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平成 27 年２月 

広島県空き家対策推進協議会 



空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）   （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） 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） 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。  （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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一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

１ 本基本指針の背景 

 近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニ

ーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がなされてい

ないことが常態である住宅その他の建築物又はこれに附属する工作物及

びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）が年々増加してい

る。このような空家等（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）第２条第１項に規定する「空家等」をいう。以下同じ。）

の中には、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛

生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがある。今後、空家等の数が

増加すれば、それがもたらす問題が一層深刻化することが懸念されるとこ

ろである。 

このような状況から、市町村（特別区を含む。以下同じ。）等の地方公

共団体は、適切な管理が行われていない空家等に対して既存法や条例に基

づき必要な助言・指導、勧告、命令等を行い適切な管理を促すとともに、

それぞれの地域の活性化等の観点から、国の財政上の支援措置等を利用し

ながら空家等を地域資源として有効活用するなど地域の実情に応じた空

家等に関する施策を実施している。 

しかしながら、空家等がもたらす問題が多岐にわたる一方で、空家等の

所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）の特定が困難な場合があ

ること等解決すべき課題が多いことを踏まえると、空家等がもたらす問題

に総合的に対応するための施策の更なる充実を図ることが求められると

ころである。 

以上を踏まえ、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して、平成２６年１１月２７日に、「空家

等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）」が公布された。 

 

（１）空家等の現状 

平成２５年に総務省が実施した住宅・土地統計調査の速報値（平成２

６年７月２９日公表）によると、全国の総住宅数は 6,063 万戸となって

いる一方、総世帯数は 5,246 万世帯となっており、住宅ストックが量的
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には充足していることが分かる。このうち空き家※１の数は 820 万戸で

あり、これが全国の総住宅数に占める割合は 13.5％となっている。また

「賃貸用又は売却用の住宅※２」及び「二次的住宅※３」を除いた「その他

の住宅※４」に属する空き家の数は 318 万戸に上っている。これが全国の

総住宅数に占める割合は 5.2％であるが、その数は過去 20 年間で約２

倍に増加しているところである。   

※１ 住宅・土地統計調査における「空き家」とは、以下に掲げる「賃貸用又は売却

用の住宅」、「二次的住宅」及び「その他の住宅」を合計したものをいう。 

※２ 住宅・土地統計調査における「賃貸用又は売却用の住宅」とは「新築・中古を

問わず、賃貸又は売却のために空き家になっている住宅」をいう。 

※３ 住宅・土地統計調査における「二次的住宅」とは「別荘（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、普段は人が住んでいない住宅）」及

び「その他住宅（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り

するなど、たまに寝泊りしている人がいる住宅）」を合計したものをいう。 

※４ 住宅・土地統計調査における「その他の住宅」とは「賃貸用又は売却用の住宅」

又は「二次的住宅」以外の人が住んでいない住宅で、例えば転勤・入院などのた

めに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」をいう。 

 

（２）空家等対策の基本的な考え方 

  ①基本的な考え方 

   適切な管理が行われていない空家等がもたらす問題を解消するた

めには、法において行政主体の責務に関する規定の前に「空家等の所

有者等は、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。」（法第３条）と規定されているように、

第一義的には空家等の所有者等が自らの責任により的確に対応する

ことが前提となる。 

   しかしながら、空家等の所有者等が、経済的な事情等から自らの空

家等の管理を十分に行うことができず、その管理責任を全うしない場

合等も考えられる。そのような場合においては、所有者等の第一義的

な責任を前提にしながらも、住民に最も身近な行政主体であり、個別

の空家等の状況を把握することが可能な立場にある各市町村が、地域

の実情に応じて、地域活性化等の観点から空家等の有効活用を図る一

方、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等については所要の措置を

講ずるなど、空家等に関する対策を実施することが重要となる。なお、

この点を明確化する観点から、法第４条においては市町村の責務とし

て「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
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な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。」と規定されている。 

また、国及び都道府県においては、以下に掲げるような役割を踏ま

え、市町村と連携してその空家等に関する対策の実施を支援すること

が重要である。 

 

  ②市町村の役割 

   市町村は、関係内部部局間の連携、必要に応じた協議会（法第７条

第１項に規定する協議会をいう。以下同じ。）の組織、相談体制の整

備等による法の実施体制の整備に着手し、まず法第９条第１項の調査

を通じて、各市町村内における空家等の所在及び状態の実態把握並び

にその所有者等の特定を行うことが重要である。また、必要に応じ、

法第６条第１項に基づく空家等対策計画の作成を行い、各地域内の空

家等に対する行政としての基本姿勢を住民に対して示しつつ、空家等

及びその跡地の活用方策についても併せて検討する。さらに、適切な

管理が行われておらず、結果として地域住民の生活環境に悪影響を及

ぼしている空家等については、法第９条第２項に基づく立入調査を必

要に応じて行いつつ、法第１４条に基づく「特定空家等」（法第２条

第２項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。）に対する必要な措

置を講ずることが重要である。 

   なお、市町村は法第６条第４項に基づき、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

な助言その他の必要な援助を求めることができることとされている。  

 また、空家等対策を行う上では、必要に応じて、事務の委託、事務

の代替執行等の地方公共団体間の事務の共同処理の仕組みを活用す

ることも考えられる。 

 

  ③都道府県の役割 

   都道府県知事は、②で述べたように、法第６条第４項に基づき市町

村から空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関して必要な援

助を求められた場合のほか、法第８条において「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。」こととされている。 

   具体的には、例えば県内の市町村間での空家等対策の情報共有への

支援、建築部局の存在しない市町村が、特定空家等に該当するか否か

の判断に困難を来たしている場合における技術的な助言の提供や空

家等対策を推進している都道府県内市町村相互間の意見交換の場を

設ける、協議会の構成員を仲介又はあっせんするといった対応が考え
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られる。また、市町村に対して必要な援助を行うに際し、都道府県内

の関係部局の連携体制を構築することが望ましい。 

   このほか、特に建築部局の存在しない市町村に対しては、例えば都

道府県の建築部局による専門技術的サポートを受けられるような体

制作りを支援したり、協議会への参画を通じた協力をすることも考え

られる。加えて、市町村が住民等からの空家等に関する相談に対応す

るための体制を整備するのに際し、宅地建物取引業者等の関係事業者

団体や建築士等の関係資格者団体との連携を支援することも考えら

れる。 

   さらに、都道府県は国とともに、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など必要な財政上の

措置等を講ずるものとされている（法第１５条）。 

    

  ④国の役割 

   国は、法の内容について、地方公共団体等に対して具体的に周知を

図るとともに、法第１４条に基づく市町村長による特定空家等に対す

る措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針（以下「ガイ

ドライン」という。）を定めること等により、市町村による空家等対

策の適切な実施を支援することとする。 

   また、③で述べたとおり、国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

など必要な財政上の措置や必要な税制上の措置その他の措置を講ず

るものとされているところ、例えば市町村が空家等対策計画の作成の

ため空家等の実態調査を行う場合や、空家等の所有者等に対してその

除却や活用に要する費用を補助する場合、当該市町村を交付金制度に

より支援するほか、市町村が取り組む空家等に関するデータベースの

整備、空家等相談窓口の設置、空家等対策計画に基づく空家等の活用・

除却等に要する経費について特別交付税措置を講ずる等、空家等対策

を実施する市町村を支援することとする。 

 

２ 実施体制の整備 

空家等対策を市町村が効果的かつ効率的に実施するためには、空家等の調

査・確認、特定空家等に対する立入調査又は措置などに不断に取り組むため

の体制を整備することが重要であることから、市町村は、空家等対策に関係

する内部部局の連携体制や空家等の所有者等からの相談を受ける体制の整

備を図るとともに、必要に応じて協議会の組織を推進する。 
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（１）市町村内の関係部局による連携体制 

  空家等がもたらす問題を解消するには、防災、衛生、景観等多岐にわ

たる政策課題に横断的に応える必要があることから、市町村においては、

それら政策課題に対応する建築・住宅・景観・まちづくり部局、税務部

局、法務部局、消防部局、防災・危機管理部局、環境部局、水道部局、

商工部局、市民部局、財政部局等の関係内部部局が連携して空家等対策

に対応できる体制の構築を推進することが望ましい。 

特に建築部局の参画は、空家等が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であるか

どうかの判断やその対応策を検討する観点から重要である。また、１（２）

③に述べたとおり、建築部局の存在しない市町村においては、建築部局

を擁する都道府県の援助を得ることにより、空家等対策の実施に当たり

必要となる連携体制を構築することが重要である。 

さらに、税務部局の参画は特に空家等の土地について、住宅用地に係

る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置（以下「固定資産税

等の住宅用地特例」という。）の適切な運用を図る観点から、法務部局

の参画は所有者等が不明である空家等に対してどのような対処方針で

臨むかを検討する観点から、それぞれ重要である。 

 

（２）協議会の組織 

  市町村は、法第７条に基づき、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」を組織することができ、その

構成員としては「市町村長（特別区の区長を含む。）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。」ものと

されている（同条第２項）。 

  協議会の構成員として、具体的には弁護士、司法書士、宅地建物取引

業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、社会福祉士の資格を有

して地域の福祉に携わる者、郷土史研究家、大学教授・教員等、自治会

役員、民生委員、警察職員、消防職員、道路管理者等公物管理者、まち

づくりや地域おこしを行うＮＰＯ等の団体が考えられる。これに加え、

都道府県や他市町村の建築部局に対して協力を依頼することも考えら

れる。 

  なお、この協議会は、法に規定されているとおり空家等対策計画の作

成及び変更に関する協議を行うほか、同計画の実施の一環として、例え

ば、①空家等が特定空家等に該当するか否かの判断、②空家等の調査及

び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針、③特定空家
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等に対する措置の方針などに関する協議を行うための場として活用す

ることも考えられる。また、協議会における協議の過程で空家等の所有

者等の氏名、住所などの情報が外部に漏えいすることのないよう、協議

会の構成員は当該情報の取扱いには細心の注意を払う必要がある。 

  また、協議会を設置するに当たっては、１市町村に１つの協議会を設

置するほか、例えば１つの市町村が複数の協議会を設置したり、複数の

市町村が共同して１つの協議会を設置したりすることも可能である。 

 

（３）空家等の所有者等及び周辺住民からの相談体制の整備 

  法第１２条には「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。」と規定されている。本規定を踏まえ、例

えば自ら所有する空家等をどのように活用し、又は除却等すればよいか

についてのノウハウの提供や、引っ越し等により今後長期にわたって自

宅を不在にせざるを得ない場合における今後の対応方針の相談を当該

住宅等の所有者等が市町村に求めることが必要である場合が想定され

るため、市町村はその要請に迅速に対応することが可能な体制を整備す

ることが望ましい。なお、体制整備に当たっては、空家等をめぐる一般

的な相談はまず市町村において対応した上で、専門的な相談については

宅地建物取引業者等の関係事業者や関係資格者等専門家の団体と連携

して対応するものとすることも考えられる。 

また、空家等の所有者等に限らず、例えば空家等の所在地の周辺住民

からの当該空家等に対する様々な苦情や、移住、二地域居住又は住み替

えを希望する者からの空家等の利活用の申入れに対しても、市町村は迅

速に回答することができる体制を整備することが望ましい。 

 

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 

市町村が空家等対策を効果的かつ効率的に実施するためには、既存の統

計資料等も活用しつつ、まず各市町村の区域内の空家等の所在やその状態

等を把握することが重要である。 

「空家等」は、法第２条第１項により「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ものを含む。）をいう。」と定義

されている。ここでいう「建築物」とは建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）第２条第１号の「建築物」と同義であり、土地に定着する工作物

のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの（これに類する構造のものを含

む。）、これに附属する門又は塀等をいい、また「これに附属する工作物」
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とはネオン看板など門又は塀以外の建築物に附属する工作物が該当する。 

市町村はその区域内の建築物又はこれに附属する工作物（以下「建築物

等」という。）のうち「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」を空家等と判断し、この法律を適用することとなる。「居住そ

の他の使用がなされていないこと」とは、人の日常生活が営まれていない、

営業が行われていないなど当該建築物等を現に意図をもって使い用いて

いないことをいうが、このような建築物等の使用実態の有無については、

法第９条第１項の調査を行う一環として、調査時点での建築物等の状況を

基に、建築物等の用途、建築物等への人の出入りの有無、電気・ガス・水

道の使用状況及びそれらが使用可能な状態にあるか否か、建築物等及びそ

の敷地の登記記録並びに建築物等の所有者等の住民票の内容、建築物等の

適切な管理が行われているか否か、建築物等の所有者等によるその利用実

績についての主張等から客観的に判断することが望ましい。 

また、「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。 

調査の結果「空家等」に該当する建築物等については、法第１１条に基

づき、例えば空家等の所在地を一覧表にし、又は地図上に示したものを市

町村の内部部局間で常時確認できるような状態にしておくなど、空家等の

所在地について市町村内の関係部局が情報共有できる環境を整備するこ

とが重要である。 

なお、「国又は地方公共団体が所有し、又は管理する」建築物等につい

ては、通常は各法令に基づき適切に管理されることが想定され、またその

活用等についても、多くの場合は当該建築物等を管理する国又は地方公共

団体の責任において行われる実態に鑑み、空家等から明示的に除外されて

いる。 

また、空家等のうち、「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」もの（法第２条第２項）については「特定空家等」

に該当することとなるが、どのような空家等が「特定空家等」に該当する

か否かを判断する際に参考となる基準等については、国土交通大臣及び総

務大臣がガイドラインにおいて別途定めることとしている。 

 
（２）空家等の所有者等の特定及び意向の把握 

  空家等の所在等を把握した市町村においては、次に当該空家等の所有者
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等を特定するとともに、必要に応じて当該所有者等がその所有する空家等

をどのように活用し、又は除却等しようとする意向なのかについて、併せ

て把握することが重要である。これらの情報を把握するためには、（３）

に述べる手段を用いて所有者等を確知し、当該所有者等に対して法第９条

第１項に基づき聞き取り調査等を行うことが重要である。なお、所有者等

による空家等の適切な管理を促進するため、市町村は、法第１２条に基づ

き空家等の所有者等に対し、例えば時々の通水、換気、清掃等の適切な管

理又は適宜の除草、立木竹の伐採、枝打ち等により空家等の劣化を防ぐこ

とができる旨の助言を行ったり、空家等を日頃管理することが難しい所有

者等については当該空家等を適切に管理する役務を提供する専門業者に

関する情報を提供したりすることが考えられる。 

 

（３）空家等の所有者等に関する情報を把握する手段 

 市町村長が（２）の調査を通じて空家等の所有者等の特定を行うために

は、空家等の所在する地域の近隣住民等への聞き取り調査に加え、法務局

が保有する当該空家等の不動産登記簿情報及び市町村が保有する空家等

の所有者等の住民票情報や戸籍謄本等を利用することが考えられる。これ

らの情報は、いずれも不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）、住民

基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）、戸籍法（昭和２２年法律第２２

４号）等既存の法制度により入手可能なものであるが、市町村長は法第１

０条第３項に基づき「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。」こととされていることから、

例えば空家等の不動産登記簿情報については関係する法務局長に対して、

電子媒体による必要な不動産登記簿情報の提供を求めることができる。こ

のように市町村長が法務局長に電子媒体による不動産登記簿情報を求め

ることとすれば、４で述べる空家等に関するデータベースを市町村が整備

しようとする際に有効と考えられる。また、同項に基づき、電気、ガス等

の供給事業者に、空家等の電気、ガス等の使用状況やそれらが使用可能な

状態にあるか否かの情報の提供を求めることも可能である。 

 また、従来、固定資産税の納税者等に関する固定資産課税台帳について

は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２２条により、同台帳に記

載された情報を空家等対策に活用することは秘密漏えい罪に該当するお

それがあることから、たとえ同じ市町村の他部局に対してであっても、税

務部局が同台帳に記載された情報の提供を行うことは原則としてできな

いものとされてきた。しかしながら、固定資産課税台帳に記載された情報

のうち空家等の所有者等に関するものは、空家等の所有者等を特定する上

では不動産登記簿情報等と並んで有力な手段であることから、法第１０条
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第１項により、この法律の施行のために必要な限度において、固定資産課

税台帳に記載された空家等の所有者等に関する情報を空家等対策のため

に市町村の内部で利用することができることとなるとともに、同条第２項

により、都が保有する固定資産課税台帳に記載された空家等の所有者等に

関する情報について、特別区の区長から提供を求められたときは、都知事

は速やかに当該情報の提供を行うものとすることとされた。 

 なお、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

情報については、固定資産課税台帳に記載された情報に限らず、例えば各

市町村の個人情報保護条例などにより目的外利用が制限されている情報

のうち、空家等の所有者等の氏名、住所等の情報で、法に基づき各市町村

が空家等対策のために必要となる情報については、法の施行のために必要

な限度において、市町村長は法第１０条第１項に基づき内部で利用するこ

とが可能である。 

 

４ 空家等に関するデータベースの整備等 

市町村長が調査の結果「空家等」として把握した建築物等については、

法第１１条に基づき「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。」とされ

ている。３（１）で述べたとおり、市町村においては、同条に基づき、例

えば空家等の所在地を一覧表にし、又は地図上に示したものを市町村の内

部部局間で常時確認できるような状態にしておくなど、空家等の所在地に

ついて市町村内の関係部局が情報共有できる環境を整備するよう努める

ものとする。なお、「データベース」の整備に際しては、必ずしも電子媒

体による必要はなく、各市町村の判断により、紙媒体によることも可能で

ある。 

この「データベース」には空家等の所在地、現況、所有者等の氏名など

について記載することが考えられるが、これらに加えて、空家等のうち「特

定空家等」に該当するものについては、「データベース」内に「特定空家

等」に該当する旨並びに市町村長による当該「特定空家等」に対する措置

の内容及びその履歴についても併せて記載する等により、継続的に把握し

ていく必要がある。 

なお、上記情報については、空家等の所有者等の了解なく市町村内から

漏えいすることのないよう、その取扱いには細心の注意を払う必要がある。

また、市町村によっては、その区域内の空家等の数が多い、又は市町村内

の体制が十分ではない等の事情から、把握した空家等に関する全ての情報

について「データベース」化することが困難な場合も考えられる。そのよ

うな場合であっても、「特定空家等」に係る土地については、８（２）で

述べるとおり固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される場合が
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あり、その点で税務部局と常に情報を共有する必要があることから、少な

くとも「特定空家等」に該当する建築物等については「データベース」化

することが必要である。 

また、法第１１条に基づき「データベース」化の対象とされた空家等の

うち、「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」空家等については、その対象から除外

されている。これは、いわゆる「空き物件」に該当する空家等については、

宅地建物取引業者等により適切に管理されていると考えられる上、「空き

物件」たる空家等の活用もこれら業者等により市場取引を通じて図られる

ことから、市町村による空家等対策の対象とする必要性が小さく、したが

って「データベース」の対象とする実益に乏しいと考えられるためである。

しかしながら、たとえ「空き物件」に該当する空家等であったとしても、

周辺の生活環境に悪影響を及ぼしているものについては、この法律の趣旨

及び目的に照らし、市町村がその実態を把握しておくことが適切であると

考えられることから、本条に基づく「データベース」の対象となる。 

 

５ 空家等対策計画の作成 

空家等対策を効果的かつ効率的に推進するためには、各市町村において、

空家等対策を総合的かつ計画的に実施するための計画を作成することが

望ましい。 

法第６条第１項に基づき、市町村が空家等対策計画を定める場合、同計

画には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の活用の促進に関

する事項、⑥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及び⑨その他空家等に関する

対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする（同条第２項）。 

空家等対策計画に定めるべき各項目の具体的な内容及び特に重要とな

る記載事項については二２で示すとおりであるが、同計画を定めるに当た

っては、各市町村における空家等対策の全体像を住民が容易に把握するこ

とができるようにするとともに、空家等の適切な管理の重要性及び管理不

全の空家等がもたらす諸問題について広く住民の意識を涵養するように

定めることが重要である。この観点から、空家等対策計画については定期

的にその内容の見直しを行い、適宜必要な変更を行うよう努めるものとす

る。 
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６ 空家等及びその跡地の活用の促進 

 空家等対策を推進する上では、各市町村がその跡地も含めた空家等を地

域資源として利活用すべく、今後の空家等の活用方策を検討することも重

要である。このような観点から、法第１３条は「市町村は、空家等及び空

家等の跡地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。」と規定されている。 

 空家等の中には、地域交流、地域活性化、福祉サービスの拡充等の観点

から、所有者等以外の第三者が利活用することにより、地域貢献などに有

効活用できる可能性のあるものも存在する。 

具体的な空家等を有効に利活用する方策としては、例えば、利活用可能

な空家等又はその跡地の情報を市町村が収集した後、当該情報について、

その所有者の同意を得た上で、インターネットや宅地建物取引業者の流通

ネットワークを通じて、広く当該空家等又はその跡地を購入又は賃借しよ

うとする者に提供することが想定される。その際、空き家バンク等の空家

等情報を提供するサービスにおける宅地建物取引業者等の関係事業者団

体との連携に関する協定を締結することが考えられる。 

また、空家等を市町村等が修繕した後、地域の集会所、井戸端交流サロ

ン、農村宿泊体験施設、住民と訪問客との交流スペース、移住希望者の住

居等として当該空家等を活用したり、空家等の跡地を漁業集落等の狭隘な

地区における駐車場として活用したりすることも考えられる。この際、空

家等の用途変更に当たっては、建築基準法、都市計画法、景観法、消防法、

旅館業法等の関係法令を遵守するものとする。 

 なお、空家等の利活用方策については、空家等対策計画の実施に関する

課題であることから、その検討を行う場として協議会を積極的に活用する

ことが考えられる。 

 

７ 特定空家等に対する措置の促進 

 法第２条第２項に規定する「特定空家等」に該当する建築物等は、適切

な管理が行われていない結果として、地域住民の生活環境に深刻な影響を

及ぼしているものであり、市町村長は、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るために必要な措置を早急に

講ずることが望ましい。 

 「特定空家等」に該当する建築物等については、市町村長は、建築物等

の詳細な現状を把握し、周辺の生活環境の保全を図るためにどのような措

置が必要となるかについて迅速に検討するため、法第９条第２項に基づき、

市町村職員又はその委任した者（例えば建築士や土地家屋調査士など）に

「特定空家等」に該当すると認められる「空家等」に対して立入調査をさ

せることができる。また、この調査結果に基づき、市町村長は「特定空家
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等」の所有者等に対し、必要な措置を助言・指導、勧告及び命令すること

ができる（法第１４条第１項から第３項まで）とともに、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

行しても期限内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、本来「特定空家等」の所有者等

が履行すべき措置を代執行することができる（同条第９項）。この他、法

第１４条は「特定空家等」の所有者等に対して市町村長が必要な措置を命

ずる際に講ずるべき手続（同条第４項から第８項まで並びに同条第１０項

及び第１１項）、所有者等を市町村長が確知することができない場合にお

ける代執行に関する規定（同条第１０項）等を定めている。 

法第９条第２項に基づく立入調査及び法第１４条に基づく措置は、いず

れも「特定空家等」の所有者等にとっては強い公権力の行使を伴う行為を

含むものである。このため、国土交通大臣及び総務大臣は、どのような空

家等が「特定空家等」に該当するか否かを判断する際に参考となる判断基

準や市町村長が「特定空家等」の所有者等に対して必要な措置を助言・指

導する段階から最終的には代執行を行うに至る段階までの基本的な手続

の内容等について記載したガイドラインを、法第１４条第１４項に基づき

定めることとしている。各市町村長は、必要に応じてこのガイドラインを

参照しつつ、各地域の実情に応じた「特定空家等」に関する対策に取り組

むこととする。 

 なお、「特定空家等」に対して立入調査や必要な措置を講ずるに当たっ

ては、市町村においては、建築・住宅・景観・まちづくり部局、税務部局、

法務部局、消防部局、防災・危機管理部局、環境部局、水道部局、商工部

局、市民部局等の関係内部部局間の連携が一層求められる。 

 

８ 空家等に関する対策の実施に必要な財政上・税制上の措置 

（１）財政上の措置 

 法第１５条第１項においては「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。」と規定され

ている。 

 具体的には、例えば一１（２）④で述べたような財政上の措置を国とし

て講ずることとする。また、空家等を活用するに当たり必要となる費用の

一部を市町村を通じて、又は都道府県から直接、それぞれ予算支援してい

る都道府県も存在する。 

以上を踏まえつつ、地域活性化や良好な居住環境の整備を促進する観点

から、空家等の利活用や除却等を始めとする空家等対策に取り組む市町村
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を支援するため、国及び都道府県においては、市町村による空家等対策の

実施に要する費用に対して引き続き財政上の措置を講ずるよう努めるも

のとする。  

 

（２）税制上の措置 

 法第１５条第２項においては「国及び地方公共団体は、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、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」と規

定されている。 

 現在、人の居住の用に供する家屋の敷地のうち一定のものについて

は、地方税法第３４９条の３の２及び同法第７０２条の３に基づき、当

該敷地の面積に応じて、その固定資産税の課税標準額を６分の１（２０

０㎡以下の部分の敷地）又は３分の１（２００㎡を超える部分の敷地）

とするとともに、その都市計画税の課税標準額を３分の１（２００㎡以

下の部分の敷地）又は３分の２（２００㎡を超える部分の敷地）とする

特例措置（固定資産税等の住宅用地特例）が講じられている。この固定

資産税等の住宅用地特例が、管理状況が悪く、人が住んでいない家屋の

敷地に対して適用されると、比較的地価が高い地域においては当該家屋

を除却した場合※と比べて固定資産税等が軽減されてしまうため、空き家

の除却や適正管理が進まなくなる可能性があるとの指摘が存在する。 

※ 固定資産税等の住宅用地特例が適用されない場合の税額は、課税標準額の上限を

価格の７割とするなどの負担調整措置及び各市町村による条例減額制度に基づき決

定されることとなる。 

  空家等の中でも、「特定空家等」は地域住民の生活環境に深刻な影響を   

及ぼしているものであり、その除却や適正管理を促すことは喫緊の課題

である。以上を踏まえ、空家等対策の適切かつ円滑な実施にまさに「必

要な税制上の措置」として、平成２７年度税制改正の大綱（平成２７年

１月１４日閣議決定）において「法に基づく必要な措置の勧告の対象と

なった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び

都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。」旨

の記載がなされた。 

また、あわせて、人の居住の用に供すると認められない家屋の敷地に

対しては、そもそも固定資産税等の住宅用地特例は適用されないことに

留意が必要である。 

 

二 空家等対策計画に関する事項 

市町村は、協議会を設置した場合には当該協議会の構成員等から意見を聴

取するとともに、必要に応じて都道府県からの情報提供や技術的な助言を受
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けつつ、各市町村の区域内で必要となる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、本基本指針に即して、法第６条第２項に掲げる事項を

定めた空家等対策計画の作成を推進する。 

その際、一３（１）及び（２）で述べたとおり、各市町村内における空家

等の実態を的確に把握した上で、空家等対策計画における目標を設定すると

ともに、定期的に当該目標の達成状況を評価し、適宜同計画の改定等の見直

しを行うことが望ましい。 

 

１ 効果的な空家等対策計画の作成の推進 

効果的な空家等対策計画を作成するためには、各市町村内における防災、

衛生、景観等の空家等がもたらす問題に関係する内部部局が連携し、空家等

に関する対策を分野横断的に記載した総合的な計画を作成することが重要

である。また、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等に対処す

るだけでなく、こうした空家等のそもそもの増加を抑制する観点から、三で

述べるような施策等も含めた形で作成することが望ましい。 

 

２ 空家等対策計画に定める事項 

（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 

 各市町村における空家等に関する対策について、各市町村長が把握した

空家等の数、実態、分布状況、周辺への悪影響の度合いの状況や、これま

でに講じてきた空家等対策等を踏まえ、空家等に関する政策課題をまず明

らかにした上で、空家等対策の対象地区、対象とする空家等の種類（例え

ば空き住居、空き店舗など）や今後の空家等に関する対策の取組方針につ

いて記載する。 

 特に、空家等対策の対象地区を定めるに当たっては、各市町村における

空家等の数や分布状況を踏まえ、空家等対策を重点的に推進するべき地区

を重点対象地区として定めることが考えられる。また、対象とする空家等

の種類は、市町村長による空家等調査の結果、どのような種類の建築物が

空家等となっていたかを踏まえ、重点対象地区を定める場合同様、どの種

類の空家等から対策を進めていくかの優先順位を明示することが考えら

れる。  

これらの記載により、各市町村における空家等対策の今後の基本的な方

針を、住民にとって分かりやすいものとして示すことが望ましい。 

なお、空家等対策計画の作成に当たっては、必ずしも市町村の区域全体

の空家等の調査を行うことが求められるわけではない。例えば、各市町村

における中心市街地や郊外部の住宅団地等の中で、既に空家等の存在が周

辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている地域について先行的に計画を



 

16 
 

作成し、その後必要に応じて順次計画の対象地区を拡大していく方法も考

えられる。 

 

（２）計画期間 

空家等対策の計画期間は、各市町村における空家等の実態に応じて異な

ることが想定されるが、既存の計画で定めている期間や住宅・土地に関す

る調査の実施年と整合性を取りつつ設定することが考えられる。なお、計

画期限を迎えるごとに、各市町村内における空家等の状況の変化を踏まえ、

計画内容の改定等を検討することが重要である。 

 

（３）空家等の調査に関する事項 

 各市町村長が法第９条第１項に基づき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に当たって必要となる

事項を記載する。具体的には、例えば空家等の調査を実際に実施する主体

名、対象地区、調査期間、調査対象となる空家等の種類、空家等が周辺に

及ぼしている悪影響の内容及び程度その他の調査内容及び方法を記載す

ることが考えられる。 

 

（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 

 一１（２）①で述べたとおり、空家等の適切な管理は第一義的には当該

空家等の所有者等の責任において行われるべきことを記載するとともに、

空家等の所有者等に空家等の適切な管理を促すため、例えば各市町村にお

ける相談体制の整備方針や、空家等の利活用に関心を有する外部の者と当

該空家等の所有者等とのマッチングを図るなどの取組について記載する

ことが考えられるほか、空家等の所有者等の意識の涵養や理解増進に資す

る事項を記載することが考えられる。 

 

（５）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 

 一６で述べたとおり、各市町村において把握している空家等の中には、

修繕等を行えば地域交流や地域活性化の拠点として利活用できるものも

存在し、また利活用する主体は当該空家等の所有者等に限られていない。

例えば各市町村が把握している空家等に関する情報を、その所有者の同意

を得た上でインターネットや宅地建物取引業者の流通ネットワークを通

じて広く外部に提供することについて記載することが考えられる。その際、

空き家バンク等の空家等情報を提供するサービスにおける宅地建物取引

業者等の関係事業者団体との連携に関する協定が締結されている場合に

は、その内容を記載することも考えられる。また、当該空家等を地域の集
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会所、井戸端交流サロン、農村宿泊体験施設、住民と訪問客との交流スペ

ース、移住希望者の住居等として活用したり、当該空家等の跡地を漁業集

落等の狭隘な地区における駐車場として活用したりする際の具体的な方

針や手段について記載することが考えられる。 

 

（６）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 

  一７で述べたとおり、「特定空家等」に該当する建築物等は、地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものであることから、各市町村長

が「特定空家等」に対してどのような措置を講ずるのかについて方針を示

すことが重要である。具体的には、必要に応じて国土交通大臣及び総務大

臣が別途定めるガイドラインの記載事項を参照しつつ、例えば各市町村長

が「特定空家等」であることを判断する際の基本的な考え方や、「特定空

家等」に対して必要な措置を講ずる際の具体的な手続等について記載する

ことが望ましい。 

 

（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 

 一２（３）で述べたとおり、各市町村に寄せられる空家等に関する相談

の内容としては、例えば空家等の所有者等自らによる空家等の今後の利

活用方針に関するものから、空家等が周辺に及ぼしている悪影響に関す

る周辺住民による苦情まで幅広く考えられる。そのような各種相談に対

して、各市町村はできる限り迅速に回答するよう努めることとし、例えば

各市町村における相談体制の内容や住民に対する相談窓口の連絡先につ

いて具体的に記載することが望ましい。 

 

（８）空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

空家等がもたらす問題は分野横断的で多岐にわたるものであり、各市町

村内の様々な内部部局が密接に連携して対処する必要のある政策課題で

あることから、例えばどのような内部部局が関係しているのかが住民から

一覧できるよう、各内部部局の役割分担、部署名及び各部署の組織体制、

各部署の窓口連絡先等を記載することが考えられる。また、協議会を組織

する場合や外部の関係団体等と連携する場合については、併せてその内容

を記載することが望ましい。 

  

（９）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

 （１）から（８）までに掲げる事項以外に、各市町村における空家等の

実情に応じて必要となる支援措置や、空家等対策の効果を検証し、その結

果を踏まえて計画を見直す旨の方針等について記載することが考えられ

る。 
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３ 空家等対策計画の公表等 

法第６条第３項により、「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。」ものとされ

ている。公表手段は各市町村の裁量に委ねられているが、単に各市町村の公

報に掲載するだけでなく、例えばインターネットを用いて公表するなど、住

民が計画の内容について容易に知ることのできる環境を整備することが重

要である。 

 

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 

１ 空家等の所有者等の意識の涵養と理解増進 

 適切な管理がその所有者等によってなされない空家等は、周辺地域に悪

影響を及ぼす要因となるものと考えられることから、空家等の適切な管理

を行うことの重要性、管理不全の空家等が周辺地域にもたらす諸問題及び

それに対処するために作成した空家等対策計画の内容については、空家等

の所有者等に限らず、広く住民全体で共有されることが望ましい。このよ

うな観点からは、例えば、空家等対策計画の公表に合わせて、空家等の適

切な管理を行うことの重要性や管理不全の空家等が周辺地域にもたらす

諸問題について広報を行ったり、協議会における協議の内容を住民に公開

したりする等により、空家等の適切な管理の重要性や空家等の周辺地域に

もたらす諸問題への関心を広く惹起し、地域全体でその対処方策を検討・

共有できるようにすることが望ましい。 

 

２ 空家等に対する他法令による諸規制等 

  空家等については、この法律に限らず、例えば建築基準法、消防法、道

路法、災害対策基本法、災害救助法等各法律の目的に沿って適正な運用を

図る一環から、適切な管理のなされていない空家等について必要な措置が

講じられる場合も考えられる。関係法令の適用を総合的に検討する観点か

らも、各市町村においては一２（１）で述べたとおり、市町村の区域内の

空家等の所在、所有者等について内部部局間で広く情報共有を図り、空家

等対策について内部部局間の連携を取りやすい体制を整備することが重

要である。 

 

３ 空家等の増加抑制策、利活用施策、除却等に対する支援施策等 

  空家等対策を講ずる上では、単に周辺地域に悪影響を与える管理不全の

空家等に対して、この法律を始めとする２で述べたような関係法令に基づ

き必要な措置を講ずるだけでなく、空家等のそもそもの発生又は増加を抑
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制し、若しくは空家等の他用途の施設への転用等による利活用を図ること

も重要である。 

（１）空家等の発生又は増加の抑制等に資する施策 

   空家等をそもそも発生させない、又は空家等の増加を抑制する観点か

ら、例えば１で述べたように、空家等の適切な管理を行うことの重要性、

管理不全の空家等が周辺地域にもたらす諸問題及びそれに対処するた

めの総合的な方針について所有者等の意識の涵養や理解増進を図る取

組を進めることや、一２（３）で述べたように、空家等の所有者等、外

部からの空家等への移住希望者、関係民間団体等との連携の下、空家等

の売買・賃貸、適正管理、除却等などの幅広いニーズを掘り起こす取組

を促すことが考えられる。 

 

（２）空家等の利活用、除却等に対する支援施策 

  現在、空家等の所有者等だけでなく、各市町村の住民や外部からの移

住希望者等が空家等を利活用し、又は除却等する取組を促す観点から、

例えば空家等のリフォームの普及・促進、空家等の他用途の施設（地域

活性化施設、地域間交流拠点施設、社会福祉施設、店舗等）への転用、

空家等への住み替え、空家等そのものの除却等を促すための各種財政支

援策が用意されている。各市町村においては、これらの支援策を活用し

ながら、空家等の有効活用策の選択肢を少しでも広げて住民等に提示す

ることも重要である。   

















 



 

 

 

 

 

 

 

特定空家等に対する措置のガイドライン 

（平成 27 年５月末 策定予定） 



国 住 備 第９４３号

総 行 地 第２５号

平成２７年２月２６日

各都道府県・政令市 空家等施策担当部長 殿

国土交通省住宅局住宅総合整備課長

（公印省略）

総務省自治行政局地域振興室長

（公印省略）

固定資産税の課税のために利用する目的で保有する空家等の所有者に関する情報の

内部利用等について

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。）

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

事項を盛り込んだ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。）が平成２６年１１月２７日に公布され、法第１０条の規

定に基づき、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）は、空家等の所有者等

に関する情報について、内部で利用することができることとされたところです。

法は平成２７年２月２６日から一部施行されることとなりますが、これを受け、

今後、市町村の空家等に関する施策を担当している部局（以下「空家等施策担当部

局」という。）が行う固定資産税の課税のために利用する目的で保有する空家等の

所有者に関する情報の内部利用等の取扱いについては、その適切かつ円滑な実施に

向け、下記事項に御配慮頂くとともに、貴管内市町村（特別区を含み、政令市を除

く。）に対しても周知頂きますようお願いいたします。

なお、このことについては総務省自治税務局とも協議済みであることを申し添え

ます。

記

１ 内部で利用することが可能な情報について

市町村長は、法第１０条第１項の規定に基づき、市町村の税務部局が地方税に関



する調査等に関する事務に関して知り得た情報のうち、固定資産税の課税のために

利用する目的で保有する情報であって法第２条第１項に規定する空家等（以下「空

家等」という。）の所有者に関する氏名その他の法の施行のために必要な限度の情

報（具体的には、空家等の所有者（納税義務者）又は必要な場合における納税管理

人の氏名又は名称並びに住所及び電話番号といった事項に限られる。）のうち不動

産登記簿情報等として一般に公開されていないもの（以下「固定資産税関係所有者

情報」という。）について、地方税法第２２条の守秘義務に抵触することなく、法

の施行のために必要な限度において、空家等施策担当部局が法に基づく措置を講ず

る目的のために、内部で利用することが可能である。

なお、不動産登記簿情報等、一般に公開されている情報については、従前どおり、

地方税法第２２条の守秘義務に抵触することなく、利用することが可能である。

２ 内部で利用するに当たっての手続

市町村の空家等施策担当部局が固定資産税関係所有者情報の提供を求める際に

は、書面により、空家等の敷地の地番その他当該空家等の所在地を確認できる情報

を税務部局に提供した上で提供を求めるなど、照会の方法を事前に税務部局と調整

の上、行うものとする。

３ 把握した情報の活用

１により固定資産税関係所有者情報を空家等施策担当部局が利用することができ

るのは、法の施行のために必要な限度においてであり、例えば、空家等担当部局が

空家等に係る固定資産税の納税義務者本人又は必要な場合における納税管理人に対

し、空家等の所有者を確認するために連絡をとる場面において固定資産税関係所有

者情報を活用することは可能であるが、納税義務者本人又は必要な場合における納

税管理人以外に固定資産税関係所有者情報を漏らす行為は、法の施行のために必要

な限度においての利用とは解されない。

なお、正当な理由なく固定資産税関係所有者情報を漏らす行為は、地方公務員法

第３４条の守秘義務に違反することにも留意が必要である。

４ 都知事から特別区の区長への情報の提供

都知事は、特別区の区長から固定資産税関係所有者情報の提供を求められたとき

は、法第１０条第２項の規定に基づき、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されているが、その際に提供が可能な情

報、提供に当たっての手続及び把握した情報の活用については、上記１から３まで

に準ずる取扱いとなるものである。
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平成１７年６月１日

国住指第６６７号

都道府県建築行政主務部長 殿

国土交通省住宅局長

建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の

一部を改正する法律等の施行について（技術的助言）

建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の

一部を改正する法律（平成16年法律第67号。以下「改正法」という 、建築物。）

の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成17年政令第192

号。以下「改正政令」という 、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保。）

等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関

（ 。 「 」係省令の整備等に関する省令 平成17年国土交通省令第59号 以下 改正省令

という ）及び関連する国土交通省告示は、いずれも、平成17年６月１日から。

施行されることとなった。

今回の改正法、改正政令、改正省令等のうち建築基準法（昭和25年法律第20

1号。以下「法」という ）に関する部分の運用について、地方自治法第245条。

の４第１項の規定に基づく技術的助言として下記のとおり通知する。

貴職におかれては、貴管内特定行政庁及び貴職指定の指定確認検査機関に対

しても、この旨周知方お願いする。

なお、国土交通大臣指定及び地方整備局長指定の指定確認検査機関に対して

も、この旨通知していることを申し添える。

記
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第１ 既存不適格建築物に対する勧告・是正命令制度の創設 法第10条第１項（

及び第２項関係）

既存不適格建築物のうち、著しく保安上危険又は衛生上有害なものに関

しては、所有者等に対して必要な措置等を命ずることができることとされ

ているところであるが、近年、本命令の発動がほとんどなく、危険・有害

な既存不適格建築物について、安全・衛生の性能確保に関する措置の実効

性が低くなっている実情に鑑み、既存不適格建築物に対する勧告・是正命

令制度を創設することとした。

具体的には、特定行政庁は、既存不適格建築物である一定の特殊建築物

又は階数が５以上で延べ面積が1000平方メートルを超える事務所その他こ

れに類する用途に供する建築物について、劣化が進み、そのまま放置すれ

ば保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める

ときは、当該建築物又はその敷地の所有者等に対して、必要な措置をとる

ことを勧告することができるものとするとともに、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、その勧告に係

る措置をとることを命ずることができるものとした。

なお 「既存不適格建築物に係る勧告・是正命令制度のガイドライン」、

を別添１のとおり策定したので、既存不適格建築物に対する勧告又は是正

に当たっては、本ガイドラインを参考とされたい。

第２ 建築物に係る報告・検査制度等の充実及び強化（法第12条及び法第93条

の２関係）

１ 国等の建築物等に対する定期点検の義務付け（法第12条第２項及び第４

項並びに建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号。以下「規則」と

いう ）第５条の２及び第６条の２関係）。

国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の管理者である国の機

関の長等は、一定の特殊建築物又は階数が５以上で延べ面積が1000平方メ

ートルを超える事務所その他これに類する用途に供する建築物の敷地及び

構造等について、建築物については３年以内ごと（検査済証の交付を受け

た日以後 初の点検については、６年以内）に、建築設備については１年

以内ごと（検査済証の交付を受けた日以後 初の点検については、２年以

内）に、一級建築士等又は平成17年国土交通省告示第572号に規定する者

に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならないことと

した。
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別添１

既存不適格建築物に係る

勧告・是正命令制度に関するガイドライン

第１ はじめに

平成１７年６月１日に「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等

を図るための建築基準法の一部を改正する法律」により建築基準法が改正

され、建築基準法（以下「法」という ）第６条第１項第１号の特殊建築。

物及び５階建て又は１０００㎡以上の建築物で既存不適格であるものにつ

いて、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上

危険となり又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合に、建

築物の所有者等に対して必要な措置をとることを勧告することができる制

度（法第１０条第１項）及び勧告に係る措置をとることを命ずることがで

きる制度（法第１０条第２項）が創設された。

この勧告・是正命令制度の円滑な実施のため、既存不適格建築物に係る

勧告・是正命令制度のガイドラインを作成した。このガイドラインでは、

既存建築物の安全対策上最も重要であり、かつ劣化の影響も大きいと考え

られる地震時の倒壊等の危険性、落下物等の危険性の２種類の例をあげ、

勧告を検討するに当たっての考え方を示している。衛生上の有害性その他

の危険性への対応についても、基本的な考え方は同様である。

各特定行政庁においては、本ガイドラインを参考に、地域の状況に応じ

た既存建築物の安全対策を行うよう期待する。

なお、現に著しく保安上危険又は衛生上有害な状況にある建築物は、勧

告制度によらずただちに命令を行うべきものであること、既存不適格建築

物の所有者等に対し、定期報告制度などを通じて不適格事項や劣化状況を

認識させ、勧告制度によらずとも自主的な改善が図られるよう誘導する必

要があること等についても留意されたい。

第２ 既存建築物対策の円滑な実施のための準備

１ 特定行政庁としての方針の作成

法第１０条の勧告・是正命令制度は、特定行政庁のこれまでの違反建築

物や定期報告制度などへの取り組み状況を踏まえ、総合的な既存建築物対

策の観点から行うべきである。また、勧告制度は、建物所有者等への法的

な行為であること、猶予期限を過ぎても措置をとらない場合は法第１０条
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第２項の是正命令を実施する場合もあることなどから、その執行に当たっ

ては明確な根拠が必要となる。

このため、特定行政庁においては、勧告・是正命令制度に関する取組み

に係る方針を策定することが望ましい。この方針には、地域ごとの建築ス

トックの状況や課題を踏まえ、既存建築物対策の課題を明らかにし、地震

時の被害低減などの具体的な目標を定め、そのまま劣化が進むと危険とな

るおそれがある場合等を想定して、勧告・是正命令制度の対象となる建築

物の選定方法や評価基準の概要を明示することが望ましい。

２ 台帳の整備

既存建築物対策を効率的に進める観点から、既存建築物の状況を把握す

るための台帳等を整備すべきである。

台帳の整備に当たっては、法第１２条第１項の定期報告の対象である建

築物に係る台帳や、耐震改修を促進するため整備した特定建築物に係る台

帳など既存の台帳の活用が考えられる。

３ チェックシートの作成

対象建築物の選定や立入調査の際に、既存建築物の不適格の状況や劣化

の状況を効率的かつ客観的に把握できるようにするため、あらかじめ、チ

ェックシート等を作成しておくことが望ましい。

第２ 立入調査及び報告徴収

１ 立入調査の実施

整備した台帳を基に安全性に問題があると想定される建築物を把握・選

定し、立入調査を行い、危険性の状況の判断を行うべきである。なお、危

険性が明らかな場合は、立入調査を省略し、ただちに報告を求めるなどの

措置を講じることも考えられる。

立入調査は、目視により行うことを基本とする。また、必要に応じてチ

ェックシート等を活用し、既存建築物の不適格の状況や劣化の状況につい

て効率的かつ客観的に判断を行うことが望ましい。目視により危険性が判

断可能な例としては、以下のものが考えられる。

ただし、立入調査時に、特に危険性が大きく、緊急の対応を要すること

が判明した場合には、法第１０条第３項の規定により、防護ネットを張る

等の措置を即時に命令するべきである。また、立入調査の結果、危険性が

低いと判断された場合であっても、所有者等に対し、一般的な注意喚起や

安全対策に関する啓発等を行うことが考えられる。
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例１ 耐震性について危険性が高いと判断される建築物

昭和５６年５月以前に着工された建築物で、次のような劣化がみ

られる場合は、そのまま劣化が進むと地震で倒壊するおそれがある

と解すべきである。

・建築物が傾いている、不同沈下している、床がたわんでいる

・柱、梁、耐力壁等に大きな亀裂又は多数のひび割れが見られる

・鉄骨鉄筋にさびが著しい、ボルトが破断している又は緩んでいる

・木材が腐っている、蟻害を受けている

例２ 外壁落下の危険性が高いと判断される建築物

昭和５４年３月以前に着工された建築物で、人通りの多い道路に

面する部分等に次のような劣化がみられる場合は、そのまま劣化が

進むと重大な事故につながるおそれがあると解すべきである。

・外壁が浮いている、はらんでいる

・外壁が割れている、一部剥落している

２ 報告の徴収

立入調査により、危険性が高いと判断された建築物については、法第１

２条第５項に基づく建築物の状況等の報告を求めるべきである。

求める報告の内容は、耐震性の問題や外壁落下の危険性など、それぞれ

の問題点により異なるものであり、以下の事例が考えられる。

例１ 耐震性について危険性が高いと判断される建築物

耐震診断の結果、耐震性が不十分だった場合については、耐震改修計

画書の報告を求めるべきである。

例２ 外壁落下の危険性が高いと判断される建築物

落下物の危険性があると判断された建築物については、立入調査によ

り一定程度の危険性が把握される場合も多いと考えられることから、基

本的には改善計画書の提出を求めるべきである。ただし、特に危険性が

大きく、緊急を要する場合には、ただちに、法第１０条第３項の規定に

より必要な措置の命令を行うなどの対応をすべきである。

なお、報告の徴収に当たっては、費用を要する場合や詳細調査のた

めの準備を要する場合等建築物の所有者の負担を考慮し、適切な期間

を設定して報告を求めることが望ましい。
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３ 報告内容の審査

特定行政庁は、法第１２条第５項の報告が提出された場合は、速や

かに審査し、法第１０条第１項の勧告の実施の是非に係る判断を行う

必要がある。報告内容の審査に当たり、再度、報告の内容を確認する

ため、原則として立入調査を実施することが望ましい。勧告を実施す

べきと判断する事例としては、以下の例が考えられるので参考とすべ

きである。

また、ただし、報告内容では想定される危険性の有無を判断するために

は不十分である場合は、再提出を指導するべきである。

、 、 、また 勧告の必要がないと判断された場合であっても 所有者等に対し

不具合部分の改善指導を行うとともに安全対策に関する啓発等を行うべき

である。

例１ 耐震性について勧告を実施すべきと判断される建築物

耐震診断の内容が妥当であるか審査するとともに、耐震診断結果

が勧告をする程度かどうかを判断するべきである。具体的には、Ｉ

ｓ値等の基準（Ｉｓ値が０．３を下回った場合を勧告の対象とする

ことが考えられる ）を定め、基準値を下回った建築物について勧。

告することが考えられる。また、耐震診断の評価に当たり高度な技

術的判断が必要な場合には、専門家を含めた判断のための委員会等

を設置することも考えられる。

例２ 外壁落下の危険性について勧告を実施すべきと判断される建築物

再度の立入調査の実施により、そのまま放置すれば大きな被害が

予測され、当該改善計画の内容が適切であると判断した場合につい

ては、勧告を実施するべきである。

４ 報告の未提出者に対する措置

法第１２条第５項の規定に基づいて報告を求めた所有者が、報告期

限を過ぎても提出しない場合については、提出しない理由を確認する

とともに、必要に応じて、立入調査を実施し、危険性が高いと判断し

た場合は、その内容を明示した上で、改善すべき旨を勧告するべきで

ある。

また、危険性に対する判断が十分にできないときは、報告義務違反

に対する告発を念頭に入れつつ、継続して法第１２条第５項の報告の

実施を所有者に求めるべきである。
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第３ 勧告の実施

１ 勧告の実施

報告内容の審査結果により、そのまま放置すれば大きな被害が想定

される場合には、所有者等に対し、改修等に必要な期間を勘案して実

施期限を定めた上で、法第１０条第１項に基づく勧告を行うべきであ

る。

また、勧告の内容が実施されない場合は是正命令を行う可能性があ

ること、所有者等が勧告の内容を実施した場合は遅滞なく特定行政庁

に報告するべきであるということについても、その旨明示するべきで

ある。

２ 勧告の実施状況の確認

所有者等から勧告の内容を実施した旨の報告があった場合、必要に

応じて建築物の立入調査を実施するなどにより、勧告の実施状況につ

いて確認を行うべきである。また、改善計画の内容等について既存建

築物に関する状況を記載した台帳等に記載することが考えられる。

３ 勧告の未実施者に対する命令

勧告の実施期限が過ぎても勧告内容が実施されない又は実施の報告

がない場合は、再度立入調査などを実施し、勧告内容の危険性を確認

した上で、必要に応じ、法第１０条第２項の命令を行うべきである。

第４ 留意事項

１ 実施体制の整備

勧告・是正命令制度の適切な運用に当たっては、対象建築物の把握及び

台帳作成、立入調査、法第１２条第５項の規定に基づく報告を求めるため

の指導など、必要な人員や組織の確保など実施体制の充実に努めることが

望ましい。

２ 関係機関との連携

勧告制度の対象となる建築物は、都市によっては膨大な数になるこ

とが想定されることから、勧告又は命令に係る優先順位を付けるため

にも、他の部局との連携や情報交換を実施することが望ましい。

具体的には、消防機関と連携して、消防の査察において問題のあっ
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た建築物について通報を依頼することや、防災部局と連携して、地震

被災時の緊急輸送路沿い等防災上重要な既存建築物を抽出して、優先

順位を上げる、又はこうした建築物に係る評価基準を厳しくするなど

の対応が考えられる。

３ 啓発

既存建築物対策に関して、所有者のみならず広く国民への周知が重

要であるため、パンフレットの配布や講演会・シンポジウムの開催、

新聞、テレビ等マスコミを介した宣伝など、啓発に努めることが望ま

しい。



 201４年８月  各位 
空き家整備に関するアンケート調査へのご協力のお願い  呉市都市部住宅課 担当：今崎 電話：0823-25-3394   呉市では平成 23 年４月から呉市危険建物除却促進事業を，平成２６年１月から呉市空き家等の適正管理に関する条例をそれぞれ施行しました。今後は，危険建築物の除却・空き家等の適正管理の促進にあたり，呉市の現状に即したさらなる改善が必要となると思われます。 今回はこの調査のため，呉工業高等専門学校篠部研究室と共同で，呉市民の方々を対象にアンケート調査を実施致しますので，お帰りの際に受付へ提出願います。  ※（このアンケート調査は，空き家対策の改善や学術研究のために行うもので，調査結果は統計的に集計・処理するため個々の情報が表に出ることはありません。）  

 

空き家整備に関するアンケート調査 

 

 

 以下の設問で該当するものの番号に○を付け，必要に応じて括弧内に該当事項をご記入ください。  （１）あなたは現在どちらにお住まいですか。（１つに○） １．中央      ２．宮原       ３．警固屋     ４．吉浦      ５．天応      ６．昭和    ７．阿賀     ８．広    ９．郷原       10．仁方     11．下蒲刈    12．川尻   13．音戸    14．倉橋       
15．蒲刈      16．安浦     17．豊浜    18．豊 
 （２）あなたの年齢をお答えください。（１つに○） １．２０代  ２．３０代  ３．４０代  ４．５０代  ５．６０代     ６．７０代以上 
 （３）あなたの性別をお答えください。（1つに○）  １．男性      ２．女性 

 （４）あなたの立場をお答えください。（1つに○）    １．自治会等の役員   ２．その他の住民  
 
 ２．空き家の管理についておたずねします。 （１）あなたの身近に，老朽化して危険な空き家はありますか。（１つに○）    １．ある       ２．ない 

１． 回答者ご自身についておたずねします。 



→前問（１）で「１．ある」とお答えの方におたずねします。 （１－２）その空き家に対してどう思いますか。（複数回答可） １．倒壊・破損などが起こることが心配    ２．火災が起こることが心配 ３．不審者が侵入することが心配           ４．ごみの不法投棄および悪臭が発生することが心配 ５．害虫が発生することが心配        ６．付近の景観が悪化することが心配 ７．特に心配はない ８．その他（                                                  ） 
 
 
 呉市では，空き家等の管理の適正化を促すことにより，倒壊による事故，犯罪，火災等を未然に防止して，安全・安心なまちづくりを推進するため，「呉市空き家等の適正管理に関する条例」を，平成２６年１月に施行しました。 （２）この条例ができたことをご存知でしたか。（１つに○）    １．知っていた       ２．知らなかった 

 （３）この条例は空き家の所有者に空き家の管理を促す上で，有効だと思いますか。（１つに○）    １．思う             ２．思わない      ３．わからない 
 
 
 空き家を管理する 1 つの手段として，民間による空き家管理サービス（例：窓を開け，風を通す。空き家の状態を撮影し写真を送付するなど。）があります。 （４）民間による空き家管理サービスをご存知ですか。（１つに○）    １．知っている          ２．知らない 

 （５）空き家の所有者本人が空き家を管理できない場合，民間による空き家管理サービスを利用すべきだと思いますか。（１つに○）    １．利用すべきだと思う   ２．利用しなくてもよい  ３．どちらともいえない  →設問２．（６）へ 
 →前問（５）で「１．利用すべきだと思う」とお答えの方におたずねします。 （５－２）このような空き家管理サービスの利用に対し公費を補助することをどう思いますか。（１つに○） １．すべきだと思う      ２．すべきではないと思う    ３．わからない 

 
 
 民間による空き家管理サービスの利用が難しい場合，地域の協力も必要になってくると考えられます。 （６）どの条件であれば，自治会で空き家を管理することに協力できますか。(複数回答可) １．無条件で協力できる           ２．空き家を管理する上での費用の補助が出る    ３．空き家の管理に必要な道具等の貸出がある    ４．協力はできない    ５．その他（                                           ）  （７）自治会として空き家を管理する場合どのような費用が必要だと思いますか。（複数回答可） １．庭木・雑草の伐採，または投棄されたゴミの片付けに伴う費用 ２．伐採した庭木・雑草，または投棄されたゴミの処分費 ３．危険建物の危険個所の一時対策費    ４．古民家などを改装して地域や観光での交流施設などに利用するための改修費 ５．空き家の持ち主との連絡通信費       ６．その他  （                                          ） 
 （８）自治会が空き家管理を実施・協力した場合，公費（補助金）を支出することをどう思いますか。（１つに○） １．すべきだと思う      ２．すべきではないと思う    ３．わからない 



３．呉市危険建物除却促進事業についておたずねします。  呉市では平成２３年４月から，安全・安心な市民生活を確保していく上で，危険建物の倒壊等による近隣及び道路等におよぼす危険の防止のため，危険建物の除却工事に対して助成（最大３０万円）を行っています。これまでに，２５０件の危険な空き家が本事業を活用して解体除却されました。 （１）呉市危険建物除却促進事業についてご存じでしたか。（１つに○） １．知っていた      ２．知らなかった 
 （２）事業に期待することは何ですか（複数回答可） １．倒壊・破損などが起こることの防止     ２．火災が起こることの防止 ３．不審者の侵入による犯罪の防止            ４．ごみの不法投棄および悪臭の防止 ５．害虫が発生することの防止         ６．付近の景観が悪化することの防止 ７．その他（                                           ） 
 （３）呉市危険建物除却促進事業は空き家問題を解決する上で，有効だと思いますか。（１つに○）   １．思う       ２．思わない      ３．わからない →設問３．（４）へ 

 →前問（３）で「１．思う」とお答えの方におたずねします。 （３－２）その理由は何ですか。（複数回答可） １．補助をしてでも危険な空き家は減らすべきだから ２．いずれ自分も利用したいから ３．いずれ知人に勧めたいから ４．その他（                                                              ） →前問（３）で「２．思わない」とお答えの方におたずねします。 （３－３）その理由は何ですか。（複数回答可） １．空き家は個人の責任で解体除却すべきであり，解体除却費用に公費（補助金）を使うべきでないから ２．公費（補助金）が安いから          ３．すべての空き家に対応しきれないから      ４．その他（                                         ） 
 （４）現在，危険建物と認定されたすべての空き家に補助金を出していますが，補助対象を絞り込むとすればその他にどのような条件を付けた方がよいと思いますか。（複数回答可） １．呉市内在住の申請者が所有する空き家       ２．所得の低い申請者が所有する空き家 ３．除却費用が割高になる狭い道路に接する空き家   ４．条件を付ける必要はない ５．その他（                                                            ）  （５）空き家の所有者の同意を得て，呉市危険建物除却促進事業を自治会でも利用できるとしたら，自治会で利用 しますか。    １．利用する        ２．利用しない      ３．わからない →設問４．（１）へ 

 →前問（５）で「１．利用する」とお答えの方におたずねします。 （５－２）自治会で利用する理由はなんですか。（1つに○） １．所有者に任せていては解決しないから   ２．地域住民の生活に悪影響を与える空き家が減るから ３．地域でも取り組むべき問題だから     ４．その他（                                          ） 
 

 

 



→前問（５）で「２．利用しない」とお答えの方におたずねします。 （５－３）自治会で利用しない理由はなんですか。（1つに○） １．空き家は個人の責任で解体除却すべきであり，自治会がやるべきことではないから ２．補助が 30万円では，自治会の負担が大きいから   ３．所有者に同意を得るには自治会の負担が大きいから  ４．その他（                                                                ）    （１）あなたの身近に空き家を解体除却した後，更地になっている跡地はありますか。（１つに○） １．ある   ２．ない →設問４．（２）へ 
 →前問（１）で「１．ある」とお答えの方におたずねします。 （１－２）空き家を解体除却した後，更地になっている跡地に対してどう思いますか。（複数回答可） １．雑草による景観の悪化が心配              ２．雑草の繁茂による害虫の発生が心配 ３．ごみの不法投棄が心配                ４．土砂崩れが心配 ５．特に心配はない ６．その他（                                           ） 

 （２）空き家の解体除却後の跡地活用は，どのような活用が理想だと思いますか。（複数回答可）    １．更地のまま     ２．畑・菜園     ３．ポケットパーク（小公園）     ４．駐車場   ５．駐輪場       ６．離合スペース   ７．新築用地          ８．ゴミステーション   ９．その他（                                                          ） 
 （３）所有者が跡地を畑・菜園として貸し出した場合，利用したいと思いますか。（１つに○）   １．思う       ２．思わない →設問４．（４）へ 

 →前問（３）で「１．思う」とお答えの方におたずねします。 （３－２）畑・菜園はどのような条件であれば，利用したいと思いますか。    ○年間でいくらまでなら，利用したいと思いますか。（１つに○） １．6,000円未満         ２．6,000円以上 12,000円未満   ３．12,000円以上 24,000円未満      ４．24,000円以上        ５．無料    ○その他の条件について（複数回答可） １．近所であれば（徒歩５分未満）      ２．自転車・バイクが使える場所であれば  ３．車が使える場所であれば               ４．給水ができる環境であれば ５．知り合いの土地であれば         ６．自治会が管理する畑・菜園であれば ７．その他（                                                          ） 
 （４）空き家の管理，呉市危険建物除却促進事業，空き家の解体除却後の跡地利用，その他空き家に関することがあれば自由にご記入ください。 

              

              

             

              アンケートはこれで終わりです。調査に御協力いただき，ありがとうございました。 

４．空き家を解体除却した後の跡地利用についておたずねします。 



ごごごご協力協力協力協力のおのおのおのお願願願願いいいい

調査票調査票調査票調査票のののの記入記入記入記入についてについてについてについて1 ご記入にあたっては、できる限り住宅の所有者・管理者の方がお答えください。2  ご記入の内容は、平成26年12月1日時点としてください。3
ご回答後、平成27年1月13日(火)までに発送をお願いします。

なお、ご不明な点がありましたら、お手数ですが下記までお問い合わせ願います。

ご記入いただきました内容につきましては、個人情報保護法並びに安芸高田市個人情報保護条例に基づき適切に管理し、目的外に使用することはございません。

安芸高田市の住宅 所有者等意向に関する

アンケート調査 ㊙

安芸高田市役所建設部住宅政策課住所：広島県安芸高田市吉田町吉田791電話：（0826）47-1202

平素より本市のまちづくりの推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげま

す。

現在、全国的に少子・高齢化の進行やライフスタイルの変化にともなって、空き

家が増加傾向にあります。国においては「空家等対策の推進に関する特別措置法」

が成立し、所有者の方には空き家の適切な管理に努め、市町においては空き家に関

する対策の実施等に努めることとされています。

そこで、空き家と思われる住宅等の所有者または管理者の皆様方に対し、その住

宅等に関する状況の確認および将来の利用・活用に関する意向をお伺いし、今後の

施策検討の基礎資料にさせていただきたいと考えております。

つきましては、お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、本調査の趣旨をご理

解いただきアンケートにご協力いただきますようお願い申し上げます。

平成２６年１２月

安芸高田市長 浜田 一義
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ー ）該当する番号に○をしてください。
問問問問１１１１　　　　このアンケートにおこのアンケートにおこのアンケートにおこのアンケートにお答答答答えいただくえいただくえいただくえいただく方方方方についてについてについてについて、、、、おおおお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。(1)

1 自分または関係者のものである ⇒⇒⇒⇒（３）へお進みください。（３）へお進みください。（３）へお進みください。（３）へお進みください。2 不明 ⇒⇒⇒⇒この設問で終了です。この設問で終了です。この設問で終了です。この設問で終了です。3 こころあたりがない ⇒⇒⇒⇒この設問で終了です。この設問で終了です。この設問で終了です。この設問で終了です。4 売却、譲渡済 ⇒⇒⇒⇒この設問で終了です。この設問で終了です。この設問で終了です。この設問で終了です。5 すでに解体済 ⇒⇒⇒⇒（２）で終了です。（２）で終了です。（２）で終了です。（２）で終了です。(2)(2)(2)(2) 上記問１－上記問１－上記問１－上記問１－⑴⑴⑴⑴で、5とお答えした方のみ回答してください。で、5とお答えした方のみ回答してください。で、5とお答えした方のみ回答してください。で、5とお答えした方のみ回答してください。解体した理由は何ですか。（１つ選択） ⇒⇒⇒⇒この設問で終了です。この設問で終了です。この設問で終了です。この設問で終了です。1 建物が一部崩壊、傾いて危険なため2 土地売却のため3 近隣からの通報や苦情があったため4 誰も利用しなくなったため5 別用途での利用のため　（用途：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）6 建て替えのため7 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）(3)(3)(3)(3) 対象住宅の建築時期はいつ頃ですか。（１つ選択）対象住宅の建築時期はいつ頃ですか。（１つ選択）対象住宅の建築時期はいつ頃ですか。（１つ選択）対象住宅の建築時期はいつ頃ですか。（１つ選択）1 昭和２０年以前 2 昭和２１年～昭和３０年3 昭和３１年～昭和４０年 4 昭和４１年～昭和５０年5 昭和５１年～昭和６０年 6 昭和６１年～平成６年7 平成７年～平成１６年 8 平成17年～9 不明
問2問2問2問2　　　　対象住宅対象住宅対象住宅対象住宅のののの現状現状現状現状についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。(1)(1)(1)(1) 現在、対象住宅はどのような状態となっていますか。（１つ選択）現在、対象住宅はどのような状態となっていますか。（１つ選択）現在、対象住宅はどのような状態となっていますか。（１つ選択）現在、対象住宅はどのような状態となっていますか。（１つ選択）1 常時住んでいる ⇒⇒⇒⇒この設問で終了です。この設問で終了です。この設問で終了です。この設問で終了です。2 一時的に住んでいない3 時々過ごすための家（季節限定、正月やお盆などの短期間での利用または長期利用）4 仕事場、作業場として利用5 物置、倉庫として利用6 貸家（入居者あり）7 貸家（入居者なし）8 利用していない9 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

上記問１－⑴で、１とお答えした方のみ、以下の設問に回答してください。

あなたまたは関係者が所有、管理していると思われる住宅について確認します。対象住あなたまたは関係者が所有、管理していると思われる住宅について確認します。対象住あなたまたは関係者が所有、管理していると思われる住宅について確認します。対象住あなたまたは関係者が所有、管理していると思われる住宅について確認します。対象住宅の所在地情報等について、下記の内容で誤りがないか確認してください。（１つ選宅の所在地情報等について、下記の内容で誤りがないか確認してください。（１つ選宅の所在地情報等について、下記の内容で誤りがないか確認してください。（１つ選宅の所在地情報等について、下記の内容で誤りがないか確認してください。（１つ選択）択）択）択）※記載されている内容に修正がある場合は二重線で消して訂正してください。※記載されている内容に修正がある場合は二重線で消して訂正してください。※記載されている内容に修正がある場合は二重線で消して訂正してください。※記載されている内容に修正がある場合は二重線で消して訂正してください。
（家屋番号：

安芸高田市住宅の所在地
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(2)(2)(2)(2) 上記問２－上記問２－上記問２－上記問２－⑴⑴⑴⑴で、２、３とお答えした方のみ回答してください。で、２、３とお答えした方のみ回答してください。で、２、３とお答えした方のみ回答してください。で、２、３とお答えした方のみ回答してください。対象住宅で過ごす期間はいつ頃ですか。（１つ選択）1 週に１～２日程度 2 月に１～２日程度3 半年に１～２日程度 4 年に１～２日程度5 農繁期のみ 6 お盆や正月の短期間7 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）(3)(3)(3)(3) 上記問2-上記問2-上記問2-上記問2-⑴⑴⑴⑴で、1,6以外を回答した方のみ回答してください。で、1,6以外を回答した方のみ回答してください。で、1,6以外を回答した方のみ回答してください。で、1,6以外を回答した方のみ回答してください。イ）対象住宅に住まなくなったのは、いつ頃からですか。（１つ選択）イ）対象住宅に住まなくなったのは、いつ頃からですか。（１つ選択）イ）対象住宅に住まなくなったのは、いつ頃からですか。（１つ選択）イ）対象住宅に住まなくなったのは、いつ頃からですか。（１つ選択）1 昭和３０年以前 2 昭和３１年～昭和４０年 3 昭和４１年～昭和５０年4 昭和５１年～昭和６０年 5 昭和６１年～平成元年 6 平成２年～平成６年7 平成７年～平成１１年 8 平成１２年～平成１６年 9 平成17年～平成21年10 平成２２年～ 11 不明ロ）対象住宅に住まなくなった理由は何ですか。（１つ選択）ロ）対象住宅に住まなくなった理由は何ですか。（１つ選択）ロ）対象住宅に住まなくなった理由は何ですか。（１つ選択）ロ）対象住宅に住まなくなった理由は何ですか。（１つ選択）1 住んでいた人が死亡したため空き家となった2 住んでいた人が施設入所、入院したから空き家となった3 他所へ住宅を新築・購入し転居し空き家となった4 転勤などで長期不在のため空き家となった5 居住用に取得したが入居していない6 賃借人が転居したため空き家となった7 相続等により取得したが住居者がいない8 相続人が決まらないため空き家となった9 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
問3問3問3問3　　　　対象住宅対象住宅対象住宅対象住宅のののの管理管理管理管理についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。(1)(1)(1)(1) 現在、対象住宅の実際の管理はどなたですか。（１つ選択）現在、対象住宅の実際の管理はどなたですか。（１つ選択）現在、対象住宅の実際の管理はどなたですか。（１つ選択）現在、対象住宅の実際の管理はどなたですか。（１つ選択）1 本人若しくは家族 2 親族3 対象住宅の近所の方 4 知人5 不動産業者 6 誰も管理していない7 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）(2)(2)(2)(2) 対象住宅の維持・管理(草刈り等)はどのくらいの割合で行なっていますか。（１つ選択）対象住宅の維持・管理(草刈り等)はどのくらいの割合で行なっていますか。（１つ選択）対象住宅の維持・管理(草刈り等)はどのくらいの割合で行なっていますか。（１つ選択）対象住宅の維持・管理(草刈り等)はどのくらいの割合で行なっていますか。（１つ選択）1 週１回以上 2 ２～３週間に１回程度3 月１回程度 4 ２～３ヶ月に１回程度5 半年に１回程度 6 １年に１回程度7 ほとんどしていない 8 １回もしたことがない9 わからない(3)(3)(3)(3) 対象住宅の維持・管理について、どのようなことを行っていますか。（複数選択可）対象住宅の維持・管理について、どのようなことを行っていますか。（複数選択可）対象住宅の維持・管理について、どのようなことを行っていますか。（複数選択可）対象住宅の維持・管理について、どのようなことを行っていますか。（複数選択可）1 家屋内の清掃 2 庭の手入れ、草刈、剪定3 空気の入れ替え 4 破損箇所の小修繕5 仏壇等の管理 6 何も行っていない7 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）3



(4)(4)(4)(4) 対象住宅の維持・管理について、困っていることは何ですか。（複数選択可）対象住宅の維持・管理について、困っていることは何ですか。（複数選択可）対象住宅の維持・管理について、困っていることは何ですか。（複数選択可）対象住宅の維持・管理について、困っていることは何ですか。（複数選択可）1 管理の手間が大変2 身体的・年齢的な問題3 現住所から対象家屋までの距離が遠い4 管理を頼める相手を探すのが大変5 管理の委託料が高い6 家屋に付帯する田畑・山林等の管理が大変7 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）8 困っていない
問4問4問4問4　　　　対象住宅対象住宅対象住宅対象住宅のののの今後今後今後今後のののの活用活用活用活用についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。(1)(1)(1)(1) 対象住宅の今後の活用について、どのようにお考えですか。（複数選択可）対象住宅の今後の活用について、どのようにお考えですか。（複数選択可）対象住宅の今後の活用について、どのようにお考えですか。（複数選択可）対象住宅の今後の活用について、どのようにお考えですか。（複数選択可）1 売却したい　または　売却してもよい2 賃貸したい　または　賃貸してもよい3 市へ貸付けて、子育て世帯等に貸し出してもらいたい4 今後も自分または家族が管理をする5 将来自分または家族が住む6 セカンドハウスとして時々住む（長期～長期滞在）ために維持する7 他の用途（　　　　　　　　　　　　　　　　）に自分または家族が使用したい8 子や孫に任せる（相続する）9 地域やＮＰＯ等に活用してもらいたい10 住戸を解体したい　(解体後の土地利用を記入してください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））11 予定なし（現状のまま）12 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）(2)(2)(2)(2) 対象住宅の今後の活用について、困っていることや心配事はありますか。（複数選択可）対象住宅の今後の活用について、困っていることや心配事はありますか。（複数選択可）対象住宅の今後の活用について、困っていることや心配事はありますか。（複数選択可）対象住宅の今後の活用について、困っていることや心配事はありますか。（複数選択可）1 今後利用予定はないので、どうしたらよいかわからない2 解体したいが解体費用の支出が困難で解体できない3 解体して更地になることで固定資産税等が上がる4 賃貸・売却したいが相手が見つからない5 リフォームをしないと使用できる状態でない6 荷物が置いたままであり、その処分に困っている7 仏壇が置いたままであり、どのようにしたらよいかわからない8 敷地内に先祖の墓があり、賃貸、売却が困難である9 先祖代々の家であり、自分だけでは判断できない10 権利者関係でもめている（相続問題）11 賃貸、売却することで知らない住民が入居し近所に迷惑をかける12 愛着があり他人には賃貸、売却できない13 庭の手入れなどができないので、管理に困っている14 田畑や山林があり、賃貸、売却が困難である15 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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問5問5問5問5　　　　住宅住宅住宅住宅のののの管理管理管理管理・・・・活用活用活用活用についてについてについてについて市市市市にににに対対対対してしてしてして要望要望要望要望がありましたらごがありましたらごがありましたらごがありましたらご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

問6問6問6問6　　　　水害水害水害水害やややや地震等地震等地震等地震等でででで被災被災被災被災されたされたされたされた方方方方へのへのへのへの住宅提供住宅提供住宅提供住宅提供についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

(1)(1)(1)(1) 自ら(親族を含む)が被災を受けた場合を除き、市からの依頼若しくは自らの申出により、自ら(親族を含む)が被災を受けた場合を除き、市からの依頼若しくは自らの申出により、自ら(親族を含む)が被災を受けた場合を除き、市からの依頼若しくは自らの申出により、自ら(親族を含む)が被災を受けた場合を除き、市からの依頼若しくは自らの申出により、被災を受けた方へ一時的(概ね半年程度)に住宅を提供することについてどう思われま被災を受けた方へ一時的(概ね半年程度)に住宅を提供することについてどう思われま被災を受けた方へ一時的(概ね半年程度)に住宅を提供することについてどう思われま被災を受けた方へ一時的(概ね半年程度)に住宅を提供することについてどう思われますか。すか。すか。すか。（水害や地震等の災害発生は、今後2年以内を想定してお答えください。)（水害や地震等の災害発生は、今後2年以内を想定してお答えください。)（水害や地震等の災害発生は、今後2年以内を想定してお答えください。)（水害や地震等の災害発生は、今後2年以内を想定してお答えください。)1 被災された方へ一時的に貸付けてもよい2 一定の条件が整理されれば、貸付けてもよい3 現状では、貸付けることができない4 被災された方への貸付けは考えていない5 現在ではわからない6 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　昨今異常気象による局地的な豪雨が発生しております。今後においても、このような災害がいつ・どこで発生するかわかりません。　また東日本大地震に見られるように、今後、南海トラフ地震等による地震災害がいつ起こるかわかりません。　そうした中、水害・地震等で被災された方への住宅提供が大きな課題となっています。
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問7問7問7問7　　　　空空空空きききき家情報家情報家情報家情報バンクバンクバンクバンク制度制度制度制度についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

(1)(1)(1)(1) 安芸高田市空き家情報バンク登録制度をご存知ですか。（１つ選択）安芸高田市空き家情報バンク登録制度をご存知ですか。（１つ選択）安芸高田市空き家情報バンク登録制度をご存知ですか。（１つ選択）安芸高田市空き家情報バンク登録制度をご存知ですか。（１つ選択）1 知っている 2 知らない(2)(2)(2)(2) 今後、この制度への登録についてどのようにお考えですか。（１つ選択）今後、この制度への登録についてどのようにお考えですか。（１つ選択）今後、この制度への登録についてどのようにお考えですか。（１つ選択）今後、この制度への登録についてどのようにお考えですか。（１つ選択）1 今後登録したい2 条件によっては登録したい（条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）3 登録は考えていない4 わからない(3)(3)(3)(3) 市から空き家情報バンク制度の詳しい資料を希望される方のみお答えください。市から空き家情報バンク制度の詳しい資料を希望される方のみお答えください。市から空き家情報バンク制度の詳しい資料を希望される方のみお答えください。市から空き家情報バンク制度の詳しい資料を希望される方のみお答えください。送付先の住所、氏名等ご記入ください。送付先の住所、氏名等ご記入ください。送付先の住所、氏名等ご記入ください。送付先の住所、氏名等ご記入ください。
問8問8問8問8　　　　安芸高田市安芸高田市安芸高田市安芸高田市のののの住宅対策住宅対策住宅対策住宅対策でででで必要必要必要必要とととと思思思思われることがありましたらごわれることがありましたらごわれることがありましたらごわれることがありましたらご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

アンケートは以上になります。ご協力ありがとうございました。

※お知らせいただいた情報は、個人情報保護法並びに安芸高田市個人情報保護条例に基づき適切に管理し、目的外に使用いたしません。TEL （　　　　　　）　　　　　－対象住宅との関係 所有者　　親族　　管理者　　その他（　　　　　　　）　　住　所氏　名 〒アンケートが市に届きましたら、後日空き家情報バンクの資料を送付させていただきます。アンケートが市に届きましたら、後日空き家情報バンクの資料を送付させていただきます。アンケートが市に届きましたら、後日空き家情報バンクの資料を送付させていただきます。アンケートが市に届きましたら、後日空き家情報バンクの資料を送付させていただきます。

【安芸高田市空き家情報バンク登録制度】この制度は、市内の空き家の売却または賃貸を希望する所有者等から申し込みにより登録した物件を、利用を希望する方に安芸高田市のホームページを通じて情報提供するものです。なお、市は賃貸及び売買等に関する交渉、契約等に関しての仲介は一切行いません。
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