また、３つの取組みに対しての行政の力の及ぶ範囲や関わり方につい

て、７ページのフロー図は非常にわかりやすい。 

・アンケート調査結果から、個人家主対策が非常に重要だと感じた。持ち家・賃貸問わ

ず、管理会社等のサポートを受けている場合もあるだろうが、サポートなく個人で管

理をしている場合も多く見受けられる。管理についての情報やスキルのないままに所

有する住宅を放置していると、生活環境に悪影響を及ぼす活用されない空き家が増え

ていくのではないかと感じた。個人家主対策として例えば指導や情報提供等が必要な

のでは。 

・「中古住宅の流通促進」の中で、色々な形で空き家を利活用するというのは望ましいの

だが、特に住宅セーフティネットという観点での利活用も必要なのではないだろうか。

調査の結果からも、実際、多くの単身高齢者が古い賃貸住宅に住んでいることがわか

っている。住宅施策の中で考えるのであれば、国の補助金を活用してもらい空き家を

セーフティネットとして利活用していくこと、それに対して市としても少しインセン

ティブを与えるということも考えられるのでは。公営住宅を補完するものということ

も、この文脈から出てきてもいいのではと思った。 

・この方針でいう「管理不全空き家」はどの程度のものを指しているのか明示していく

必要があるのではないだろうか。法で規定する「特定空き家」のレベルと、市民が市

に対応を求めるレベルを指すのか。もし、法律で規定する「特定空き家」のレベルよ

り厳しくするのであれば、条例等で「豊中市の管理不全空き家はこういう状態のも
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の」と示す必要があるのでは。ラインの引き方によっては、そのラインがオーナーの

モラルハザードを引き起こすような、つまり「市が除却等の対応をしてくれるから」

とオーナーが安易に管理しなくなる根拠となってもよくない。難しいとは思うが、国

の法律で規定する「特定空き家」と市が対応していく「管理不全空き家」の線引きが

今後の課題ではないだろうか。 

 

 

事務局： 

・個人家主対策については検討する。 

・セーフティネットの観点については、現在、P９の「多様な世代・世帯のニーズに対応

した様々なタイプの住宅が流通していることが必要」という表現に含んでいる状態で

ある。 

・管理不全空き家と特定空き家の線引きについては非常に難しいと感じている。用語の

説明の中では管理不全空き家については「管理が不十分で他に影響を及ぼしている」

というざっくりとした説明をしている。市民から苦情・相談が寄せられる物件の状態

は多様で、「管理不全」とまでは言えないもの、植栽に関するもの等もあるのが実情。

今後検討はしていくが、市民の苦情に対応していくという側面に加え、オーナーに対

する考え方という側面も参考にしながら検討していきたい。 

 

 

委員： 

・Ｐ９の取組み例に「中古住宅の検査や住宅履歴情報の蓄積・活用についての普及啓

発」とあるが、今回の調査でも２１５件の空き家情報を得たが、今後5年間を目途に取

組んでいく上で、情報管理をどう考えていくのか。 

 

 

事務局： 

・こちらに記載しているイメージは、中古住宅の売買時にインスペクション制度を取り

入れて、正確性のある不動産取引を促していくこと、また履歴情報の蓄積・活用につ

いては、現在、ＮＰＯ法人住宅長期支援センターで取り組んでいることをイメージし

ている。 

 

 

委員： 

・情報管理は民間に任せ、行政としては普及啓発を担うということか。 

 

 

事務局： 

・そこまでの議論はしていないので断定はできないが、現在、情報管理を民間ベースで

取り組まれているので、それが行政として共有すべきなのかどうか、民間・行政のど

ちらでやる方が効果があるかどうか等について、第５章でも記載している官民の協働

体制の中で今後議論していきたい。 

・また、非流通空き家に関する情報管理、空き家に誰かが関わっていくための体制づく

りは重要だと考えている。そのためには空き家全般のデータベースが必要なのか、管

理不全空き家に関するデータベースが必要なのか、誰がどう関わって流通させていく

のかについては今後検討が必要だと考えている。 

 

 

委員： 

・第５章の部分で、現在関わっている団体が複数あるという説明があったが、空き家問

題に取組んでいる団体はどれくらいあるのか。 
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事務局： 

・今現在、空き家問題に取組んでいる団体については把握していないが、来年度スター

トの事業を含め、住まいに関する協働事業を実施しているのが２団体、共催で事業を

しているのが１団体、その他、宅建協会北摂支部にも市の事業に関わっていただいて

おり、これらの団体さんに声をかけ、空き家対策について話し合える場を作っていき

たいと考えている。また、各団体にはそれぞれの目的のもと活動をされているので、

賛同を得ることが重要。少しずつ連携を広げていきたいと考えている。 

 

 

委員： 

・市と地元住民との関係について。地元住民からの空き家に関する相談はどんな内容の

ものか。また件数や頻度はどれくらいか。 

・空き家対策の推進にあたっては地元住民との連携は重要。その意味でも地元からの情

報提供というのは重要。情報提供も含めた相談窓口の設置の表現については必要ない

か。 

 

 

事務局： 

・６月に管理不全空き家の相談窓口を設置して約７か月で約５０件の相談を受けた。相

談内容は、夏場は植栽に関するものが非常に多かった他、建物については非常に危険

な状態というのはあまりなく、雨樋が外れている、テレビアンテナが落ちてきている

等の軽微なものが多い。 

・窓口の明記については、広報誌への掲載やＨＰによる周知活動をしてきており最近で

は市民や庁内に認知され定着してきている。 

・地元住民との連携という点では、空き家と思われていた住宅で孤独死があったという

事例もあり、自治会や社会福祉協議会等を含めた連携を図り、また、その時には市か

ら押し付けるのではなく、徐々に少しずつ地域との関係を築き広げていきたいと考え

ている。 

 

 

委員長： 

・住環境を考えていく場合、地域に住む人たちの役割が最も大きく、どれくらい関わっ

ていくかによって大きな成果が出てくる。この方針では「市民・事業者・ＮＰＯ等」

という表現が頻繁にでてきているが、空き家所有者や近隣住民、自治会や地域で組織

されたまちづくり団体等が、市民として色々な役割を果たしている。それらを「市

民」とひとくくりしてしまうのがいいのかどうか。 

 

 

事務局： 

・ご意見のとおり「市民」と一言でいっても多様であるということは認識しているが、

全部を書ききれないのではということもあり「市民」とひとくくりにしている。イメ

ージとしては空き家所有者だけではなく、個人の賃貸住宅の経営者や管理者、住宅に

ついて困っている人等も含めているが、表現については検討する。 

 

 

委員： 

・個人であっても管理者や経営者は「事業者」に含まれるのでは。「市民」とは、実際空

き家で迷惑を受けている地域住民や地域でまちづくり活動をしている団体をイメージ

する。 

・例えば、「市民」より「地域住民」という表現の方がわかりやすいかもしれない。 

 

 

事務局： 
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・用語については、何を指すのか検討し整理していく。 

 

委員長： 

・情報提供。先日開催された都市計画学会のシンポジウムで空き家の問題について議論

があった。国土交通省からは、今後どういうまちづくりをすすめていくかという視点

で空き家問題に取組まないと根本的な解決にならないということと、空き家について

は固定資産税の特例をはずし課税していきたい、そういった税制の見直しについて総

務省と議論している最中という報告があった。 

・神戸市からも空き家対策について報告があり、震災後全市に普及しているまちづくり

協議会が中心となって、空き家問題を地元の問題として検討し、空き家をどうするか

という視点からまちづくりを考えているという点が特徴的だった。 

・民間の取組みとして、住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業が展開されており、大

阪府内では河内長野市の南海不動産や川西市の大和ハウスの団地で民間が主体となっ

て空き家対策に取り組んでいる。また、生駒市においては近鉄エリア内で情報共有す

ることで空き家の流通を活発にしていくという取組みもされているという報告もあっ

た。 

 

 

委員： 

・新聞に連載されていたある町は、接道していない戦前の「その他空き家（非流通空き

家）」が多い。そこでは学区単位で空き家を調査し改修していこうという取組みがある。

そこでの問題と、持ち家の中古住宅の流通促進という観点の国の制度を使った川西市

や河内長野市の問題は異なり、市によって抱える問題や取組み方は違う。 

・豊中市は高度成長期に建築され老朽化が進んでいる賃貸住宅が多いが、そこに対する

施策はほとんどない状況。耐震基準を満たしていないと国の制度は活用できないとい

う場合もあり、そこをどうしていくか。来年度以降の課題になるかもしれないが、個

人経営の賃貸住宅にどう対応していくのかは重要だと感じる。また、古い空き家につ

いて活用すべきなのか、密集市街地においては活用ではなくむしろ除却を進めるのか

ということの議論が重要だと感じた。 

 

 

事務局： 

・先程も個人家主対策についてご意見があったが、個人経営の賃貸住宅向けの取組みと

して、中古住宅市場の活性化に向けた環境整備のところに「個人所有の賃貸住宅の管

理運営に関する相談や専門家の派遣」や「個人所有の空き家の賃貸化に向けた各種制

度やサービス等の普及啓発」を例示している。賃貸住宅の個人オーナーに向け競争力

をつけてもらえるようなサポートをするということを考えている。 

・除却についても、耐震基準を満たしていない、利活用を図れないものについては、除

却と土地活用を進めていくということをＰ１０に記載している。今後、いただいたご

意見も踏まえて取組んで行きたいと考えている 

・今秋、空き家の法律が成立したので、方針策定後の条例の検討については、法律をふ

まえ整合性を図りながら検討していく。また、本方針は具体的な計画ではなく、この

方向で取り組もうということを、市民・事業者だけではなく行政自身が確認するため

のものと認識している。 

・豊中市の特徴として千里は５０年たって公共住宅の建替えなどで賃貸も分譲も容積が

１．５倍になり人口は微増。また、南部の密集市街地については現在、除却支援を進

めている。事業者にとっては準耐火建築物への新たな建築費の負担はあるものの、建

替えによって、道路の拡幅、耐震化、不燃化という３つの効果が生まれる。３０年～

４０年のスパンでご協力いただき、住みやすいまちになれば多くの人に住んでもらえ

るという良い循環に持っていきたい。なお、今年度からは密集市街地限定の除却補助

だけではなく、市全域で耐震性のない建物の除却費補助も開始している。 

・日頃の会合等で聞く庄内地域のオーナーの声として「費用の問題、現居住者に退去し

てもらわないといけない、条例で規定する駐車場の設置基準を満たすために敷地内に
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機械式駐車場を設置するとメンテナンス費用がかかる等の問題があり、意欲はあって

も建替えは難しい」という声がある。 

 

委員長： 

・空き家活用ということでは、例えば、賃貸住宅の借主がセルフリノベーションをでき

るようにして空き家の魅力を高めるということも注目されている。大阪市の住まい公

社では空き家対策として借主が自由に壁の色を変えたりできる物件を出したところ、

空き家が埋まったということを聞いた。このように、従来とは違った発想で賃貸住宅

流通させていくようなことも必要だと感じた。 

 

 

委員： 

・不動産事業者の立場として見たとき、15％の空き家をどうしたら埋められるのか、空

き家対策は非常に難しいと感じる。空き家の背景には人口減少という日本の構造的な

問題があり、加えて、既存の古い住宅が除却されても、一方で経済活動として新しい

住宅がどんどん建つ。空き家の総数を減らしていくということより、管理不全空き家

を地域住民の環境を脅かさないよう管理をしっかりしてもらい、それを行政もサポー

トするということが一番重要な対策なのかなと感じる。 

・例えば、相続で揉めている場合で私たち事業者が入ってもどうにもならず放置してお

くしかないものや、かなり老朽化しているが高齢の家主がそこへ投資してリフォーム

し新規募集をするということもできず放置しているというものもある中で、そのよう

な空き家をどうしていくのか、なかなか難しいと実感している。 

 

 

委員： 

・ＵＲは全国で７５万戸を管理しているが、平成３０年までに５万戸減らす、その方法

として、建替え更新する住宅と合わせて、除却跡地は地域貢献のため民間活用すると

いう方針を打ち出しているところ。 

・空き家対策は根本的には国が少子高齢化対策と連動して行う必要があるくらいの問題

で、本来なら税金の問題や相続の問題なども一元的に検討しないといけない。 

・スマートシティもある意味空き家対策であると思うが、計画策定した自治体に対して

国の補助金が入っている。空き家対策を行う場合も、将来のしっかりした青写真があ

る上での税金投入であるべき。 

・ＤＩＹ賃貸については、抜本的な対策ではなく、現に空いている部屋をどうするのか

という一時的な対策ではあるが、メリットとしては、立地はよいがエレベーターのな

い４，５階部分の物件について、新しい賃貸住宅の在り方を提供することで若い世代

が入ってくれるということがある。また、ＵＲがこのような取組みをしているという

ＰＲにもなっている。無印良品と連携したリノベーション等も行っている。 

 

 

委員長： 

・ある設計事業所がやっている物件は人気があり、デザインが時流に合っているだけで

はなく情報発信が上手。ネットワークというのは大事であり、情報共有・連携が問題

解決の糸口になる。 

 

 

委員： 

・これまで住宅は「新築・駅近・住戸面積」で評価されてきたが、今は色々な価値観を

持っている次の世代、住まい手が現れている。その事業者のホームページは、これま

での価値観にあてはまらない「レトロな感じ」「天井が高い」等の、今までの他のホー

ムページでは見つけられなかった多様な物件を検索することができるプラットフォー

ムとなっている。 

・何のための空き家対策かということについて。「将来、豊中市にどれだけたくさんの若
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い世代の人が住んでくれるか」そのために「どれだけ多様な受け皿を住宅ストックと

して蓄積できるか」ということだと思う。多様な受け皿とは、例えばＵＲのような賃

貸住宅、若いファミリー層が購入できる低廉になった中古一戸建て、学生の需要にあ

った住宅等。これは何のためかというと市の魅力を高めてたくさんの人に住んでもら

い人口減少の傾斜の勾配を緩やかにするということ。多様な価値観、多様な受け皿と

いうことについて書いた方が「何のために」という原点にもどることができるのでは。 

・管理・流通・除却という３つの取組み以前に「空き家の発掘」というのも入れた方が

いいのでは。空き家を地域でどうするかという時に、それをどう見つけてどう対応し

ていくのかという仕組みが必要。 

 

 

事務局： 

・多様性ということについては、重々理解させていただいている。先日もＵＲのＤＩＹ

賃貸物件を見学し、こういう住まい方があるのか、また、ニーズのある層が必ず存在

するのだということを認識した。 

・空き家をどう見つけていくのかということについて、現時点では未定だが、空き家を

見つけるための入口として、ワンコインくらいで空き家を見回るサービスを行うとい

うことができないかと思っている。採算的には厳しいとは聞いているので、民間でで

きるのか、行政がするのがいいのか等の手法を検討していく必要はある。流通してい

る空き家については民間事業者の手にかかっていると思うが、市場に出てこない非流

通空き家についてどう発掘していくのかというのは重要。手段や手法について検討し、

どう具現化していくのが次年度以降の課題だと思っている。今年度いただいた意見を

ふまえて取組んでいきたい。 

・非流通空き家をどう流通させるかということについて、個人情報保護という限界もあ

ることも事実だが、まずは、誰かが空き家に関わっていく仕組みを作って、そこから

流通市場に乗せていくための説得をしていくことが大事。多様な利活用の中で少しで

も空き家を減らしていくことがこの方針の大きなコンセプトだと考えている。 

 

 

委員： 

・確認だが、この方針素案について次回審議し議決を経た上で、それが本委員会の答申

となるということでよいか。 

 

 

事務局： 

・その通りである。今後の予定であるが、本日の意見をふまえ文章の精度も高めて第4回

会議に諮る。第４回会議において若干の修正は受けるかもしれないが、その後、別途

日程を設定し市長への答申を受けたいと考えている。 

 

 

委員： 

・用語について。先程の「市民」か「地域住民」かということでは、私としては「地域

住民」という狭義な用語より「市民」という大きなくくりの方がよいと思う。また、

第３章の基本的な考え方での表現だが、「住んでみたい」よりも、より主体的な豊中市

への関わりという意味合いで「住んでよかった」という表現の方がよいと思う。 

・第５章の推進にあたってだが、空き家の法律が成立した関係で、「条例」ということが

現時点では言いにくいとのことだったが、推進にあたっては条例によって規制誘導が

必要ということを頭出ししてみてはどうか。また、空き家対策を市民、事業者に対し

て普及啓発するとともに取組みに対してサポートできるようなガイドラインや計画策

定ということの頭出しが必要では。 

 

 

事務局： 
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・条例については、指導の実効性の確保に向けた検討ということでＰ１０に記載してい

る。権利義務に関わることを規定するのが条例の本来の目的なので、法令の全貌も明

らかになっていないこともあり、策定した方がよいのかどうかについては慎重に考え

ていきたい。 

・計画の策定についてだが、今年度策定する方針の中で、市として空き家にどう関わっ

ていくのかということは明記させていただく。法に基づく計画を策定することのメリ

ットやデメリットについて検証していく必要がある。方針を策定した上でもさらに計

画が必要であれば計画を策定するし、必要がなければ計画は策定しないということで

整理していきたい。 

 

 

 

●案件（４）空家等対策の推進に関する特別措置法について（報告） 

 

 【資料４】空家当対策の推進に関する特別措置法（概要） 

  資料に基づき事務局から説明 

 

 

委員長： 

・第１４条の特定空き家に対する措置は、所有者不明の場合でも適用可能なのか。 

 

 

事務局： 

・第１４条の１０項に規定があり、相当の期限を定め告示等必要だが可能である。 

・第１４条の関係はおそらく5月ごろ施行されると思われる。 

 

 

 

 

●案件（５）その他 

 

・本日の議論を踏まえ、次回会議に向け方針素案を作成していく。作成にあたっては個

別でやり取りをさせていただく場合もあるかもしれないので、その際はご協力いただ

きたい。 

・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２月２日（月）１８時から福祉会館３階集会室で開催する。案件は空き家

対策方針の素案についてご議論いただく予定。本日の意見を踏まえ、方針素案という

形でお示しするのでご議論いただきたい。なお、次回会議にて本委員会の審議は終了

となる。 

・２月７日（土）１３時３０分から大阪住まいの活性化フォーラム主催、大阪府・豊中

市共催で住まいの維持管理に関するセミナーと相談会を開催するので案内する。 


