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◎本計画における「空き家・空き家等」と「空家・空家等」の使い分けについて 

○空き家・空き家等 

一般的に用語として用いる際や、既存統計に用いられているものを引用する場合等に使

用する。 

  例）一般的にある空き家、空き家バンク、住宅・土地統計調査による空き家など 

○空家・空家等 

空家等対策特別措置法に定義されているものとして用いる際に使用する。 

  例）空家等対策計画、空家等対策協議会、特定空家等など 

◎特定空家等とは（法第 2条第 2項） 

 ①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

 ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

 ③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 

 ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

にある空家等をいう。 
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第１章 計画策定の趣旨

１．計画策定の背景

近年、全国的に適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、本町においても空き家等に関する問い合わせや

苦情が多くなっている状況にあります。 

空き家等については、本来個人の財産として、所有者等が責任を持って適切に管理する

べきであるとの考え方から、これまで行政として対応する範囲や方策は極めて限定的で限

界がありました。しかし、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家

等の活用のために適切な対策を行う必要性が高まっています。 

このような状況を踏まえ、平成 26 年 11 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以

下「法」という。）が公布され、平成 27 年 5 月に全面施行されました。また、これを受け

て、より実効性のある空き家等対策の実施を図ることを目的として、平成 27 年 2 月に「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」（以下「基本方針」

という。）、平成 27 年 5 月には「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るた

めに必要な指針」（以下「ガイドライン」という。）が定められました。 

本計画は、法第 6 条（51 頁参照）に基づき、本町における実効性のある空き家等対策に

ついて、計画的に実施するための基本方針や取り組みを示すものとして策定しました。 

今後、本計画に基づく施策を実行することにより、住民の皆様が安心して暮らせる環境

の整備を進めてまいります。 
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２．計画の位置づけ

矢巾町空家等対策計画は、法第 6 条（51 頁参照）の規定に基づき定めるものです。

図 1．矢巾町空家等対策計画の位置づけ  

矢巾町空家等対策計画

根 拠

国の法令等 

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

県の計画 

町の計画 

第７次矢巾町総合計画 

矢巾町都市計画マスタープラン 

矢巾町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

矢巾町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

整 合

整 合

岩手県住宅マスタープラン

（住生活基本計画）
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第２章 空き家等発生の状況と現状の把握

１．人口・世帯の推移

人口・世帯数推移 （１）

本町の人口は 27,678 人、世帯数は 9,902 世帯となっています。（平成 27 年国勢調査） 

人口、世帯数ともに昭和 60 年以降増加を続けていますが、人口については平成 17 年以

降増加幅が減少しています。 

1 世帯当たりの人員は、昭和 60 年以降減少が続いており、平成 27 年には 3.00 人を下回

り 2.80 人となっています。 

図 2．人口及び世帯数の推移 

（出典：国勢調査） 
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年齢３区分別人口の推移 （２）

年齢３区分別の人口をみると、年少人口（15 歳未満）は減少傾向にある一方で、老年人

口（65 歳以上）は昭和 60 年以降増加し続け、平成 17 年には 4,670 人となり、それ以降は

年少人口（15 歳未満）を上回っています。生産年齢人口（15～64 歳）は平成 17 年をピー

クに減少に転じています。 

高齢化率（老年人口が占める割合）は平成 27年には 23.6％となっており、増加傾向とな

っています。 

図 3．年齢 3区分別人口の推移 

（出典：国勢調査） 

図 4．年齢 3区分別人口割合の推移 

（出典：国勢調査） 
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将来推計人口の推移 （３）

次に「矢巾町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」による推計値を示します。 

平成 52 年の人口は 31,451 人と推計されています。年齢３区分別にみると、老年人口は

増加傾向となっています。年少人口は平成 32 年までは減少傾向ですが、それ以降は増加傾

向となっています。生産年齢人口は全体的に減少傾向となっています。 

老年人口割合は平成52年で36.4％と推計されており、高齢化の進行が予想されています。 

図 5．将来人口の推移 

（出典：矢巾町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン、平成 27 年以前は国勢調査） 

図 6．年齢 3区分別将来人口の推移 

（出典：矢巾町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン、平成 27 年以前は国勢調査） 
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図 7．年齢 3区分別将来人口割合の推移 

（出典：矢巾町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン、平成 27 年以前は国勢調査） 
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２．住宅総数と空き家数の推移

住宅・土地統計調査について （１）

住宅数と空き家数の推移については、住宅・土地統計調査から整理を行います。住宅・

土地統計調査は、我が国における住戸（住宅及び住宅以外で人が居住する建物）に関する

実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他の住宅等に居住している世帯に

関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生

活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的として、総務省統計局が実施するものです。 

なお、調査方法は抽出調査であり、実際の数値とは差異があります。また、住宅・土地

統計調査における空き家の定義は次のとおりです。 

図 8．空き家の定義 

 ※空き家についての詳細 

二次的住宅 

別荘など、週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住

宅や、普段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まり

するなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

賃貸用の住宅 新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

売却用の住宅 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅 

人が住んでいない住宅で、例えば転勤・入院などのため居住世帯が長期

にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになって

いる住宅など（注：空き家の区分の判断が困難な住宅を含む） 
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住宅数・空き家数・空き家率 （２）

平成 25 年住宅・土地統計調査では、住宅数は 11,240 戸で、平成 15 年と比較して 2,080

戸増加しています。空き家数は 1,310 戸、空き家率は 11.7％で、平成 15 年と比較して空き

家数は 600 戸、空き家率は 3.9 ポイント増加しています。 

図 9．総住宅数・空き家数・空き家率の推移 

（出典：住宅・土地統計調査） 

9,160 9,210 

11,240 

710 930 
1,310 

7.8

10.1 

11.7 

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成15年 平成20年 平成25年

割合（%）戸数（戸） 総住宅数 空き家数 空き家率



9 

住宅・土地統計調査における本町の空き家率は 11.7％となっており、全国平均 13.5％や

岩手県平均 13.8％と比較してやや低くなっています。 

表 1. 岩手県内都市別総住宅数・空き家数の推移 

（出典：住宅・土地統計調査） 

空き家率 空き家率

（％） （％）
全国 57,586,000 7,567,900 13.1 60,628,600 8,195,600 13.5 0.4

岩手県 549,500 77,300 14.1 552,100 76,300 13.8 ▲ 0.3
矢巾町 9,210 930 10.1 11,240 1,310 11.7 1.6

盛岡市 140,330 19,480 13.9 145,070 20,900 14.4 0.5
宮古市 25,010 3,520 14.1 25,470 3,300 13.0 ▲ 1.1

大船渡市 16,580 1,890 11.4 15,890 1,580 9.9 ▲ 1.5
花巻市 38,770 4,940 12.7 36,980 4,750 12.8 0.1

北上市 39,370 6,690 17.0 41,320 6,180 15.0 ▲ 2.0
久慈市 15,810 2,520 15.9 16,100 2,510 15.6 ▲ 0.3

遠野市 11,130 1,330 11.9 11,400 1,790 15.7 3.8
一関市 46,160 6,850 14.8 48,100 6,340 13.2 ▲ 1.6

陸前高田市 8,550 800 9.4 7,610 540 7.1 ▲ 2.3
釜石市 18,420 2,800 15.2 18,760 3,250 17.3 2.1

二戸市 12,420 1,720 13.8 12,130 2,080 17.1 3.3
八幡平市 12,260 2,890 23.6 12,210 2,720 22.3 ▲ 1.3

奥州市 47,740 7,030 14.7 47,850 6,750 14.1 ▲ 0.6
雫石町 6,100 800 13.1 6,210 970 15.6 2.5

滝沢市 21,920 3,130 14.3 23,100 2,020 8.7 ▲ 5.6

紫波町 10,960 900 8.2 11,310 780 6.9 ▲ 1.3
金ヶ崎町 4,670 490 10.5 5,370 460 8.6 ▲ 1.9

大槌町 6,130 680 11.1 5,420 790 14.6 3.5
山田町 7,950 1,160 14.6 6,100 380 6.2 ▲ 8.4

洋野町 6,650 720 10.8 6,890 1,180 17.1 6.3

空き家率
増減

平成20年 平成25年

総住宅数 空き家数 総住宅数 空き家数
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空き家の種類 （３）

平成 25 年住宅・土地統計調査における空き家の種類をみると、「賃貸用の住宅」が 750

戸と最も多く、次いで「その他の住宅」が 530 戸となっています。 

また、平成 15 年住宅・土地統計調査と比較すると「賃貸用の住宅」は 340 戸、「その他

の住宅」が 250 戸増加しており、どちらも増加傾向にあります。 

図 10．空き家の種類別戸数の推移 

（出典：住宅・土地統計調査） 

※参考：住宅・土地統計調査における注意事項 

①調査方法は抽出調査であり、実際の数値とは差異があります。 

②公表値は、実数の１の位を四捨五入し、有効桁数を 10 の位までとしています。 

よって、図 9と図 10 のように、戸数の合計値が異なる場合があります。 
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３．空き家実態調査の結果

現地調査 （１）

住宅・土地統計調査の結果を踏まえ、町ではより詳細な実態を把握するため、平成 28 年

度に空き家実態調査を実施しました。調査は水道閉栓情報及び行政区調査を参考に、空き

家の可能性があると考えられる 500 件の建物をリストアップし、全件に対して現地調査を

実施しました。空き家判定基準は次のとおりです。 

空き家判定基準 

・生活のサイン（洗濯物、カーテン、家庭用品、植栽の有無など）

・電気メータが動いているかどうか

・雨戸の状況

・居住の気配

・郵便受けに郵便物がたまっているかどうか など

建物構造・立地条件 

・構造、外壁、窓ガラス、屋根、植物繁茂、ごみの散乱 など

老朽度調査 

・基礎、外壁、屋根、柱の破損状況、傾斜 など

調査の結果は次の図 11 のとおりで、このうち「空き家候補」135 件と「判断できない」

14 件をあわせた 149 件が空き家の可能性があるものとしました。 

図 11．現地調査結果（空き家分類） 
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前ページによる調査で抽出した 149 件に関して外観目視による判断を行った結果、除却

も含めた対策を検討すべきと考えられる特定空き家候補は 5 件でした。一部修繕が必要な

建物は 112 件あり、利用可能な建物は 32 件でした。 

図 12．現地調査結果（老朽度分類） 

※参考：空き家率について 

・実態調査で抽出した空き家の可能性がある建物（149 件）と、図 9の住宅・土地統計調

査での総住宅数（11,240 戸）から、町内の空き家率は 1.3%と計算されます。これは、

住宅土地・統計調査における空き家率 11.7％とは大きく異なっており、下記の理由が

推測されます。 

①住宅・土地統計調査の空き家数は、共同住宅の場合１部屋が空き室であれば空き家数

１戸として計上しています。実態調査では共同住宅を対象外としたため、相違が生じ

ています。 

②実態調査では、水道閉栓情報、行政区調査で抽出した建物について調査を実施してい

ます。特に行政区調査において、町内のコミュニティとさらなる連携を図ることで、

調査精度向上が期待できます。 

表 2. 実態調査での空き家数による空き家率 

32 件

21.5%

112 件

75.2%

5 件

3.4%

利用可能

一部修繕が必要

特定空き家候補

区 分 件 数 備 考 

総住宅数（住宅・土地統計調査） 11,240

空き家の可能性がある建物（実態調査結果） 149
判定が“空き家候補”及び 

“判断できない” 

空き家率 1.3% 小数点第 2 位を四捨五入 
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※参考：特定空き家候補とは 

・「外観目視による住宅の不良度判定の手引き（案）」（国土交通省住宅局住環境整備室）

での住宅の不良度の測定基準（外観目視により判定できる項目）における評定項目を

設定しました。（表 3 参考） 

・設定した評定項目ごとに判定を行い、該当する場合に評点を付与します。合計点数が

100 点以上の場合、特定空き家候補としました。 

表 3. 特定空き家候補の評点表 

評定項目 評定内容 配点 評点

イ　構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの 10

ロ　構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20

②外壁 外壁の構造が粗悪なもの 25

イ　柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損している等

小修理を要するもの
25

ロ　基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽

し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があ

るもの等大修理を要するもの

50

ハ　基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危

険のあるもの
100

イ　外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出してい

るもの
15

ロ　外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出し

ているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの
25

イ　屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの 15

ロ　屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐

朽したもの又は軒のたれ下ったもの
25

ハ　屋根が著しく変形したもの 50

イ　延焼のおそれのある外壁があるもの 10

ロ　延焼のおそれのある外壁の壁面数が３以上あるもの 20

⑦屋根 屋根が可燃性材料でふかれているもの 10

4
排水

設備
⑧雨水 雨樋がないもの 10

1

2

3

評定区分

③基礎、

   土台、

   柱　又

   ははり

④外壁

⑤屋根

⑥外壁

構造の

腐朽又

は破損

の程度

防火上

又は避

難上の

構造の

程度

①基礎構造

一般の

程度

合計   点 
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所有者意向調査 （２）

現地調査で抽出した 149 件の建物所有者に対し、空き家の状況、空き家になったきっか

け、空き家になった時期、建物管理状況、利活用希望、空き家バンクへの登録意向等を尋

ねる調査票を送付し、78件の有効回答がありました。 

空き家の状況については意向調査の結果、60 件（76.9％）が「空き家となっている」と

回答しています。 

図 13．空き家の状況 

空き家となったきっかけについては、「別の住居へ転居」、「居住者が老人ホーム等施設に

入所」「居住者が死亡」「相続により取得したが入居していない」が多く、4 項目合計で 41

件（68.3％）となりました。 

図 14．空き家となったきっかけ 

3件(5%)

2件(3.3%)

0件(0%)

0件(0%)

1件(1.7%)

4件(6.7%)

4件(6.7%)

5件(8.3%)

8件(13.3%)

10件(16.7%)

11件(18.3%)

12件(20%)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

無回答

その他

売却用に取得したが、購入者がみつからない

賃貸経営用に取得したが、入居者がみつからない

居住用に取得したが入居していない

賃借人などの入居者が退去

転勤等の長期不在

普段は利用していない（別荘等で利用）

相続により取得したが入居していない

居住者が死亡

居住者が老人ホーム等施設に入所

別の住居へ転居

総件数=60件

空き家となっている

60件

76.9%

空き家ではない

16件

20.5%

対象建物の関係者

ではない

2件

2.6%

無回答

0件

0.0%

総数

78件
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空き家になった時期については、平成 23 年以降と平成 13 年以降がそれぞれ 40％を超え

ており、合わせて 8割以上となりました。 

図 15．空き家になった時期 

管理状況については、6割以上（40件）の対象者が「定期的に自ら見回り点検している」

と回答しています。一方で「遠方居住により管理ができない」「費用面の問題により管理が

できない」と回答されている方もおり、これらの建物は管理面での課題があります。 

図 16．建物管理状況 

0件(0%)

4件(6.7%)

0件(0%)

0件(0%)

0件(0%)

0件(0%)

0件(0%)

2件(3.3%)

3件(5%)

26件(43.3%)

25件(41.7%)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

不明

無回答

昭和15年以前

昭和16年～昭和25年

昭和26年～昭和35年

昭和36年～昭和45年

昭和46年～昭和55年

昭和56年～平成２年

平成３年～平成12年

平成13年～平成22年

平成23年～

総件数=60件

2件(3.3%)

6件(10%)

1件(1.7%)

1件(1.7%)

3件(5%)

7件(11.7%)

40件(66.7%)

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

その他

高齢により管理ができない

管理業者に委託している

費用面の問題により管理ができない

遠方居住により管理ができない

定期的に自ら見回り点検している

総件数=60件
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空き家の利活用希望については、半数以上（36 件）が「利活用したい」と回答していま

す。 

図 17．空き家の利活用希望 

（利活用を希望している 36 件に対する設問） 

空き家バンクへの登録意向については、16 件（44.4％）が「登録したい」と回答してい

ます。 

図 18．空き家バンクへの登録意向 

利活用したい

36件

60.0%

利活用しない

21件

35.0%

無回答

3件

5.0%

総数

60件

登録したい

16件

44.4%
登録したくない

15件

41.7%

無回答

5件

13.9%

総数

36件
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利活用希望と老朽度による空き家分布の概況は下図のとおりです。 

矢幅駅周辺等の市街地や国道 4 号沿道に空き家が多く分布していますが、町全域に空き

家が点在しています。 

図 19．利活用・老朽度ごと空き家分布図 



18 

４．空き家に関する相談受付状況

空き家に対する相談件数 （１）

平成 28年 10 月から平成 29 年 9 月までの間に町に寄せられた空き家に関する相談件数及

び内容は、次の表のとおりでした。 

内容は管理不全の空き家の悪影響を懸念するもの、または現在空き家になっている建物

を貸すか譲りたいという利活用に関するものに大別されます。 

表 4．空き家に対する相談件数 

種別 件数（件）

管理不全の空き家の悪影響を懸念するもの ６ 

現在空き家になっている建物の賃貸・売却に関するもの ２ 

合計 ８ 

管理不全の空き家への相談に対する対応 （２）

町では相談を受けた場合、原則的に現場確認を行ったうえで、所有者に対して管理を呼

びかける文書を送付しています。ただし、所有者不明の場合は連絡先が分からず対処でき

ないという課題も生じています。 

建物の賃貸や売却に関する相談に対する対応 （３）

調査票により状況を確認し、所有者同意のうえで、空き家台帳に登録しています。ただ

し現状では空き家バンク制度が未実施であるため、マッチングに向けた体制構築が必要な

状況となっています。 
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第３章 空き家等対策における課題の抽出

１．本町の現状からの課題

人口・世帯数推移 （１）

人口は増加傾向にあり、今後も増加が続くと推測されていることから、空き家の利活用

を促進することで、空き家の発生を抑制できる可能性があります。 

一方で 1 世帯当たり人員の減少傾向と老年人口割合の増加傾向が続くと推測されている

ことから、今後、高齢世帯や高齢者一人暮らし世帯の増加が予測され、これらの方が亡く

なることによる空き家の増加がさらに進むことも考えられます。 

住宅数・空き家数の推移（住宅・土地統計調査） （２）

住宅・土地統計調査による平成 15 年と平成 25 年の比較では、空き家数、空き家率が増

加しており、今後も増加傾向が続く可能性があります。また、「その他の住宅」が増加して

いることから、一般的な空き家・特定空き家が増加していることがうかがえ、適切な管理

がなされていない空き家が今後も増加するおそれがあります。 

２．空き家実態調査からの課題

現地調査からの課題 （１）

老朽度判定の結果によると、特定空き家候補の 5 件に加えて一部修繕が必要な空き家が

112 件あり、今後適切な管理がされなかった場合は特定空き家となる可能性があるため、対

策が必要と考えられます。 

所有者への意向調査からの課題 （２）

「空き家になったきっかけ」は、「居住者が老人ホーム等施設に入所」「居住者が死亡」

が要因の 2,3 位となっているように、所有者の高齢化が空き家発生の大きな要因となって

いると考えられます。今後高齢化率がさらに高くなるとともに、空き家も増加する可能性

が考えられます。 

「管理状況」については、「遠方居住により管理ができない」「費用面の問題により管理

ができない」と回答されている方がおり、これらの建物は空き家の状態が続いた場合、建

物自体の老朽化を招くだけでなく、防災、防火、衛生などのさまざまな面において周辺環

境への悪影響を生じさせることが懸念され、管理不全の建物となる可能性が否定できませ

ん。 
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３．相談対応に対する課題

管理不全の相談を受けた空き家等については、現場確認を行ったうえで、所有者に対し

て管理を呼びかける文書を送付していますが、状況が改善されなかった場合の周辺環境へ

の悪影響が懸念されます。 

また、相談については、関係部局や外部の関係団体等と連携した情報提供の仕組みや体

制が必要と考えられます。 

４．矢巾町のまちづくり面から見る課題

本町では岩手医科大学附属病院の開院が平成 31年度に予定されており、今後空き家利活

用に対する需要が増大することが想定されます。一方で高齢化も進んでいるため、両面を

にらんだ対策が必要となっています。 

５．本町の空き家等対策における課題

抽出された課題を次にとりまとめます。 

課題１ 高齢化の進行による空き家の増加

課題２ 需要に応じた空き家の利活用促進

課題３ 管理不全となった空き家への対処

課題４ 情報提供の仕組みや相談体制の構築
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第４章 空き家等対策に係る基本的な方針

１．空き家等対策に関する基本方針

本町の空き家等対策に関する課題の整理から、空き家等対策に関する基本方針を次のと

おり定めます。 

基本方針① 空き家等の適切な管理の促進

高齢化の進行による高齢世帯や高齢者一人暮らし世帯の増加等により、今後も空き家

等が増加する懸念があるため、所有者等への適切な管理を促し、管理者意識を啓発する

ことで空き家等の発生を抑制します。また、外部の関係機関とも連携し、専門的な相談

に対しても対応できる体制を整備します。 

基本方針② 空き家等の利活用の促進

今後考えられる需要の増大に備えて、空き家等の利活用促進に係る情報提供の仕組み

を検討します。併せて適切な支援策を設定することで、移住・定住など地方創生に資す

る対策も含めて検討します。 

基本方針③ 管理不全となった空き家等に対する措置の構築

適切な管理が行われていない空き家等による防災、衛生、景観等の地域住民の生活環

境に対する深刻な影響への対策として、把握された管理不全の空き家等に関して、所有

者に適切な管理依頼を行うとともに、法に基づく特定空家等への対策を講じます。 

基本方針④ 協力体制や相談体制の整備

空き家等の問題は事案によって内容や所有者の意向も異なるため、個別の対応が必要

となります。そのため、地域住民やコミュニティ、外部の関係団体等と連携して取り組

むこととします。また住民が気軽に相談できる窓口や体制が必要であり、継続的な空き

家の把握や、関係部署間での共有データベースによる情報共有化による連携体制を構築

します。 
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２．対象地区

本計画の対象地区は、町内全域とします。 

また、必要に応じて重点地区を定めることができるものとします。 

３．対象とする空家等の種類

対象とする空家等の種類については、法第 2 条（50 頁参照）に定める空家等（特定空家

等を含む。）とします。 

また、必要に応じて住宅以外の空き店舗等についても、効果的な空き家等対策が可能と

なるようにきめ細かく検討するものとします。 

空家等の種類 

空家等 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がされていな

いことが常態であるもの及びその敷地（立木及び当該土地に定着する物を

含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するもの

を除く。 

特定空家等 

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である

状態 

４．計画期間

本計画の計画期間は平成 30 年 4 月より 10 年間とします。 

ただし、社会経済状況の変化や空き家等対策の効果等を見極め、必要に応じて、随時見

直すこととします。 
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５．施策の体系

課題１ 高齢化の進行による空き家の増加

基本方針① 空き家等の適切な管理の促進

所有者の維持管理責任の周知・啓発 

相談体制の整備 

広報やセミナー等を通じた情報・知識の提供 

課題２ 需要に応じた空き家の利活用促進

基本方針② 空き家等の利活用促進

外部への情報提供 

所有者に対する支援 

空き家・空き地バンク制度 

移住・定住施策における空き家等の有効活用 

空き家等の除却後の跡地の活用促進 

市街化調整区域の空き家等の利活用 

課題３ 管理不全となった空き家への対処

基本方針③ 管理不全となった空き家等に対する措置の構築

「特定空家等」であることを判断する際の基本的な考え方 

特定空家等に対する措置 

緊急対応に関する仕組みの整備 

所有者不明の空き家に対する措置（財産管理制度） 

課題４ 情報提供の仕組みや相談体制の構築

基本方針④ 協力体制や相談体制の整備

空き家等運用管理データベースの構築 

空き家等に関する調査 

町関係部局や外部の関係団体による連携体制 

庁内体制 

矢巾町空家等対策協議会 
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第５章 空き家等対策に関する施策

１．空き家等の適切な管理の促進

（１）所有者の維持管理責任の周知・啓発 

適切な管理が行われていない空き家等は個人の財産であることから、所有者等が責任を

持って適切に管理すべきものです。周辺の住環境等への影響の問題を解消するためには、

空き家等の所有者等が自らの責任により的確に対応することが前提であることを周知・啓

発します。 

（２）相談体制の整備 

空き家等をめぐる一般的な相談に対しては、まず町において初期対応を行い、専門的な

相談（空き家等をどのように利活用すればいいか、建物の相続登記、自宅を長期不在とす

る場合の維持管理等）については、必要に応じて関係機関等と連携しながら解決を図るも

のとします。 

図 20．空き家等の適切な管理に関する相談体制イメージ  

矢巾町

相談者

空き家の所有者

空き家の近隣住民

事業者

など

外部の関係機関

法務局

不動産関係団体

建築士会

司法書士会

民生児童委員 など

専門的な相談

回答・助言

窓 口 

企画財政課 
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（３）広報やセミナー等を通じた情報・知識の提供 

空き家等の適切な維持管理の重要性や所有者等の維持管理責任について、広報や町のホ

ームページ等で、随時情報を提供します。 

また空き家等の発生を防ぐためには、所有者等が適切に管理することに加え、問題意識

を持つことが重要なことから、空き家等についてのリスクやその備えについて各種団体等

との連携・協力による空き家関連セミナー等を通じて、広く周知・啓発を図るものとしま

す。 
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２．空き家等の利活用の促進

外部への情報提供 （１）

岩手県空家等対策連絡会議の構成員である岩手県、県内各市町村、関係団体等と連携し、

空き家等の情報共有を行い、外部への情報提供について検討します。また、岩手医科大学

附属病院や町内企業への空き家情報提供や、利活用に関する周知・啓発により、空き家の

需要供給を拡大する取り組みについて検討します。 

所有者に対する支援 （２）

空き家等及び空き家等の跡地の活用について、所有者のプライバシーや意向に十分配慮

しつつ、地域コミュニティや不動産関係団体等と連携を図りながら空き家等情報に関する

相談会等の実施等、所有者への情報提供及び支援体制の整備について検討します。 

図 21．関係事業者団体との連携による所有者支援イメージ 

不動産関係団体

◆相談会の実施

◆流通ネットワーク

など

地域コミュニティ

◆空き家等の情報提供

◆良好な生活環境の保全協力

◆空き家等の地域での利活用

など

矢巾町

◆空き家等の実態の把握

◆空き家等及び空き家等の跡地活用への支援

など

連携

情報共有

所有者

◆空き家等の適切な管理

◆空き家等の利活用

◆空き家等の処分 など

サービス

利用
協力

情報提供

情報提供

各種支援情報提供

サービス

提供



27 

空き家・空き地バンク制度 （３）

所有者等が売却や賃貸を希望する物件情報を公開することにより、町内で空き家や空き

地の利活用促進、管理不全空き家の発生抑止、本町への移住定住受け入れ、町外住民との

交流や地域活性化を目的とした「空き家・空き地バンク」を創設し、所有者と居住・利活

用希望者との情報提供の仕組みを構築します。 

なお、平成 29年度には国土交通省において「全国版空き家・空き地バンク」の試行運用

が開始されており、これらの仕組みを活用しながら、本町の「空き家・空き地バンク」の

制度について検討を行います。 

図 22．空き家・空き地バンク制度のイメージ 
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移住・定住施策における空き家等の有効活用 （４）

空き家を活用した移住・定住を促進するためには、先述した空き家バンク制度等の空き

家情報を共有する仕組みと、空き家を活用して移住・定住する場合の補助の仕組みをセッ

トで整備することで利用しやすい制度になると考えられます。よって、国の空き家対策事

業等の活用や、気軽に移住・定住するために空き家を活用できる施策の検討が必要です。 

検討にあたっては下記に記載する事業や事例等を参考とし、町としての事業を検討しま

す。 

（参考２）空き家対策総合支援事業（国土交通省） 

＜事業概要＞ 

空家等対策計画に基づき実施する空き家の活用や除却などを地域のまちづくり

の柱として実施する市町村に対して、国が重点的・効率的な支援を行うための措置。

＜補助対象事業＞ 

・空き家の活用 

 （例）空き家を地域活性化のための観光交流施設に活用 

 （例）空き室を低所得者向けの住宅に活用、周辺建物の外観整備 

 （例）空き家をグループホームや三世代近居等として利用 

・空き家の除却 

 （例）ポケットパークとして利用するための空き家の解体 

・関連する事業 

 （例）周辺建物の外観整備 

＜補助率＞ 

・事業主体が地方公共団体：活用 1/2、除却 2/5 

・事業主体が民間事業者等：活用 1/3、除却 2/5 

（参考１）空き家再生等推進事業（国土交通省） 

＜事業概要＞ 

居住環境の整備改善を図るため、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却また

は、空き家住宅又は空き建築物の活用等に対し支援を行うもの。 

＜補助対象事業＞ 

・空き家の活用 

 （例）空き家を地域活性化のための観光交流施設に活用 

 （例）空き家を公営住宅として活用し、定住人口の増加及び地域の活性化を図る 

・空き家の除却 

 （例）ポケットパークとして利用するための空き家の解体 

・空き家の実態把握 

 （例）空き家数の調査 

＜補助率＞ 

1/2 等 
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（参考３）矢巾町個人住宅取得資金利子補給事業（矢巾町） 

＜事業概要＞ 

地方創生施策の一環として人口増加を促進するため、新たに町内への定住を目的と

して住宅の取得又はリフォームを行う方に対して、ローンに係る利子の一部を交付 

＜対象者＞ 

平成 28 年 4 月 1 日時点で矢巾町外に在住か町内の賃貸物件に在住で、指定金融機

関で住宅ローン又はリフォームローンを契約した（する）方。 

＜対象住宅＞ 

矢巾町内で自ら居住する住宅であって、次の条件を満たすもの。 

(1) 新築・購入の場合は、床面積が 50平方メートル以上で独立して生活できるも

の。（併用住宅の場合は住宅部分の面積が 2分の 1以上であること。） 

(2) リフォームの場合は、中古住宅購入後 1年以内か、新たに 3世代以上の同居を

目的として実施するもの。 

※既存住宅の建て替えは、新たに 3 世代以上の同居を目的として行うものを除き対象外

＜対象住宅ローン＞ 

指定金融機関との間で契約された、次の条件を満たすローン。 

(1) 住宅ローンは、平成 28 年 4 月 1 日以降に契約された、借入額 200 万円以上、

返済期間 5年以上のもの。 

(2) リフォームローンは、平成 28年 4月 1日以降に契約された、借入額 100 万円

以上、返済期間 3年以上のもの。 

※フラット 35、災害復興住宅融資、及び既存ローンの借り換えは除く。 

＜利子補給内容＞ 

年間 20 万円を上限として、住宅ローンは 5年間（60 箇月）、リフォームローンは 3

年間（36箇月）、町が利子補給金を交付します。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は期間を 2年間（24箇月）延長することが

できる。 

(1) 同一世帯に中学生以下の子どもがいる場合（出産予定を含む） 

(2) 三世代以上が同居する住宅である場合 

(3) 婚姻後 5年以内である場合 

(4) 矢巾町内の事業者が施工する場合 
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空き家等の除却後の跡地の活用促進 （５）

町内には、現在、所有者が解体を希望しているものの、その費用のねん出が困難なため

に、放置されている空き家等も存在しています。空き家等及び特定空家等の除却後の跡地

については、所有者等の財産であることはもちろん、地域においても活性化につながる有

効な資源になりうるものと考えられます。所有者に対し、跡地の有効活用や市場流通を促

すことにより、跡地を活用する施策についても検討します。 

（参考４）老朽危険家屋等解体撤去補助金（鳥取県日南町） 

＜事業概要＞ 

町内の老朽危険家屋等の解体撤去又は倒壊家屋の撤去を行う方に、その経費の一部

を補助し、空き家が管理不全な状態になることの防止を図り、町内の生活環境の保全

及び防犯のまちづくりを推進する。 

＜補助対象者＞ 

老朽危険家屋等の所有者又は所有者の相続人代表若しくは所有者から老朽危険家

屋等の撤去等について委任を受けた方で、町税、使用料、貸付金償還など、町に対す

る債務の履行を怠っていない方 

＜対象となる空き家等＞ 

別に定める「日南町内における建築物の老朽度・危険度判定基準表」における評点

の合計点数が 150 点以上であること 等 

＜補助金の額＞ 

家屋の解体及び撤去を行う資格を有する町内業者による老朽危険家屋等の解体撤

去又は倒壊家屋の撤去に要した経費の５分の１（限度額 300 千円） 

（参考５）老朽家屋等解体撤去に係る固定資産税の減免措置要綱（鳥取県日南町） 

＜事業概要＞ 

老朽家屋等を撤去した場合に、固定資産税（土地）の減免を講じることにより、所

有者が積極的に老朽家屋の撤去を行い、日南町内の老朽家屋等が管理不全な状態にな

ることを防止し、町民の生活環境の保全を維持する 

＜減免対象要件＞ 

老朽家屋等を撤去し、固定資産税の基準日である翌年１月１日までに家屋の滅失届

があったもの 等 

＜減免期間＞ 

10 年間 
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市街化調整区域の空き家等の利活用 （６）

本町では、都市計画区域の 89％を市街化調整区域が占めています。市街化調整区域とは、

都市計画法で「無秩序な市街化を防止するために市街化を抑制すべき区域」とされており、

原則として新たな開発・建築行為は禁止され、建築物の増改築や用途の変更、使用者を限

定して許可を受けた建物の使用者を変更する場合に、岩手県の許可が必要な場合がある等

の制限がされています。そのため空き家が放置されやすい状況が生じています。 

一方で平成 28年度には、空き家となった古民家や住宅等を地域資源ととらえ、観光振興

のために必要な宿泊、飲食等の提供の用に供する施設や、集落の維持のために必要な賃貸

住宅等に用途を変更する場合は、地域の実情に応じ弾力的に許可が受けられるよう、開発

許可制度運用指針の一部が改正されています。 

このような状況を踏まえた上で、他の関連する各種計画との整合を図りながら、必要に

応じて県や関係機関との協議や調整、要望等、慎重に対応を検討します。 

（参考６）市街化調整区域の古民家等を観光振興や移住・定住促進に活用できるよう

開発許可制度運用指針の一部改正（国土交通省） 

＜背景＞ 

○都市計画法に基づき、市街化調整区域においては開発が制限されていますが、既存

建築物の用途変更の場合においても、都道府県知事等の許可が必要 

○近年、市街化調整区域においても、人口減少・高齢化の進行により空き家が数多く

生じており、集落におけるコミュニティの維持が困難となるなど地域活力の低下等

の課題が発生 

○空き家となった古民家や住宅などを地域資源ととらえ、観光振興や集落の維持のた

めに活用したいという声があることを踏まえ、既存建築物を活用した地域再生の取

組に対して、許可の運用を弾力化 

＜概要＞ 

市街化調整区域における既存建築物の用途を変更し、例えば対象の用途に供する場

合には、地域の実情に応じ、弾力的に許可が受けられるよう開発許可制度運用指針の

一部を改正 

＜対象とする用途類型＞ 

(1)観光振興のために必要な宿泊、飲食等の提供の用に供する施設 

現に存在する古民家等の建築物自体や、その周辺の自然環境・農林漁業の営み

を、地域資源として観光振興に活用するため、当該既存建築物を宿泊施設や飲

食店等に用途変更する場合 

(2)既存集落の維持のために必要な賃貸住宅等 

既存集落においてコミュニティや住民の生活水準の維持を図るため、当該集落

に存する既存建築物を、移住・定住促進を図るための賃貸住宅、高齢者等の福

祉増進を図るためのグループホーム等に用途変更する場合 
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３．管理不全となった空き家等に対する措置の構築

「特定空家等」であることを判断する際の基本的な考え方 （１）

管理不全な「特定空家等」に対する措置を講ずるか否かについては、ガイドライン第２

章に基づき、必要な条例等を整備した上で、下記 1）を参考に「特定空家等」候補と認めら

れる空家等に関し、下記 2）及び 3）に示す事項を勘案して、「矢巾町空家等対策協議会」

による認定を受けた上で、「特定空家等」に対する措置を決定するものとします。 

1）特定空家等の判断の参考となる基準 

空家等の物的状態が法第 2 条第 2 項（50 頁参照）の各状態にあたるか否かの判断基

準については、ガイドライン（44 頁参照）により、次の①から④の状態が該当するも

のとされています。 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

・建築物が倒壊等するおそれがある状態 

・屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある状態

・擁壁が老朽化し危険となるおそれがある状態 

図 23 保安上危険であり通行人等に影響するおそれがある状態 

出典：既存不適格建築物に係る是正命令制度に関するガイドライン（国土交通省）

② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

・吹付け石綿等が飛散し暴露するおそれがある状態 

・汚物、排水の流出及びこれらによる臭気の発生があ

り、地域住民の日常生活に支障を及ぼす状態 

・ごみ等の放置、不法投棄により臭気の発生がある状

態 

・ごみ等の放置、不法投棄により多数のねずみ、はえ、

蚊等の発生がある状態 

図 24 窓が破損しており、臭気の発生等将来的に衛生上有害となるおそれのある状態 

出典：既存不適格建築物に係る是正命令制度に関するガイドライン（国土交通省）
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③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷

み、又は汚れたまま放置されている状態 

・窓ガラス等が破損したまま放置されている状態 

・看板が原形をとどめず本来の用をなさない程度まで

破損又は汚損したまま放置されている状態 

・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している

状態 

・敷地内にごみ等が散乱したまま放置されている状態

図 25 樹木の枝等が前面道路にはみ出しており、著しく景観を損なっている状態 

出典：既存不適格建築物に係る是正命令制度に関するガイドライン（国土交通省）

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

・立木等の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路、

家屋の敷地等、歩行者等に影響するおそれのある状

態 

・住みついた動物等により、騒音、汚物、臭気、羽毛、

害虫等が発生し、又は住みついた動物等による周辺

の土地、家屋への侵入が発生している状態 

・しろあり、蜂等の害虫が発生し、近隣の家屋に飛来

する状態 

・不特定の者が容易に侵入できる状態 

図 26 樹木が前面道路にはみ出し、歩行者等に影響するおそれのある状態 

出典：既存不適格建築物に係る是正命令制度に関するガイドライン（国土交通省）

2）周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か 

「特定空家等」が現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される悪

影響の範囲内に、周辺の建築物や通行人等が存在し、又は通行し得て被害を受ける状

況にあるか否か等により判断します。 

3）悪影響の程度と危険等の切迫性 

「特定空家等」が現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される悪

影響が周辺の建築物や通行人等にも及ぶと判断された場合に、その悪影響の程度が社

会通念上許容される範囲を超えるか否か、また、もたらされる危険等について切迫性

が高いか否か等により判断します。  
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特定空家等に対する措置 （２）

「特定空家等に対する措置」は、法第 14 条（54 頁参照）に基づき、行政指導である助言

又は指導及び勧告、不利益処分である命令及び代執行、過失がなくて必要な措置を命ぜら

れるべき者を確知することができないときのいわゆる略式代執行とに大別されます。 

町長が命令等を行うに当たっては、「特定空家等」に抵当権等が設定されていた場合でも、

町が関係する権利者と必ずしも調整を行う必要はなく、基本的には当該抵当権者等と「特

定空家等」の所有者等とによる解決に委ねるものとします。 

1）所有者等の事情の把握と適切な管理依頼 

町は所有者等に連絡を取り、当該空家等の現状を伝えるとともに、当該空家等に関

する今後の改善方策に対する考えのほか、処分や活用等についての意向など、所有者

等の主張を含めた事情の把握に努めることとします。 

所有者等の事情を踏まえたうえで、文書等により適切な管理依頼を行うものとしま

す。 

2）特定空家等に対する措置の事前準備 

① 立入調査

町は、適切な管理依頼を行っても状況の改善が見られない場合、法の施行に必要

な限度において、職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入っ

て調査をさせることができるものとします（法第 9条第 2項（52頁参照））。             

② 特定空家等の認定

ガイドラインの判定に基づき、立入検査の結果、周辺へ悪影響をもたらす可能性、

その悪影響の程度等を勘案したうえで、「矢巾町空家等対策協議会」による特定空家

等の認定を受けるものとします。 

なお、特定空家等と認定されなかった場合は、継続して経過を観察するとともに、

必要に応じて適宜、文書等による適切な管理依頼を行うものとします。 

3）特定空家等の所有者等への助言又は指導 

町長は、除却、修繕、立木等の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要

な措置をとるよう助言又は指導をすることができるものとします（法第 14条第 1項（54

頁参照））。 

4）特定空家等の所有者等への勧告 

町長は、助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善され

ないと認めるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて、

必要な措置をとることを勧告することができるものとします（法第 14 条第 2項（54頁

参照））。 
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なお、勧告をした場合は、地方税法の規定に基づき、当該特定空家等に係る敷地に

ついて固定資産税等のいわゆる住宅用地特例の対象から除外されることとなります。 

5）特定空家等の所有者等への命令 

① 命令

町長は、上記勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな

かった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予

期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができます（法第 14 条

第 3項（54 頁参照））。 

② 意見書の提出等

町長は、命令を実施する場合において、あらかじめその措置を命じようとする者

又はその代理人に対し、意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えるもの

とします（法第 14条 4 項（54 頁参照））。 

6）特定空家等に係る代執行 

① 代執行

町長は、上記規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられ

た者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限

までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和 23 年法律第 43 号）の定

めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせ

ることができるものとします（法第 14 条第 9 項（54頁参照））。 

② 費用請求

この措置に要した費用については、当該所有者に請求できるものとします（行政

代執行法第 5条･第 6 条）。 

7）過失なく措置を命ぜられるべき者を確知できない場合 

町長は、法第 14 条第 3 項（54 頁参照）に基づき必要な措置を命じようとする場合

において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき

は、町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しく

は委任した者に行わせることができるものとします（いわゆる略式代執行。法第 14条

第 10 項（54 頁参照））。 
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図 27．特定空家等の措置の流れ  
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緊急対応に関する仕組みの整備 （３）

天災や老朽、著しい管理不全等により周囲に被害を及ぼすおそれがある空き家等につい

て、住民からの相談等に基づき緊急の処置が必要な場合に対して、応急的な危険除去等の

迅速な対応を行うことができるよう条例や体制の整備について検討します。 

（参考７）登米市空き家等の適正管理に関する条例（宮城県登米市） 

（応急措置） 

第 12 条 市長は、管理不全な状態にある空き家等が、市民等の生命、身体若しくは

財産に被害を及ぼすおそれがある状態で、かつ、第７条から第９条までの規定及び前

条の規定による措置をとる暇がないと認めるときは、急迫した現在の危険を避けるた

め、必要な最小限度の措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の措置を講じたときは、所有者等から当該措置に係る費用を徴収す

ることができる。 

（※逐条解説の記載内容） 

市長は、空き家等の倒壊など切迫した危険な状態を回避する場合は、必要最小限の

応急措置（屋根瓦をはずす、落下防止ネットを取り付けるなど）を所有者不明の空き

家等についても実施できることとしています。 

市長は、応急措置に要した必要は、所有者等に請求できることとしています。当該

行為の根拠は、民法第 698 条に規定される「緊急事務管理」、費用請求は、民法第 702

条に規定される「費用償還請求」です。緊急的事務管理は、事案の急迫性から所有者

等の了解を得ないで行うこともできますが、争い（損害賠償請求）になる場合もある

ことから、所有者等が不明な場合を除き所有者等の同意を必須条件とします。 
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所有者不明の空き家に対する措置（財産管理制度） （４）

適切な管理が行われていない空き家等は個人の財産であることから、所有者等が責任を

持って適切に管理すべきものです。しかし、所有者の居所が不明である場合や、所有者死

亡によりその相続人が全員相続放棄している場合などは、適切な管理を求める相手が存在

しておらず、問題を解消することができません。 

所有者不明の空き家等に対して略式代執行を実施する場合、費用の回収はほとんど期待

できず、市町村が負担せざるを得ないという現状があります。また、前項に記載した一時

的な緊急対応を実施することで状態が改善した場合も、空き家等が除却されるまでは防災、

衛生、景観等の地域住民の生活環境に継続して影響を及ぼすこととなります。 

そのため、これらの課題を解決できる方策として、※財産管理制度の活用も視野に入れて

対応を検討します。 

※参考：財産管理制度とは 

・相続人のあることが明らかでない場合、利害関係人又は検察官の請求により、裁判所

が相続財産法人の代表者として相続財産管理人を選任します（民法 952 条 1 項）。 

・相続財産管理人は、相続財産の管理、清算等を行うとともに、相続人の捜索も行いま

す。この捜索によって相続人が現れた場合には、その者に相続財産を引き渡します。 

・相続債権者や受遺者に対する請求申出の催告期間を経過しても相続人が現れない場合

には、請求の申出のあった相続債権者や受遺者に対し弁済を行い（民法 957 条 1 項 2

項）、残余財産があれば特別縁故者への財産分与を行い（民法 958 条の３第 1 項）、そ

れでも残余財産があれば、当該財産を国庫へ帰属させることになります（民法 959 条）。 
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（参考８）相続財産管理人の選任申立（山形県酒田市） 

＜概要＞ 

○相続人の存在・不存在が明らかでない（法定相続人が全員死亡、相続人全員が相

続放棄）危険老朽空き家について、市が利害関係人（市税未納等による債権者）

となり、山形家庭裁判所酒田支部へ相続財産管理人の選任を申立 

○市が予納金約 50万円を納付後、裁判所は相続財産管理人（弁護士）を選任 

○相続財産管理人が裁判所の許可を得て、不動産（土地・建物）を任意売却。 

 その後、裁判所から市に予納金を還付。 

＜相続財産管理人選任及び選任後の手続き（例）＞ 

（出典：国土交通省）
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４．協力体制や相談体制の整備

空き家等運用管理データベースの構築 （１）

今後の空き家等対策の施策に活用するため、庁内で利用している共有データベースによ

り、空き家等の分布状況やその状態を把握します。また、関係部署間での情報共有化によ

る連携を図り、空き家の所有者等へ速やかな対応に努めるものとします。 

空き家等に関する調査 （２）

高齢化の進行により空き家の実態は常に変化するため、各種施策の実施による効果や社

会状況の変化等に対応した対策を行うためには、常に最新の状況を把握し、対策を行う必

要があります。継続して空き家等の実態を把握するため、適宜対象地区内の空き家実態調

査を実施し、データベースの情報を更新することにより最新の状況を把握するよう努める

ものとします。 

なお実態調査については、必要に応じて町内のコミュニティ等とも連携し行うものとし

ます。 

図 28．空き家等運用管理データベースへの反映と活用 
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町関係部局や外部の関係団体による連携体制 （３）

空き家等がもたらす問題は分野横断的で多岐にわたるため、庁内関係部局や外部の関係

機関が連携することが重要です。効果的に対応するために情報共有を進め、総合的な連携

体制を整備します。また、関係機関等と連携して専門的な相談に対する体制を整備します。 

空き家等の活用や除却、維持管理、建物の相続登記、管理不全の空き家などに対する相

談や問合せについては庁内の窓口を設け、円滑に対応が可能となるよう体制を構築します。 

図 29．町関係部局や外部関係団体による連携体制イメージ 
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庁内体制 （４）

本計画の基本方針に基づき、総合的な実施体制を整備します。 

表 5．空き家対策に関する庁内実施体制 

実施する役割 

・本計画の策定及び変更、進捗管理 

・空家等対策協議会の運営 

・空き家に関する相談窓口 

・空き家発生の予防 

・空き家の把握 

・空き家等の利活用促進（空き家・空き地バンク制度、支援策） 

・管理不全である空き家への対策 

・解体や改築に関すること 等 

矢巾町空家等対策協議会 （５）

法第 7 条に基づき、本計画の作成及び変更、並びに特定空家等に対する措置等に関し必

要な協議を行うため矢巾町空家等対策協議会を設置します。 
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第６章 計画の継続的な推進

１．計画の見直し

本計画は、国勢調査や住宅・土地統計調査の調査結果の公表、各種施策の実施による効

果や社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて適宜計画内容の見直しを行うものとします。 

図 30．計画見直しのイメージ 

２．計画の継続的な管理

本計画を継続的に管理するために、必要に応じて矢巾町空家等対策協議会において施策

の実施による効果等を検証し、協議を行います。 
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•実施体制の整備

実施（Do）

•空き家対策に係る施策の実施

検証（Check）

•社会状況の変化

•継続的な実態把握

•施策の効果に関する検証

改善（Action）

•空家等対策計画の見直し
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参考資料

参考１：「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針

〔別紙１〕「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」で

あるか否かの判断に際して参考となる基準

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」であることを

判断する際は、以下の１．（１）若しくは（２）又は２．に掲げる状態（将来そのような状

態になることが予見される場合を含む。）に該当するか否かにより判断する。以下に列挙し

たものは例示であることから、例示によらない個別の事案にも適切に判断していく必要が

ある。 

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。

（１）建築物が倒壊等するおそれがある。 

以下のイ又はロに掲げる事項に該当するか否かにより判断する。イ又はロに列挙したも

のは例示であることから、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断していく

必要がある。 

イ 建築物の著しい傾斜 

部材の破損や不同沈下等の状況により建築物に著しい傾斜が見られるかなどを基に総合

的に判断する。

調査項目の例 
・基礎に不同沈下がある。 

・柱が傾斜している。 

【参考となる考え方】 

 下げ振り等を用いて建築物を調査できる状況にある場合、1/20 超の傾斜が認められる

場合（平屋以外の建築物で、2 階以上の階のみが傾斜している場合も、同様の数値で取

り扱うことも考えられる。） 

※「被災建築物応急危険度判定マニュアル」財団法人日本建築防災協会／全国被災建築物

応急危険度判定協議会 

ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等 

(ｲ) 基礎及び土台 

基礎に大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているか否か、腐食又は蟻

害によって土台に大きな断面欠損が発生しているか否か、基礎と土台に大きなずれが発生

しているか否かなどを基に総合的に判断する。 
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調査項目の例 

・基礎が破損又は変形している。 

・土台が腐朽又は破損している。 

・基礎と土台にずれが発生している。 

【参考となる考え方】 

 基礎のひび割れが著しく、土台に大きなずれが生じ、上部構造を支える役目を果たさな

くなっている箇所が複数生じている場合 

※「震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針」（監修 国土交通省住宅局建築

指導課／財団法人日本建築防災協会） 

 土台において木材に著しい腐食、損傷若しくは蟻害があること又は緊結金物に著しい腐

食がある場合 

※「特殊建築物等定期調査業務基準」（監修 国土交通省住宅局建築指導課／財団法人日本

建築防災協会） 

(ﾛ) 柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等 

構造耐力上主要な部分である柱、はり、筋かいに大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又

は破損が発生しているか否か、腐食又は蟻害によって構造耐力上主要な柱等に大きな断面

欠損が発生しているか否か、柱とはりの接合状況などを基に総合的に判断する。 

調査項目の例 
・柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形している。 

・柱とはりにずれが発生している。 

【参考となる考え方】 

 複数の筋かいに大きな亀裂や、複数の柱・はりにずれが発生しており、地震時に建築物

に加わる水平力に対して安全性が懸念される場合 

（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。 

(ｲ) 屋根ふき材、ひさし又は軒 

全部又は一部において不陸、剥離、破損又は脱落が発生しているか否か、緊結金具に著

しい腐食があるか否かなどを基に総合的に判断する。 

調査項目の例 

・屋根が変形している。 

・屋根ふき材が剥落している。 

・軒の裏板、たる木等が腐朽している。 

・軒がたれ下がっている。 

・雨樋がたれ下がっている。 

【参考となる考え方】 

 目視でも、屋根ふき材が脱落しそうな状態を確認できる場合 

(ﾛ) 外壁 

全部又は一部において剥離、破損又は脱落が発生しているか否かなどを基に総合的に判

断する。 

調査項目の例 

・壁体を貫通する穴が生じている。 

・外壁の仕上材料が剥落、腐朽又は破損し、下地が露出している。 

・外壁のモルタルやタイル等の外装材に浮きが生じている。 
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【参考となる考え方】 

 目視でも、上部の外壁が脱落しそうな状態を確認できる場合 

(ﾊ) 看板、給湯設備、屋上水槽等 

転倒が発生しているか否か、剥離、破損又は脱落が発生しているか否か、支持部分の接

合状況などを基に総合的に判断する。 

調査項目の例 

・看板の仕上材料が剥落している。 

・看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒している。 

・看板、給湯設備、屋上水槽等が破損又は脱落している。 

・看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している 

【参考となる考え方】 

 目視でも、看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している状態を確認できる場合

(ﾆ) 屋外階段又はバルコニー 

全部又は一部において腐食、破損又は脱落が発生しているか否か、傾斜が見られるかな

どを基に総合的に判断する 

調査項目の例 
・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している。 

・屋外階段、バルコニーが傾斜している。 

【参考となる考え方】 

 目視でも、屋外階段、バルコニーが傾斜している状態を確認できる場合 

(ﾎ)門又は塀 

全部又は一部においてひび割れや破損が発生しているか否か、傾斜が見られるかなどを

基に総合的に判断する。 

調査項目の例 
・門、塀にひび割れ、破損が生じている。 

・門、塀が傾斜している。 

【参考となる考え方】 

目視でも、門、塀が傾斜している状態を確認できる場合 

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。

擁壁の地盤条件、構造諸元及び障害状況並びに老朽化による変状の程度などを基に総合

的に判断する。 

調査項目の例 

・擁壁表面に水がしみ出し、流出している。 

・水抜き穴の詰まりが生じている。 

・ひび割れが発生している。 

【参考となる考え方】 

 擁壁の種類に応じて、それぞれの基礎点（環境条件・障害状況）と変状点の組み合わせ

（合計点）により、擁壁の劣化の背景となる環境条件を十分に把握した上で、老朽化に

対する危険度を総合的に評価する。 

※「宅地擁壁老朽化判定マニュアル（案）」（国土交通省都市局都市安全課） 
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〔別紙２〕「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」であるか

否かの判断に際して参考となる基準

「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」であることを判断す

る際は、以下の（１）又は（２）に掲げる状態（将来そのような状態になることが予見さ

れる場合を含む。）に該当するか否かにより判断する。以下に列挙したものは例示であるこ

とから、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断していく必要がある。 

（１）建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。 

状態の例 

 吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。 

 浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域

住民の日常生活に支障を及ぼしている。 

 排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を

及ぼしている。 

（２）ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。 

状態の例 

 ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生

活に支障を及ぼしている。 

 ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、

地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 
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〔別紙３〕「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」

であるか否かの判断に際して参考となる基準

「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」であること

を判断する際は、以下の（１）又は（２）に掲げる状態に該当するか否かにより判断する。

以下に列挙したものは例示であることから、個別の事案に応じてこれによらない場合も適

切に判断していく必要がある。 

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しな

い状態となっている。 

状態の例 

 景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画

に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない

状態となっている。 

 景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該

都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、又

は条例で定める工作物の形態意匠等の制限等に著しく適合しない状

態となっている。 

 地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態と

なっている。 

（２）その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。 

状態の例 

 屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま

放置されている。 

 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。 

 看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したま

ま放置されている。 

 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。 

 敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。 
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〔別紙４〕「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状

態」であるか否かの判断に際して参考となる基準

「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」である

ことを判断する際は、以下の（１）、（２）又は（３）に掲げる状態に該当するか否かによ

り判断する。以下に列挙したものは例示であることから、個別の事案に応じてこれによら

ない場合も適切に判断していく必要がある。 

（１）立木等が原因で、以下の状態にある。 

状態の例 

 立木等の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に

枝等が大量に散らばっている。 

 立木等の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げてい

る。 

（２）空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。 

状態の例 

 動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障

を及ぼしている。 

 動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日

常生活に支障を及ぼしている。 

 敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支

障を及ぼしている。 

 多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支

障を及ぼしている。 

 住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入し、地域住民の生活環境に

悪影響を及ぼすおそれがある。 

 シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境

に悪影響を及ぼすおそれがある。 

（３）建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の状態にある。 

状態の例 

 門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易

に侵入できる状態で放置されている。 

 屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が発

生し、歩行者等の通行を妨げている。 

 周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している 
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参考２：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）

（目的） 

第１条

この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生

活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護す

るとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等

に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第１０条第２項

を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進する

ために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その

他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着

する物を含む。）をいう。 

ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行

われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図

るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条

空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を

及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第４条

市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関

する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。 
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（基本指針） 

第５条

国土交通大臣及び総務大臣は、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（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

(2) 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

(3) その他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に必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第６条

市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本

指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を

定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等

に関する対策に関する基本的な方針 

(2) 計画期間 

(3) 空家等の調査に関する事項 

(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

(5) 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促

進に関する事項 

(6) 特定空家等に対する措置（第１４条第１項の規定による助言若しくは指導、同条第

２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第９項若しくは第１０項の

規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

(7) 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、

情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 



52 

（協議会） 

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。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村

の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長

が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第８条

都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法

律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助

言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第９条

市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握

するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができ

る。 

２ 市町村長は、第１４条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、当

該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることが

できる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場

所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を

通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、

この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 
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（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１０条

市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であ

って氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必

要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で

利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもの

のうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用す

る目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するも

のについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必

要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、

関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情

報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条

市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸す

るために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管

理されているものに限る。）を除く。以下第１３条までにおいて同じ。）に関するデータベ

ースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第１２条

市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情

報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１３条

市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売

し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他こ

れらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 
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（特定空家等に対する措置） 

第１４条

市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木

竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊

等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状

態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助

言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家

等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶

予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必

要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る

措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当

の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を

命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及

び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に

意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長に

対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項の

措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わな

ければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定によ

って命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、前項

に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な

証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜ

られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の

期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の定

めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第３者をしてこれをさせること

ができる。 

10 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措

置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第１項の助言若しく

は指導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第３項に定める

手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担におい
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て、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにそ

の措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行

うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土

交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

12 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。

この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げて

はならない。 

13 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８号）第３章（第

１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図

るために必要な指針を定めることができる。 

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通

省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第１５条

国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切か

つ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方

交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基

づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他

の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第１６条

第１４条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０万円以下の過料に処

する。 

２ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、２０万円以下

の過料に処する。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、第９条第２項から第５項まで、第１４条及び第１６条の規定は、公

布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘

案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。 
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参考３：矢巾町空家等対策協議会設置要綱

（設置） 

第１条

矢巾町における空家等に関する対策の推進を図るため、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条第 1項の規定に基づき、矢巾

町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

（所掌事務） 

第２条

協議会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 

(2) その他必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条

 協議会は、町長及び委員 9 名以内をもって組織し、委員は、法第 7 条第 2 項に掲げる者

のうちから町長が委嘱する。 

（任期） 

第４条

 委員の任期は 2 年とし、再任を妨げないものとする。ただし、欠員によって補充された

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条

 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員の互選により

定める。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 
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（会議） 

第６条

 協議会の会議は、町長が招集する。 

２ 会長は、会議に参与として、必要な者の出席を求めることができる。 

（謝礼） 

第７条

 協議会に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。 

（庶務） 

第８条

 協議会の庶務は、企画財政課において処理する。 

（補則） 

第９条

 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成 29 年 12 月 19 日から施行する。 


