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1 久慈市の空家等をとりまく現状と課題 

1.1 住宅・土地統計調査から見た久慈市の現状 

1.1.1 住宅・土地統計調査の特性 

総務省では、住戸に関する実態ならびに現住居以外の住居およ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および地

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

「住宅・土地統計調査」（以降、本書では「統計調査」といいます。）が実施されており

ます。この統計調査は、次のような特性があります。 

 昭和 23年より５年に１度実施される（近年実施は、平成 20 年、平成 25年）。 

 全国の世帯の中から統計的手法により、規定された一定割合で無作為に抽出さ

れたものが調査対象となる「標本調査」である。 

 この結果は、標本調査による推計値であり、四捨五入による有効桁数の関係に

より、内訳と総数が一致しないことがある。 

 調査結果は、実施から１年以内に速報、２年以内に確報が公表される（平成 25

年 10月実施の確報は、平成 27年２月末に公表された）。 

本章では、平成 25 年における統計調査の統計表（政府統計の総合窓口「e-Stat」

（http://www.e-stat.go.jp/））を用いて概況をまとめます。なお、本章では、統計調査

での用語定義に合わせ「空き家」と表記します。 

 

1.1.2 統計調査における「空き家」の定義 

「空き家」は、「居住世帯のない住宅（※1）」のうち、「一時現在者のみの住宅（※2）」

と「建築中の住宅（※3）」を除くものと定義されています。（下図参照。） 

 

※1 居住世帯のない住宅：ふだん人が居住していない住宅。 

※2 一時現在者のみの住宅：昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしているな

ど、そこにふだん居住している者が一人もいない住宅。 

※3 建築中の住宅：住宅として建築中のもので、棟上げは終わっているが、戸締まりができる

までにはなっていないもの（鉄筋コンクリートの場合は、外壁が出来上がったもの）。な

お、戸締まりができる程度になっている場合は、内装が完了していなくても、「空き家」

となる。また、建築中の住宅でも、ふだん人が居住している場合には、建築中とはせずに

住宅以外で人が居住する建物 

居住世帯のある住宅 住宅 

居住世帯のない住宅 一時現在者のみの住宅 

空き家 

建築中の住宅 
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人が居住する一般の住宅とする。 

（参考：総務省統計局．「平成 25年住宅・土地統計調査 用語の解説 住宅」．

http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/pdf/giy14_1.pdf．2015.3） 

 

なお、統計調査の「空き家」は、「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）」（以降、本書では「法」といいます。）及び「空家等対策条例（平成 29

年久慈市条例第 20 号）」（以降、本書では「条例」といいます。巻末の資料編に条文を掲

載。）における「空家等」の定義とは異なりますので、本書では、「空き家」「空家等」を

その定義により区別して表記します。 

 

＜「空家等」の定義＞ 

法第２条第１項及び条例第２条において、「空家等」とは、 

 

と定義されています。 

また、ここに定義される「居住その他の使用がなされていないことが常態である」と

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（平成 27 年

総務省・国土交通省告示第１号）」（以降、本書では「指針」といいます。）の「３ 空家

等の実態把握 ―（１）市町村内の空家等の所在等の把握」において、 

 

と示されています。 

 

 

1.1.3  空き家総数と人口・世帯の推移 

昭和 63 年および平成５年の「住宅統計調査」ならびに平成 10 年以降の統計調査にお

ける空き家総数の推移、「国勢調査」による人口・世帯の推移を基に考察します。 

 

（１） 久慈市の人口・世帯総数の推移 

人口は昭和 63 年から年々減少していますが、世帯総数は平成 15 年がピークと

なり、その後ほぼ横這いとなっています。この傾向より、各世帯構成人数の減少、

核家族化の進行が考えられます。 

 

 

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。 

（前略）「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築

物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築

物等の使用実績がないことは１つの基準となると考えられる。 
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図表：久慈市における人口と世帯総数の推移 

 

出典：総務省「国勢調査」。なお、世帯総数については、調査実施年からの推定値となる。 

 

（２） 久慈市の住宅総数と世帯総数の推移 

平成 10年時点で住宅総数は世帯総数を上回り、世帯当たり住宅総数は年々増加

しています。平成 25 年時点では 1.14 倍となり、住宅の供給過多の状況が進行し

ていることがわかります。 

 

図表：久慈市における住宅総数と世帯総数の推移 

 

出典：総務省「国勢調査」及び「住宅・土地統計調査」「住宅統計調査」。なお、世帯総数について

は、国勢調査実施年からの推定値となる。 

 

 

43,015

41,838

40,596
39,555

37,779

36,134

12,969

13,374

13,843

14,180 14,112 14,158

12,200
12,400
12,600
12,800
13,000
13,200
13,400
13,600
13,800
14,000
14,200
14,400

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

S63 H5 H10 H15 H20 H25

人口 世帯総数

（世帯）（人）

12,500 12,900

14,170
15,030

15,810 16,100

12,969
13,374 13,843 14,180 14,112

14,158

0.96 0.96

1.02

1.06

1.12
1.14

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

S63 H5 H10 H15 H20 H25

住宅総数 世帯総数 世帯当たり住宅総数

（戸/世帯） （倍）



久慈市空家等対策計画 

P.4 

（３） 久慈市の空き家の推移 

空き家総数は、平成５年から平成 20 年にかけて増加しておりますが、平成 20

年～平成 25 年では横這いとなっており、空き家率もほぼ同じ傾向が見られます。

これは前述の「住宅総数と世帯総数の推移」と酷似した傾向となっていることが

わかります。 

また、「空き家総数」が「住宅総数と世帯総数の差」に肉薄していることから、

住宅供給過多による中古住宅市場の停滞が懸念されます。 

 

図表：久慈市における空き家の推移と「住宅総数と世帯総数の差」との関連 

 

出典：総務省「国勢調査」及び「住宅・土地統計調査」「住宅統計調査」。なお、世帯総数について

は、国勢調査実施年からの推定値となる。 

 

 

 

1.1.4  岩手県内での空き家率等の比較 

平成 25年の統計調査における岩手県内の 13市の空き家率について考察します。 

 

（１） 久慈市の空き家率等における県内他市との比較 

全ての住宅（一戸建、共同住宅等含む）における本市の空き家率は、13 市中５

位となる 15.6％となり、岩手県市全体での空き家率（14.3％）と比較すると、若

干高いことが分かります。 
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図表：岩手県内 13市における空き家総数と空き家率 

 

 

（２） 久慈市の一戸建住宅の空き家数等における県内他市との比較 

本市における『「二次的住宅」を除く一戸建住宅の空き家数（※）』の『一戸建

総数』に対する割合は、岩手県内の 13市では二戸市に次いで２番目に高い水準と

なっています。 

 

図表：岩手県内 13市における一戸建の空き家数（二次的住宅除く）と空き家指数 

 

※ 「二次的住宅」とは、統計調査では、『週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用され

る住宅で、ふだんは人が住んでいない住宅（「別荘」）、ふだん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（「その他」）』と定

義される。しかしながら、法に規定される「空家等」の定義（「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」）によると、「二次的住宅」は『空家等でない』と判断される可能

性が高い為、上記の「一戸建住宅の空き家数」では「二次的住宅数」を除いている。 
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1.1.5  空き家の種類と腐朽・破損 

平成 25 年の統計調査における本市の「空き家の種類」「腐朽・破損」の建て方別と割

合については、下表のとおりとなり、推移の詳細や考察については後述します。 

 

図表：久慈市における「空き家の種類」「腐朽・破損」の建て方別と割合 

 
総数 

一戸建 長屋建・共同住宅・その他 

総数 木造 非木造 総数 木造 非木造 

空き家総数（①） 
2,510 1,840 1,830 10 670 360 310 

100.0% 73.3% 72.9% 0.4% 26.7% 14.3% 12.4% 

 

二次的住宅（②） 230 230 230 - 10 - 10 

②/①％ 9.2% 12.5% 12.6% - 1.5% - 3.2% 

 

賃貸用の住宅（③） 690 120 120 - 570 290 280 

③/①％ 27.5% 6.5% 6.6% - 85.1% 80.6% 90.3% 

売却用の住宅（④） 10 10 10 - - - - 

④/①％ 0.4% 0.5% 0.5% - - - - 

 

その他の住宅（⑤） 1,570 1,480 1,470 10 90 70 20 

⑤/①％ 62.5% 80.4% 80.3% 100.0% 13.4% 19.4% 6.5% 

 総数 
一戸建 長屋建・共同住宅・その他 

総数 木造 非木造 総数 木造 非木造 

 

腐朽・破損あり（⑥） 690 480 480 - 210 130 80 

⑥/①％ 27.5% 26.1% 26.2% - 31.3% 36.1% 25.8% 

腐朽･破損なし（⑦） 1,810 1,360 1,350 10 460 230 230 

⑦/①％ 72.1% 73.9% 73.8% 100.0% 68.7% 63.9% 74.2% 

出典：総務省「平成 25年住宅・土地統計調査」 

※1 賃貸用住宅：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。 

※2 売却用住宅：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。 

※3 腐朽・破損あり：建物の主要部分やその他の部分に不具合があるもの。例えば、外壁がと

ころどころ落ちていたり、壁や基礎の一部にひびが入っていたり、かわらが一部はずれて

いるものや、雨どいが破損してひさしの一部が取れている場合など。 

※4 「住宅・土地統計調査」では、四捨五入による有効桁数の関係により、内訳と総数が一致

しないことがある。 
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その他の種類別

内訳（戸）

（１） 久慈市の空き家の内訳 

本市における空き家を建て方別にみると、「空き家総数」（2,510 戸）のうち、「一

戸建」については 73.3％（1,840戸）と大部分を占め、「長屋建・共同住宅・その

他」は 26.7％（670戸）となります。 

一戸建の空き家（1,840戸）の種類別内訳は、「その他の住宅」（※1）が 80.4％

（1.480戸）と最も多いことから、賃貸・売却用以外の何らかの理由により空き家

の状態のままになっているものが多いことが分かります。 

また、共同住宅等の空き家（670戸）の種類別内訳は、「賃貸用の住宅」が 85.1％

（570戸）と最も多く、市場に流通しているものと考えられることから、共同住宅

等の大多数は、所有者もしくは管理会社等で「管理されている」と想定されます。 

よって、本対策計画の対象は、住宅のうち「一戸建住宅」に主眼を置くことが

妥当と考えられますが、「全室が空き室の共同住宅等」については、『既に貸す意

思がない』もしくは『貸し手が見つからない』状態が長期化し、管理不全や老朽

化が進んでいることが予測される為、本対策計画の対象とすることが妥当と考え

られます。 
 

図表：久慈市における空き家の内訳 

 

 

※1 「その他の住宅」とは、二次的住宅、賃貸用の住宅および売却用の住宅以外の、人が

住んでいない住宅をいう。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がある。 
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（２） 久慈市の空き家の腐朽・破損の状況 

空き家の腐朽・破損の状況については、「一戸建」「長屋建・共同住宅・その他」

ともに 30％前後が「腐朽・破損あり」（※2）となっており、「腐朽・破損なし」と

なる約７割が、売却・賃貸を含めた何らかの利活用にそのまま可能な状況にある

と考えられます。 

 

図表：久慈市における空き家の腐朽・破損の状況 

 

 

※2 腐朽・破損あり：統計調査では、「建物の主要部分やその他の部分に不具合があるも

の。例えば、外壁がところどころ落ちていたり、壁や基礎の一部にひびが入っていた

り、かわらが一部はずれているものや、雨どいが破損してひさしの一部が取れている

場合など。」と定義されている。ただし、統計調査におけるこの項目では、「あり・な

し」のみで「その状況の度合い」が示されていない。 

 

 

480

1,360

腐朽・破損あり

腐朽･破損なし

（73.9％）

腐朽・破損なし
一戸建空き家の

腐朽・破損の状況

（戸）

210

460

腐朽・破損あり

腐朽･破損なし

（68.7％）

腐朽・破損なし
長屋建・共同住宅・

その他空き家の

腐朽・破損の状況

（戸）
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1.2 平成 28年度空家等実態調査（現地調査）による久慈市の現状 

1.2.1  調査対象 

法における「空家等」の定義に準拠し、実態調査（現地調査）においては、以下の建

物（種別）を調査対象・対象外と規定しました。 

 

 

1.2.2  調査対象件数 

水道開閉栓情報及び既存空家等把握資料（※）を基に、所在地番による地番図上への

展開を行い、住宅地図と重ね合わせを行った上で、以下について現地調査対象から除外

しました。 

 

上記を除外した上で、1,969件を現地調査対象としました。 

 

※ 平成 28 年度の実態調査実施以前に、市窓口に相談があった案件や消防においての調査で

把握している案件などが含まれる。 

 

  

【調査対象】住居専用の戸建て、店舗併用の戸建て住宅、事務所併用の戸建て住宅、

全室が空室の集合住宅、店舗・事務所専用、倉庫、工場 

【対 象 外】１室以上が居住の集合住宅（アパート・マンション・長屋）、新築売家（建

売）、建物除却済み（空き地） 

 国、県及び市名義の水道開閉栓情報 

 住宅地図や航空写真を参照し、建物がないもの 

 集合住宅（長屋、アパート）のうち、全室が水道閉栓でないもの 

 「空き家バンク」に登録済みのもの 
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1.2.3 現地調査票の項目 

現地調査では、予め規定した「空家現況調査票」（以下「調査票」といいます。）を用

い、外観目視（敷地には入らず、沿道等からの目視調査）にて実施しました。 

調査票に設定した調査項目は、次の４つに分類されます。 

 

① 基本情報 

住所、建物の種類など調査対象建物の基本情報項目。 

② 空家判定（初動） 

初動にて、空家等であるか否かの判断を行うための項

目。各項目の選択肢によっては、「空家等である」「空家

等でない」と確定できるものが含まれる。 

③ 空家判定（外観） 

調査対象建物の外観により、空家等である可能性が高

いかの判断項目。各項目の選択肢によっては、「空家等

である」可能性が極めて高いものが含まれる。 

④ 空家利活用現状 

調査対象建物の老朽度・危険度・近隣に与える環境的

要因（庭木露出、ゴミ等）を調査する項目。 

  

基本情報 

初動空家判定 

外観空家判定 

老朽度・危険度 

近隣に与える環境的要因 



久慈市空家等対策計画 

P.11 

■空家現況調査票 
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1.2.4  実施件数・現地調査結果集計対象 

現地調査は 1,969 件について実施しましたが、下表に示す現地調査の結果および調査

後の資料確認等により、494 件は詳細調査の集計対象外といたしました。よって、1,475

件についてが「空家等である可能性が高い」と推定されます。 

 

図表：現地調査実施概要 

 

 

 

 

 

 

図表：現地調査実施件数・集計対象件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 例えば、水道閉栓情報が同一土地内に複数存在し、かつ地図上では棟割りされた複数建

物として表現されているもののうち、現地調査の結果、一体の建物であると判明したも

のについては、代表１箇所のみを集計対象とし、それ以外を対象外として除外している。 

 

  

現地調査実施概要 

実施期間 平成 28年 12月 20日から平成 29年 1月 31日まで 

調査実施件数 1,969件 

空家等の可能性が高い建物件数 1,475件 

内容 件数 

調査対象（現地調査実施）件数 1,969件 

集

計

除

外 
詳細調査 

対象外 

対象外建物種別（空き地含む） 91件 

洗濯物あり 222件 

近隣からの「居住あり」回答 160件 

県・市所有 7件 

他の建物と一体（※） 9件 

水害全壊にて除却予定 3件 

居住可能性が極めて高い 1件 

現地詳細調査不能箇所 1件 

現地調査結果集計対象 1,475件 
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1.2.5 現地調査集計概要 

現地調査集計対象 1,475件を集計した結果の概要は以下のとおりとなります。 

 

図表：建物の種類 

  
一戸建 
住宅 

店舗(事務所) 

併用住宅 

集合住宅 
(全室空室) 

店舗 
専用 

事務所 
専用 

倉庫 工場 その他 

件数 
1,270 72 38 22 11 48 9 5 

86.1% 4.9% 2.6% 1.5% 0.7% 3.3% 0.6% 0.3% 

合計 1,475 

 

 
図表：空家等の分布（左：密度分布図 右：地区別分布内訳票） 

地区名 空家等件数 割合 

小久慈町 152 10.3% 

長内町 214 14.5% 

大川目町 109 7.4% 

夏井町 91 6.2% 

宇部町 191 12.9% 

侍浜町 101 6.8% 

山根町 35 2.4% 

山形町 115 7.8% 

久慈 467 31.7% 

合 計 1,475 100% 

 

 

図表：構造・階数 

  

木造 非木造 不明・その他 

1階建 2階建 
3階建 
以上 

1階建 2階建 
3階建 
以上 

1階建 2階建 

件数 
648 780 1 13 23 5 1 4 

45.3% 54.6% 0.1% 31.7% 56.1% 12.2% 20.0% 80.0% 

小計 
1,429  41 5 

96.9% 2.8% 0.3% 

合計 1,475  

全体 
割合 

43.9% 52.9% 0.1% 0.9% 1.6% 0.3% 0.1% 0.3% 

 

 



久慈市空家等対策計画 

P.14 

図表：建物の不良状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 あり なし 計 

コバエ等の発生が見られる 
ハチの巣がある 

7 1,468 1,475 

動物のふん尿や毛・羽毛の飛散等動物が
住み着いている形跡がある 

4 1,471 1,475 

悪臭 0 1,475 1,475 

63.0% 

0.4% 

17.9% 

0.1% 
4.2% 
1.8% 
12.6% 

36.6% 

外観不良あり（内訳） 
（目立つ外観不良なし） 

（その他） 

屋根の一部に破損 

塀や柵が傾いている 

バルコニー等に破損 

土台が傾いている 

建物利活用は不可能 

22.3% 

26.0% 

51.7% 

外壁 

全面的修繕 

一部修繕 

修繕がいらない 

14.6% 

85.4% 

窓ガラス 

破損している 

破損していない 

19.2% 

2.5% 

78.3% 

塀 

破損なし 

破損あり 

なし 
48.5% 

49.2% 

2.2% 

雑草、庭木の繁茂 

手入れあり 

敷地内に繁

茂 

はみだして

繁茂 

5.7% 2.1% 

15.3% 

76.9% 

ゴミの投棄、ゴミの量 

ごみ収集袋で数袋 

ごみ収集袋で大量 

粗大ゴミあり 

ほぼなし 

3.8% 5.1% 

14.2% 

76.9% 

ゴミの種類 

可燃ゴミが主 

不燃ゴミが主 

可燃・不燃混在 

ほぼなし 
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1.3 平成 28年度空家等実態調査（アンケート調査）による所有者の意向等 

1.3.1 所有者調査 

実態調査（現地調査）より、空家等である可能性が高いと判断した調査対象建物につ

いて、本市の課税情報を基に、アンケート送付に用いる所有者名・所有者住所の特定を

行いました。 

 

1.3.2  アンケート概要 

所有者への空家アンケート実施に伴い、アンケート依頼文及びアンケート調査票（用

紙）を作成しました。アンケート調査票の設問概要は以下のとおりとなります。 

 

 

  

【問 1】建物の使用形態 

    ⇒「既に建物を取り壊している」と回答は、アンケート終了とした。 

【問 2】【問 3】建物の使用頻度と年 1回以下の使用頻度になってからの経過

年数。 

【問 4】アンケート回答者が誰であるか（建物所有者との関係） 

【問 5】建物所有者の年齢 

【問 6】建築時期 

【問 7】建物の状況 

【問 8】使用しなくなった理由 

【問 9】【問 10】【問 11】建物の維持管理状況、維持管理していない理由 

【問 12】建物利用・運用の今後予定 

【問 13】【問 14】【問 15】空き家バンク制度について 

【問 16】行政に希望する支援等 

【その他】自由記載、連絡先（任意記載） 
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1.3.3  アンケート送付数・回答数 

前述の現地調査結果集計対象は 1,475 件となりますが、現地詳細調査不能箇所の１件

も含めてアンケート送付対象としました。よって、アンケート対象は 1,476 件となりま

すが、同一地番に空家の可能性がある複数建物がある場合に１通のみ送付するものとし

た為に除外となった 60件及び下表に詳細を示すものを除いた 1,412件が送付対象となり

ました。 

 

図表：送付除外・送付件数内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年３月までにアンケート回答が返送されたものは 595件となり、回答率は、ア

ンケート送付全体 1,412件の 42.1％となっております。 

ただし、下表に示す明らかに「空家等でない」旨の回答であったもの（72 件）や全問

無回答のもの（１件）が合計 73件ありました。これらについては、以降集計の対象外と

し、522件（有効回答率は 37.0％）を集計対象とします。 

 

図表：アンケート集計対象除外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内容 件数 

現地調査集計対象件数 1,475 

現地詳細調査不能箇所 1 

同一地番複数建物 -60 

所有者死亡かつ送付先不明 -3 

地番未確定により送付保留 -1 

アンケート送付対象 1,412 

内容 件数 

アンケート返送数 595 

「ふだん居住・営業に使用」であることが全体回答から明らか -27 

賃貸中の記載 -19 

売却済、所有権移転の記載 -4 

建物除却済（問 1にて「既に建物を取り壊している」回答） -22 

全問無回答 -1 

アンケート集計対象 522 
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1.3.4 アンケート集計概要 

アンケート返送集計対象 522件を集計した結果の概要は以下のとおりとなります。 

 

図表：【問 1】現在の利用形態－回答内訳 

項 目 件数 割合 

【参考】既に建物を取り壊してい
る 

22 
 

ふだん居住用・営業用に使用し
ている 

6 1.1% 

物置・倉庫などに利用している 132 25.3% 

賃貸用の建物として所有してい
るが、借り手がいない 

26 5.0% 

売却用の建物として所有してい
るが、売却先がみつからない 

18 3.4% 

入院・転勤などで長期不在とな
っている 

39 7.5% 

相続などにより所有したが利用し
ていない 

89 17.0% 

建替え、増改築、修繕のため一
時的に利用していない 

7 1.3% 

別荘など二次的住宅として利用
している （※1） 

113 21.6% 

その他 55 10.5% 

無回答 37 7.1% 

回答数 522 

 

※1「ふだん住んではいないが、週末や特定の季節・目的などで使用する別荘として、または仕事など

で遅くなった時に寝泊まりする、二次的住宅として利用している」 

 

 

 

 

 

 

 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
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図表：【問 2】建物の使用頻度－回答内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表：【問 3】年に１回以下の使用状況になった時期－回答内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表：【問 5】建物所有者の年齢－回答内訳 

項 目 件数 割合 

30歳未満 1 0.2% 

30～39歳 13 2.5% 

40～49歳 17 3.3% 

50～59歳 64 12.3% 

60～64歳 86 16.5% 

65～74歳 134 25.7% 

75歳以上 110 21.1% 

死亡している 68 13.0% 

法人所有 10 1.9% 

わからない 1 0.2% 

無回答 18 3.4% 

回答数 522 

6.2%

13.0%

14.5%

16.7%

34.1%

3.6%

12.0%
１年未満

１年以上～３年未満

３年以上～５年未満

５年以上～１０年未満

１０年以上

わからない

無回答

11.7%

11.5%

23.9%

6.7%1.9%
11.1%

27.8%

0.8%
4.6%

週に１回以上

月に１～数回程度以上

年に数回程度

年に１回

数年に１回程度

定期的に掃除や窓を開けるなど

の手入れのみ行っている
使用していない

その他

無回答

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
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図表：【問 8】建物を使用しなくなった理由－回答内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表：【問 9】建物又は敷地の維持管理－回答内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.4%

5.4%

8.3%

5.2%

20.6%

0.6%

8.8%

0.4%

6.5%

7.6%

1.6%

2.1%

0.4%

8.8%

5.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

別の住宅（店舗・事務所）を建てた（購入した）ため

転勤や身内の介護などで長期不在することになったため

病院や福祉施設などに入所することになったため

親または子と同居することになったため

相続により取得したが、居住する住宅が既にあったため

建物の建替えなどで一時的退去が必要になったため

建物が傷んでおり、使用できる状態でなくなったため

法規制上（建築基準法の接道義務等）の理由があり、建替えが難しいため

賃貸したい（予定）が、借り手を見つけられないため

売却したい（予定）が、買い手を見つけられないため

公共施設、病院、お店への距離が遠く、不便なため

自然災害に対する安全性に不安があるため

別荘・別宅のセカンドハウスとして取得したが、使用しなくなったため

その他

無回答

69.0%

8.4%

2.9%
1.9%

13.8%
0.2% 3.8% 所有者自ら又は家族や親族で管

理している
親戚などに管理をお願いしている

建物の近所の人に見回り点検を

お願いしている
不動産会社などに委託している

維持管理を行っていない

その他

無回答
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図表：【問 10】建物又は敷地の維持管理頻度－回答内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表：【問 12】建物利用や運用の今後予定－回答内訳 

 

項 目 件数 割合 

自ら又は家族、親族の居住のために使用したい 112 13.7% 

子や親族に相続したい 62 7.6% 

物置・倉庫として使用したい 107 13.1% 

管理代行業者などに管理してもらいたい 8 1.0% 

住宅として貸し出したい 53 6.5% 

店舗・事務所として貸し出したい 14 1.7% 

建物・土地を売却したい 119 14.5% 

建物を取り壊して更地にしたい 113 13.8% 

他人に貸し出したり、売却する考えはない 56 6.8% 

財産（資産）として保有しておきたい 27 3.3% 

思い入れがあり、そのままにしておきたい 49 6.0% 

わからない 40 4.9% 

その他 32 3.9% 

無回答 26 3.2% 

回答数 818 

※複数回答あり 

 

 

 

 

13.3%

28.7%

38.2%

12.1%

1.4% 6.3% 週に１～数回程度

月に１～数回程度

年に数回程度

年に１回～数年に１回程度

その他

無回答

0.0% 5.0% 10.0% 15.0%
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図表：【問 16】問題解決のために期待する支援－回答内訳 

項 目 件数 割合 

修繕や建て替えの専門家を紹介して
ほしい 

19 2.3% 

修繕や建て替え費用の助成をしてほ
しい 

86 10.6% 

利活用に向け、金融・不動産の専門
家を紹介してほしい 

17 2.1% 

空家管理の専門家を紹介してほしい 15 1.9% 

建物の耐震性、老朽化による危険性
診断の支援をしてほしい 

23 2.8% 

解体業者を紹介してほしい 36 4.4% 

解体費用の助成をしてほしい 137 16.9% 

解体後の敷地に関する固定資産税
に優遇措置がほしい 

98 12.1% 

相談窓口を整備してほしい 63 7.8% 

相続手続きなどの法の専門家を紹介
してほしい 

20 2.5% 

わからない 49 6.1% 

特にない 122 15.1% 

その他 24 3.0% 

無回答 100 12.4% 

回答数 809 

※複数回答あり 

0.0% 10.0% 20.0%
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1.4 空家等評価 

1.4.1  評価の目的 

平成 28 年度に実施した現地調査や所有者アンケート調査結果を基に、空家等が防犯、

防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に及ぼす影響も考慮した上で整理・統計を行

い、空家等評価基準策定による対応度分類を行うことで、今後の住宅施策に活用してい

く為の基礎資料とすることを目的としています。 

 

1.4.2  評価ランク 

対象となる空家等は、「平成 28 年度空家等実態調査報告書」において設定した現地調

査等項目に応じて点数化した上で、次の３つに大分類します。 

 

 

【①利活用】……評点合計が 10点以下の空家等 

建物の外観的不良がない、もしくは少なく、敷地周辺を含めて管理された状態に

あるものであり、ほぼそのままの状態で利活用が可能なものとします。 

建物に不良等があったとしても、軽微なものであるため、11 の環境的要因項目の

うち、評点が５点となる軽微な項目が２項目以下である空家等をここに分類します

（５点×２項目＝10点）。 

 

【②修繕利用】……評点合計が 15点以上 35点以下の空家等 

建物の外観的不良等が見受けられるが、建物修繕や敷地周辺を改善することで、

利活用可能な状態になるものとします。基本的には、「利活用」と「要対応」に分類

されたもの以外がこれに分類されます。 

 

【③要対応】……評点合計が 40点以上の空家等 

建物の外観的不良が目立ち、大幅な建物修繕もしくは建替えや建物除却が必要な

可能性が高く、敷地周辺の庭木・雑草繁茂や敷地内の山積物などの周辺住環境に影

響を与える可能性があるものとします。ここに分類されるものが、法における「特

定空家等」の候補となる可能性が高いこととなります。 

評点合計が 40 点以上であるものをここに分類する。なお、評点合計 40 点以上と

した理由としては、「害虫」「害獣等」「悪臭」の項目を除く８項目全てに５点の評点

がついた空家等をここに含めるためとなります（５点×８項目＝40点）。 

  

①利活用 ②修繕利用 ③要対応 
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1.4.3  評価総点の分布と分類 

算出した評価総点の分布は以下のようになります。なお、評価集計対象は、空家等現

地調査集計対象と同じ 1,475件としております。 

 

図表：空家評価結果分布                  n=1,475 

評価総点 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

件数 358 324 194 162 97 62 58 80 51 26 29 27 5 1 1 

分類総数 
876 459 140 

59.4% 31.1% 9.5% 
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1.5 久慈市の空家等の現状まとめ 

1.5.1 空家等の分布と件数 

 

 総務省実施の平成 25年統計調査では、市内一戸建の二次的住宅を除く空家は 1,610

戸となり、一戸建総数に対する空家の割合は県内で２番目に高い水準となります。 

 現地調査は、1,969 件実施しましたが、1,475 件（現地調査不能箇所１件を除く）

が空家等と推定されます。そのうち、一戸建住宅及び店舗（事務所）併用住宅の

合計は 1,342 件となり、統計調査での推計値（1,610 戸）の 83.4％に達しており

ます。 

 ただし、アンケート返送数 595 件（返送率約 42％）のうち、明らかに「空家等で

ない」旨の回答が 72件（返送の約 12％）ありました。 

 現地調査の結果から、空家等は地区別では「久慈」「長内町」「宇部町」「小久慈町」

に多く存在し、市街地や集落に密集しますが、これは住宅密度に起因するもので

あり、市内全域に広く分布しています。 

 

1.5.2 空家等の現況 

 

 現地調査結果では、「木造」が全体の 96.9％を占め、「木造２階建」が 52.9％とな

っておりますが、統計調査では市内における空家等は住宅総数に対する一戸建２

階以上の割合が 73.5％と推計（※）されていることと比較すると、１階建のもの

に多く空家等が発生していることが分かります。 
 

※ 平成 25 年住宅土地統計調査において、久慈市の一戸建 11,640 戸のうち、１階建が

3,090 戸（26.5％）、2 階建以上が 8,550戸（73.5％）となっている。 

 

 今回実施の空家評価では、建物の老朽度や危険性、防災、衛生、景観等の地域住

民の生活環境に及ぼす影響を総合的に評価しておりますが、特に対応策の検討が

必要と思われるもの（要対応空家）が 140 件（9.5％）ありました。この結果は、

所有者アンケートの空家等の維持管理状況と概ね一致します。なお、周辺建物や

道路と近接するものについては、早急な検討が必要となります。 

本市における統計調査による一戸建の空家率は、県内で２番目に高い水準と
なり、現地調査結果からも統計調査での推計値に近い空家等が存在することが
分かっています。 
なお、空家等は市内全域に広く分布します。 

本市における空家等は、「木造２階建」が全体の半数以上を占めますが、総
数からの割合では、１階建（平屋）のものに高く発生する傾向にあります。 
維持管理が行われている、そのまま利活用可能なものも多くありましたが、

現に管理不全の状態であるものが１割程度あります。 
なお、築 35 年を超えるものが約７割となり、今後の経年による老朽化等が

懸念されます。 
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 一方で、現在のままで利活用可能なものが 59.4％と多くあります。さらに、修繕

や敷地内を改善することで利活用可能なものが 31.1％となり、これらについては、

今後の利活用促進に関する検討が必要になります。 

 現地調査結果から、雑草・庭木が「手入れあり（48.5％）」「敷地内に繁茂（49.2％）」

を合わせて 97.7％となる一方で、ゴミがほぼないものが 76.9％となり、管理され

ている空家等が多いことが分かります。これは、所有者アンケートにて、８割以

上が何らかの維持管理を行っているとの回答があり、そのうちの 80.2％が１年に

数回以上の頻度で管理を行っているとの回答であったことと概ね一致します。 

 現地調査の結果では、害虫の発生が見られる７件、ゴミ投棄の有無・量にて「可

燃・不燃混在」「粗大ゴミあり」のものが 153 件（10.4％）、庭木や雑草が「接道

や隣地に、はみだして繁茂」が 33 件（2.2％）あり、これらについては周辺住環

境への影響が懸念されます。なお、所有者アンケートにて「維持管理を行ってい

ない」が 13.8％となり、全体の１割程度が管理不全の状態となっていることと概

ね一致します。 

 所有者アンケートから、昭和 40年（1965年）以前に建築された空家等は回答全体

の 31.8％となり、築 35 年を超えるものも含めると全体の 69.3％となっており、

老朽化の進行が懸念されます。 

 

1.5.3 空家等となった経緯と時期 

 

 所有者アンケートから、使用しなくなって「10 年以上」のものが全体の３割を超

え、これに「５年以上 10年未満」を含めると全体の５割となり、建物の腐朽が懸

念されます。 

 所有者アンケートから、建物所有者の年齢は、50歳未満が圧倒的に少なく、65歳

以上が半数近くを占めており、所有者の高齢化よる将来の相続等の問題が危惧さ

れます。なお、未相続（「死亡している」）のものが 68 件（13.0％）ありました。 

 所有者アンケートから、建物を「相続により取得したが、居住する住宅が既にあ

ったため」が 20.6％と最も多く、次に「別の住宅（店舗・事務所）を建てた（購

入した）ため」（18.4％）、「建物が傷んでおり、使用できる状態でなくなったため」

（8.8％）と続きます。所有者年齢の傾向と同様に、今後も「相続をきっかけとし

た空家化」が増加していくと予想されます。 

  

使用しなくなって「５年以上」のものが全体の半数となり、建物の腐朽が懸
念されます。また、所有者の高齢化とともに、現に相続取得により空家等とな
ったケースも多く見られ、今後も「相続をきっかけとした空家化」が増加する
ものと予想されます。 
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1.5.4 空家等所有者の意向 

 

 所有者アンケートから、今後の建物利用や運用について、「建物・土地を売却した

い」（14.5％）、「建物を取り壊して更地にしたい」（13.8％）、「自ら又は家族、親

族の居住のために使用したい」（13.7％）、「物置・倉庫として使用したい」（13.1％）

の順に多いことが分かりました。 

 所有者アンケートから、「解体費用の助成をしてほしい」が 137 件（複数回答全数

の 16.9％）、「解体後の敷地に関する固定資産税に優遇措置がほしい」が 98件（複

数回答全数の 12.1％）であり、２つのいずれかに回答したものは 157 件（返送全

件の 30.1％）、双方に回答は 78件（返送全件の 14.9％）となり、希望する支援は

「解体に関する要望」の比率が多いことが分かりました。 

 

1.6 空家等対策を進めていく上での課題 

空家等対策を進めていく上での課題は、次の事項が考えられます。 

 

1.6.1 所有者の高齢化等の課題 

高齢化の進行により、医療や介護支援の必要性から長期入院・福祉施設への入所、相

続などに起因して、空家等が増加することが見込まれます。 

 

 

所有者の今後の利用活に関する意向は、売却や更地にしたいものが約 28％、
自己や親族で利用したいものが約 26％あります。行政に期待する支援として
は、「解体に関する要望」が約 30％を占めます。 
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2 空家等対策に関する基本的な方針 

2.1 基本方針 

実態調査（現地調査）の結果、本市は豪雪や台風などによる影響が比較的小さく、外

観調査の限りでは建物の状態が良いものが多く、空家等の総数のうち９割以上はそのま

まもしくは修繕によって利活用が可能と推定しており、現状では、切迫したケースは極

めて少ないものと考えております。 

当面はノウハウの蓄積に努め、所有者等のモラルハザードを誘発するおそれがある、

補助金交付など、公費投入を前提とした施策検討は必要性を慎重に見極める必要がある

と考えます。 

しかし、住宅の供給過多や人口減少の状況が進行しており、住宅の余剰と中古市場の

停滞、高齢化の進展による相続の発生や施設入所者の増加等により、今後、空家等の更

なる増加が予測されることから、必要な相談体制を構築し、空家等の発生予防及び所有

者等による適正管理又は利活用の促進に取組む必要があります。 

また、現時点で管理不全となる空家等については、法に基づき、適切な措置を講じる

とともに、緊急的に危険を回避する必要がある場合には、条例に基づき市が必要最小限

の応急措置を講じることができるものといたします。 
 

 

 

 

2.2 対象とする地区 

2.2.1 対象地区 

平成 28年度に実施した空家等実態調査結果から、空家等は市内全域に分布することよ

り、全市的な対応が必要と思われることから、本計画における対象地区は市内全域とし

ます。なお、重点的に対策を行う地区を定める必要性が生じた場合においては、これを

定めることができるものとします。 

 

 

本市における空家等対策の基本方針 

○ 所有者等による適正管理の促進 

○ 空家等の利活用の促進 

○ 管理不全による危険な空家等への措置 

＜解説＞ 

「重点地区」については、今後、中心市街地区域や観光資源周辺、景観計画等

が策定された場合において、それら区域と整合性を図りながら重点対応できる余

地を残しておくことを考えたものとなります。 
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2.3 対象とする空家等の種類 

2.3.1  実態調査での調査対象 

本市で平成 28年度に実施した実態調査のうち、現地調査の対象としては、以下のよう

に規定しました。 

 

これは、法及び条例が定義する「空家等」を意識したものとなり、市内全域を網羅し

た予備調査的な位置付けとなっております。 

下表は、現地調査の結果、建物の不良状況や周辺に悪影響を及ぼす可能性のある「要

対応空家」の件数を建物の種類別に集計した結果となります。 

 

図表：建物の種類別要対応空家数 

建物の種類 要対応空家件数 

一戸建住宅 121 

店舗(事務所)併用住宅 4 

集合住宅(全室空室) 7 

店舗専用 3 

倉庫 3 

工場 2 

計 140 

 

一戸建住宅が大半を占めますが、その他のものも少なからず存在することから、一戸

建住宅や併用住宅以外にも対応できるようにする必要があると考えられます。 

  

【調査対象】住居専用の戸建て、店舗併用の戸建て住宅、事務所併用の戸建て住宅、

全室が空室の集合住宅、店舗・事務所専用、倉庫、工場 

【対 象 外】１室以上が居住の集合住宅（アパート・マンション・長屋）、新築売家

（建売）、建物除却済み（空き地） 
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2.3.2  本市計画における対象とする空家等の種類 

前述の実態調査結果より、本計画における「空家等」の定義は、法第２条第１項及び

条例第２条の規定によるものとします。 

 

 

 

 

 

また、「特定空家等」定義は、法第２条第２項の規定によるものとします。 

 

 

 

 

 

 

ただし、空家等対策においては、予防的対策が含まれることや『現に居住その他の使

用がなされていない』もしくは『今後１年以上、所有者等に使用する意思がないことを

確認できる』建築物等に対応できるようにするため、空家等の措置に係るものを除き、「空

家等」に含めるものとします。 

 

 

 

 

2.3.3 空家等に関する適正管理の流れ（概略） 

本市における空家等に関する調査から措置に係る適正管理の概略の流れについては、

次ページのとおりとなります。なお、適正管理の流れの詳細については、巻末の資料編

「空家等適正管理の流れ（詳細）」に掲載しております。 

  

＜解説＞ 

実態調査状況から、法及び条例と同じ定義とし、本計画では定義の拡大、縮小

は行わないものとします。ただし、住民からの相談や所有者等への情報提供につ

いては、「空家等」の定義となる『概ね年間を通して使用していない』に該当しな

い『現に空家等の状態』でも対応できるようにいたします。 

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。 

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。 
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■ 空家等適正管理の流れ(概略) 
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3 計画期間 

3.1 計画期間 

3.1.1 上位、関連計画での期間 

対策計画において、本市における諸計画のうち、連携や整合を図るべき計画は、 

 久慈市第２次総合計画 

 久慈市都市計画マスタープラン 

 久慈市住宅マスタープラン（久慈市住生活基本計画） 

 久慈市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

等が考えられます。また、総務省の統計調査が５年に１回実施され、実施年の２年後に

公表されることから、これにより住宅・空家等の推移を確認することが出来ます。 
 

図表： 上位、関連計画での期間 

年度 

計画名 

平成 

28 
年度 

平成 

29 
年度 

平成 

30 
年度 

平成 

31 
年度 

平成 

32 
年度 

平成 

33 
年度 

平成 

34 
年度 

平成 

35 
年度 

平成 

36 
年度 

平成 

37 
年度 

総合計画（第２次）           

前期基本計画           

後期基本計画           

都市計画マスタープラン           

住宅マスタープラン           

まち・ひと・しごと創生総合戦略           

住宅・土地統計調査   
 

    
 

  

  ※    は、次期対策計画の見直し年を示しています。 

 

3.1.2  法の附則 

法の附則第２項に以下のように示されています。 

 

法の施行は、平成 27 年２月（完全施行は平成 27 年５月）であり、施行後５年経過と

なる平成 32年に検討、改正等が実施される可能性があります。 

よって、法改正となった場合には、対策計画の見直し、検討が必要となる為、翌平成

33年度（2021年度）を次回見直しに設定することが妥当と考えられます。 

 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五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。 

実施 公表 実施 公表 



久慈市空家等対策計画 

P.32 

3.1.3  本市計画における計画期間 

本計画は、「久慈市第２次総合計画」の後期基本計画等の関連諸計画と整合を図るとと

もに、統計調査等の関連統計を次期見直しに反映することを鑑み、また、法施行５年後

となる平成 32年に法律の規定等検討に伴う改正が行われる可能性もあることから、平成

30年度より平成 33 年度（2021年度）までの４年間を計画期間とします。 

なお、次期以降の計画期間は統計調査の周期に合わせ５年とすることが望ましいが、

社会情勢等の変化に応じ、適切な期間を検討するものとします。 

ただし、計画期間に関わらず、適宜必要な見直しを行うものとします。 
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4 空家等の調査に関する事項 

4.1 空家等の調査に関する事項 

4.1.1  対象地区 

市内全域を対象とします。 

 

4.1.2  調査期間 

逐次実施するものとします。ただし、住民等からの苦情・相談内容等により緊急性を

要するものについては、速やかに行うものとします。 

 

4.1.3  調査対象 

① 苦情・相談内容に応じた調査 

住民等からの苦情・相談のあった建築物等について、「空家等に該当するか」「管

理不全の状態にあるか」の現地調査を行います。 

 

② 実態調査結果の追跡調査 

平成 28年度に実施された空家実態調査結果の精査を行い、緊急性や管理不全の度

合いを考慮した上で、順次、追跡調査を実施します。 
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4.1.4  調査方法 

① 現地調査（一次） 

「空家等」「管理不全」に該当するか確認するための現地調査については、該当す

る敷地に立ち入らず、沿道等からの外観目視により、別途定める「現地調査手順書」

「空家現況調査票」に基づく項目の調査を行います。 

 

② 所有者等調査（固定資産台帳・水道情報等） 

現地調査の結果、次の双方に当てはまるものについては、固定資産台帳や水道情

報による該当地の閉栓・開栓状況等により、空家等に該当するか否かの調査を行い

ます。 

 居住が確定される状況（インターホン応答、洗濯物がある、近隣住民から居住

あり回答）に該当しない「空家等に該当する」もしくは「空家等の可能性が高

い」もの。 

 別途定める「特定空家等判定基準（※）」に基づき、管理不全に当たるか否か

を判断する。 

なお、固定資産台帳や水道情報等の利用に際しては、各情報の所管課に書面によ

り提供依頼を行うものとします。なお、固定資産情報については、家屋と土地の双

方の所有者等を調査します。 

※「特定空家等判定基準」については、巻末の資料編に掲載しております。 

 

4.1.5  調査結果とりまとめ 

「所有者等調査（固定資産台帳・水道情報等）」による調査実施に至ったものについて

は、該当箇所の位置情報とともに、調査結果等を台帳（データベース）として整備、管

理を行います。 

なお、本データベースの入力、更新、閲覧については、空家等対策の連携に必要な関

係部局に所属する担当職員のみに権限を与えるものとします。 
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4.2 改善依頼・情報提供 

4.2.1  目的 

ここで規定する「改善依頼・情報提供」については、管理不全の状態（もしくは、そ

のおそれがある状態）であるものに対し、「特定空家等」に認定される以前の段階におい

て、所有者等に自ら改善を促す予防的措置とともに、利活用等の情報提供を行うことに

より、管理不全の状況や「空家等」の解消を促進することを目的とします。 

 

4.2.2  実施方法 

前述の「空家等」の調査における「所有者等調査（固定資産台帳・水道情報等）」の調

査に至ったものについて、固定資産台帳により特定された所有者等に対し、以下に示す

内容について書面で通知するものとします。 
 

① 空家等の所在 

該当する空家等の所在について、所在大字・地番とともに、住居表示が存在する

場合には住居表示も併せて示します。 
 

② 管理不全の状況と改善例 

「特定空家等」に認定される定義となる４つの状態（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、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）及び「特

定空家等判定基準」の各状況（「基礎に不同沈下がある」「門、塀が傾斜している」「立

木の腐朽生じ、倒壊もしくはそのおそれがある」など）を明示した上で、詳細な状

況を現地写真とともに示します。また、該当する管理不全を改善するための具体例

を併せて示します。 
 

③ 連絡先 

通知された所有者等からの問い合わせや回答を受け付けるために、担当課（担当

者）の電話等を記載します。FAX・Eメール等の複数手段を示します。 
 

④ 特定空家等に認定された場合の措置の例示 

「特定空家等」の勧告となった場合の固定資産税の住宅用地特例の解除等につい

て、情報提供を行います。（パンフレット等。） 
 

⑤ 利活用に向けた情報提供 

「空家等相談窓口」の案内や「空き家バンク」の概要、「空き家の発生を抑制する

ための特例措置（空き家の譲渡所得の 3,000万円特別控除）」などの公的補助メニュ

ーについてのパンフレット等を作成し、利活用や「空家等」の解消に向けた情報提供を

行います。 
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4.2.3  回答項目 

通知された所有者等に対し、①改善する意思の確認 ②改善予定日 の回答を求める

とともに、使用しなくなった時期や現在の利用状況・頻度（「特定空家等」の条件となる

「概ね年間を通して使用実績がないこと」の確認）、所有者等の今後の意向等を確認でき

るよう検討します。なお、回答については書面で求めるものとします。 

 

4.2.4  改善確認 

改善実施（もしくは予定）の連絡があった場合には、期日以降に現地にて確認を行い

ます。連絡がない所有者等に対しては、改善依頼送付後３か月程度を目途に現地調査を

実施し、状況を確認した上で、再度、継続的に改善依頼を行うか、「特定空家等」の認定

手順に移行するかの検討を行っていきます。 
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5 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 

5.1  空家等発生予防に関する施策 

5.1.1 所有者等への周知・啓発 

空家対策においては、「空家化しない」という発生の予防（抑制）が第一であり、管理

不全となる空家等を所有することにより周辺地域に悪影響を及ぼす可能性があることや、

長期に渡り使用していない空家等を保有することにより所有者等自らの不利益となる恐

れがあることなどを啓発することで、所有者等自らはもとより地域における「空家等」

に対する理解を深めるとともに、意識の涵養（かんよう）を図る必要があります。 

そのための具体的な施策として、次の事項について実施、検討していきます。 
 

① 空家等発生予防啓発のパンフレット作成・配布 

「空家化する理由」や管理不全の空家等を放置した場合の所有者等の責任、法の

概要、管理不全の状態であるかのチェックリスト、「空家としない」ために事前にし

ておくべきこと（相続や登記の問題）、活用方法（事例）、各種相談の連絡先一覧な

どを掲載したパンフレットを作成し、「空家等相談窓口」にて配布することを検討し

ます。 
 

② 広報や市ホームページ等を利用した啓発活動 

前述の啓発パンフレットと同様に、適正管理の必要性や利活用事例、各種補助・

支援事業の紹介、相談窓口の設置等について、広報や本市ホームページ等を利用し

た啓発活動を検討します。 
 

③ 相談会の実施 

専門家等も交えた関連団体と連携の上で、特に高齢者に向けて、現在の住まいを

引き継ぐことの重要性（相続の問題）を啓発するとともに、司法書士等と連携の上

で「家族信託（※）」の紹介や相続に関する相談対応、地域ぐるみで空家等にどう向き

合うべきかのワークショップ的要素を含めた相談会等の実施を検討します。 

（※）家族信託：信託法に伴う、所有者が信頼できる家族に不動産等の管理権を託す契約の
俗称。託された家族が、例えば空家等の改築や処分が可能となる。例えば、所有者が
認知症となった場合には、家族が改築や売却を行うことは原則出来ないが、家族信託
があれば可能となる。ただし、受益権は所有者に残る為、売却代金や家賃収入などは
所有者が受け取ることとなる。生前贈与のような贈与税・不動産取得税はかからない。
（司法書士報酬等は必要。） 

 

5.2 所有者等による適切な管理の促進に関する施策 

5.2.1  所有者等自らによる適切な管理 

周辺地域に著しい悪影響を及ぼす空家等については、助言・指導、勧告、命令の順に

措置を行った上で、代執行等の公費投入を検討する必要がありますが、安易・多発的に

実施することは所有者等のモラルハザードを引き起こす可能性があります。 



久慈市空家等対策計画 

P.38 

第一義的には所有者等の責任により適正管理を行うものであり、自らでの解決を促し

ていくとともに、本市では主に各種情報提供や注意喚起、啓発活動を行っていきます。 
 

① 納税通知書を活用した適正管理の啓発 

税務課と連携の上で、市外遠隔地に居住する所有者や相続人に対し、前述の「空

家等発生予防パンフレット」を納税通知書に同封する等により、注意喚起や啓発を

行っていくことを検討します。 
 

② 改善依頼の積極的活用 

現に周辺への悪影響を与える管理不全の状態にある空家等や、近い将来、管理不

全の状態となる可能性の高いものについて、具体的管理不全箇所や改善例を付した

助言・指導の前段階となる「改善依頼」による通知を積極的に行うことで、所有者

等が自ら改善するよう促してまいります。 
 

③ 空家等管理に関わる情報提供、斡旋 

現地調査や所有者アンケートの結果から、市外遠隔地での居住や高齢者等の場合、

自らの管理が難しい所有者等が一定数存在することが分かっています。草刈りや周

辺見回り等の簡易な管理について、シルバー人材センターや専門業者と協定を結ん

だ上で、所有者等への情報提供や斡旋を行うことを検討します。 

 

5.2.2 継続的な調査・把握 

相談窓口への苦情や地域からの情報提供のあった管理不全の可能性のある空家等はも

とより、過年度実施の現地調査で把握された空家等については、経年による除却や改善、

管理不全の状況が進む等の変化が考えられます。近隣への影響度の切迫度が高いものや

管理不全の可能性があるものは優先的かつ継続的に現地調査を行い、実態の把握に努め

ます。 

なお、継続的な現地調査の結果、必要に応じて、所有者等に対して改善依頼の通知や

特定空家等に関する措置を実施していきます。 

 

5.2.3 地域との連携 

新たな空家等の発生や管理不全の状態悪化など、経年により空家等をとりまく現状は

刻々と変化していきます。現状の変化をいち早く把握するために、地域自治会や協定を

結んだ地域事業者からの情報提供を受けて連携していくことや、地域での見守りを実施

する枠組みの構築を検討します。 
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6 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

6.1  空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進 

6.1.1  「空き家バンク」への誘導と連携 

本市では、近年増加している空家等を有効活用する

ため、売却・貸出を希望する所有者と、市外から移住

を希望する方を繋ぐ「久慈市空き家バンク」（※）を運

営しております。 

実態調査所有者アンケートにあった 50 件を超える

登録希望者に「空き家バンク」登録を促すとともに、相談窓口において利活用を希望す

る所有者等に紹介していくことで、空家等の活用促進に努めます。 

（※）久慈市空き家バンク＜http://www.city.kuji.iwate.jp/kouryu/kturn2017/bank.html＞ 

 

6.1.2 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅への有効活用 

国施策となる「スマートウェルネス住宅等推進事業」（※）の新たな住宅セーフティネッ

ト制度の枠組みのもと、住宅確保要配慮者（高齢世帯、障がい者等世帯、子育て等世帯、

等）専用賃貸住宅として、空家等の登録を促すことで有効活用することを検討いたしま

す。 

（※）「スマートウェルネス住宅等推進事業」：高齢者、障がい者、子育て世帯等の多様な世帯が

安心して健康に暮らすことができる住環境（スマートウェルネス住宅）を実現するため、サ

ービス付き高齢者向け住宅の整備、高齢者生活支援施設や子育て支援施設等の福祉施設の整

備、先導的な取組及び住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合の改修費を支援する事業。 

 

6.1.3 地域や公共利用を目的とした建物利用 

建物に目立った不良等がない利活用可能な空家等のうち、所有者等の意向や立地条件

を踏まえた上で、地域の交流や子育て支援の拠点等として利活用が可能か検討します。 

また、現在、本市にて、移住検討中の方に本市での暮らしを体験してもらう「お試し

暮らし住宅」（http://www.city.kuji.iwate.jp/kouryu/kturn2017/trial.html）を実施してお

りますが、本市への移住希望者の増加によっては、「お試し暮らし住宅」として活用可能

な物件の検討を行っていきます。 

 

6.1.4 跡地の有効活用 

建物が除却となった跡地について、所有者等の意向を踏まえた上で、災害時における

地域での一時避難場所や防災倉庫設置用地等としての活用や、中心市街地における子育

て世代等の誘導や市外からの移住に向けた誘致が可能かなどの検討をいたします。 
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6.1.5  住宅に関する補助・支援事業 

現在、本市施策として実施しております住宅に関する補助・支援事業のうち、空家等

利活用に関連する事業の継続及び充実等を関係部署とともに検討します。 
 

① 移住定住促進事業費補助金（地域づくり振興課） 

市外から本市に移住する方が、住居を取得・賃貸する際の費用を一部補助。 

（※）「Kターン」：久慈市(KUJI)への Uターン、Jターン、I ターンの総称。 
＜http://www.city.kuji.iwate.jp/kouryu/kturn2017/kturn_index.html＞ 

（久慈市公式移住支援サイト） 

② 街なか居住促進事業（建築住宅課） 

中心市街地の活性化を図るため、中心市街地に住宅等を新築する際の経費の一

部を補助。 

③ 木造住宅耐震改修工事助成事業（建築住宅課） 

昭和 56 年５月 31 日以前に着工された住宅で、一定の条件を満たす木造住宅の

耐震改修（補強）工事を実施する場合に補助。 

④ いわぎん空き家活用・解体ローン（地域づくり振興課） 

岩手銀行株式会社と本市が提携し、「空き家バンク」登録物件の所有者・利用者

が、売却・賃貸・居住など空き家の活用を目的として改修・解体する際に、ロー

ン貸出金利を引き下げ。 

⑤ フラット 35 地域活性化型（地域づくり振興課） 

住宅金融支援機構と本市が連携し、①②との併用により、固定金利型住宅ロー

ン「フラット 35」の借入金利を一定期間引き下げ。 

 

6.1.6 仕事に関する補助・支援事業 

移住や定住の促進のためには、「仕事」に関する支援施策も重要となります。現在、本

市で実施している補助・支援事業の継続及び充実等を関係部署とともに検討します。 
 

① Ｋターン若者雇用拡大奨励金交付事業（商工振興課） 

本市にＫターン（※）して就職した若者について、本人と事業主に対して奨励金

を交付。 

② 中心市街地出店費補助金（市街地活性化推進課） 

本市の中心市街地に出店する方に補助金を交付。 

③ 空き店舗対策チャレンジショップ事業（久慈商工会議所） 

商店街の空き店舗に実験店舗・新規開業者などを誘致し、出店希望者の育成・

支援を行い、空き店舗の解消、さらには多種多様な業種・業態が存在するような

商業機能の向上を目指す事業。 

④ 久慈・ふるさと創造基金貸付事業（商工振興課） 

市内に店舗・事業所を有する個人・法人が、新発想や技術等による起業や商品

開発を行う経費を貸付。 
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7 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 

7.1 特定空家等に対する措置、対処に関する事項 

7.1.1  前提条件 

「特定空家等」の措置等については、法に定めるところによることから、その対象の

定義が法第２条第１項に定められる「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」であり、「常態である」とは、「「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（ガイドライン）」（以降、本書では「ガイドライン」といい

ます。）に示される「概ね年間を通して使用実績がないこと」であることを遵守する必要

があります。 

 

7.1.2  特定空家等判定に必要な調査 

改善依頼にも関わらず未改善のものについて、「特定空家等」に認定するか否かの判定

に必要な次の調査を行います。 

 

① 所有者等調査（権利等詳細） 

「特定空家等」に認定、措置が必要な場合においては、「所有者又は管理者等」全

員への助言・指導、命令、勧告等を行う必要があるため、住民情報や戸籍、登記情

報などによる相続も含めた詳細な調査が必須となります。ただし、抵当権等権利の

調査は必要ないものと解されます。 

 所有者等が複数存在する場合はその全員 

 土地と建物の所有者等が異なるときは、その双方 

 登記上の所有者等が死亡している場合、相続人全員 

 売却や管理を所有者等から委任される管理者（不動産会社等） 

 

② 現地調査(二次：立入調査)  

「特定空家等判定基準」に基づき、特定空家等判定の根拠となる状況を具体的に

示すための調査となり、周辺に及ぼす影響についての確認も併せて行います。ただ

し、措置の対象となる構造物等について、外観目視により明らかな場合においては、

立入調査を行わず、再度詳細な外観目視により実施できるものとします。（例：道路

に面する塀が、倒壊の危険性があるケースなど。）実施に際しては、別途定められた

身分証明書の携帯、所有者等への提示を必須とします。 

立入調査実施予定日の５日前まで（通知初日を起算しない）に、書面にて、前述

の「所有者等調査（権利等詳細）」において確知された所有者等に対して通知しなけ

ればならないものとなります。なお、通知に対し、所有者等からの明示的な拒否が

あった場合には、法では、相手方の抵抗を排除してまで調査を行う権限を認めるも

のではなく、物理的強制力を行使してまで立入調査をすることは出来ません。よっ
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て、その際には、該当敷地に立ち入らない外観目視で調査を行うこととなります。 

立入調査では、所有者等の立会いまでは法では求めていませんが、所有者等に現

状を認識してもらう意味においても、原則として所有者等立会いによる現地調査を

行うものとします。 

 

7.1.3  特定空家等判定（認定） 

「特定空家等」の認定に伴う判定は、一次・二次の段階を踏んで実施します。 

 

① 一次判定（実施：特定空家等判定委員会） 

一次判定を行う特定空家等判定委員会は、検討会構成メンバーのほか、庁内関係

各課の職員から構成されるものとし、必要に応じて専門家等を構成メンバーとして

招集できるものとします。 

「特定空家等」に該当するか否かの一次判定を「特定空家等判定基準」に基づき、

該当する空家等の現状より現場の視点で評価、判定を行います。判定に際しては、

周辺への影響度合いと切迫度を重視する必要があります。 

 

② 二次判定（実施：空家等対策検討会） 

二次判定を行う空家等対策検討会は、庁内関係各課の職員から構成されるものと

します。空家等対策検討会での判定結果を空家等対策審議会に諮問した上で、認定

の決定は市長が行います。 

 

③ 空家等対策審議会の位置付け 

空家等対策審議会は、市長の諮問に応じ、空家等対策計画の作成及び変更並びに

空家等対策の実施に関する事項を調査審議するため、市長が委嘱した知識経験者や

市民等で構成される諮問機関として設置します。また、二次判定の適正性や認定、

措置の妥当性の庁外第三者の視点で審議を行い、答申を行います。 

 

7.1.4  助言・指導、勧告、命令等に係る留意事項 

「特定空家等」の認定に際しては、助言・指導を付して行うものとなり、勧告（固定

資産税の住宅用地特例を解除）の可能性を示し改善を促すものとなります。また、勧告

と同時に、固定資産税の住宅用地特例を解除となりますが、係る措置が履行された場合

においては、速やかに「特定空家等」の認定を取り消し、固定資産税の住宅用地特例の

回復を行わなければなりません。 

なお、「助言・指導」「勧告」「命令」の三段階を行う必要があり、いずれかを省略する

ことはできません。この場合の「助言・指導」には、認定前に実施した「改善依頼・情

報提供」は含まないものとします。 
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8 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 

8.1 住民等からの空家等に関する相談への対応 

8.1.1  相談窓口の整備 

近年の少子高齢化の進展やライフスタイルの多様化に伴い、空家等に関する問題も多

岐に渡っています。複合した問題やどこに相談したら良いか分かりにくいことなどから、

誰もが気軽に相談できる「空家等相談窓口」を都市計画課に開設し、相談者が抱える多

様な悩みの解決に向けたサポートを行うとともに、空家等の発生予防や適切な管理の促

進、利活用に関する情報提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市に直接相談があった場合には、都市計画課の「空家等相談窓口」または、個別相

談として専門窓口にて受けた各課が相談内容に応じて、情報共有の上で連携を行います。

また、地域からの情報提供に応じての対応も行うとともに、相談内容に応じて関係機関・

関係団体の紹介を行っていきます。 

 

関係機関・団体 
・住宅全般 ・法律、相続相談 
・不動産  ・融資、税金 

空家等相談窓口 
（都市計画課） 

各相談窓口 

（関係各課） 

紹介 

相談者 

空家等の 
複合的な問題等 

＜単一の問題として 
専門窓口に相談の場合＞ 
相互連携・情報共有 

 

紹介 
情報提供 

地域の専門家や団体 
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9 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

9.1 空家等に関する対策の実施体制 

9.1.1  空家等対策検討会 

空家等対策計画及び特定空家等の判定基準の作成、その他空家等に関する対策全般に

ついて、本市の関係部署が横断的に連携して対応や対策推進を行っていく必要があるこ

とから、空家等相談窓口の都市計画課が中心となり、下表の庁内関係課のほか、各地域

の市民センター及びふるさと振興課を含め、具体的な検討及び情報共有を行うための庁

内組織として「空家等対策検討会」（以下「検討会」といいます。）を暫定的に設置して

おりました。構成される庁内関係課での現在の所掌については下表のようになります。 

 

＜庁内関係課所掌内容（平成 29年度現在）＞ 

関係課 空家等に関係のある所掌内容等 

建築住宅課 建物・部材等の老朽化 

生活環境課 雑草・樹木の繁茂（隣地越境）、衛生害虫の発生、 

不法侵入等防犯上の危険性 

林業水産課 有害鳥獣等の生息 

消防防災課 火災等の危険性 

土木課 雑草・樹木の繁茂（道路越境） 

税務課 勧告を受けた特定空家等に対する固定資産税の

住宅用地特例の解除 

都市計画課 空家等対策計画の策定、空家等の調査、空家等及

び特定空家等の判定、特定空家等に対する措置 

社会福祉課 高齢者の支援 

地域づくり振興課 移住・定住に関する事項、空き家バンク 

 

本計画策定後に、空家等対策計画、特定空家等の判定基準及びその他空家等に関する

対策全般に係る方針の変更についての検討や情報共有を目的として検討会を位置づけま

す。 

検討会の主な所掌事項は、空家等対策計画及び特定空家等の判定基準の変更等検討、

特定空家等の判定、特定空家等の所有者等に対する措置の方針決定となります。 

なお、特定空家等認定に伴う判定にあたっては、地域の実情を踏まえ実施する必要が

あること、重要な個人情報を含む可能性があること、対象案件に関して利害関係が生じ

る懸念があることなどから、判定基準に基づき「特定空家等判定委員会」が実施した一

次判定を検討会が二次判定します。なお、判定結果を含めた決定を「空家等対策審議会」

が答申するものとします。 
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9.1.2  特定空家等判定委員会 

法第 14条に基づき、空家等の所有者等に対し必要な措置を講じるよう助言、指導、勧

告、命令等を行う場合には、特定空家等として認定する必要があることから、空家等が

特定空家等に該当するか否か一次判定する庁内組織として「特定空家等判定委員会」を

検討会内に設置します。 

主な所掌事項は、特定空家等の判定基準の作成に関する事項についての協議、特定空

家等の判定となります。 

構成メンバーは、検討会構成メンバーのほか、庁内関係各課の職員から構成されるも

のとし、必要に応じてその他の関係部局や専門家等を招集できるものとします。 

 

9.1.3  空家等対策審議会 

空家等対策計画の作成及び変更並びに特定空家等の所有者等に対する措置の実施にあ

たり、行政のみならず専門的な知見を有する第三者からの多角的な意見を踏まえ、公平

公正に実施する必要があることから、幅広い分野の専門家や市民等で構成する諮問機関

（地方自治法第 138 条の４第３項に規定する附属機関）として「空家等対策審議会」を

条例に基づき、設置いたします。 

構成メンバーは、市長が委嘱するものとなり、平成 30年現在では、市民代表（区長会）、

商工会議所、衛生班連合会、社会福祉協議会、司法書士会、宅地建物取引業協会、土地

家屋調査士会、建築士会、建設業協会から選出しております。 

 

＜委員構成（平成 30年時点 順不同）＞ 

委員 役割等 

久慈市区長会 地域の実情を把握しているもの 

久慈商工会議所 地域の実情（商工関連）を把握しているもの 

久慈市衛生班連合会 地域の実情（環境関連）を把握しているもの 

久慈市社会福祉協議会 地域の実情（高齢者等）を把握しているもの 

岩手県司法書士会 空家等の相続、成年後見、土地・建物の登記 

岩手県宅地建物取引業協会 空家等の売買や賃借 

岩手県土地家屋調査士会 土地・建物の登記、境界の調査・確認 

岩手県建築士会 建物等の構造 

岩手県建設業協会 建築学、都市計画、まちづくり 
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10 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

10.1  本計画の位置付けと評価・見直し 

10.1.1  法・条例・対策計画の位置付け 

本市では、本計画とともに条例を制定しております。法・条例・本計画の位置付けの

概念図は、以下のようになります。根拠となる法と具体的実施施策となる本計画を条例

を軸として結び付けるものとなり、特に「空家等」に対する措置の部分については、「指

針」や「ガイドライン」に準拠して規定しております。 

なお、条例では、法に定めるもののほか、空家等対策審議会の設置や市民等の生命、

身体又は財産に損害を与え、又は与えるおそれがあると認める場合であって、かつ、緊

急に措置を行う必要がある「空家等」に対しては、市による最小限度の応急措置（即時

執行）を可能とする規定を盛り込んだものとなります。 

 

 

10.1.2  本計画の評価と見直し 

本計画は前述の「計画期間」に記載のとおり、平成 30 年度より平成 33年度（2021 年

度）までの４年間を計画期間とし、最終年度に計画の見直しを行うものとなります。 

本計画が策定された後には、市民や所有者等の「空家等」への意識の高まりから、策

定前と比較し、苦情や相談件数が増加するものと推測されます。本計画期間内では、本

市における事例収集、積み重ねにより、効果的な事業の検討と有効性ある啓発や措置、

施策を行っていき、より実効性ある次期計画の見直しに繋げていきます。 
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■ 空家等適正管理の流れ（詳細） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等対策検討会  

特定空家等判定委員会 

法では、相手方が立入調査を拒否した場合等の過料
が定められているが、相手方の抵抗を排除してまで
調査を行う権限を認めるものではなく、明示的な拒
否があった場合に、物理的強制力を行使してまで立
入調査をすることはできない。 

  

継
続
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な
把
握
・
監
視
を
実
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管
理
不
全
状
態
発
見
で
改
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へ
） 

空家等に関する苦情・相談 

空家等か？ 

現地調査(一次：外観調査) 

所有者等調査（固定資産台帳・ 

水道情報等）【第９条、第 10 条】 

管理不全か？ 

改善依頼・情報提供【第 12 条】 

現地調査(立入調査)

所有者等通知 

改善したか？ 

一次判定 

二次判定 

助言・指導【法 14 条１項】 

勧告【法 14 条２項】 

命令【法 14 条３項】 

代執行【法 14 条９項】 

状態改善(認定取消) 

未改善 

措置履行(認定取消) 

不履行 

措置履行(認定取消) 

不履行 

状態改善 
未改善 

継
続
的
な
把
握
・
監
視 

該当する or不明 

該当する 

非該当 

非該当 

特定空家等 

特定空家等 

非該当 

非該当 

答申 

 空家等 

特
定
空
家
等 

書面にて所有者等に必要な措置
を講じるよう改善依頼。併せて、
利活用等や、特定空家等の勧告と
なった場合の固定資産税住宅用
地特例解除等情報提供。 

改善連絡があった場合には現地
確認。連絡ない所有者等に対し
ては、依頼後３か月程度を目途
に現地調査にて状況を確認。 

審議会は諮問機関。二次判定
の適正性や認定、措置の妥当
性の庁外第三者の視点で審議
を行い、答申を行う。勧告、
命令、代執行時も同様とする。 

特定空家等の認定に
伴う判定は、一次・ 
二次の段階を踏んで
実施。 

必要な措置を講じるよう指導を行うとと
もに、勧告（固定資産税の住宅用地特例
を解除）の可能性を示し改善を促す。 

固定資産税の住宅用地特例を解除 
【法 15 条２項】 

【地方税法 349 条の３の２】 

空家等か？ 

該当 or可能性が高い 
非該当 

所有者等調査（権利等詳細） 

空家等か？ 

該当 or可能性が高い 

非該当 

所有者承諾？ 

立入調査必要？ 

必要 外観で 

判断 

可能な 

不全 

状態 

拒否 
承諾 

調査票項目より総合的に判断。この後に行う可能性のある
「改善依頼」は、予防的意味合いが含まれる。 

固定資産台帳等から「空家等である（可能性が高い）」か 
確認。改善依頼先の所有者等確認が目的の為、戸籍等の詳細
調査は行わない。 

固定資産台帳や水道開閉栓情報等から総合的に判断。 

特定空家等に認定の場合、所有者等全員への勧告等が必要と
なり、住民情報や戸籍情報などの詳細な調査が必須。 

「特定空家等判定基準」に 
基づき二次判定を実施する。 
立会による内部含む調査 or
外観調査に基づく。 

必要に応じて、専門家等を招集 
できるものとする。 

通知初日は起算せず、調査の５日前までに書面にて
通知。 
一次・二次の段階を踏んで実施。 

措置履行の場合には、速やかに特定
空家等認定の取り消し、固定資産税
の住宅用地特例の回復を行う。 

現地調査(二次： 
立入調査)【法９条】 

現地調査(二次： 

外観目視)【法９条】 

空
家
等
対
策
審
議
会
【条
例
４
～
10
条
】 

即時執行【条例３条】 

空家等に該当・緊急的に応急措置が必要なもの 

H28実態調査結果で管理不全の可能性が高いもの 

調査票項目の洗濯物有無、郵便受けが塞がれている、 
インターホン応答、近隣への問い合わせ等により判断。 

経年による状況の変化がないか再確認。 

苦情・相談の住民や近隣を熟知した職員等から居住の有無を 
聞き取り確認。この時点では、内部等個人情報の利用はしない。 

調査票による外観目視で調査。敷地の立入は行わない。 

空家等が、市民の生命、身体
又は財産に損害を与え、又は
与えるおそれがあると認める
場合、かつ緊急に措置を行う
必要があると認めるときは、
その損害を予防、又は拡大を
防ぐために必要な最小限度の
措置を行う。 

特定空家等認定 

諮問 

諮問 

答申 

資料編１ 



特定空家等判定基準（ガイドライン準拠）

項目 対象 状況 調査方法 測定計器
特定空家等とする場合の付加的な要件

【ガｲドラｲン第２章(2)(3)】等

立入計測 ｸﾗｯｸｽｹｰﾙ
立入目視 ―

基礎と土台にずれが発生している 外観目視 ―

柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形して
いる

立入目視 ―

柱とはりにずれが発生している 外観目視 ―

屋外階段、バルコﾆーが腐食、破損又は脱落
している

外観目視 ―

屋外階段、バルコﾆーが傾斜している 外観目視 ―

屋根が変形している 外観目視 ―

屋根ふき材が剥落している 外観目視 ―

軒の裏板、たる木等が腐朽している 外観目視 ―

軒がたれ下がっている 外観目視 ―

雨樋がたれ下がっている 外観目視 ―

屋根の雪止めの破損など不適切な管理にある 周辺聴取 ― 4 (3)
落雪の発生により、現に、通行人や車両の妨げや地域住民の日常生活に重大な支障を及ぼ
している場合

壁体を貫通する穴が生じている 外観目視 ―

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

外観目視 ―

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

外観目視 ―

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

外観目視 ― 2 (1)

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

外観目視 ―

4 (3)
不法侵入によるごみ等の放置、不法投棄に起因して隣接する建築物や通行人等に現に悪影
響をもたらしている場合

看板が原型を留めず本来の用をなさない程度
まで破損、汚損している

外観目視 ― 3 (2) 周囲の景観と著しく不調和な状態である

看板の仕上材料が剥落している 外観目視 ―

看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒している 外観目視 ―

看板、給湯設備、屋上水槽等が破損又は脱落
している

外観目視 ―

看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐
食している

外観目視 ―

周囲の景観と著しく不調和な状態である

1 (ﾊ)
看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒、脱落し隣接する建築物や通行人等に現に悪影響をも
たらしている、もしくは重大で切迫性の高い被害が生ずることが予見される場合

建築物附属

建築物主体

―外観目視多数の窓ガラスが割れたまま放置されている

屋根ふき材、
ひさし又は軒

外壁

窓

1

1

看板、給湯設備、
屋上水槽等

(ｲ)

3

柱、はり、
筋かい、
柱とはりの接合等

屋外階段又は
バルコニー

柱が傾斜している 立入計測 下げ振り
建築物全体

基礎及び土台 立入目視 ―

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

基礎に不同沈下がある 外観目視 ―

外装材、石綿等が飛散し隣接する建築物や通行人等に現に悪影響をもたらしている、もし
くは重大で切迫性の高い被害が生ずることが予見される場合

(ﾛ)

1

建築物が倒壊し隣接する建築物や通行人等に現に悪影響をもたらしている、もしくは重大
で切迫性の高い被害が生ずることが予見される場合

ｲ

ﾛ(ｲ)

ﾛ(ﾛ)

(ﾆ)

屋根ふき材、軒材、雨樋等が飛散し隣接する建築物や通行人等に現に悪影響をもたらして
いる、もしくは重大で切迫性の高い被害が生ずることが予見される場合

1

1

1

ガイドライン根拠
[別紙No][基準No][細目]

1(1)

1(1)

1(1)

1(2)

1(2)

1(2)

1(2)

(2)

資料編２ 
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項目 対象 状況 調査方法 測定計器
特定空家等とする場合の付加的な要件

【ガｲドラｲン第２章(2)(3)】等

外観調査 ―

周辺聴取 ―
立入計測 ｸﾗｯｸｽｹｰﾙ
外観目視 ―

門、塀が傾斜している 立入計測 下げ振り

門扉が施錠されておらず不特定の者が容易に
侵入できる状態で放置されている

外観目視 ― 4 (3)
不法侵入によるごみ等の放置、不法投棄に起因して、現に、隣接する建築物や通行人等に
重大な被害をもたらしている場合

擁壁表面に水がしみ出し、流出している 外観目視 ―

水抜き穴の詰まりが生じている 外観目視 ―

ひび割れが発生している 立入計測 ｸﾗｯｸｽｹｰﾙ

建築物の全面を覆う程度まで繁茂している 外観目視 ― 3 (2) 周囲の景観と著しく不調和な状態である

立木の腐朽が生じ、倒壊もしくはそのおそれ
がある

立木等の倒壊により、隣接する建築物や通行人等に現に悪影響をもたらしている、もしく
は重大で切迫性の高い被害が生ずることが予見される場合

立木の枝折れ等が生じ、道路や近隣敷地等に
枝等が大量に散らばっている

立木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

外観調査 ―
周辺聴取 ―
外観調査 ―
周辺聴取 ―

敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置さ
れている

外観調査 ― 3 (2) 周囲の景観と著しく不調和な状態である

周辺の道路、近隣敷地等に土砂等が大量に流
出している

外観調査 ― 4 (3)
土砂等の流出発生により、隣接する建築物や通行人等に現に悪影響をもたらしている、も
しくは重大で切迫性の高い被害が生ずることが予見される場合

動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生してい
る

周辺聴取 ―

動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気
が発生している

周辺聴取 ―

敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散して
いる

外観目視 ―

多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生して
いる

周辺聴取 ―

住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入し
ている

周辺聴取 ―

シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来
している

周辺聴取 ―

ガイドライン根拠
[別紙No][基準No][細目]

擁壁が倒壊し、隣接する建築物や通行人等に現に悪影響をもたらしている、もしくは重大
で切迫性の高い被害が生ずることが予見される場合

強い臭気により、現に、地域住民の日常生活に重大な支障を及ぼしている場合

門又は塀

門、塀にひび割れ、破損が生じている
1 1(2) (ﾎ)

門・塀が倒壊し、隣接する建築物や通行人等に現に悪影響をもたらしている、もしくは重
大で切迫性の高い被害が生ずることが予見される場合

(1)

擁壁 1 2

立木等
外観目視 ― 4

動物、その他害虫の
住みつき
【ねずみ、はえ、蚊、
のみ、シロアリ等】

4 (2) 害獣・害虫の発生により、現に、地域住民の日常生活に重大な支障を及ぼしている場合

2
浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出や
排水等の流出による臭気の発生がある

排水・浄化槽

外構

害獣・害虫の発生により、現に、地域住民の日常生活に重大な支障を及ぼしている場合

(1)
立木・枝等が繁茂し隣接する建築物や通行人等に現に悪影響をもたらしている場合

ごみ等

ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生が
ある

2 (2)
強い臭気により、現に、地域住民の日常生活に重大な支障を及ぼしている場合

ごみ等の放置、不法投棄により多数のねず
み、はえ、蚊等が発生している

敷地



ガイドラインにおける特定空家等の基準
別紙No 状態 基準No 基準状態

1(1) 建築物が倒壊等するおそれがある

1(2) 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある

2 擁壁が老朽化し危険となるおそれがある

(1) 建築物又は設備等の破損等が原因

(2) ごみ等の放置、不法投棄が原因

(1) 既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態

(2) 周囲の景観と著しく不調和な状態

(1) 立木が原因

(2) 空家等に住みついた動物等が原因

(3) 建築物等の不適切な管理等が原因

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

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

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

1

2

3

4

P.50
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○空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成二十六年十一月二十七日） 

（法律第百二十七号） 

（目的） 

第一条 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。第十条第二項を除き、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） 

第二条 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） 

第三条 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） 

第四条 市町村は、第六条第一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。 

（基本指針） 

資料編３ 
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第五条 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。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 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） 

第六条 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。 

一 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 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 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 

五 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 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条

第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは

第十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 

七 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 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 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
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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。 

（協議会） 

第七条 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 前二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） 

第八条 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） 

第九条 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、第十四条第一項から第三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、その五日前までに、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 第二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 第二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
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してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 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） 

第十一条 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。以下第十三条までにおいて

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） 

第十二条 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） 

第十三条 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。 

（特定空家等に対する措置） 
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第十四条 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五日以内に、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、第三

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、第三項の規定

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、期日の三日前ま

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 第六項に規定する者は、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、第三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
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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（昭和二十三年

法律第四十三号）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。 

10 第三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（過失がなくて第一項の

助言若しくは指導又は第二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

め第三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、第三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、第三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 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第

三章（第十二条及び第十四条を除く。）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） 

第十五条 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
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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） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以

下の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円

以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三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、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の

規定は、公布の日から起算して六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。 

（平成二七年政令第五〇号で、本文に係る部分は、平成二七年二月二六日か

ら、ただし書に係る部分は、平成二七年五月二六日から施行） 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五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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   空家等対策条例 

（平成 29年 12月 22日条例第 20号） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が防犯、防災、衛生、景観

等の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、市民の生命、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。）に定めるもののほか、空家等に関する施策を推進するために必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「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。  

（即時執行） 

第３条 市長は、空家等が、市民の生命、身体又は財産に損害を与え、又は与えるお

それがあると認める場合であって、かつ、これらの保護のために緊急に措置を行う

必要があると認めるときは、その損害を予防し、又はその拡大を防ぐために必要な

最小限度の措置を行うことができる。 

２ 市長は、前項の措置を行ったときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を

当該空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）に通知するものとす

る。ただし、当該通知を受けるべき所有者等又はその連絡先を確知することができ

ない場合にあっては、その内容を公示することをもってこれに代えることができる

ものとし、公示された日から２週間を経過したときに通知の交付があったものとみ

なす。 

３ 市長は、第１項の措置を行ったときは、当該措置に係る空家等の所有者等から当

該措置に要した費用を徴収するものとする。 

（空家等対策審議会） 

第４条 空家等対策計画（法第６条第１項に規定する空家等対策計画をいう。以下同

資料編４ 
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じ。）の作成及び変更並びに空家等に関する対策の実施に関する事項を調査審議す

るため、市長の諮問機関として、久慈市空家等対策審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

（組織） 

第５条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、識見を有する者のうちか

ら、市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（臨時委員） 

第６条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、市長が委嘱する。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるも

のとする。 

（会長及び副会長） 

第７条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により選任する。 

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、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第８条 審議会は、市長が招集する。 

２ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会

議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過

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。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、建設部において処理する。 

（会長への委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審
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議会に諮って定める。 

（委任） 

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例中第３条の規定は平成30年４月１日から、その他の規定は公布の日から施

行する。 
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