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第４章 空家等の対策 
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１．方針 
空家等の対策には様々な課題があり、それらを解消していくため、空家等の状況に応

じた対策に取り組んでいくことが必要です。本計画では、総合的な空家等の対策を行う

こととしており、以下の３つの方針に基づき、取組を進めていきます。   
高齢者のみの世帯の増加により、今後も空家等の増加が

予想されることから、現に存する空家等の対策とあわせ

て新たな空家等の発生を抑制することが重要です。その

ため、所有者等に対して、空家等になる前の段階から、将

来の相続や活用方法等に関する検討を促します。 

また、空家等やその跡地は、居住者がいなくなったとし

ても個人の財産であり、所有者等が自らの責任により適

切に維持管理することが求められます。しかし、相続等に

よる所有者等の当事者意識の低下や時間的、距離的な理

由等から、個人による適切な維持管理が困難になってい

るケースが見られます。また、相続人相互でのトラブルや

所有者等の死後に相続手続きが行われず、相続人が存在

しない等の問題により、空家等が長期間放置されること

もあります。 

そのような状態にならないよう、所有者等に空家や跡

地等の適切な維持管理や相続に関する意識の啓発を図る

とともに、十分な情報提供や相談体制の充実を図ること

で、空家や跡地等の適切な維持管理を促進します。 

  

［方針１］ 空家化の予防と適切な維持管理の促進 ～所有者等への啓発と相談体制の充実～ 
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空家等は、適切に維持管理されない場合に、近隣や地域

への悪影響が懸念されますが、活用可能な空家等は貴重

な資源となる可能性があり、有効活用することにより、地

域の活性化やまちの魅力の創出につなげることが期待で

きます。 

そのため、活用可能な空家等は、住居としての流通を促

進するとともに、地域の住環境の向上につなげるため、福

祉や地域コミュニティ、観光交流、子育て支援等、多様な

分野と連携した活用についての検討を進めます。一方、活

用や適切な維持管理等も困難な空家等は、除却を促し、地

域特性や住民のニーズ等に応じた跡地活用を促進します。 

 

   防災、衛生環境、景観等の面で近隣や地域に悪影響を及ぼしている特定空家等に対し
ては、特措法や条例に基づき、迅速かつ慎重に措置を行います。   

［方針２］ 空家等の利活用の促進 ～空家及び除却後の跡地の活用～ 

［方針３］ 特定空家等への対応 ～特措法・条例に基づいた安全の確保～ 
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２．施策と基本事業           
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施策 （１）所有者等の意識の啓発  
空家等の発生を予防するため、将来的に空家等になる可能性が高いと考えられる高齢

者のみで居住する世帯等を中心に、空家等になることによる問題や各種制度等を周知し、

将来の相続や活用方法等に関する検討を促します。 
また、空家等は、所有者等が自らの責任で適切に維持管理することが基本であること

から、所有者等が適切に空家等の維持管理を行うことができるよう、所有者等の責務に

ついて啓発するとともに、各種制度等の情報を提供します。あわせて、所有者や地域住

民等が相談しやすい体制を整えます。  
＜基本事業＞ 

①広報紙やＨＰ等による情報発信 
空家等の発生予防や空家所有者等の当事者意識の啓発のため、市の広報紙やホーム

ページ等による情報発信を行うとともに、市の関係部局や各種関係団体等と連携し、

積極的な情報提供に努めます。 

また、納税通知書等を活用し、土地や建物の所有者等に対し、適切な維持管理や将来

的に空家等になることを予防するための啓発を進めます。 

 

②セミナー、出前講座、相談会の開催  空家等にしないための予防策の啓発や空家等の適切な
維持管理を促すため、関係団体等と連携してセミナーや

出前講座を開催します。また、将来的に空家等になる可能

性が高い高齢者のみの世帯やその親族、空家等の所有者

等の相談機会を増やすなど、相談会の充実を図ります。 

 

③通報、相談窓口の一元化、充実 
空家等の問題は多くの問題が複雑に絡み合っており、

所有者や地域住民等はどこに相談すれば良いのかわかり

にくいことから、所有者や地域住民等が相談しやすい体

制とするため、通報や相談の窓口を一元化し、状況を把握

した上で、市の関係部局や民間の関係団体等と連携して

効果的な対応を図っていきます。 
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施策 （２）利活用等による流通促進  
空家等を有効に活用するため、空き家バンクの開設、各種制度の周知・活用、リフォー

ム支援の検討、地域資源としての活用の検討等により、空家等の流通を促進します。 

 

＜基本事業＞ 
①空き家バンクの開設と国や県との連携 
本市において空家等の流通を促進するため、所有者等が

売却または賃貸を希望する空家等や空き地の情報をホー

ムページ等で公開し、購入・賃借の希望者を募集する「空

き家バンク」を開設し、国土交通省が開設を検討している

「全国版空き家・空き地バンク」や静岡県公式移住・定住

情報サイト「ゆとりすと静岡」等との連携に努めます。 

また、開設にあたっては、不動産関係団体等との連携や

空家等の流通促進のため支援制度の創設を検討します。   

②既存住宅の耐震改修やリフォーム等の支援  空家等の発生防止や利活用に向けて既存住宅の流通を
促進するため、昭和 56年 5月以前に建築された住宅の耐

震改修を支援するとともに、居住する家族構成に合わせ

たリフォーム等を支援する制度の創設を検討します。 

 

③「マイホーム借上げ制度」の周知 
現在住んでいる住宅が空家等になることを予防するため、戸建住宅等を望む子育て

世帯などの住まいとして利用されるよう、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構（以

下、「JTI」という。）が行う「マイホーム借上げ制度※」を周知し、活用を促していき

ます。 

※マイホーム借上げ制度：JTIがマイホームを借上げ、第三者に転貸し、転貸収入から借上げ賃料を支払う仕組

み。法律的には、制度利用者（オーナー）と JTI、JTIと入居者との間にそれぞれ建

物賃貸借契約が締結される。また契約中は、空き家となった場合も、オーナーには JTI

が所定の最低保証賃料を支払う。   
ゆとりすと静岡 
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④長期優良住宅などの普及推進 
優良な住宅は、居住者がいなくなった場合に買い手や

借り手が見つかりやすいことから、事業者等と連携し、長

期優良住宅の新築や既存住宅の長期優良住宅化等により、

質の高い住宅の普及を推進します。 

 

⑤地域の住環境向上につながる活用の検討 
空家等を地域資源として活かすため、活用可能な空家等のうち、所有者等の理解が

得られ、地域住民や市民等からの要望があるものについては、子育て支援施設や高齢

者福祉施設、地域の居場所等、地域の住環境向上につながる活用のあり方を検討しま

す。検討にあたっては、所有者等、地域住民、関係団体等と連携します。 

 

⑥所有者等へ有効活用情報の提供 
空家等の有効活用を促進するため、所有者等に対し、効

果的な活用方法等について情報提供を行います。     
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施策 （３）除却への支援  
税制度の課題や経済的な事情から、活用困難な空家等が放置される場合がありますが、

それらを防ぐため、各種制度を活用し、空家等を除却しやすい環境を整備します。  
＜基本事業＞ 

①除却支援制度の検討 
築年数の経過による老朽化や耐震性能が劣っている等

の理由により、活用が困難な空家等が、適切な維持管理を

されずに放置されることを防ぐため、空家等の除却を支

援する制度を検討します。 

 

②狭小敷地集約化の検討  建築物の建替えが困難な狭小敷地が多い地域等では、敷地の集約化や共同建替え等
に向けた事業について検討を行います。また、隣地との一体的な利用や活用について

所有者等から相談等があった場合は、内容に応じて情報提供や関係団体への橋渡しを

行います。 

 

③除却後の固定資産税負担軽減策の検討 
空家等の除却に伴う固定資産税の増額（住宅用地特例の適用除外）が、空家等が除却

されず放置される要因の一つになっていることから、固定資産税の増額分について負

担軽減策を検討します。 

 

④国の各種助成制度等の活用 
居住環境の整備改善を図るため、「空き家再生等推進事

業」や「空き家対策総合支援事業」等の国の各種助成制度

等の活用を検討します。 
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施策 （４）除却後の跡地の管理・活用 
 

空家等を除却してもその跡地が適切に維持管理されないと雑草の繁茂やゴミの放置等

により、生活環境を損なうおそれがあることから、跡地についても空家等と同様に適切

な維持管理を促進します。また、効果的な土地利用のため、地域住民や関係部局等と連

携しながら空家等の除却後の跡地の活用を促進します。  
＜基本事業＞ 

①地域の住環境向上につながる跡地活用の検討 
除却後の跡地を地域資源として活かすため、所有者等

の理解が得られ、地域住民等からの要望があるものにつ

いては、地域の特性に応じてポケットパークや公園、狭あ

いな道路の拡幅スペース等、住環境向上につながる活用

のあり方を検討します。検討にあたっては、所有者等、地

域住民、関係団体等と連携します。  
②狭小敷地集約化の検討（再掲）  建築物の建替えが困難な狭小敷地が多い地域等では、敷地の集約化や共同建替え等
に向けた事業について検討を行います。また、隣地との一体的な利用や活用について

所有者等から相談等があった場合は、内容に応じて情報提供や関係団体への橋渡しを

行います。 

 

③国の各種助成制度等の活用（再掲） 
居住環境の整備改善を図るため、「空き家再生等推進事業」や「空き家対策総合支援

事業」等の国の各種助成制度等の活用を検討します。 

 

④跡地の流通の促進 
除却後の跡地について、所有者等に売却や賃貸の意思

がある場合等は、所有者等の同意を得た上で本市が開設

する空き家バンクへの掲載や不動産関係団体等への情報

提供等を行い、市場への流通促進を図ります。 

http://2.bp.blogspot.com/-4hszElASaRw/VvKZGZuFWLI/AAAAAAAA5E8/acbQYc6A_FI60Y9Pp89tMWhDtXLPipFOw/s800/poket_park.png
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⑤除却後の跡地における適切な維持管理の促進 
除却後の跡地は、雑草等が繁茂しないよう、適切な維持

管理を継続することが求められることから、所有者等へ

の継続的な啓発等により、適切な維持管理を促進します。 
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施策 （５）特措法・条例に基づく対応  
空家等の対策の実効性を確保するため、特措法や条例に基づき、所有者等の意向や空

家等の実態を把握するほか、空家等審議会の運営などを進めます。また、特定空家等に

ついては、特措法や条例に基づき適切な対応を図っていきます。  
＜基本事業＞ 

①空家等の実態把握 
空家等の対策を推進するためには、空家等の発生状況

や分布状況等を継続して把握する必要があることから、

特措法に基づいた定期的な空家等の実態調査やデータベ

ースの整備等により、継続した空家等の実態把握に努め

ます。 

 

②所有者等の意向把握 
特措法の趣旨を踏まえ、空家等の現状を把握し、対策を

検討する際の参考にするため、平成 28年度に所有者等を

対象に実施したアンケート調査等を基に、今後も定期的

に所有者等の意向の把握に努めます。 

 

③空家等審議会の運営 
市長の諮問に応じ、空家等の適正な管理に関し必要な

事項を調査審議するため、条例に基づき、法律、建築、環

境等の分野の専門家で構成する「焼津市空家等審議会」を

設置し、運営します。 

 

④所有者調査・立入調査 
適正な管理がなされていない空家等については、特措法や条例に基づき、当該空家

等の状態や所有者等について調査するとともに、必要に応じて立ち入り調査を行いま

す。  
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⑤助言、指導、勧告、命令、代執行の実施  空家等が特定空家等になることを予防する必要がある、あるいは特定空家等に該当
する場合、特措法や条例に基づき、所有者等に対し、適切な対応を助言または指導しま

す。また、必要に応じて、勧告や命令、行政代執行を行います。 

 

⑥緊急安全措置の実施 
空家等が老朽化等により、人の生命、身体又は財産に害

を及ぼすおそれがあり、緊急の必要がある場合は、これを

避けるため必要最低限の措置を条例に基づき実施します。 

 

 

⑦不在者、相続財産管理人選任の申立 
適正な管理がなされていない空家等の所有者等が把握できない場合に、不在者財産

管理人制度や相続財産管理人制度を活用し、管理人選定の申し立てについて検討しま

す。 
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市町村長が特定空家等の所有者等 に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をと
ることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について 固定資産税等の住宅用地特例の
対象から除外します。 
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３．実施体制 
（１）実施体制のイメージ 
空家等の対策に関連する分野は多岐にわたることから、庁内の関連する部局をはじ

め、各分野の関連事業者等が連携していくことが必要です。 
そこで本市では、空家等の対策を総合的に推進するため、不動産や建築、法律等の関

係団体や地域・市民、焼津市等が情報提供や相談対応、支援等に連携して取り組み、所

有者等をサポートしていきます。       市

地域・市民
関係団体等

（不動産、建築、法律等の

団体）

 相談 支援 
情報提供 

情報提供 
連携 情報提供 

連携 
情報提供 
連 携 情報提供 相談 見守り 支援 

情報提供 
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（２）各主体の役割 
①所有者等の役割 
・周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理・活用に努めます。  
②市の役割 
・空家等の発生抑制、あるいは所有者等による空家等の適切な管理・活用に関する啓

発活動や情報提供をはじめ、相談対応や必要な支援を行います。 
・空家等の実態のほか所有者等の意向の把握に努めます。 
・空家等対策計画を策定し、空家等に関する対策を実施するとともに、必要な措置を

適切に講じます。  
③地域・市民の役割 
・良好な住環境の維持に向けて、管理不全な空家等の発生等を防ぐため、地域コミュ

ニティの連携を強化し、地域の空家等の状況について市などに対して情報提供す

ることが求められます。 
・市や所有者等と連携し、地域で行うことのできる空家等の管理・活用に関する方策

等を検討することが期待されます。  
④関係団体等の役割 
・専門的な知識等を活かし、所有者等や市に対して情報提供や技術的な支援等を実

施することが期待されます。  
⑤相互の協力・連携 
・空家等の対策は、所有者等だけでなく、事業者や地域・市民の協力が不可欠です。

各主体が、それぞれの役割を理解した上で、相互に連携、協力し、取り組むことが

必要です。   


