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【参考資料】 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

    その他の関係法令 

※「空家等」「空き家」「空家」の表記については次のとおりとします。 

空家等対策の推進に関する特別措置法に関する内容は、「空家等」と表記。 

空き家バンク、危険空き家除却促進事業、実態調査において「空き家」を使用され

ているものは「空き家」と表記。 

住宅・土地統計調査やその他においては「空家」と表記。 
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１ 背景と目的  

（１）背景  

近年、適切に管理されていない空家が増加し、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ます。  

これらの状況に鑑み、国においては、「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「法」と

いう。）」が、平成２７年 5 月から施行されました。  

本市においても空家等に関する対策を推進する必要があるため、平成２４年度より「八代市老

朽危険空き家等除却促進事業」、さらに平成２８年度に「八代市空き家バンク制度」を実施し、空

き家対策のための補助や支援に取り組んでいます。  

（２）目的  

適切に管理されていない空家等が周辺の生活環境にもたらす深刻な影響を及ぼしていること

から、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、

空き家等の移住・定住の促進による地域の活性化を図ること目的とし、八代市空家等対策計画（以

下、「計画」という。）を定めます。  

（３）計画の位置付け 

本計画は、法第 6 条の規定に基づく計画であり、「第２次 八代市総合計画」（2018－2025）

の下に位置づける個別計画であるとともに、他の関連する計画と連携を図りながら空き家等対策

を進める基礎となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本市の人口と空家等の現状 

（１）人口と世帯数 

本市の平成３０年の住民基本台帳によると人口は１２８,２５０人であり、平成２５年と比較し

て△４,４８５人で減少、平成２０年と比較しても△７,９８４人と減少傾向が続いています。 

一方、世帯数は、平成３０年の台帳によると５５,７９８世帯であり、平成２５年と比較して２,

１６５世帯の増加、平成２０年と比較して４,６４９世帯の増加傾向が続いています。 

1 世帯あたりの人口の割合は、平成２０年で２.７人であったものが、平成３０年では２.３人と

減少化が見られます。 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

（基本指針・ガイドライン） 
国 

 

八 

代 

市 
八代市空家等対策計画 

（令和２年度～令和６年度） 

第２次八代市総合計画（2018-2025） 

・八代市住生活基本計画 

・第２次八代市環境基本計画 

・八代市景観計画 など 

基く 

連携 
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※各年とも 4 月末時点の人口と世帯数 出典：住民基本台帳による 文書統計課 

 

（２）住宅・土地統計調査の空家戸数 

「住宅・土地統計調査」は、国が５年ごとに住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保

有する土地等の実態を把握し、その現状と推移を明らかにする調査です。 

平成３０年調査の推計値によると、本市の総住宅数は ５５,８３０戸、空家は ８,６９０戸とな

っています。 

県内他市との比較では、平成３０年の空家率は１４市の中で、低い順に１位の合志市から数え

て７位の位置にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住宅・土地統計調査（総務省）による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅・土地統計調査による「空家」の種類 

・別荘や ふだんは人が住んでいない住宅で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、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、建替えなどのために取り壊すことになって 

いる住宅など  

（注 空家の区分の判断が困難な住宅を含む。） 

項目 平成２０年 平成２５年 平成３０年

人口（人） 136,234 132,735 128,250

世帯数 51,149 53,633 55,798

人口（人）／世帯数 2.7 2.5 2.3

住宅総数 空家総数 空家率 住宅総数 空家総数 空家率

（戸） （戸） ％ （戸） （戸） ％

1 合志市 20,730 1,420 6.85 23,320 1,810 7.76

2 熊本市 357,520 50,290 14.07 362,100 43,500 12.01

3 宇城市 23,950 3,420 14.28 24,570 3,190 12.98

4 菊池市 19,540 3,100 15.86 20,070 2,610 13.00

5 宇土市 14,810 1,760 11.88 15,830 2,060 13.01

6 荒尾市 24,870 3,710 14.92 24,720 3,840 15.53

7 八代市 56,240 8,170 14.53 55,830 8,690 15.57

8 玉名市 27,910 3,830 13.72 28,230 4,480 15.87

9 阿蘇市 11,740 1,740 14.82 11,810 1,980 16.77

10 山鹿市 23,080 3,770 16.33 23,330 4,010 17.19

11 人吉市 16,170 2,850 17.63 17,000 3,280 19.29

12 水俣市 13,120 2,240 17.07 12,750 2,580 20.20

13 天草市 41,010 7,960 19.41 40,620 9,000 22.16

14 上天草市 12,970 2,390 18.43 12,510 2,920 23.34

県内
１４市

平成２５年 平成３０年
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（３）空き家実態調査 

本市では、空き家の有効活用の基礎資料とするため、平成２６年度から平成２７年度にかけて

計２，８１２箇所の現地調査を行い、一戸建住宅の空き家を２,２２２件確認しました。 

なお、実態調査については以下の調査対象に限り調査を行っていることから、住宅・土地統計

調査による空家数とは開きがあります。 

【調査概要】 

・調査対象地域：八代市内全域 

・調査年度：平成２６年度 二見・坂本・千丁・鏡・東陽・泉 

     ：平成２７年度  旧八代市内（二見地区除く） 

・調査対象：一戸建て住宅（併用住宅含む、賃貸・分譲用住宅・業者媒介済物件除く） 

・調査事項：空き家の所在地、老朽度、用途 

・調査方法：外観目視調査 

１．空き家情報抽出 

（机上） 

委託業者が把握している空き

家の位置情報の抽出 

住宅地図上に調査対象の空

き家の位置情報を出力 

２．空き家情報確認 

（机上） 

市政協力員へ依頼し、地域住民

等による空き家の位置情報確

認 

上記１の住宅地図に調査対

象の空き家の位置情報を加

筆・修正。 

３．現地調査 

委託業者の調査員が現地で空

き家の所在地、老朽度、用途を

調査。 

外観目視確認調査 

（調査者主観） 

 

【調査の結果】 

一戸建住宅の空き家として認めた ２,２２２件を、老朽度に応じて６段階の評価を行いまし

た。このうち補修の必要が無いもの及び小規模な改修を要する空き家の合計件数は ９３３件

で、確認した空き家件数のうち約４２％が有効に活用可能と思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●老朽度レベル

窓、ドアの施錠不備、破損

ほぼ倒壊の状態 （建築物ではない）

倒壊の恐れ、屋根材の落下・外壁のはずれ

強風時等に、屋根材の落下・外壁のはずれの恐れ

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

レベル５

屋根、外壁の一部剥離、塗装落ち
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３ 空家等に関する対策の対象地区及び対象とする空家等の種類、計画期間 

（１）計画の対象地区 

空家等の対策については、全市的な課題であるため、対象とする地区は市内全域を対象地区と

します。  

（２）空家等の種類 

対象とする「空家等」の種類については、法第２条第１項に定める空家等とします。 

なお、「空家等」の定義では、全ての建築物を対象としていますが、本計画では一戸建て住宅

（店舗併用住宅を含む。）を優先的に取りくむものとします。 

（３）計画期間  

本計画の計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とし、社会情勢等の変化に応じ

て見直していくこととします。 

 

レベル 状 態 像 備　考 　％

0 なし 補修の必要なし 改修不要 169 件 7.6%

1 小 屋根・外壁の一部剥離、塗装落ち 小規模改修 764 件 34.4%

2 中 窓・ドアの施錠不備、破損 中～大規模改修 858 件 38.6%

3 中＋
強風時屋根材落下、外壁剥離の
恐れ、草木繁茂

落下、剥離の恐れ 277 件 12.5%

4 大 倒壊の恐れ、屋根、外壁の剥離 倒壊の恐れ 138 件 6.2%

5 大＋ ほぼ倒壊状態 ほぼ倒壊状態 16 件 0.7%

2,222 件 100.0%

件数老朽度

修繕不要

（活用可）

169件 7.6%

簡易修繕

（活用可）

764件 34.4%
要修繕

（活用困難）

858件 38.6%

落下 剥離の恐れ

（活用困難）

277件 12.5％

倒壊の恐れ

（活用不可）

138件 6.2%

ほぼ倒壊状態

（活用不可）

16件 0.7%

空き家の老朽度状況（全体）
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４ 空家等に関する対策の基本的な方針  

まず、建物が使用されず空家の状態が継続し、適正な管理が出来ない場合には資産的な価値の低

下や防災、衛生、景観など地域の様々な問題につながります。 

建物の所有者は権利関係の確認や相続など、誰にどの様に引き継ぐかを検討し関係者に伝えるこ

とで、後継者等が建物を支障なく使えるように準備する必要があります。 

次に、空家となった場合の方針を以下にまとめています。 

 

➀ 空家等の所有者等の管理の原則 ≪適正管理≫  

空家等は、管理責任が第一義的には所有者にあるとの前提に基づき、法第３条にも「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務めるものとす

る」 と規定されています。  

また、 空家等を原因とする損害等に関する民事上の事件についても、財産権、所有権に基づき

当事者同士で解決を図ることが原則となります。  

② 地域及び関係団体との連携 ≪利活用≫ 

空家等の問題は相隣間の問題だけでなく、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、まちな

みやコミュニティの維持にも悪影響を与えており、大きな課題となっています。  

このため、本市は、地域及び関係団体等と連携協力しながら、適切に管理されていない空家等

について、 法に基づき所有者等に適切な管理を促すとともに、空家等の活用・流通の促進を図る

ため「空き家バンク等」で支援を行います。  

③ 危険空き家等への対応 ≪予防≫  

本市は、市民の生命、身体又は財産に危険が及ぶことを防止するため、老朽化し、危険な状態

にある空き家の所有者等に除却等を促し、要件を満たす老朽危険空き家を所有者等が除却する際

には助成を行うなど支援をします。 

また、本市による緊急安全措置等の実施が必要と判断した場合、法に基づき原因となっている

空家等に必要な措置を講じます。  

なお、本市が行う措置は、空家の解体を前提としたものでなく、公益性に基づく危険回避のた

め最小限の範囲で措置を行うものとします。  

以上の基本方針を基に、関係団体等と連携による対策の実施体制を構築することなど、対策の

検討を進めます。 

 

５ 空家等の調査に関する事項  

（１）調査の目的  

空家等の状況は刻々と変化していくため、平成２６年度から平成２７年度にかけて実施した空

き家の実態調査をもとに、本市の区域内に存在する空家等及び特定空家等の所在等を把握するこ

とを目的とします。  

（２）調査の種類及び概要等  

空家等対策を効果的かつ効率的に実施するため、本市では、法第９条第１項に基づき、計画に

おける空家等の調査として、次の調査を行う予定です。  
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① 所在調査  

市内全域の空家等を対象とし、その所在地を調査、空家等対策の基礎資料とするもの 

② 個別調査  

情報提供、苦情等のあった空家等を対象に、その所在地、外観、所有者等を調査し、所有 

者等への情報提供、助言等の資料とするもの  

③ 特定空家等調査  

特定空家等と疑われる空家等を対象とし、特定空家等であるか否かの判断をするため及び特

定空家等に対する措置の内容を検討するための資料とするもの 

①所在調査 ②個別調査 ③特定空家等調査 

調査目的 空家等対策計画の基礎資料  
空家等対策計画の基礎資料  

管理不全な空家等への助言等  
特定空家等の判断  

調査対象 市内全域の空家等  

市内全域の空家等  

条例第６条第２項に基づく情

報提供、苦情等のあった空家等  

特定空家等  

（疑われるもの）  

調査内容 空家等の所在、所有者等  空家等の所在、所有者、外観等  空家等の所在、所有者、状態等  

調査方法 敷地外からの外観調査  法第９条第１項に基づく調査 

法第９条第１項に基づく調査、

同条第２項に基づく立入調査   

（必要に応じ行う） 

 

（３）空家等に関するデータベースの整備等  

法には、空家等に関するデータベースの整備について規定されており、 空家等対策に関する

各課における情報共有を円滑にするため、空家等台帳を整備し、ＧＩＳクラウド上に構築する方

針です。 

（４）所有者等が特定できない場合  

① 所有者不明（相続放棄を含む）の確認  

法定相続人各人に対し相続放棄の事実について調査します。  

法定相続人全員の相続放棄が確認された場合は、所有者不明の空家等とします。  

② 所有者等所在不明の確認  

所有者等確認のため送付した郵便等が返送された場合は、送付先の市町村に住民票の閲覧請

求を行う等調査を行った後、なおも所在が不明な場合には、「過失なく所有者等を確知できな

い」所有者不明の空家等とします。  

 

６ 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  

（１）所有者等による空家等の適切な管理の促進（法第６条第２項第４号）  

管理不全な空家等がもたらす様々な問題の解消には、第一義的には空家等の所有者が自らの責

任により適切に管理することが原則となります。  

ただし、所有者等が死亡又は不明な場合には、法に基づき、市において調査を行い、相続人な

どの空家等の適切な管理を行う義務者を特定し、的確な助言・指導を行うなど、空家等の適切な

管理を促すこととします。  
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（２）相談体制の整備  

新たな空家の発生を未然に防ぐ対策として、空き家バンク制度の周知、専門家団体窓口等の案

内を行うなど、その他関係機関と連携し対応していきます。  

（３）市民への情報発信  

法の概要、建築物の所有者又は管理者の責務、専門家団体の案内について、パンフレットの作

成やホームページの掲載を行い、適正管理に向けた情報発信、意識啓発を行います。  

 

７ 空家等及び空家等の跡地の活用の促進に関する事項  

（１）地域資源としての有効活用の促進  

市内の特定空家等の除却などにより空家等の解消に努めるとともに居住可能な空家を地域資

源と捉え、中古住宅として市場流通促進を図ります。 

また、その跡地についても有効活用に繋げる取組みを検討します。 

（２）利活用可能な空家等の情報提供(空き家バンク等)  

本市では、平成２８年度から八代市における空家の有効利用を通して、地域活性化及び定住促

進を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」を実施しています。  

この制度は、市内に点在する空家等情報を収集・提供し、市内外の方々に利用してもらうため、

空家等の所有者と空家等を利用したいと考えている人との結びつきを支援する制度となってお

り、要件に適合する利活用可能な空家等については、空き家バンクの登録を促進します。  

 

８ 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  

（１）適切な管理が行われていない空家等への市の対応（老朽危険空き家等除却促進事業等） 

適切な管理が行われていない空家等は、防災・衛生・景観等において、地域住民の生活環境に

悪影響を及ぼしているため、所有者自らの責任において問題解決を図ることを原則として、所有

者等へ管理不全な空家等の防止及び解消を促します。 

また、平成２４年度より本市では一定の要件の老朽化し危険な空き家について、除却を行う際

の助成を実施しています。 

（２）特定空家等に対する措置の内容  

法により特定空家等に対する助言又は指導、勧告、命令、代執行等が規定されており、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）

（以下、「ガイドライン」という。）を参考に措置します。  

（３）特定空家の定義  

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

れる空家等をいいます。  

（４）特定空家等の所有者等への助言・指導  

① 助言・指導  

市は、法第 14 条第１項の規定に基づき、空家等の所有者等に対して、適切な管理のための

必要な措置を講ずるよう助言・指導を行います。  
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② 指導の内容  

指導において、所有者等に告知すべき事項は、ガイドラインを参考に特定空家等や所有者の

状況に応じて行います。  

（５）特定空家等の所有者等への勧告  

① 勧告の検討  

指導書に記載の履行期限後において、現地確認の結果、特定空家等の状態が改善されていな

い場合は、ガイドラインを参考に、勧告を行うか否かの検討を行うこととします。  

② 勧告  

勧告の文書には、 勧告に係る措置の内容及びその理由、責任者、勧告に係る措置を実施した

場合の報告、勧告に係る措置を取らなかった場合は命令を行う可能性について記載するほか、

地方税法の規定に基づき固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されることを記載します。  

（６）特定空家等の所有者等への命令  

① 命令の検討  

勧告に記載の措置の履行期限後において、現地確認の結果、特定空家等の状態が改善されて

いない場合は、ガイドラインを参考に、命令を行うか否かの検討を行うこととします。  

② 命令  

命令を実施するときは、 法に基づく事前手続きを行った上で、 命令の内容を所有者等に正

確に到達させるため書面で行うものとします。 また、 その送達方法は、行政処分であるため

配達証明かつ内容証明郵便で行います。  

（７）特定空家等に係る代執行  

代執行については、法第 14 条第 9 項の規定に基づき、必要な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期限までに完了する見込みがないときに

おいてガイドラインを参考に検討し代執行を行うこととします。 

（８）特定空家等に係る略式代執行  

略式代執行については、法第 14 条第 10 項の規定により、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行うことができるとされています。  

略式代執行を行うか否かについては、所有者等の調査状況、特定空家等の状態及び周辺の生活

環境等への影響を勘案する必要があります。  

 

９ 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  

空家等に関する相談については、法令や税制度、市の補助制度、相続問題等多岐にわたるものと

なっており、相談者が相談内容に応じて担当する窓口に直接相談するのは困難な状況です。 

そのため、本市では、住宅課及び建築指導課を空家等相談についての受付窓口として、相談内容

に応じて、適切な部署に相談内容を引き継いでいきます。 

 

１０ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項  

（１）関係部局の役割分担、組織体制  

空家等対策については、空家等がもたらす問題は、分野横断的で多岐にわたり関係部局等が連

携して対処する必要がある課題であることから、庁内各課及び関係機関と連携し対応してまいり

ます。 
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また、空家等対策を実施するにあたり、意見・協議を行う協議会等の設置を検討します。  

（２）関係機関等との連携  

空家等に関する相談については、まず市で対応した上で、不動産や法律、建築など各種専門的

な知識が必要となる場合は、関係団体と連携を行い問題の解決を図ります。  

① 法務局・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士  

相続に関する相談及び調査、財産の所有権移転手続き等                     

② 不動産業者  

所有者等の空家等利活用相談、空き家バンクの充実等  

③ 建築業者  

空家等の解体や改修の相談及び対応等  

④ 警察  

危険回避のための対応等  

⑤ 消防  

災害対策及び災害時の応急措置等  

⑥ 市民  

空家情報（空家になる可能性のあるものも含む）の提供及びその跡地の利活用等  

 

１１ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項  

（１）効果の検証  

 「住宅・土地統計調査」における空家数は年々増加傾向にあり、将来推計も増加が見込まれま

す。そのため計画の目標としては、空家を生じさせない予防および利活用を推進しての空家数の

減少を目指し、これ以上悪化させないことを目標としていきます。 

（２）計画の見直し及び公表  

計画を変更したときは、市のホームページに掲載するなどにより公表します。 

  また、本計画を実施するにあたり、必要な事項は別途定めることとします。 
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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） 

第百八十七回臨時国会 

第二次安倍内閣 

空家等対策の推進に関する特別措置法をここに公布する。 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

（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。 
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（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
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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
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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。 
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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。 

（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。 

 

 

 

○空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

（平成二十七年四月二十二日） 

（／総務省／国土交通省／令第一号） 

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）第十四条第十一項の

規定に基づき、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。 

空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

空家等対策の推進に関する特別措置法第十四条第十一項の国土交通省令・総務省令で定める方

法は、市町村（特別区を含む。）の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法と

する。 

附 則 

この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法附則第一項ただし書に規定する規定の施行

の日（平成二十七年五月二十六日）から施行する。 
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○その他の関係法令 

① 建築基準法（抄） 

（維持保全） 

第８条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法

な状態に維持するように努めなければならない。 

（保安上危険な建築物等に対する措置） 

第１０条 特定行政庁は、第６条第１項第１号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、

構造又は建築設備について、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おいては、当該建築物又

はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、

移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をと

ることを勧告することができる。 

２ 特定行政庁は、前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。 

３ 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備が著しく保安

上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地

の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改

築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを

命ずることができる。 

４ 第９条第２項から第９項まで及び第 11 項から第 15 項までの規定は、前２項の場合に準用す

る。 

 

 

② 民 法（抄） 

（竹木の枝の切除及び根の切取り） 

第２３３条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させる

ことができる。 

２ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 

（不法行為による損害賠償） 

第７０９条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに

よって生じた損害を賠償する責任を負う。 

（土地の工作物等の占有者及び所有者の責任） 

第７１７条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、

その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害

の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 

３ 前２項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は

所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 

（相続の放棄をした者による管理） 
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第９４０条 相続の放棄をした者はその放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始める

ことができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなけ

ればならない。 

２ 第６４５条、第６４６条、第６５０条第１項及び第２項並びに第９１８条第２及び第３項の規

定は、前項の場合について準用する。 

 

 

③ 失火責任法 

民法第 709条の規定は失火の場合には之を適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときは

此の限に在らず。 

 

 

④ 消防法（抄） 

第二章 火災の予防 

第３条 消防長、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行

為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障に

なると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要

な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（１）火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具（物件に限る。）又はその使用に際し

火災の発生のおそれのある設備若しくは器具（物件に限る。）の使用その他これらに類する行

為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備 

（２）残火、取灰又は火粉の始末 

（３）危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の

処理 

（４）放置され、又はみだりに存置された物件（前号の物件を除く。）の整理又は除去 

２ 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の

活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知すること

ができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずること

ができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について前項第３号

又は第４号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、

消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。 

３ 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 64条第３項から第６項までの規定は、前項の規

定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これ

らの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」

と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。 

４ 消防長又は消防署長は、第一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、又はその措置の履行につ

いて期限が付されている場合にあっては履行しても当該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、当該消防職員又は第三者に

その措置をとらせることができる。 
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⑤ 道路法（抄） 

（沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務） 

第４４条 道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危

険を防止するため、道路に接続する区域を、条例で定める基準に従い、沿道区域として指定する

ことができる。但し、道路の各一側について幅 20 メートルをこえる区域を沿道区域として指定

することはできない。 

２ 前項の規定により沿道区域を指定した場合においては、道路管理者は、遅滞なくその区域を公

示しなければならない。 

３ 沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造

に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす虞があると認められる場合においては、その損害又は

危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じな

ければならない。 

４ 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合 

においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その

他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

 

 

⑥ 災害対策基本法（抄） 

（応急公用負担等） 

第６４条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、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は、政令で定めるところ

により、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木

その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。 

２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、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は、現場の災害を受けた工作物

又は物件で当該応急措置の実施の支障となるもの（以下この条において「工作物等」という。）の

除去その他必要な措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、市

町村長は、当該工作物等を保管しなければならない。 

 

 

⑦ 地方税法（抄） 

（住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例） 

第３４９条の３の２ 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋

で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの（前条（第 12項を除く。）

の規定の適用を受けるもの及び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 14条第２項の規定により所有者等（同法第３条に規定する所有者等をいう。）に対し勧告がさ

れた同法第２条第２項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、

次条第１項、第 352 条の２第１項及び第３項並びに第 384 条において「住宅用地」という。）に

対して課する固定資産税の課税標準は、第 349 条及び前条第 12 項の規定にかかわらず、当該住
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宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額とする。 

２ 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの（以

下この項において「小規模住宅用地」という。）に対して課する固定資産税の課税標準は、 

第 349 条、前条第 12 項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の

課税標準となるべき価格の６分の１の額とする。 

（１）住宅用地でその面積が 200平方メートル以下であるもの 当該住宅用地 

（２）住宅用地でその面積が 200平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地

の上に存する住居で政令で定めるものの数（以下この条及び第 384条第１項において「住居の

数」という。）で除して得た面積が 200平方メートル以下であるものにあっては当該住宅用地、

当該除して得た面積が 200平方メートルを超えるものにあっては 200平方メートルに当該住居

の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地 

３ 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定め

る。 

 

 

⑧ 行政代執行法 

第１条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定め

るところによる。 

第２条 法律（法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。）により直接に命ぜられ、

又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為（他人が代わってなすことのできる行為に限る。）

について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であ

り、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、

自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴

収することができる。 

第３条 前条の規定による処分（代執行）をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履

行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。 

２ 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁

は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及

び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。 

３ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、

前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。 

第４条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人である 

ことを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。 

第５条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義

務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。 

第６条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。 

２ 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 

３ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公

共団体の経済の収入となる。 
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