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第１章 計画の趣旨 
 

 １ 計画策定の背景 

   近年、本市においても増加傾向にある空家等（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。以下「法」という。）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、管理が行われず放

置された空家等（以下「管理不全な空家等」という。）が少なくありません。

管理不全な空家等をそのまま放置すれば、荒廃が進み倒壊等により周辺住民

の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあります。また、空家等への

不審者の侵入や放火等、犯罪を誘発するおそれもあり、これらがもたらす生

活環境への影響が懸念されます。 

   空家等の管理は、空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）

が第一義的な管理責任を有しており、近隣への影響がないよう適切な管理を

しなければなりません。しかし、所有者等としての管理意識の低下や相続が

行われていないこと等により、管理不全な空家等が増加しており、本市には

これらに対する対策を推進することが求められています。 

   このような状況を踏まえ、本市の基本的な考え方を明確にし、空家等対策

を総合的かつ計画的に推進するため、本計画を策定します。 

 

 ２ 計画の位置付け 

   本計画は、法第６条第１項及び匝瑳市空家等対策の推進に関する条例（平

成２９年匝瑳市条例第１３号。以下「条例」という。）第６条第１項に規定す

る空家等対策計画として、匝瑳市空家等対策協議会における協議を踏まえ、

策定しました。匝瑳市総合計画やその他の各種計画との整合を図りつつ、本

計画を推進していきます。 
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 ３ 計画の期間 
   本計画の計画期間は、平成３１年度から平成３５年度までの５年間としま

す。なお、社会情勢や本市における空家等の状況の変化を踏まえ、必要に応

じて見直していくものとします。 

 

 ４ 対象地区 

   本計画は、匝瑳市全域を対象とします。 

 

 ５ 計画の対象とする空家等 

   本計画は、法第２条に規定する「空家等」及び「特定空家等」を対象とし

ます。なお、空家等の活用や発生予防に関する取組では、「空家等」に該当

しないものを対象とする場合があります。 

 

■空家等（法第２条第１項） 

 「空家等」とは、建築物※１又はこれに付属する工作物※２であって居住その他の使用がな

されていないこと※３が常態である※４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。 

※１：「建築物」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１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。）、これに付属する門又は塀等をいう。 

※２：「これに付属する工作物」とは、ネオン看板など門又は塀以外の建築物に付属する

工作物をいう。 

※３：「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。 

※４：「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う。

（例えば年間を通して建築物等の使用実績がないことを１つの基準とする。） 

■特定空家等（法第２条第２項） 

 「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。  
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第２章 本市の状況 
 

 １ 人口・世帯数の推移と現状 

 （１）人口等の推移と現状 
    平成２７年国勢調査における本市の人口は３７，２６１人であり、平成

１２年以降一貫して減少し続けています。一方で、高齢化率（人口に占め

る６５歳以上の高齢者の割合）は上昇を続けており、平成２７年国勢調査

では３１．９％でした。 

    また、国立社会保障・人口問題研究所による推計によれば、今後も人口

の減少と高齢化率の上昇が予想されます。 

 

 

※出典：平成１２年から平成２７年までは国勢調査による実績値、   

平成３２年以降は国立社会保障・人口問題研究所による推計値 
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 （２）出生数・死亡数（自然増減）の推移と現状 
    本市の出生数・死亡数の推移を見ると、平成１２年以降「自然減」（死亡

数が出生数を上回る。）が一貫して続いています。 

 

 

出典：千葉県毎月常住人口調査報告書(年報) 
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 （３）転入数・転出数（社会増減）の推移と現状 
    本市の転入数・転出数の推移を見ると、平成１３年までは「社会増」（転

入数が転出数を上回る。）だったものの、以降は「社会減」（転出数が転入

数を上回る。）に転じ、その後も「社会減」が継続しています。 

 

 

出典：千葉県毎月常住人口調査報告書(年報) 
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 （４）世帯数の推移と現状 
    平成５年以降、世帯数は増加し続けており、平成５年に１２，２３２世

帯だった世帯数は、平成３０年には１４，５２６世帯となっています。人

口減少と世帯数の増加から１世帯当たり人員は減少し続けており、平成５

年に３．５５人だった１世帯当たり人員は、平成３０年には２．５５人ま

で減少しており、核家族化や単身世帯の増加が進んでいることが分かりま

す。 

 

 

出典：匝瑳市住民基本台帳人口（各年３月３１日現在） 
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 ２ 国の統計資料から見る空家の状況 
 （１）住宅・土地統計調査 
    住宅・土地統計調査は、住宅とそこに居住する世帯の居住状況等の実態

を把握し、その現状と推移を明らかにするため、５年ごとに国が行う調査

です。 

    この調査は標本調査であり、市町村の人口規模別に抽出した全国約２１

万の調査区（約３５０万戸・世帯）を対象に、調査票等により回答を得た

数値の推計値となっています。 

 

 

・二次的住宅……①別荘 週末や休暇時に避暑・避寒・保養等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 

        ②その他 普段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊ま

りする等、たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

・賃貸用の住宅… 新築・中古を問わず、賃貸のために空家になっている住宅 

・売却用の住宅… 新築・中古を問わず、売却のために空家になっている住宅 

・その他の住宅… 上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院等のため居住世

帯が長期にわたって不在の住宅や建て替え等のために取り壊すことにな

っている住宅等 

 

  

住宅・土地統計調査による住宅の種類

住宅以外で人が居住する建物

居住世帯のある住宅
居住世帯のない住宅 一時現在者のみの住宅

建築中の住宅

会社等の寮・寄宿舎

別荘
その他
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住宅

学校等の寮・寄宿舎
旅館・宿泊所
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売却用の住宅
その他の住宅



８ 

   ① 空家戸数の推移 

     住宅・土地統計調査における本市の空家（賃貸用や売却用の空家等を

含む。）の状況については、平成２０年調査の１，７７０戸から平成２５

年調査では２，４６０戸と増加しています。 

 

出典：住宅・土地統計調査 

 

     また、空家の種類別では「その他の住宅」が平成２０年調査の１，０

５０戸から平成２５年調査では１，５００戸に増加しています。 

 

※１の位で四捨五入されているため、空家戸数と種類別内訳の合計の数は必ずし

も一致しません。              出典：住宅・土地統計調査 
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 （２）空家実態調査（国土交通省） 
    国土交通省では、全国の一戸建住宅の空家について利用状況、管理実態

等を把握し、空家に関する基礎資料を得ることを目的に、平成２６年に空

家実態調査を行いました。 

    この調査は、平成２５年住宅・土地統計調査の調査対象住宅の中から無

作為に抽出した空家の所有者を対象に行われました。本市に限定した調査

結果は公表されていませんが、全国的な空家の実態や所有者の意向等の傾

向が示されています。 

   ① 空家の利用状況（建築時期別） 

     空家の利用状況について建築時期別にみると、建築時期が古いものほ

ど、その他の住宅の割合が総じて大きくなっています。 

 

出典：平成２６年空家実態調査（国土交通省） 

 

  



１０ 

   ② 空き家の腐朽・破損の状態 

     空家の４６．７％が腐朽・破損の状態にあります。利用状況別にみる

と、その他の住宅は、空家の中でも腐朽・破損があるものの割合が大き

く、５８．９％となっています。 

 

出典：平成２６年空家実態調査（国土交通省） 

 

   ③ 空家所有者の年齢 

     所有者の年齢については、「６５歳～７４歳」が２９．７％となってお

り、「７５歳以上」の２５．９％と合わせて、高齢者（６５歳以上）が５

５．６％を占めています。 

 

出典：平成２６年空家実態調査（国土交通省） 
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   ④ 空家を取得した経緯 

     空家を取得した経緯については、「相続した」が５２．３％と最も多く、

次いで「新築した・新築を購入した」が２３．４％、「中古住宅を購入

した」が１６．８％の順になっています。 

 
出典：平成２６年空家実態調査（国土交通省） 

 

   ⑤ 管理する上での障害・課題 

     管理をする上での障害・課題については、「管理の作業が大変」が２６．

４％、「住宅を利用する予定がないので管理が無駄になる」が２３．６％、

「遠方に住んでいるので管理が困難」が２１．４％となっています。 

 

 

出典：平成２６年空家実態調査（国土交通省） 

 

 



１２ 

   ⑥ 今後５年程度のうちの利用意向 

     今後５年程度のうちの利用意向について、「所有者やその親族が利用す

る」が２２．９％、「空家にしておく」が２１．５％、「取り壊す」が１

１．２％となっています。 

 

出典：平成２６年空家実態調査（国土交通省） 

 

   ⑦ 賃貸・売却の意向がある場合の課題 

     賃貸・売却する上での課題を聞いたところ、「リフォーム費用がかかる」

が２９．１％と最も多く、次いで「設備や建具が古い」が２７．２％、

「住宅が傷んでいる」が２５．０％の順になっています。 

 

出典：平成２６年空家実態調査（国土交通省） 

  



１３ 

   ⑧ 空家にしておく理由 

     「物置として必要だから」が４４．９％と最も多く、次いで「解体費

用をかけたくないから」が３９．９％となっています。 

 

出典：平成２６年空家実態調査（国土交通省） 
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 ３ 匝瑳市空家等実態調査 
 （１）調査の概要 
    本市では、空家等対策の基礎データとなる空家等の実態を把握するため、

平成２８年度に空家等基礎情報調査を実施し、平成２９年度に現地調査（外

観調査）を実施しました。 

   ① 空家等基礎情報調査 

     市内全域の空家等に該当すると思われる建築物の分布状況や件数を把

握するため、平成２８年５月から９月まで、住宅地図作成時の最新の現

地調査情報から空家等の候補の位置情報等を抽出し整理しました。 

 

   ② 現地調査（外観調査） 

     空家等基礎情報調査から得た空家等の候補の位置情報等を基に、平成

２９年４月から９月まで、空家等の該当判断及び管理状況を把握するた

め、職員による現地調査（外観調査）を実施しました。 

また、本調査を通じてそれまで把握していなかった空家等を確認しま

した。 

 

 （２）調査の結果 
   ① 空家等の戸数 

     調査の結果、空家等の該当戸数は、５８４戸でした。このうち、適切

に管理されており周辺に悪影響を与える心配がない状態の空家等（以下

「良好な空家等」という。）は３４５戸（５９．１％）、管理不全な空家

等は２３９戸（４０．９％）でした。管理不全な空家等のうち、老朽化

等により倒壊等の危険性のある空家等（以下「特定空家等候補の空家等」

という。）は、１４８戸でした。 

 

特定空家等候補

の空家等

148戸

良好な空家等

345戸

59.1%

管理不全な

空家等

239戸

40.9%

空家等総数

584戸

良好な空家等

管理不全な空家等

特定空家等候補の空家等

平成２９年９月３０日現在 
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   ② 地域別の空家等の状況 

     空家等の戸数を地域別にみると、中心市街地である中央地区及び野

田・栄・共興地区の海岸沿いに空家等が多く存在している傾向があるこ

とが分かりました。 

 

■地域別、分類別の空家等戸数■ 

平成２９年９月３０日現在 

地区名 

① 

空家等

の総数 

②+③ 

 

⑤ 

戸 建 住

宅 の 世

帯数 

⑥ 

空 家 率

(％) 

①/(①+

⑤)*100 

② 

① の う

ち 良 好

な 空 家

等 

③ 

① の う

ち 管 理

不 全 な

空家等 

 

④ 

③のうち 

特定空家等候

補の空家等 

中央 111 83 28 18 1,874 5.59 

豊栄 24 15 9 4 1,030 2.28 

須賀 29 19 10 5 1,001 2.82 

匝瑳 20 9 11 6 439 4.36 

豊和 35 17 18 15 574 5.75 

吉田 9 4 5 3 325 2.69 

飯高 20 11 9 6 318 5.92 

共興 66 33 33 29 731 8.28 

平和 34 18 16 11 1,166 2.83 

椿海 43 28 15 12 1,180 3.52 

野田 130 77 53 24 1,525 7.85 

栄 63 31 32 15 970 6.10 

合計 584 345 239 148 11,133 4.98 

※ ⑤の「戸建住宅の世帯数」は平成２７年国勢調査から引用 

※ ⑤の世帯数は居住世帯のみであるため、⑥の分母となる戸数は、①の

空家等戸数を加えた数値としています。 
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   ③ 空家等の分布図 
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 ４ 空家等対策に関する課題 
   各種統計調査等の結果やこれまで市に寄せられた空家等に関する過去の相

談等から、空家等対策を進めていく上での課題は、以下のとおりであると考

えられます。 

 

 各種統計調査から見えた課題 

・ 人口減少や、高齢化、核家族化が進んでいることから、今後居住者の施設

入所や死亡時の相続放棄等により、所有者等が不在となる空家等が増加する

ことが予想されます。 

・ 人口が減少する一方で総住宅数は増加しており、空家は増加傾向にありま

す。なかでも、その他の住宅に区分される空家戸数が大きく増加しているこ

とから、空家が利活用されずに残されている状況にあることが分かります。 

・ 空家等の所有者等の過半数は６５歳以上の高齢者であることから、今後体

力的な問題等から管理が十分に行えなくなるケースが想定されます。 

・ 所有者等が遠隔地に居住している場合、空家等の管理が十分にできず、管

理不全な空家等が発生することが考えられます。 

・ 空家等の賃貸・売却の意向がある場合に、建物や設備のリフォーム費用の

負担が課題となる傾向があります。 

・ 今後５年程度のうちの利用意向で、空家等のままにしておくと回答する所

有者等が多いことから、所有者等の多くは空家等の処分に消極的な姿勢であ

ることが伺えます。 

 

 過去の相談等から見えた課題 

・ 親族間での空家等の管理分担の協議や相続手続等が行われず、放置される

ことにより空家等が管理不全な状態になるケースがあります。さらに、その

まま相続協議がまとまらず、管理不全な状態が継続する傾向があります。 

・ 空家等の解体の必要性を認識していても、経済的な理由により解体できな

いケースがあります。 

・ 建物の解体による住宅用地特例の解除を理由とした税負担の増加を嫌う傾

向があります。  



１８ 

第３章 空家等対策の基本施策 
 

 １ 基本的な方針 
   本市の状況を踏まえ、本計画では市民が安心・安全に暮らすことができる

生活環境を確保するとともに、地域の活性化に寄与することを目指し、以下

の３つを基本方針として定めます。 

 

 

 

   地域等と連携し空家等の実態の把握に努めるとともに、所有者等に対し、

建築物の適切な維持管理や財産の適切な承継の重要性について、周知・啓発

を行うことにより、所有者等の意識の向上を図り、空家等の発生を予防・抑

制します。 

 

 

   空家等の利活用や流通促進の支援策を実施し、空家等及び空家等の跡地の

活用を促進することで、空家等の増加抑制及び管理不全な空家等の発生の予

防に努めます。 

   また、空家等及び空家等の跡地をまちの魅力向上やコミュニティ活動を進

める上での地域の資源と捉え、地域等との連携による有効活用の仕組みを検

討します。 

 

 

   地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等に対しては、現地

調査や所有者確認を行い、その空家等の状態やその周辺の生活環境への悪影

響の程度を総合的に勘案し、所有者等に対して、関係部署等と連携の上、状

況に応じた指導、勧告、命令等の措置を講じ、管理不全な空家等の解消に努

めます。 

①発生予防・管理の促進

③管理不全の解消②有効活用の促進

○基本的な方針１「空家等の発生予防と適切な管理の促進」 

○基本的な方針２「空家等の有効活用の促進」 

○基本的な方針３「管理不全な空家等の解消」 
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 ２ 空家等対策の具体的な施策 
 （１）空家等の発生予防及び適切な管理の促進に関する事項 
    空家等の適切な管理がされず放置された場合、時間が経過するほど建物

や敷地の状態が悪化し、状況の改善には多大な労力と費用が必要となりま

す。空家等は今後も増加することが予想されることから、空家等の発生予

防対策や、所有者等による適切な管理の促進のため、本市は以下の取組を

行います。 

   ① 空家等に関する総合窓口を設置する等相談体制の整備 

   ② 市民や関係団体等と連携した空家等に係る情報収集体制の検討 

   ③ ホームページや広報紙、ダイレクトメールを通じた周知・啓発のほか、

相談会や講演会開催の検討 

   ④ 相続登記手続に関する重要性の周知や、生前対策等の情報提供の検討 

   ⑤ 空家等の除却費用に対する助成制度の検討 

 

 （２）空家等及び空家等の跡地の有効活用の促進に関する事項 
    空家等対策は空家等の適切な管理に向けた対策だけではなく、空家等の

有効活用を図る対策も必要になります。活用可能な空家等は地域資源であ

り、利活用されることにより地域の活性化にもつながることから、本市は

以下の取組を行います。 

   ① 匝瑳市空き家バンクの活用 

   ② 匝瑳市空き店舗活用支援事業補助金の活用 

   ③ フラット３５子育て支援型・地域活性化型の活用 

   ④ 不動産取引に係る事業者や地域活動に積極的な団体等との連携強化の

検討 

   ⑤ 空家等の改修費用に対する助成制度の検討 

   ⑥ 国の補助制度等を活用した新たな制度創設の検討 

   ⑦ 居住環境の整備改善や地域活性化につながる空家等及び空家等の跡地

の利活用の実施や支援の検討 

   ⑧ 資産価値の低い空家等の解消方法の検討 

 

 （３）管理不全な空家等に対する措置に関する事項 
    空家等のうち管理不全な空家等は、周辺環境への影響が大きく速やかな

改善が求められます。本市は初期の対応として、所有者等の意向を把握し

た上で、適切な管理を働きかけるとともに、解体を含めた状況の改善依頼

や助言等を行い、自主的な対応による管理不全な空家等の削減に努めます。



２０ 

これにより対応改善が行われない場合には、これまでの経緯や危険性を考

慮した上で、特定空家等に該当するかを判断し、特定空家等に認定した場

合には、法に基づく措置を講じるものとします。 

    管理不全な空家等に対する措置フローは以下のとおりです。 

 

  

⇒

市民からの情報提供等による
空家等の把握

住宅用地特例の除外
（地方税法第３４９条の３の２

ほか）

公告
≪法第１４条第１０項≫

所有者等からの費用徴収
≪行政代執行法第５条・６条≫

所有者等を確知できない 所有者等を確知している

協議・意見

協議・意見

※１　命令に係る事前の通知
※２　意見徴収の機会
※３　公開による意見徴収
≪法第１４条第４～８項≫

※１　標識の設置及び内容の公示
≪法第１４条第１１項≫
※２　所有者等への戒告（再戒告）
≪行政代執行法第３条第１項≫

命令
≪法第１４条第３項≫

行政代執行
≪法第１４条第９項≫

応
急
措
置

《
条
例
第
８
条

》

匝
瑳
市
空
家
等
対
策
協
議
会

《
法
第
７
条
第
１
項

》

匝
瑳
市
空
家
等
対
策
検
討
委
員
会
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

特定空家等候補に係る調査
（必要に応じて立入調査）≪法第９条第２項≫

特定空家等の認定【市長】

協議・意見

現地確認・所有者等調査

適切な管理や活用を促す文書
（情報提供・助言・意向調査）

情報提供・助言≪法第１２条≫

所有者等を確知している所有者等を確知できない

略式代執行
≪法第１４条第１０項≫

助言・指導
≪法第１４条第１項≫

勧告
≪法第１４条第２項≫
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   ① 特定空家等の判断基準 

     特定空家等の判断基準については、国が示した「「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）」

及び千葉県すまいづくり協議会空家等対策検討部会が策定した「千葉県

特定空家等判断のための手引き」を踏まえ、匝瑳市空家等対策協議会か

らの意見を取り入れた上で、匝瑳市の実情に合わせた「匝瑳市特定空家

等判断基準」を別途定めるものとします。 

     なお、特定空家等の判断は、同判断基準に基づき空家等の状態、危険

性の有無、周辺環境への影響の程度等を総合的に考慮した上で、匝瑳市

空家等対策協議会からの意見を踏まえて行います。 

 

   ② 法に基づく特定空家等に係る措置 

     本市は、特定空家等に認定した空家等に対し、法に基づき必要に応じ

て以下に挙げる措置を講じます。 

    ア 所有者等への情報提供・助言その他必要な援助（法第１２条） 

      所有者等が空家等の適切な管理等の対応を自ら行うよう促すため、

管理不全な空家等から生じる所有者等のリスクや周辺への影響等につ

いて説明し、適切な管理に係る意識の向上を図ります。 

 

    イ 特定空家等の所有者等への助言又は指導（法第１４条第１項） 

      所有者等自らの意思による改善を促すため、必要な措置内容及びそ

の事由等について助言又は指導を行います。 

 

    ウ 特定空家等の所有者等への勧告（法第１４条第２項） 

      法第１４条第１項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、状態が

改善されない場合は、相当の猶予期限を付して必要な措置をとること

を勧告します。この勧告により、住宅用地特例による固定資産税の減

額の対象から除外されます。 

 

    エ 特定空家等の所有者等への命令（法第１４条第３項～第８項） 

      法第１４条第２項の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で、特に必要があると認めるときは、

相当の猶予期限を付してその勧告に係る措置をとることを命令します。 
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    オ 特定空家等に係る代執行（法第１４条第９項） 

      法第１４条第３項の措置命令を命ぜられた者が、その措置を履行し

ない場合、履行しても十分でない場合、又は履行しても期限までに完

了する見込みがない場合は、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）

の規定に従い、代執行を行います。 

 

    カ 特定空家等に係る略式代執行（法第１４条第１０項） 

      法第１４条第３項の措置命令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

には、略式代執行を行います。 

 

   ③ 条例に基づく必要最低限度の応急措置（条例第８条） 

     空家等に起因して、市民の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回

避するため、速やかに措置を講じる必要があると認める場合は、当該空

家等の所有者等とその内容を協議し、同意を得た上で必要最低限度の措

置を講じます。 

 

■応急措置の類例■ 

 

    ○ 樹木の枝打ち 

    ○ 開放されている窓、門扉その他開口部の閉鎖 

    ○ 瓦、れんがその他の建築物又はこれに付属する工作物の一部で落下

等による危険が生じるおそれのある部分の養生又は取り外し（簡易な

ものに限る。） 

    ○ 空家等からの飛散を防ぐための措置 

 

    ※なお、類例以外の措置については、事例ごとに判断するものとします。 
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   ④ 関係法令による対応 

     空家等に係る対応が必要な事案の中には、法に限らず、他法令により

措置が講じられる場合があります。 

     このため、空家等の状態や周辺への影響、危険性の程度等を総合的に

判断し、どのような法令を根拠に、どのような手段で措置を講じるかを

関係課等と協議し、必要な措置を講じるものとします。 

 

■（参考）他法令に基づく措置等■ 

 

法令名等 措置等の内容 

建築基準法 

（第１０条） 

保安上危険な建築物等に対する措置 

（命令、代執行）【特定行政庁】 

消防法 

（第３条、第５条、

第９条） 

火災の予防に危険であると認める場合の措置 

（命令、代執行）【消防長】 

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律 

（第１９条） 

廃棄物の不法投棄により生活環境の保全上の支障が

ある場合の措置 

（緊急措置、命令、代執行）【都道府県知事】【市町

村長】 

道路法 

（第４３条、第７１

条） 

道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため

必要な措置 

（命令、代執行）【道路管理者】 

災害救助法 

（第４条、施行令第

２条） 

災害における障害物の除去等の措置 

（災害救助法に基づく救助として、災害によって運

ばれた日常生活に著しい支障を及ぼしているものの

除去）【都道府県知事】 

災害対策基本法 

（第６４条） 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において、応急措置を実施するため緊急の必要が

あると認めるときの措置 

（土地、建物の使用等、被害を受けた工作物の除去

等）【市長村長】 
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 ３ 空家等対策の実施体制に関する事項 
 （１）市民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 
    市民等から寄せられる空家等に関する情報及び相談内容については、空

家等がもたらす問題に関する情報提供や、所有者自らによる適切な管理方

法や利活用に関する相談等多岐にわたります。 

    都市整備課が総合的な窓口として対応し、相談内容に応じて庁内関係課

との連携や、関係団体等の紹介を行います。 
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 （２）庁内関係課との連携 
    市民等からの空家等に関する相談の際に寄せられた情報が、複数の部署

に関係する事案については、庁内関係課と連携・協力して対応します。 

担当課名 役割 

都市整備課 

（0479-73-0091） 

・空家等の相談対応に関すること。 

・空家等の調査に関すること。 

・空家等の発生予防及び適切な管理の促進に関すること。 

・空家等及び空家等の跡地の有効活用の促進に関すること。 

・空家等に対する措置の実施に関すること。 

・特定空家等の認定に関すること。 

・空家等対策計画の策定及び変更に関すること。 

・空家等情報のデータベース化、管理に関すること。 

・空家等対策協議会及び関係団体等との連携に関すること。 

企画課 

（0479-73-0081） 

・空き家バンクに関すること。 

・移住、定住の促進に関すること。 

総務課 

（0479-73-0084） 

・災害対策及び災害時の応急処置等に関すること。 

 

税務課 

（0479-73-0087） 

・固定資産税台帳に関すること。 

・固定資産税の住宅用地特例に係る対応に関すること。 

市民課 

（0479-73-0086） 

・戸籍、住民基本台帳に関すること。 

 

環境生活課 

（0479-73-0088） 

・防犯対策に関すること。 

・ごみに関すること。 

・空家等の跡地の環境美化に関すること。 

・市民協働に関すること。 

産業振興課 

（0479-73-0089） 

・空き店舗活用支援事業等に関すること。 

建設課 

（0479-73-0092） 

・道路交通安全確保等に関すること。 

※平成３１年３月現在の連携体制について記載しています。後述する空家等対策

検討委員会での今後の協議の結果によっては、連携・協力する事項の拡大や整

理をすることがあります。  
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 （３）関係団体等との連携 
    計画の推進、空家等対策の着実な実施のためには、関係団体との連携が

不可欠です。各主体がそれぞれの役割を認識し、状況に応じた対策を講じ

ることが重要となります。 

    空家等の発生予防、有効活用の促進、管理不全の解消の各段階において、

必要に応じて専門家の助言、事業者の協力を得るとともに、警察、消防そ

の他の関係機関と連携して空家等の適切な管理を促進します。 

 
 （４）匝瑳市空家等対策協議会 
    本市では、法第７条及び条例第７条の規定により、匝瑳市長のほか市内

外の専門家等で構成する「匝瑳市空家等対策協議会」を設置しています。 

    本協議会では、市の空家等対策の実施に対し客観性を持たせるため、条

例第７条第２項に規定する以下の事項に関し、各分野の専門的見地からの

意見を聞きます。 

   ① 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項 

   ② 特定空家等の認定に関する事項 

   ③ 特定空家等に対する措置に関する事項 

   ④ 上記のほか、空家等対策の推進に関する重要な事項 

•相続に関する相談及び調査、財産の所有権移転手続等

①弁護士、司法書士、行政書士

•所有者の空家等利活用相談、財産の調査・確認等

②不動産業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士

•空家等の解体、改修の相談及び対応等

③建設業者

•空家等の修繕、改善、耐震診断等の技術的な対応等

④建築士

•危険回避のための対応等

⑤警察、消防

•空家等に関する情報の提供

⑥水道、電気、ガス事業者等

•空家等情報の提供、空家等及び空家等の跡地の利活用、空家等の管理等

⑦自治会、ＮＰＯ、住民活動団体等

•解体ローン、リフォームローン等の融資制度の活用に係る相談等

⑧金融機関
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■匝瑳市空家等対策協議会 委員構成■ 

 委員 分野 

1 匝瑳市長 市長 

2 匝瑳市区長会 会長 地域住民 

3 匝瑳市議会議員 議員 

4 千葉司法書士会 会員 法務 

5 千葉県土地家屋調査士会 会員 不動産 

6 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会北総支部 会員 不動産 

7 一般社団法人 千葉県建築士会海匝支部 会員 建築 

8 匝瑳市社会福祉協議会 会長 福祉 

9 海匝土木事務所 建築宅地課長 行政 

10 匝瑳警察署 地域課長 行政 

11 匝瑳市横芝光町消防組合 予防課長 行政 

 

 （５）匝瑳市空家等対策検討委員会 
  本市では、市の内部組織として、庁内の関係各課の長で構成する「匝瑳

市空家等対策検討委員会」を設置しています。 

    本委員会では、空家等対策の検討や、庁内の関係各課の連携に必要な事

項について協議します。そのほか、法第１２条の対応で所有者等による改

善が見込めない場合、当該物件につき特定空家等の候補として匝瑳市空家

等対策協議会へ提案すべきか等を判断します。 

 

■匝瑳市空家等対策検討委員会 委員構成■ 

 委員 

1 都市整備課長 

2 企画課長 

3 総務課長 

4 税務課長 

5 市民課長 

6 環境生活課長 

7 産業振興課長 

8 建設課長 

9 福祉課長 

10 高齢者支援課長 
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 ４ 空家等の調査方法 
 （１）調査方法 
    匝瑳市空家等実態調査を平成２８年度及び平成２９年度に実施しました

が、空家等の戸数、状況は年々変化しており、継続的な調査を実施する必

要があります。このため本市では、千葉県すまいづくり協議会空家等対策

検討部会が策定した「空家等対策のための実態把握調査マニュアル」等を

参考にしながら、継続的な調査を実施します。 

    空家等の調査フローは以下のとおりです。 

 

 

 

   ① 空家等の把握 

     これまでの調査結果の更新や新たな空家等の発生等、空家等の最新情

報の把握に努めます。 

    ア 情報提供（市民、自治会、地域事業者、関係行政機関等） 

    イ 水道の閉栓情報から現地確認（外観調査）の実施 

    ウ 職員による定期調査の実施（新規・更新） 

 

   ② 現地確認 

     現地において外観調査を行い家屋及び敷地の現況を確認します。 

 

①空家等の把握

•情報提供（市民、自治会
等）

•水道の閉栓情報

•職員によるパトロール

②現地確認

•外観調査

•近隣住民への聞き取り調査

•管理状況の確認

③空家等の分類

•良好な空家等

•管理不全な空家等

•特定空家等候補の空家等

④所有者等調査

•固定資産税課税情報

•登記

•住民基本台帳

•戸籍

⑤空家等の管理等に関す
る意向調査

•所有者への情報提供

•意向調査

⑥空家等に関するデータ
ベースの整備

•外観情報

•管理状況

•所有者情報

⑦特定空家等候補に係る
調査

•外観調査

•立入調査
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    ア 空家等の判断 

外観全体（屋根・壁）、テレビアンテナ、ガス、電気、雨戸、ポスト、

募集看板の有無、表札、生活等のサイン、近隣住民情報等 

 

    イ 管理状況 

    （ア）建物の管理状況 

       戸締り、外壁の破損、屋根瓦や外壁の剥がれ、基礎の破損、窓ガ

ラスの破損状況、付属物の破損や腐食等 

 

    （イ）敷地の管理状況 

       門塀の傾きやクラック、雑草や立木の繁茂、ゴミや自動車等の放

置、動物のふん尿や排水等の流出による臭気の発生、動物等の住み

つきや害虫の発生等 

 

    ウ 建物属性 

      建て方、構造及び階数 

 

    エ 敷地の条件 

      門扉、フェンス、塀、擁壁及び駐車場 
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   ③ 空家等の分類 

     外観調査により、空家等の状態から分類を行います。 

 

   ④ 所有者等調査 

     位置情報と所有者等情報の照合、固定資産税課税情報調査、登記情報

調査、住民基本台帳情報、戸籍情報、水道閉栓情報及び近隣住民等から

の情報収集等により、所有者等の調査を行い、権利者を特定します。 

 

   ⑤ 空家等の管理等に関する意向調査 

     空家等に対する所有者等の意向や、管理状況等を調査し、活用可能な

空家等の抽出、所有者等や活用希望者のニーズに応えた施策を検討して

いくための基礎資料とします。 

なし 小 中 大

適切な管理が行わ
れている。

山間部等にあり敷
地外に及ぶ可能性
が極めて低い

敷地内にのみ及ぶ
など敷地外に及ぶ
可能性が低い

今後敷地外に及ぶ
可能性が高い又は
既に及ぼしている

良

傾斜や損傷等がな
い

軽微

一部に傾斜や損傷
等があり、簡易な修
理、養生を要する
が、当面の危険性
は低い

注意

数か所に損傷等や
傾斜が著しいなど
大規模な修理を要
し、将来的に倒壊・
崩落等の危険性が
ある

危険

変形等が著しく崩
壊等の危険性が高
い

建物の管理状況
敷地の管理状況

損傷等の程度

悪影響の範囲

良好な空家等

管理不全な空家等

特定空家等候補の空家等
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   ⑥ 空家等に関するデータベースの整備 

     空家等情報の適切な管理を継続的に行うため、空家等のデータベース

化を図ります。 

     なお、空家等の情報は匝瑳市個人情報保護条例（平成１８年匝瑳市条

例第１１号）に基づき適正に管理します。 

 

   ⑦ 特定空家等候補に係る調査 

     匝瑳市特定空家等判断基準に基づく調査を市職員が実施します。 

なお、外観目視による調査では足りず、敷地内に立ち入って状況を調

査する必要がある場合には、法第９条第２項に基づく立入調査を実施し

ます。 
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資料編 
 １ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成２６年法律第１２７号） 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等

の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生

命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて

空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針

の策定、市町村（特別区を含む。第１０条第２項を除き、以下同じ。）による

空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な

事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物で

あって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷

地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公

共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保

安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある

状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活

環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第４条 市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基

づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に

講ずるよう努めるものとする。 

（基本指針） 

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的

に実施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものと

する。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 
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（２） 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

（３） その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な

事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとす

るときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第６条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施

するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空

家等対策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その

他の空家等に関する対策に関する基本的な方針 

（２） 計画期間 

（３） 空家等の調査に関する事項 

（４） 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

（５） 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）

の活用の促進に関する事項 

（６） 特定空家等に対する措置（第１４条第１項の規定による助言若しくは指

導、同条第２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条

第９項若しくは第１０項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の

特定空家等への対処に関する事項 

（７） 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

（８） 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

（９） その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施

に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第７条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行

うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することが

できる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、
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市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定

める。 

（都道府県による援助） 

第８条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家

等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する

情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行

うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の

所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために

必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第１４条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度にお

いて、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って

調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認め

られる場所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家等の

所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通

知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その

身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけ

ればならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で

保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについて

は、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定さ

れた利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされて

いるもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされてい

るもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内に

ある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求

められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該
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情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要がある

ときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の

把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販

売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影

響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第１３

条までにおいて同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正

確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これ

らの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとす

る。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１３条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事

業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）

に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努

めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第１４条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、

除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措

置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は

著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築

物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることが

できる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該

特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた

者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の

生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧

告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、

その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命

ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、そ
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の措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並び

に意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じ

ようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会

を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市

町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求

することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、

第３項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による

意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の

規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の

３日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければ

ならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己

に有利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措

置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又

は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法

（昭和２３年法律第４３号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行

為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がな

くてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなく

て第１項の助言若しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知する

ことができないため第３項に定める手続により命令を行うことができないと

きを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、

又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合にお

いては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその

措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその

措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置

その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければ

ならない。 

１２ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置すること

ができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設
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置を拒み、又は妨げてはならない。 

１３ 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８号）

第３章（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切

な実施を図るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、

国土交通省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第１５条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関

する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要

する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を

講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策

計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な

税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第１６条 第１４条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０万

円以下の過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、２０

万円以下の過料に処する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。ただし、第９条第２項から第５項まで、第１４条及び第

１６条の規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

（平成２７年政令第５０号で、本文に係る部分は、平成２７年２月２６日から、

ただし書に係る部分は、平成２７年５月２６日から施行） 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の

状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加

え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  
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 ２ 匝瑳市空家等対策の推進に関する条例 
（平成２９年匝瑳市条例第１３号） 

（目的） 

第１条 この条例は、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。以下「法」という。）に定めるもののほか、空家等に関する対策（以

下「空家等対策」という。）に関し必要な事項を定めることにより、市民の良

好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例

による。 

（所有者等の責務） 

第３条 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。 

（市の責務） 

第４条 市は、市民、事業者及び関係行政機関等と協力し、所有者等による空家

等の適切な管理を促進するほか、空家等の有効活用その他必要な空家等対策を

講じるよう努めるものとする。 

（情報の提供） 

第５条 匝瑳市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学

する者（以下「市民等」という。）は、適切に管理されていない空家等を発見

したときは、速やかにその情報を市に提供するよう努めるものとする。 

（空家等対策計画） 

第６条 市は、法第６条第１項の規定により、空家等対策を総合的かつ計画的に

実施するため、空家等対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）

を定めるものとする。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 空家等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（法第１４条第１項の規定による助言若しくは

指導、同条第２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同

条第９項若しくは第１０項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他
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の特定空家等への対処に関する事項 

（７） 市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） 空家等対策の実施体制に関する事項 

（９） 前各号に定めるもののほか、空家等対策の実施に関し必要な事項 

（協議会） 

第７条 市は、法第７条第１項の規定により、匝瑳市空家等対策協議会（以下こ

の条において「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、次に掲げる事項に関し協議する。 

（１） 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項 

（２） 特定空家等の認定に関する事項 

（３） 特定空家等に対する措置に関する事項 

（４） 前３号に定めるもののほか、空家等対策の推進に関する重要な事項 

３ 協議会は、市長及び委員１０人以内をもって組織する。 

４ 委員は、市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充された

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前各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。 

（応急措置） 

第８条 市長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及

ぶことを回避するため、速やかに措置を講じる必要があると認めるときは、当

該危険を回避するために必要な最低限度の応急措置を講じることができる。 

２ 市長は、前項の規定による措置を講じようとするときは、当該空家等の所有

者等とその内容を協議し、同意を得るものとする。ただし、所有者等又は当該

所有者等の所在が判明しないときは、当該措置に係る空家等の所在及び当該措

置の内容の告示により、当該同意を得たものとみなす。 

３ 市長は、第１項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等か

ら徴収することができる。 

（関係行政機関との連携） 

第９条 市長は、空家等が適切に管理されていない状態を改善するために必要が

あると認めるときは、千葉県匝瑳警察署その他の関係行政機関に対して、当該

空家等に関する情報を提供し、必要な協力を求めることができる。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（匝瑳市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ 匝瑳市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成

１８年匝瑳市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１その２市営住宅入居者選考委員会委員の項の次に次のように加える。 

空家等対策協議会委員 日額 6,000 円 
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 ３ 国の補助制度（空き家対策総合支援事業、空き家再生等推進事業） 
（平成３０年５月現在） 
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 ４ フラット３５子育て支援型・地域活性化型 
（平成３０年５月現在） 
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※数字は手続きの順番を表しています。 

 ５ 匝瑳市空き家バンクについて 
   空き家バンクとは、空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申し

込みにより登録された空き家情報を、空き家の利用を希望する人に対して、

市が提供する制度です。 

  市は、空き家に関する情報提供のみを行い、空き家の売買または賃貸借の

交渉・契約等については、市と協定を締結した市内宅地建物取引業者に仲介

を依頼します。 

   また、空き家所有者が、利用登録者と登録物件の売買または賃貸借の契約

を締結した場合に、空き家所有者に対して助成金５万円を交付します（※登

録物件１件につき１回に限ります。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆空き家バンクのしくみ

※数字は手続の順番を表しています。 
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 ６ 匝瑳市空き店舗活用支援事業補助金について 
   空き店舗対策や起業支援を図るため、市内の空き店舗を活用して事業を行

う人を対象に、店舗の改装費や賃借料の一部を補助します。 

 

 



 

 


