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岬町空家等対策協議会委員名簿 

 

 

                              （敬称省略・順位不同） 

 

氏名 所属・役職等 

木多 道宏 大阪大学大学院工学研究科教授 

茂野 憲一 岬町自治区長連合会会長 

中林 祐太 大阪弁護士会 

中山 武彦 大阪土地家屋調査士会 

長谷川 好伸 大阪府宅地取引業協会泉州支部 

原 章 大阪司法書士会 

藤江 雅文 公益社団法人大阪府建築士会 

田代 堯 岬町長 



 

岬町条例第２号 

 

岬町空家等対策協議会条例 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「法」という。）第７条の規定に基づき、岬町空家等対策協議会（以下「協

議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

⑴ 法第６条第１項に規定する空家等対策計画（以下「計画」という。）の作

成及び変更に関すること。 

⑵ 計画の実施に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。 

⑴ 地域住民 

⑵ 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員

がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長

となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

 （守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。 

（意見聴取等） 

第８条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席さ

せ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

（委任） 
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第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が会議に諮って別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行日以降、最初に開催する会議は、第６条第１項の規定にか

かわらず、町長が招集する。 

（非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３９年岬町条例第８

号）の一部を次のように改正する。 

別表住居表示審議会の項の次に次のように加える。 

空家等対策協議会 
会長 〃 ７，０００円 

委員 〃 ６，５００円 

 

 



 

岬町空家等対策協議会の運営に関する事項（案） 

 

  

１ 会議の開催等 

 ⑴ 招集 

  岬町空家等対策協議会（以下「協議会」という。）は、会長が招集し、その議長

となる。 

 ⑵ 開催 

  協議会の会議は、委員の２／３の出席がなければ開くことができない。 

 ⑶ 議事 

  協議会の会議において議事を決する必要がある場合は、出席委員の過半数で決し、

可否同数のときは議長の決するところによる。 

 

２ 関係者の出席 

 ⑴ 町長の代理出席 

町長は、協議会に出席することができない場合であっても、あらかじめ会長の承

認を得て定めた代理人を協議会に出席させることができる。 

 ⑵ 委員以外の者の出席 

会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明

を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

 

３ 会議の内容等の公表 

 ⑴ 会議の公開 

協議会は、岬町情報公開条例の規定により原則として公開とする。 

 ⑵ 協議会資料の公表 

協議会において配布された資料は、原則として会議終了後、速やかに公表する。 

 

４ 議事録 

 ⑴ 議事録の公表 

  会長は、協議会の議事録を作成し、委員の確認を得た上で、これを公表する。 

 ⑵ 非公表とする場合 

  協議会の議事録が不開示情報を含むなど公表が適当でないと認める場合は、会長

が協議会の決定を経て非公表とすることができる。その場合においては、非公表と

する理由を明示し、議事要旨を公開するものとする。 

 

５ 雑則 

 上記に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が定める。 
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第１回 岬町空家等対策協議会 

岬町総務部 企画地方創生課 
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1．岬町空家等対策協議会の役割について 
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 岬町空家等対策協議会の役割 

協議会の役割 
 
〇法による規定（法第７条） 
 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更
並びに実施に関する協議を行うための協議会
（以下この条において「協議会」という。）
を組織することができる。 
 
 
〇国の基本指針 
 ・空家等対策計画の作成及び変更に関する  
  協議 
 ・特定空家等か否かの判断に関する協議 
 ・空家等、特定空家等への立入調査の方  
  針に関する協議 
 ・特定空家等に関する措置の方針に関す  
  る協議 
 
 
〇岬町空家等対策協議会条例（第２条） 
 協議会は、次に掲げる事項について協議す
る。 
 ⑴ 法第６条第１項に規定する空家等対策  
  計画（以下「計画という。）の作成及び  
  変更に関すること。 
 ⑵ 計画の実施に関すること。 

岬 町 

・空家等対策計画の策定 
・計画の実施 
 
 
（町としての空家の取組） 
・空家等に関する相談対応 
・利活用の促進 
・特定空家等への対応 など 

協議 

協議会 

・町長 
 
・地域住民 
 
・法務、不動産、建築、 
福祉、文化等に関する学
識経験者 

岬町空家対策協議会の組織 
（条例第３条） 
 
①町長 
②地域住民 
③法務、不動産、建築、福祉、 
 文化等に関する学識経験者 
④そのほか、町長が必要と認める者 
 

●空家等対策協議会は、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）第７条や国の基本指針に規定 

●岬町においては岬町空家等対策協議会条例を制定 

●空家等対策計画の作成及び変更に関することや計画の実施に関することを協議 



２．国の制度について 
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3．岬町の現状について 
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 まちの概要（岬町の地勢とあゆみ） 

約60分 

約30分 

関西国際空港 

淡輪 

孝子 

深日 

多奈川 

・1955年に淡輪村、深日町、多奈川町、孝子村が合併 

・大阪府最南西端に位置 

 大阪市内まで約50km、約60分、  

 関西国際空港まで約20km、約30分、和歌山市に隣接 

・町域の約7割が山間地、大阪府内唯一の自然海浜 

 山と海、両方の自然環境に恵まれた地域 

・みさき公園、ゴルフ場、里海公園、海釣り公園など 

 多くの観光、レクリエーション資源に恵まれた地域 

・深日港航路（四国・淡路）⇒H11年に航路廃止 

・関西電力多奈川発電所⇒第一廃止、第二休止中 
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 岬町の人口推移と将来人口推計 

1980（昭和55）年の22,864人をピークに人口は減少傾向が続いている。 

将来推計では、2040年には8,571人まで人口が減少し、高齢化率は52％となる見込み。 

22,864人 昭和55年をピークに人口は減少局面に 

ピーク時から約30％減少 

資料：2015（H27）年までは総務省「国勢調査」。将来推計（破線）は、国立社会保障・人口問題研究所の推計（2018（Ｈ30）年3月公表）。 

15,947人 

8,571人 

高齢化率
52.0％ 
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 人口動態① 自然動態の状況 

◆１.出生数の推移◆ ◆３.自然増減の推移◆ 

◆２.死亡数の推移◆ 

出典：人口動態総覧（平成29年は住民課調べ） 

出典：人口動態総覧（平成29年は住民課調べ） 出典：人口動態総覧（平成29年は住民課調べ） 

◆４.婚姻数の推移◆ 

出典：人口動態総覧 
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◆５.転入数の推移◆ ◆７.社会増減の推移◆ 

◆６.転出数の推移◆ 

出典：住民基本台帳人口移動報告 

出典：住民基本台帳人口移動報告 出典：住民基本台帳人口移動報告 
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-180 

-37 

   人口動態② 社会動態の状況 



出典：住民基本台帳人口移動報告 

出典：住民基本台帳人口移動報告 出典：住民基本台帳人口移動報告 

◆８-１.年齢階層別転出入超過数（平成26年）◆ ◆８-３.年齢階層別転出入超過数（平成28年）◆ 

◆８-２.年齢階層別転出入超過数（平成27年）◆ 

14 出典：住民基本台帳人口移動報告 

◆８-４.年齢階層別転出入超過数（平成29年）◆ 

   人口動態③ 年齢階層別動態の状況 



 人口減少の影響 

人口減少の影響 

コミュニティ 
機能の低下 

基礎的な 
コミュニティ機能 

の低下 

⇒自治会活動の担手不足 

⇒消防団員の減少、地域
防災力の低下 

⇒地域の祭り、盆踊りが
なくなる 

⇒学校運営が難しくなる            

         など 

地域経済活動 
の低下 

地域経済の縮小、
産業の衰退 

⇒商店、医療機関の撤退
により日常生活が不便に 

⇒地域の雇用機会の減少  

         など 

公共交通機関の 
重要性増大 

高齢化の進行によ
る公共交通機関の 

重要性増大 

⇒通勤・通学者の減少に
より、鉄道、路線バスが
不採算路線からの撤退、
運行回数の減少   

 

減少する歳入と 
増加する住民の 

負担 

税収減による行政
サービスの見直し 

⇒高齢者の増加による 
社会保障費の増加 

⇒高度経済成長期に建設
された公共施設、道路、
橋、上下水道など老朽化 

⇒行政サービスの廃止、
有料化      など 



4．空家実態調査結果について 
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 空家実態調査結果① 調査結果 



 空家実態調査結果② アンケート結果 



5．これまでの空家対策の取組について 
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●空き家や空き地の売買等を希望する方を対象に、町に物件を登録してもらい、空き家等を利用したい方に対してその情

報を提供する制度 

●「岬町への移住、定住等の促進による地域の活性化」を推進する取り組みの一つ 

●平成28年度の実績として64件の問い合わせがあり、その内の２件が成約 
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 主な取組み① 岬町空き家バンク制度 

  岬町ホームページ 物件一覧 

物件写真 物件情報 



●昨年度実施した空き家実態調査の内容を踏まえ、大阪大学が深日地区を中心とした南海電鉄多奈川線沿線において建築     

 的な観点から地域資源の調査を実施 

●地域資源の把握を行い、地域資源マップを作成 

●地域資源マップをとおして、深日地区におけるまちづくりの方向性の糸口を見出す。 
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 主な取組み② 空家活用に向けた地域資源の調査 



●町内の空き家を借上げ、まちづくりエディターの事務所として町内外の住民が集える交流拠点の整備に着手 

●町内外から参加者を募り、作業に関わってもらうことで場への愛着の醸成を図る。 

●空き家の活用に向け、お掃除ワークショップやDIYワークショップを開催 
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    ヤスリがけ 

ブックジャーニー 
 参加者の様子 

  参加者への説明 

     ペンキ塗り 

 主な取組み③ 空家を活用した拠点整備 



●大阪府宅地建物取引業協会泉州支部と空家の有効活用に関する協定を締結 

●平成３０年１０月から空家に関する相談業務を開始予定 

●空家の活用に向け、空家の改修や除却、清掃に係る費用に係る補助制度を創設（Ｈ２９．４～） 

●金融機関との連携（ローン金利の優遇措置、紀陽銀行） 

●空家の活用を見据え、創業支援に係る補助制度を創設（Ｈ２９．６～） 
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 主な取組み④ その他の取組み 



6．岬町空家等対策計画について 
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●法第６条第１項の規定に基づき、国の基本指針に則して策定 

●「第４次岬町総合計画」をの方向性に従い、分野別行政計画として位置付け 

●「岬町まち・ひと・しごと創生総合戦略」や「岬町都市計画マスタープラン」との整合を図る。 
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 計画の位置付け 

第４次岬町総合計画 
 ・目標年次：平成３２年（２０２０年まで） 

岬町まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（平成２７年度から平成３１年度まで） 

岬町人口ビジョン 
（平成２７年度から平成３１年度まで） 

岬町都市計画マスタープラン 
（平成２３年度から平成３２年度まで） 

【上位計画】 【関連計画】 

岬町空家等対策計画（計画期間：10年間） 

【国】 
 ・空家等対策の推進に関する特別措置法 
 ・空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（国の基本指針） 
 
【大阪府】 
 ・住まうビジョン・大阪（大阪府住生活基本計画） 
 ・空家総合戦略・大阪 

整合 

準拠 



●岬町空家等対策計画（以下「対策計画」という。）は、法第６条第１項の規定に基づく計画とする。 

●対策計画には、①計画の目的～⑦実施体制など空家対策の推進に必要な事項を定める。 
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 空家等対策計画に定める事項 

項目 計画で定める事項 

① 計画の目的 
計画策定の背景と目的、計画の位置付け、計画期間、計画の対象、対象とする空家の
種類、空家等の調査に関する事項など 

② 現状と課題 統計調査等による空家等の状況、空家実態調査結果など 

③ 基本方針 基本方針 

④ 空家等対策の基本的な方針 所有者による空家等の適切な管理、空家等の活用、空家除却後の跡地の活用など 

⑤ 特定空家等に対する対処 特定空家等の判断、特定空家等に対する措置など 

⑥ 空家等に関する相談対応 相談窓口、庁内の連携など 

⑦ 実施体制 空家等対策の実施体制など 



●岬町空家等対策計画は空家等対策協議会での協議、パブリックコメントを経て平成３１年3月に策定を完了する予定 

●空家等対策協議会は、１１月（第２回）及び平成３１年１月（第３回）に開催する予定 
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 今後のスケジュール 


