
西脇市空家等対策計画（案）に対するパブリックコメント実施結果

　募集期間：平成２８年９月１日　～　平成２８年９月３０日

　提出件数：　１２名で１５件

　主な意見とその対応

（1）意見を反映したもの（　０件）

（2）既に盛り込み済みのもの（　15件）

ページ 項目等 意見書の概要 件数 意見等への考え方

Ｐ22 施策２

Ｐ24 施策３

Ｐ27 施策５

Ｐ24 施策３

Ｐ32

支援施策等

Ｄ

空き家等
の利活用
の促進

利活用促
進の仕組
みづくり

1

1

　Ｐ22で記載のとおり、現在、住宅政策担当が総
合相談窓口として、関係各課と連携しながら、空
き家対策に取り組んでいます。意識啓発

及び相
談・情報
共有

1

　Ｐ24で記載のとおり、空き家等の利活用につい
ては、関係事業者（宅地建物取引業等）との連携
により、空き家等の流通促進を図ります。

空き家等
の利活用
の促進

1

　Ｐ27で記載のとおり、空き家の維持管理につい
ては、建物管理を専門とする不動産業者等と連携
し、空き家等の管理を行う専門家の情報発信をし
ていきたいと考えております。

空き家等
の適正管
理

2

　危険な空き家とともに使え
る空き家が放置されているの
を見て、不安を感じていま
す。このまま空き家が増え続
けていけば、地域の連携が保
てなくなります。知り合いの
不動産業者に聞くと、周辺の
市では、空き家バンクを実施
しているようですが、成約件
数は、年間１件あるかないか
のようで、空き家の仲介は儲
けにならないため、興味がな
いと聞きました。西脇市とし
ては、空き家バンクを作り、
工夫して不動産業と連携し、
過疎地の使える空き家を有効
利用するような施策は考えら
れないのですか。

　市役所に「空き家総合相談
窓口」を設置すべきでない
か。

　空き家問題は、行政側の問
題以前に空き家所有者側の問
題であるが、まちの活力、活
性化を図るためには、市とし
て空き家の流通、移住促進に
努めるべきでないか。

　市として空き家所有者に代
わり、適切に空き家を管理で
きる専門家を育成すべきでな
いか。（民間資格の空き家管
理士）

1

　空き家バンクの設置については、Ｐ24で「本市
への移住希望者と市内の空き家等とのマッチング
を図る」として記載があり、今後、実施に向けて
検討していきます。また、その実施については、
Ｐ32で記載のとおり、関係事業者（宅地建物取引
業等)と調整し、物件流通の促進が図れる制度設計
を検討していきます。

1



Ｐ24 施策３

Ｐ32

支援施策等

Ｄ

Ｐ25 施策４

Ｐ32

支援施策等

Ａ

除却支援

Ｐ28 施策６

Ｐ32

支援施策等

Ｃ

3

　現在、加古川市から加東市
に移り住んでいるが、西脇市
で農地を貸してもらうことに
なり、西脇市への移住を考え
ています。しかし、農地周辺
の空き家持ち主に、地元区長
から購入を頼んでもなかなか
よい情報が得られません。不
動産店に頼んでも「今、物件
はない」と言われました。ま
た、古い空き家の紹介は、時
間がかかる割に儲けが少ない
ため、不動産店が敬遠してい
るので、何かよい策を考えて
ほしい。また、空家等対策計
画書でも書かれているよう
に、市は空き家バンクを早急
に創設して、私たちに多くの
情報を発信し、移住の手助け
をしてほしい。それにより、
西脇市の活性化と税収の増加
にもつながると思います。

1

　2に同じ。

空き家等
の利活用
の促進

利活用促
進の仕組
みづくり

4

　空き家のある場所は、比較
的道幅も狭いところが多いよ
うに感じるのですが、空家を
増やさないためには、安全面
や防災等のことを考えても、
環境整備が必要だと思いま
す。 1

　Ｐ25、Ｐ32で記載のとおり、市街地等の狭あい
道路については、災害時における緊急車両の妨げ
になるほか、日常の交通面や生活環境面において
も影響することがあり、ひいては、町の活力の低
下にもつながりかねません。まちづくりの推進と
災害時の安全を確保するためにも、空き家等の除
却と道路拡幅がセットになった施策の実施を考え
ています。

まちづく
りへの対
応

所有者特
定等の支
援

5

　西脇区においても老朽空家
が増えている現状にあり、対
応について各自治会でも苦慮
されているようです。所有者
が遠方におられても確認でき
る場合には、地元の親せきや
知人に維持管理を頼まれてい
る場合が少なくありません。
しかし、長きに渡って連絡が
取れず、相続関係も発生して
いるであろうケースでは所有
者調査の依頼にも多額の費用
がかかり放置せざるを得ない
状況が考えられます。つきま
しては、自治会等からの税務
関係等の確認については担当
課の協力をお願いし、利害者
の所有者調査費用に対して
は、自治会では困難な場合
は、積極的な行政の支援をお
願いします。

1

　Ｐ28、Ｐ32で記載のとおり、危険空き家の被害
から住民の命と財産を守るために、空き家の所有
者を特定する費用の助成制度の創設を検討してい
きます。

空き家等
の除却の
促進

2



Ｐ28 施策６

Ｐ32

支援施策等

Ａ

除却支援

Ｐ26 施策４

Ｐ32

支援施策等

Ａ-３

除却支援

Ｐ29 施策６

Ｐ32

支援施策等

Ａ-４

除却支援

Ｐ30 施策７

Ｐ32

支援施策等

Ｅ

6

　空家等対策計画の中で、危
険空き家の除去の件につい
て、その建物は高田井町にあ
り、以前は○○店と住居で
す。風が吹くと瓦の破片が側
溝に落ちてきて、隣接住居は
窓が開けられない状態です。
景観的にも見苦しく、安全
面、防災面からも早急に手だ
てが必要と思いますが、こう
いうとき除去に対する支援等
はあるのか。

1

　空き家等は私有財産であることから、原則とし
て所有者等の責任のもとで適正に管理されるもの
です。しかし、所有者へ助言・指導をしても、そ
れに従わず、引き続き周辺環境に著しい悪影響を
及ぼしている空き家に対しては特定空家に認定
し、空家等特別措置法に基づいて処分することを
考えています。
　一方、Ｐ32で記載のとおり、自治会主体のまち
づくりへの協力を条件に、除却費用を支援する制
度として、Ａ-１からＡ-４までの４つの支援策を
考えています。

空き家等
の除却の
促進

7

　Ｐ32のＡ－3、空き家を取
り壊した跡地を自治会が利活
用する施策については、自治
会及び建物所有者にとって必
要と利点があり、非常に助か
ります。さらに土地の寄附の
受け入れも市が支援してほし
い。 1

　Ｐ26、Ｐ32で記載のとおり、自治会主体のまち
づくりへの協力を条件に支援する制度としてＡ-３
があります。自治会が空き家除却後の跡地を、ポ
ケットパーク、防災空き地等の「公的目的で土地
を寄附または借地で10年間以上、管理・使用する
こと」を条件として個人に除却費用を支援する制
度です。土地の寄附受け入れについても、自治会
の同意があれば、対応していきたいと考えていま
す。

空き家等
の公益的
な活用の
促進

跡地の公
共的活用

8

　パブリックコメントにおい
ての空家等対策計画の中で、
まちづくり資源として空き家
の利活用を推進していく西脇
市の姿勢がよみとれました。
除去支援は、西脇市のまちづ
くりを推進していく上で、と
てもよい支援策だと思いま
す。早く実施していただける
ようお願いします。西脇区内
の都市計画道路和布郷瀬線の
計画道路内に土地建物を持っ
ています。西脇市の道路計画
に役立つものと思えるため、
不動産店に売るつもりはな
く、市が買い取って有効利用
していただきたい。

1

　Ｐ29、Ｐ32で記載のとおり、まちづくりへの協
力を条件に支援する制度Ａ-４として「公共事業用
地の確保」を条件に除却費用の助成制度創設を考
えています。

空き家等
の除却の
促進

公共事業
用地確保

9

発生予防
対策

市民等に
向けた空
き家等の
予防・啓
発相談等

　空き家を増やさないため
に、所有者が住んでいる時か
ら何らかの情報提供や、相談
窓口の設置など、事前の予防
策がもっと必要ではないです
か。

1

　Ｐ30、Ｐ32で記載のとおり、空き家発生を未然
防止するために、問題な空き家発生を防ぐ情報入
手ルートの確立が必要です。日ごろの自治会活動
において、個人（特に高齢者世帯）からの空き家
につながる相談を大切な情報源として活用し、そ
の情報を基に、市と地元自治会並びに関係事業者
（宅地建物取引業等）との連携により、空き家発
生を未然に防ぐ体制「早期対応の仕組み」を確立
していきたいと考えています。
　さらに、高齢者世帯については、自治会・地域
住民と福祉担当部局等との連携により、今後の空
き家発生予防を検討していきます。
　また、空き家予防の啓発については、市広報
紙、ホームページ等で周知を図るとともに、固定
資産税納入通知時に建物所有者に情報発信するこ
とも検討していきます。

3



Ｐ30 施策７

Ｐ32

支援施策等

Ｅ

Ｐ30 施策７

Ｐ32

支援施策等

Ｅ

P24 施策３

P24 施策３

⑶反映困難なもの（　０件）

⑷今後参考とするもの（　０件）

　空き家の活用方法について
みんなで考える場をつくって
ほしい。特に若手の集まり
（これからの西脇を創ってい
けるのは今の若い人達だと思
います）。一方的に〇〇を作
りますや、作りました、では
人が集まらないと思います。
　

11

　私の暮らす西脇区に危険な
空き家があります。屋根瓦が
道路に落ちそうなものや、民
有地に隣の瓦が落ちているも
のも何件か見られます。そう
なる前に手を打たないと、危
険な空き家の被害が増えるば
かりです。この地域は高齢者
だけの世帯も多く、市の福祉
課もこられています。市と地
域が連携して、空き家になら
ない予防が必要ではないで
しょうか。特に高齢者世帯か
らの空き家予防が急がれると
思います。

12

発生予防
対策

市民等に
向けた空
き家等の
予防・啓
発相談等

空き家等
の利活用
の促進

空き家等
の利活用
の促進

10

　最近、空き家が増えている
のを実感しています。空き家
の所有者に適切な維持管理の
指導を行うことはいうまでも
ありません。隣の市では、固
定資産税納入通知時に空き家
予防等のお知らせをしている
ようです。今後空き家が増え
ないように行政が事前の予防
策をしていただきたい。

発生予防
対策

市民に向
けた空き
家等の予
防・啓発
相談等

　「西脇市空家等対策計画」
のP24記載の設計コンペや住
居者自ら施工するＤＩＹを実
現してほしいです。利用者や
近隣の住人、自らが企画や施
工、使用することによって、
これから先も利用されつづけ
る建築となると思います。

　Ｐ24で記載の設計コンペや住居者自ら施工する
ＤＩＹのように、住民自らの意見によるまちづく
りが進められるように、Ｐ22で記載の相談窓口を
より充実させ、多くの方が利用しやすい体制を確
立して行きたいと考えています。

1

1

　9に同じ。

1

　西脇市空家等対策計画の策定については、多く
の方の意見が反映されることが大切です。そのた
め、本計画案では「空き家所有者アンケート」や
「空家等総合相談窓口」等に寄せられた市民の意
見を、西脇市空家等対策協議会（Ｐ44で記載の公
募委員４名を含む）で協議し、内容に反映してい
ます。
　また、Ｐ24で記載のとおり、まちづくり組織や
ＮＰＯ法人等と連携・活用も検討します。

1

　9に同じ。

4


