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          会  議  録 

会議の名称 平成２８年度第２回阪南市空家等対策協議会 

開 催 日 時 平成２９年３月２４日（金） 14：00～16：00 

開 催 場 所 市役所第２会議室 

出席者氏名 水野謙二 委員（市長） 

稲垣哲彦 委員 

中林祐太 委員 

溝上裕介 委員 

中村晃治 委員 

西野陽介 委員 

杉本哲雄 委員 

本田和隆 委員 

議 題 ・阪南市空家等対策協議会運営要綱（案）について 

・阪南市空家等対策計画（案）について 

・阪南市空き家バンク制度実施要綱（案）について 

 

 

 



協議の経過概要 

１ 開会 

２ 議題 

阪南市空家等対策協議会運営要綱（案）について 

生活環境課：阪南市空家等対策協議会運営要綱（案）について説明 

      （以下、資料 1 について説明） 

      運営要綱（案）について意見はないか。 

委   員：空家についての表記は、空き家という表現にはしないのか。 

生活環境課：用語で名詞として使用する際は、「き」を入れて記載するが、空家

等対策として一つの単語として使用する場合は、「き」を省いて空

家等と標記するよう、統一している。 

司   会：他に意見がないようであれば、阪南市空家等対策協議会運営要綱

（案）について成案とし、施行日を本日平成２９年３月２４日と

してよろしいか。 

委   員：異議なし 

司   会：運営要綱第２条第２項により、会長を阪南市長水野市長にお願い

する。水野市長は、会長席へ。水野市長より挨拶をお願いする。 

会   長： 水野市長よりあいさつ 

      近年、適切な管理のされていない空き家が増えているため、対策

が必要である。国においても、空家等対策特別措置法が制定され

空き家に対する基本指針を示し、対策に乗り出している。 

      特別措置法は、所有者の責務、市町村の責務、協議会の設置など

について定められている。 

      協議会の委員については、市町村長のほか、広い分野の方々の参

画をうたっていることから、幅広い知識が必要になる。 

      様々な委員の知識を活用して、空き家対策に取り組んで行きたい。 

司   会：運営要綱により、議事進行は議長である会長にお願いする。 

会   長：運営要綱第２条第２項により、副会長を選出する。選出方法に何

か意見はあるか。 

委   員：事務局一任 

会   長：事務局一任という意見があったが、事務局として案はあるか。 

生活環境課：副会長には、本田委員を推薦したい。 

会   長：副会長は本田委員で意義はないか。 



委   員：異議なし 

会   長：本田委員は、副会長を受けてくれるか。 

副 会 長：本田委員より 

引き受けます。 

会   長：運営要綱第１０条第２項、会議録の署名委員について、事務局よ

り説明を。 

生活環境課：署名委員については、当日会議に出席した委員の中から、50 音順

にて、２名ずつ署名をお願いしたい。 

今日の会議については、稲垣委員と杉本委員にお願いしたいが意

義はないか。 

委   員：異議なし 

生活環境課：稲垣委員、杉本委員に議事録の署名を依頼。議事録が完成次第、

資料を送付する。 

 

阪南市空家等対策計画（案）について 

会   長：次第３、阪南市空家等対策計画（案）について、事務局より説明

をお願いする。 

生活環境課：阪南市空家等対策計画（案）について説明し、本協議会にて計画

を成案としたいと考えている。 

      市民向けのパブリックコメントを２月６日～３月３日まで実施し

たが、市民からの意見はなかった。大阪府から意見をもらい、い

くつかの文言修正を行った。 

      資料２（修正箇所リストと計画修正対比表）にて説明。 

会   長：大阪府からの意見を受けて修正した箇所が１０か所あるが、その

点について何か質問はあるか。  

委   員：⑧に文言が追加されており、原則雑草の繁茂では命令を行わない

となっているが、何か意図があって明記しているのか。雑草ぐら

いでは、命令はしないということか。 

生活環境課：協議会前に庁内調整会議を実施して、関係課から意見をもらって

いる。 

委   員：雑草の繁茂だけで特定空家に指定される場合が存在してしまうの

で、それだけで行政代執行まで行くというのは、市のお金を使っ

て草を刈るだけということになるので、それを防止するためでは

ないのか。 

生活環境課：基本的に命令になるのは、地域住民及び第三者の生命、身体又は

財産に影響を及ぼす可能性があり、状況が客観的に切迫している



場合であると条件づけている。場合によっては雑草だけでも命令

に入る場合もあるかもしれない。しかし、原則、雑草だけでは行

政代執行までは行わないので、命令も行わなく、助言、指導、勧

告までと考えている。 

委   員：対比表⑥と対応すると思うが、命令を入れているのに、何か意味

はあるのか。命令までして、略式代執行しないというのは存在す

ると思うが、そもそも命令をしないというのは、何か理由はある

のか。 

       大阪府からの意見で、P.20 の命令は市長の判断というような書

き方をしている。それを考えれば、大阪府も命令までは市長の判

断で行えばよいと言っているのではないか。ここでわざわざ命令

の手続き、略式代執行の手続きを明記するのは良くないのでは。 

      ⑥と⑧での整合性が取れていないと思う。 

会   長：事務局は、委員の指摘を理解したか。 

生活環境課：特定空家を認定するときに、原則命令しないと明記する必要はあ

るのかというと、その前に市長が必要と認めた場合とあるので、

明記する必要はないと考える。 

委   員：イメージとして、命令するまでは、行政としてアクションを取ら

なくてよい。発信だけして、相手の対応を待つ。行政代執行と略

式代執行だけが性質が違い、法律も異なる。なので、なぜ命令で

止めるのか。命令までならやってもいいのではないか。特にこの

ままであると、地域住民及び第三者の生命、身体又は財産に危険

を及ぼす可能性があり、状況が客観的に切迫している場合のみ命

令であり、行政裁量が差し挟まれないことになるので、個別の具

体的なケースに対応ができるのか。⑥の箇所である。 

      ⑥のラスト三行に疑問が２つある。一つは、なぜここに市長が認

める場合という文言が入っていないのか。あと一つは、そもそも

なぜ命令がここに含まれているのかという疑問がある。 

      大阪府からの意見を見ると、市長の行政裁量で、命令を行うこと

を禁じているような文言とは解釈できないので、⑥にも市長の裁

量を加えてはどうか。 

生活環境課：特に市長が認めた場合は、勧告までの措置をしてもよい。続いて

命令の措置を行う。 

委   員：このままであると、市長が特に認めた場合、行政裁量の判断基準

が但し書き以降の文言になっている。しかし、おそらく大阪府は

そういうことを言っていない。第三者に対して状況が客観的に見



て切迫していなくても、命令しなければならないことを想定して

いる。しかし、⑥はそのようには読み取れないように思う。但し

書きは本文ではなく例外の事を言っている。つまり、特に市長が

認めた場合は、地域住民及び第三者の生命、身体又は財産に危険

を及ぼす可能性があり、状況が客観的に切迫している場合のみと

読み取れてしまう。 

会   長：確かに勧告を受け入れなくて、放置すると容易に事態が深刻化し

てしまう。想定できれば命令をするという事態もあるかもしれな

い。 

委   員：仮に、放置されるのが確定的な空き家などがあっても、命令がで

きないのか。崩れるまで命令ができないのはどうかな。そもそも

疑問なのは、⑥と⑧で言っていることが異なるということ。⑧は、

客観的に見て、状況が切迫している場合など市長が特に認めた場

合となっているが、⑥は市長が特に必要と認めた場合は、と言っ

ているが、それは状況が切迫している場合のみという読み方がで

きてしまうので、表現はそろえた方がいい。 

生活環境課：P.２０と P.１６のところで、⑧の但し書き以降を不要にする必要は

ないかと思う。 

委   員：それであれば、P.１６のアンダーラインの箇所を修正してはどうか。 

      あと、もうひとつ疑問があり、命令で限定しても大丈夫か。個人

の意見ではあるが、絞るべきは行政代執行であると考える。命令

まではお金がかからない。予算措置がいらないので、命令までは

すればいいのではないのか。あくまで個人の意見なので、最後は

市の判断になると思う。 

会   長：ほかの委員、いかがでしょうか。市長の裁量として命令までする

ことについて、何かないか。 

委   員：確かに⑥と⑧で整合性の問題はある。私も個人的な意見として、

命令まではしてもいいのではないかと考える。 

生活環境課：事務局から提案だが、法律を考慮しなければならない案件もある

ので、まず事務局で文案を作成し、メールか何かで委員に示し、

意見を諮りたい。 

会   長：それではこの場で、もう一度先ほどの趣旨を確認してください。

どの箇所をどのように変更しようと考えているのか。 

生活環境課：P.２０のいくつかの箇所を変更し、P.１６との整合性を図る予定。 

委   員：イメージとしては、市長がどこで判断して頂けるのかというのが

変わる。今は、命令のところで市長に判断を仰ぐこととなってい



る。しかし、命令は予算措置を必要としない行政行為でしかない。

そのため、命令で市長の判断を仰ぐのではなく、行政代執行の際

に市長の判断を仰ぐこととする。 

会   長：ほかの委員の方々についても、そういう趣旨内容でよろしいか。 

生活環境課：そのことに応じて、フロー図も少し変更になるかもしれない。そ

のことも踏まえて整合性を図り、委員の皆様方にご教示いただき、

その後成案としたいと考えている。 

会   長：趣旨と内容については確認したので、成案化に関しては、事務局

に一任して頂く方向で構わないか。 

生活環境課：委員に文案を確認して頂いたのち、他の委員の方々に計画を配布

し、その後成案としてよろしいか。 

委   員：委員が言っていた雑草の繁茂による命令について、そうするのか。

命令を出さないのか、行政代執行をしないのかの判断も必要であ

る。書き方としては、雑草の繁茂のみにおいて特定空家に指定さ

れた場合は、原則、命令に関する手続の方向に進まないようにし

ます。という標記にしてはどうか。命令にするのか代執行にする

のかはどちらでもよい。草だけで命令でもよいが、命令がなけれ

ば人は動かないのではないか。 

生活環境課：行政が草刈だけするのか。仮に草刈をして請求しても支払いをし

てくれるような所有者であれば、そもそも自分で草刈してくれる

のではないか。市がボランティアのように草を刈ると、近隣住民

は市が刈ってくれたとなるが、支払いがないと、他の住民の方か

ら集めた税金を投入することになってしまうので、代執行の手前

でとめるのが良いかもしれない。 

委   員：草刈問題は、命令した方が人が動くのではないか。というレベル

の話である。これまでの議論は、どこで市長の判断を仰ぐのかと

いうことである。そもそも代執行を前提としていない命令をする

のか。 

      あと、このままだと雑草の繁茂があるだけでセーフになってしま

うので、雑草の繁茂等のみをもって特定空家と認定された場合な

どにし、もう少し範囲を絞るべきである。行政代執行されてしま

うと大変なことになるので。もしくは、明記せずに運用で決める

のも一つ。 

生活環境課：運用として、内部で持っているのか、明記して市民にも明示する

方がいいのか。明記していることによって、命令や代執行の根拠

とすることが可能になる。 



委   員：それであれば、明記しなければ意味がないし、範囲を絞っておか

なければいけない。 

会   長：ほかの委員さんいかがですか。 

委   員：命令するときに、雑草が生えているだけでは命令しないというこ

とか。市民としては、雑草が繁茂してきた時に何もしてくれない

場合は、所有者に命令した方がいいのではないかと思う。 

生活環境課：普段雑草を刈ってくれない方に、命令まで出して刈ってくれるか

どうかはわからない。このことを明記してしまうと、市が行政代

執行として、草刈だけをやらなければならなくなる。そのため、

命令までは出さず、勧告で止まるようにするという考え方の文章

となっている。 

      指導助言を行ったのに何もしてくれなかった所有者に対して何を

行うのかというと、勧告をうった部分で、住宅用地特例を受けて

いるような物件であれば、特例が外れる。 

      命令までやって、それでも措置を講じなかった所有者に対して、

代執行をしなかった時に、なぜしないのかと聞かれた際にお金が

かかるからしないという理由は、市として耐えられるのか。耐え

られないのであれば、そもそも命令はすべきではないと考える。 

会   長：大阪府からの助言の内容によると、命令までは市長の裁量として

強制力を持ってやればいいのではないか。 

委   員：雑草の繁茂だけで命令はしなくていいのではないかと思う。 

      代執行を予定しているような崩れかけの建物で、どのレベルで代

執行まで行くかという判断を市長に仰ぐのかというのが重要であ

る。 

会   長：実際に住んでいる住民からしてみれば、いくら言ってもやっても

らえない所有者であれば、もっと強い強制が必要と考えるのでは

ないか。 

委   員：市役所には比例原則という原理があり、同じことをすれば同じこ

とをして返さなければならない。例えば崩れかけの命令と雑草の

繁茂の命令というのは、基本的に全く違う案件であるが、行政の

命令としてのレベルは同じひとくくりになるので、片方だけ代執

行まで行い、片方だけ代執行は行わないということができない。 

会   長：事務局と委員の皆様で話を詰めていただき、内容の変更をお願い

します。 

生活環境課：事務局が文案をだし、命令、代執行の件に関して修正し委員に諮

りたい。 



会   長：当初、今回の協議会で計画の成文化をしたいと言っていたが、次

回に持ち越すということでよいのか。 

生活環境課：できれば３月末に成案したい。この計画がなければ施策が進まな

いわけではないが、計画という骨格を持った中で各メニューを実

施していきたい。 

会   長：指導・助言・勧告がスムーズに進めばよいが、それに従わなかっ

た場合は、行政代執行を前提とした命令という形でやっていくと

いうことで良いか。 

生活環境課：委員（自治会長）の心配していることは、実態としてよくわかっ

ている。そこは、指導・助言で所有者や相続人にやってもらいた

い。しかし、相続人が明確でない場合の案件などは、なかなか適

正に管理されにくいからといって、市が代執行で草刈をするとい

うのは難しい。 

会   長：改めて、ここで命令を記載する必要はないということで良いか。 

委   員：命令として記入する場合、文言の修正が必要である。 

      P.２０の②に市長が特に必要と認めた場合と記載しておく必要が

ある。記載がないと、草木の繁茂に関しても命令をするという意

味合いになる。特に用件を示さず、市長が特に必要と認めた場合

と記載しておいた方が良い。行政裁量を残し記載することが望ま

しい。 

会   長：他の委員の皆様についても、ご意見ありませんか。今までの分に

関しても、事務局で整理した上で報告し、成文化としてよろしい

ですか。 

委   員：P.１の①について、西暦の記載を上段にし、下段にカッコ書きにし

元号を記載してはどうか。 

会   長：みなさま、西暦の記載等についてよろしいですか。 

委   員：異議なし 

会   長：他に何かご意見ございませんか。 

委   員：P.１６について、第２段落のまた空家等における・・・以降、相談・

苦情があり一定の基準を超えた・・・というのは、「相談・苦情か

つ一定の基準を超えた」という認識で良いのか。逆に、相談・苦

情がなければ、雑草の繁茂だけでは特定空家と見なされることは

ないのか。 

会   長：いかがですか。 

生活環境課：相談・苦情かつ一定の基準を超えた 

委   員：「かつ」でいいのか。 



      委員は、「かつ」という認識か。 

委   員：「かつ」でいいのかなと思っていた。 

生活環境課：「かつ」とは限らないが、判定表に詳細の記載があるので、それに

したがって行う。 

会   長：文章の一部分削除いたします。 

      ほかにございませんか。 

      ないようであれば、こちらで修正し報告させていただきます。 

      成果品ができ次第、委員の皆様に計画をお渡しします。 

生活環境課：委員と最終確認をし、完成後配布及びウェブサイト等に掲載いた

します。 

 

阪南市空き家バンク制度実施要綱（案）について 

都市整備課： 資料に基づき、説明。H29 度第１回協議会にて、最終的に取り

纏め、市長決裁後に施行したい。９月には空き家バンクを開設し

ていきたい。本日の資料３～６については、先進地の事例を参考

に作成したもの。今回、専門家の委員の皆さまからのご意見を頂

戴したいと考えているので、４月末までに都市整備課まで連絡い

ただければ幸いである。伺った意見を取り纏め、次回に提示し、

成案化してまいりたい。 

（以下、資料３～６について説明） 

※資料５補助金交付要綱(案)第５条第１項第５号については、本市では該当し

ないので、条文を削除する旨を報告 

委   員： 補助金交付要綱について、先ほどの説明であると、空き家購入

補助事業について、補助対象経費の中に媒介手数料とあるが、こ

れは特定の企業にお金が流れるが大丈夫か。 

都市整備課： 今回の補助制度については、先進事例を参考に作成した。他の

自治体でも同じように取り扱っている。 

委   員： 要するに、宅建業者の方のお金ということは、市が税金を使用

し、いわゆる特定企業への支払いを援助するというになるので、

そのあたりは大丈夫なのか。引っ越し業者もそうであるが、媒介

業者については、空き家バンクへの登録を義務つけているため、

言い方悪いが市の方で選別が可能となる。引っ越し業者は、引っ

越しする人が契約するものになるので、完全な自由契約になるわ

けだが、媒介業者だけは、市へ登録している業者から選べという

ことになるので、そこへの補助金となると、自由ではないという

ことにならないか。 



都市整備課： 先ほどの説明でもあったが、既に登録事業者だけに限らず、別

の業者と契約を結んでいる場合、市の要件に合致していれば登録

可能である。泉佐野市は登録制度はとっていない。その方が、事

務方としては審査しなくていいという面があるが、中には空き家

を所有されている方が、どの取引業者と話をすれば良いのかわか

らないと言ったことも聞いている。また、空き家バンクへの登録

事務手続きなどをあらかじめ把握している登録事業者の方が、空

き家バンクへの情報発信がしやすいので、あらかじめ登録事業者

を決めている。 

委   員： それ自体は合理的であると思うが、媒介業者への補助金の交付

については、何かひっかかるところがある。補助金交付対象者が、

登録事業者を介しとあるので、それの費用を半分持ちますという

ことになるので、それは大丈夫なのかなという気がする。 

会   長： 他の事業者や法人から、様々な質問等が出てくる可能性がある。 

都市整備課： 登録事業者の登録制限は特に設けていない。日常的な義務を果

たしてもらっていれば、登録を受け付ける。他の自治体では、市

内業者に限定しているところもあるが、本市要綱案では市内業者

限定とはしていない。 

委   員： 要件を設けているということは、必ずどこかで適合しない業者

がでてくるわけで、逆に要件にそぐわない人から、苦情等が多そ

うな気がする。よって、市としての考え方を明確にまとめておい

た方が良い。 

       次に、資料３の第３条第２項の条文のままであれば、空き家の

登録が出来てしまうので、「登録その他一切の利用ができない」と

してはいかがか。 

       次に、第１１条の個人情報の取扱いについて、個人情報保護法

との教則があっているのかどうか確認いただきたい。阪南市は個

人情報取り扱い規程のようなものはあるのか。 

都市整備課： あります。あくまで市職員に対する規定である。当初、それを

記載しようとしたが、中身的には市職員に対する規定であること

から、取扱業者であるとか登録されてる空き家の所有者には、な

じみにくいのではないかと内部会議で指摘があった。 

委   員： そういったことであれば、個人情報保護法と関係法令を遵守す

る⇒「空き家バンク登録希望者や登録事業者は、個人情報保護法

と関係法令及び次に掲げる事項を遵守しなければならない」ぐら

いにしておかないと条文自体が緩くなってしまうのではないかと



思うので、意見として聞いていただきたい。 

       次に資料４について、仮に登録事業者が破産した場合はどうし

ようもないので、破産した場合は削除できる規定が必要ではない

か。でないと、破産管財人が登録事業者になってしまう。銀行取

引約款に出てくる、期限の利益喪失条項にそういう文言が出てく

るが、こういった文言を入れておかないと、破産管理物件が空き

家バンクに登録されてしまうことになる。破産管財人が管理して

いる物件は瑕疵担保は責任を取らない。現状有姿でしか裁判所は

取引を許可しない。よって、第７条等において、登録事業者が破

産状態に陥った際は、速やかに空き家バンクからその物件を削除

できるようにしておかないと、問題が生じる恐れがある。資料３

の第７条第３項にも同じように削除できるようにしておかない

と、ややこしい物件が登録されたままになってしまう。 

委   員： 補助金の対象者だが、購入のみで賃貸は該当しないということ

か。 

都市整備課： 現状は購入のみであり、賃貸にかかる部分で言うと、不要物撤

去事業については賃貸でも該当する。 

       撤去事業については、例えば、相続が発生して、前の所有者が

亡くなって、そのまま家財が置きっぱなしになっていた場合、そ

ういったものを除却して、次の人に手渡すまたは借りていただく

ために、その不要物を撤去するための費用として考えている。 

委   員： 借りる方も引っ越しで、費用が掛かるとは思うが、それは対象

にはならないということか。 

都市整備課： 現状は、そこまでは考えていない。 

委   員： 空き家を利用してもらうには、賃貸で借りる方にも使えれば良

いと思う。 

都市整備課： これまでリフォーム補助とかも検討してきたが、現在のところ

今回提示させていただいている２事業とさせていただいた。 

委   員： 購入者の方は、個人を対象としているのか。団体や法人は該当

しないのか。 

都市整備課： 現状は、個人のみである。 

委   員： 空き家の活用という観点からは、団体や法人も該当させてはど

うか。 

市民福祉課： 地域での有効利用という観点からか。 

委   員： そういった点と、購入者が個人だけだったらもったいない気が

する。 



市民福祉課： 本日は提示していないが、市民福祉課にて検討している。 

委   員： 空き家について、未登記の空き家についてはどうか。 

都市整備課： 基本的には建築確認を受けている物件を考えている。そのあた

りの条件については精査してまいりたい。 

会   長： 先行して取り組んでいるところはあるのか。 

都市整備課： この近辺では岬町、泉佐野市、貝塚市、高石市。 

会   長： そういったところは、こういった内容で実効性をあげているの

か。ちょっと制限しているような気がする。利用者も、仲介に入

る人も。これで、当初の目的を達成できるのかなという懸念があ

る。先行自治体では一定の成果を上げているということか。 

都市整備課： 今、泉佐野市が一番成果を上げている。事業者の登録制をとっ

ていなく、どこかの取引業者と契約していれば、空き家バンクに

登録できる。また、補助メニューが豊富なので実績も上がってい

る。登録３０件程度あり、１５件程度の成果がでている。岬町は、

４件の登録で、１件の成約があった。岬町では、空き家バンク関

係なしに、住宅購入補助がある。 

会   長： 転入してきてもらおうとすると、空き家バンクの助成制度にプ

ラスアルファがなければ若い世代の人が入って来づらいなという

気がする。 

都市整備課： 今回の制度をつくるにあたって、空き家バンク制度については

スムーズにやっていけるが、補助メニューがむずかしい。個人の

財産に公的費用をどこまで補助できるかの問題がある。慎重に考

えねばならない。今回は、補助対象として老朽空き家の増加を予

防する観点から、すんなり買い手がついた物件ではなしに、例え

ば引っ越しするのに一旦売りに出してはみたものの、買い手がつ

かないといった物件に、何らかの補助メニューを与えて取引され

るにようにならないかといった目的で案を作成した。 

委   員： それは、他府県市町村から本市への転居のみならず、阪南市内

から阪南市内への転居でも該当するのか。市内から市内の転居だ

と人口も増えないし、市にとってあまりメリットはないのかなと

思う。 

       岬町は、家賃補助ということで、他の市町村から来た人に対し、

賃貸にする場合は、月額１万円の家賃補助を出していたような気

がする。ただ、年収制限があったかもしれない。よって、阪南市

のこの補助制度についても、年収制限について検討してはどうか

と思う。 



委   員： 不要物撤去事業について、所有者にとってどういう事態を想定

しているのか。 

都市整備課： もともと住んでいた方が亡くなられて、その遺品を処分して次

に住まれる方に譲りやすくする。 

委   員： なにが疑問かというと、これに補助対象者が関連できないとい

うことに気が付いた。遺産分割未了のままで終わっている場合が

多いので、所有者が共有者という事例が発生している。さらに、

ここでいうところの所有者が何の所有者かも記載されていない。

空き家の所有者と家内の財物の所有者が違うことは多々ある。こ

のままだと、使えない補助事業になってしまう可能性があるので、

再度精査した方が良いと思う。借家の中にある動産は、家主の所

有という場合は低いと思う。 

自己所有の家の場合、家だけ登記を書き換えて、遺産分割未了

という場合は多々あるので、そうなってくると所有者だけども、

補助金対象者にあたらないということが考えられる。空き家にな

っているということは、そこにおいてある財産については、誰の

ものか判らないということが前提で状況が詰んでしまっているこ

とがある。誰のものかとなった場合に、相続財産管理人であった

り、不在財産管理人といったものを選任するといった方法を、大

阪弁護士会はすすめている。なので、不要物撤去事業をこのまま

実施すると、補助対象者が特定できなくて、使えない可能性が非

常に高い気がする。補助対象が建物の所有者でかつ中の動産の所

有者という場合は、空き家の場合においてはまれだ。よって、こ

の補助制度については、もっと詳細に再検討する方が良いだろう。

所有者の特定に裁判所を使ったら、軽く２０万円程度はかかるだ

ろう。 

一番怖いのは、所有者が良くわからない身元不明の動産をこの

補助金を使って撤去した場合である。この場合は、市が巻き込ま

れる。よって、この補助制度は結構リスキーである。 

委   員： いつの時点で、この不要物撤去補助金は支払われるのか。 

都市整備課： 次の住む方が撤去されて、そこに入る方の契約が有って、撤去

されたことが確認された時点でお支払する。 

会   長： あくまでも一戸建ての住宅になるのか。 

都市整備課： その通り。 

会   長： 空き家バンクを待っている方々もたくさんいると思われる。こ

れは個人だけではなくて。空き家バンク空かないかな、民泊した



いのになとか、何かこういう事業したいとか言った場合も、対応

できるようにしておいてもらいたい。 

都市整備課： 今日は、案をお示しさせていただいた次第であり、本日いただ

いたご意見、また、今後いただきますご意見も参考にさせていた

だきながら修正するので、よろしくお願いしたい。 

 

その他 

生活環境課：次回協議会の開催は、５月下旬ごろの予定です。 
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