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第１章 計画の概要 

１－１ 計画策定の背景・目的 

近年、地域における人口減少や高齢化、核家族化、既存の住宅・建築物の

老朽化などを背景に、空家等が増加傾向にあり、全国的に空家等の問題が顕

在化しています。扶桑町（以下「本町」という。）においてもこれは同様の傾

向にあり、空家等に関する問合せや苦情が多くなってきている状況です。問

合せや苦情の内容としては、雑草の繁茂や害虫の発生、防火・防犯上心配で

ある等の相談が多く、適切に管理が行われていない空家等の増加は、町民の

安全で安心な生活環境を保全する上で重要な課題となっています。 

このような背景のなか、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」（平成 26 年法律第 127 号。以下「空家特措法」という。）

が公布され、平成 27 年 5 月 26 日に完全施行されました。 

空家特措法においては、空家等の管理について、第一義的には空家等の所

有者又は管理者が自らの責任により的確な対応をすることを前提としつつ、

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とともに、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求

められています。 

 

 

 

そのため、本町では、行政として空家等の適正な管理を促進するとともに、

空家等を地域資源と捉え、地域住民と連携・協力を図りながら有効な利活用

を推進するなど、空家等について総合的に対応していくことが必要でありま

す。 

以上の経緯を踏まえ、本町における総合的な空家等対策を推進することを

目的として、「扶桑町空家等対策計画」を策定します。 
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１－２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、空家特措法第 6条の規定に基づき、本町における空家等に関す

る基本的な対策を総合的かつ計画的に推進するため策定するものであり、空

家特措法第 4条に定められている、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

るよう努めるという市町村の責務を果たすものです。 

また、本計画は、第 5次扶桑町総合計画を上位計画とし、他の関連する計

画との整合のもと、空家等対策の推進に向けた具体的な取組みを明らかにす

るものです。 

 

１－３ 計画期間 

計画の期間は、平成 31（2019）年度から平成 35（2023）年度までの 5年間

とします。 

ただし、国の空家等政策の動向や社会・経済情勢の変化などを踏まえ、内

容については、必要に応じて適宜見直しを行うこととします。 

 

１－４ 計画の対象とする地域 

 

（１）対象とする地域 

空家等は町内全域に点在していることから、「町内全域」を本計画の対象地

域とします。 

 

（２）対象とする空家等 

対象とする空家等は、空家特措法第2条に規定する空家等とし、空家特措法

では次のように定義されています。 

① 空家等  

「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。  

※ 「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」とは、建築

物など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

通して建築物などの使用実績がないことをいう。  



3 

 

※ 共同住宅の一室に居住者がいるなど、建築物などの一部でも使用されてい

る場合は、「空家等」に該当せず、空家特措法の適用の対象外となる。  

 

② 特定空家等  

「特定空家等」とは、次のいずれかの状態にあると認められる空家等をいう。  

ア．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  

イ．そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態  

ウ．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  

エ．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  

※ 特定空家等に該当するか否かについては、国が示す「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）に基づ

き、判断し決定します。 
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第２章 空家等の現状と課題 

 

２－１空家等を取り巻く本町の現状 

（１）扶桑町の概要 

本町は、愛知県北西部に位置し、東は犬山市、西は江南市、南は大口町、そ

して北は木曽川をへだてて岐阜県各務原市に接する総面積 11.19km2 のコンパ

クトなまちです。 

濃尾平野の一角にあって、ほぼ全域が平坦地であり、北に高く、南にやや低

く、地質はほとんどが木曽川沖積層で、肥沃な土地となっています。町内及び

周辺市町に大規模な工場を抱え、名古屋市内からは鉄道で 30 分圏と交通の便

も良く、就業･居住環境に恵まれています。さらに、近年は大型ショッピング

センターが立地し、まちの活力が高まっています。 

 

図－扶桑町の位置 

 
出典：第 5次扶桑町総合計画 
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（２） 土地利用・都市基盤等の構想 

今後、第 5次総合計画期間において、人口が減少に転ずると見込まれる本町

において、社会増を見込んだ定住政策は必須であります。 

物流の大動脈となる国道 41 号が町の東部を走り、6 車線化及び橋上化部分

の平面化により、高雄東部地区一帯は新たな土地利用の可能性が生まれ、町外

からひとの流れをつくり出す「まちの玄関口」として、また、新たな「まちの

拠点」として、大いに期待できます。半径 2㎞の円に収まる小規模なまちにお

いて、より有効なまちづくりを行うための土地利用の方向としては、従来の鉄

道基軸に沿ったまちの中心部を起点とした市街地形成だけではなく、町の中心

部では実現が不可能である「基幹道路を基軸とする総合的なまちづくりの拠点」

を新たに形成することにより、2 つの基軸によるまちづくりが相乗効果を生み

だすものと考えます。 

 

○ ⼟地利⽤構想図 

 

 

出典：第 5次扶桑町総合計画 
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（３）人口・世帯等の動向 

平成 30年 4月 1日現在の人口は 3万 4,647人、世帯数は 1万 3,818世帯と

なっており、いずれも増加傾向を示しています。 

今後の扶桑町の人口は、平成 33（2021）年頃までは増加を続けますが、そ 

の後は停滞・減少傾向に転じ、平成 39（2027） 年にはおおむね 3万 4,500 人

になると見込みます。 

世帯数は、増加率は緩やかになるものの今後も増加を続け、平成 39（2027） 

年には 1万 5,200世帯になると見込みます。また、平均世帯人員は、平成 28

（2016）年の 2.55 人／世帯から、平成 39（2027） 年には 2.27 人／世帯に減

少すると見込みます。 

 

＊1 コーホート要因法を用いて推計を実施。実績値は扶桑町住民基本台帳。 

出典：第 5次扶桑町総合計画 

 

（４） 統計データから見た扶桑町の空家の動向  

 

空き家※2戸数 

住宅・土地統計調査※1 によると、全国的に住宅総数、空き家戸数は増加し

ています。その中で扶桑町の空き家戸数は平成 10年 750 戸から平成 25年 1,080 

戸に増加しています。 

空き家の 45％を占める「賃貸用の住宅」は入居者募集中で貸主による管理が

されていると考えられますが、55％を占める「その他の住宅」については適正

な管理がされていないものが多く、全国的にはこの「その他の住宅」の空き家

が急増しており問題となっています。 
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① 住宅総数                       （単位：戸） 

 平成 10年 平成 15年 平成 20年 平成 25年 

全国 50,246,000 53,890,900 57,586,000 60,628,600 

愛知県 2,681,000 2,898,800 3,132,900 3,439,000 

扶桑町 10,610 11,600 12,240 13,500 

 

 

② 空き家戸数                      （単位：戸） 

 平成 10年 平成 15年 平成 20年 平成 25年 

全国 5,764,100  

（11.47％） 

6,593,300 

（12.23％） 

7,567,900 

（13.14％） 

8,195,600 

（13.52％） 

愛知県 298,900  

（11.15％） 

333,400  

（11.50％） 

343,600 

（10.97％） 

422,000  

（12.27％） 

扶桑町 750  

（7％） 

1,090  

（9.3％） 

920  

（7.5％） 

1,080  

（8％） 

 

 

 

 

※1 住宅・土地統計調査とは 

全国の住宅に関する状況を把握するため、統計法に基づく基幹統計調査(抽出調査)で、昭

和 23年から 5 年ごとに実施。最新は平成 25 年。結果は、災害対策やエネルギー政策な

ど各種行政施策の資料となります。 
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※2 空き家とは 

普段人が居住していない住宅のうち、「一時現在者のみの住宅」と「建築中の住宅」を除

いたもので、「二次的住宅（別荘等）」、「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」、「その他の住

宅」の 4 つに分類される。「その他の住宅」とは、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。 
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（５） 空家等の調査 

 

 空家等現地調査の概要  

扶桑町全域を対象に上水道の使用情報や町民からの情報提供をもとに机上調

査を行い、464戸の空家等候補を抽出しました。この 464戸に対し、平成 28年

10月から順次敷地外において外観の状況等を確認する現地調査を実施しました。 

 

 

現地調査の結果 

464戸 ⇒ 299戸（空家等と思われる家屋） 

 

 

空家等でない理由（事例） 

理由（事例） 

・住民確認 ・畑 

・空地及び更地 ・建築中 

・工事中 ・酒屋の倉庫で使用中 

・駐車場 ・布団や洗濯物が干してある 

・売り家 ・納屋 
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空家位置図 
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○建物区分 

現地調査で空家の可能性が高いと判断した建物について分析を行った結果、

住宅が 94.7％と多く、店舗併用住宅や事務所・倉庫等については、ごくわずか

な値でした。構造別では、木造が 95.1％、非木造が 4.2％となっており 9割以

上が木造でした。階数別では 1階が 40.4％、2階が 59.2％で 3階建てはわずか

0.4％でした。 

 

 

○建物が倒壊する恐れについて 

「建物、柱の傾斜又は基礎の不動沈下」の状況は、「無」：99.7％、「有」：0.3％、

「基礎が破損又は変形している」については、「無」：99.7％、「有」：0.3％であ

り、ほとんどが健全な建物でした。 

なお、本調査は道路上からの目視確認であるため、正確な傾斜・沈下状況に

ついては専門の業者により算出することが望ましいと思われます。 

 

 

○屋根、外壁等が脱落・飛散する恐れについて 

「屋根瓦、ひさし等が脱落している」の状況は、「無」：89.0％、「有」：10.0％、

「その他」：1.0％でした。「その他」の内容としては、瓦の割れ、軒の破損に

よるものです。 

「外壁を貫通する穴が生じている」の状況は、「無」：98.0％、「有」：1.7％、

「その他」：0.3％でした。「その他」の内容としては、外壁の剥がれによるも

のです。 

「屋根階段やバルコニーが破損又は脱落している」の状況は、「無」：99.3％、

「有」：0.7％でした。 
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上記の調査同様にほとんどが健全な建物でした。 

 

 

○著しく景観を損なっている状態（空家等の状態が周囲の景観と著しく不調

和） 

「屋根、外壁等が汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり放置されている」

の状況は、「無」：99.7％、「有」：0.3％でした。 

「多数の窓ガラスが割れたまま放置されている」の状況は、「無」：98.3％、

「有」：1.3％、「その他」：0.3％でした。 

「立木等が建物の全面を覆う程度まで繁茂している」の状況は、「無」：96.7％、

「有」：1.7％、「その他」：1.7％でした。 

「敷地内にゴミ等が散乱、山積みしたまま放置されている」の状況は、「無」：

94.6％、「少量」：3.7％、「大量」：1.7％でした。 

いずれも空家等の状態が周囲の景観と著しく不調和と思われる家屋は見受け

られませんでした。 
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○放置することが不適切である状態（立木が原因） 

「立木が道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている」の状況は、「無」：

99.0％、「有」：1.0％でした。 

 

 
 

○放置することが不適切である状態（建物等の不適切な管理が原因） 

「不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている」の状況は、「有」：

66.2％、「無」：33.8％でした。 

「有」：66.2％の原因については、ほとんどの家屋に塀・柵等がなく、どこ

からでも第三者が侵入できる状況でした。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 空家等所有者アンケート調査結果 

現地調査において空家等の可能性が高い建物の 299戸のうち、課税情報等（扶

桑町）から所有者等（所有者又は管理者）が判明した 265戸についてアンケート

調査を実施しました。 

 

空家所有者アンケート調査 

丹羽広域事務組合水道部より借用した水道使用量資料（閉栓情報及び H28.2

～H28.6の使用量が「0」）、平成 28年 10月に実施した現地調査で空家と判断

した住宅の所有者を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

アンケート調査の概要 

1.設問設定 監督員と協議を実施し、設問を設定 

2.実施期間 平成 28年 12月 27日～平成 29年 1月 20日 

3.対象者 現地調査結果から空家と判断した 265戸の所有者等 

4.実施方法 郵送配布・郵送回収方式 

5.回収率 発送 265件、回収 150件、回収率 56.6％ 

 

集計表   （単位：戸） 

分類／区分 

空家 住宅 251 

長屋 0 

店舗併用住宅 6 

店舗 3 

事務所 1 

工場 0 

倉庫 3 

その他 1 

計 265 
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○対象家屋の確認 

回答があった 150 戸のうち、「自分または関係者のもの」が 65.6％と 6 割以

上を占めた結果でした。それ以外の回答については、「無回答」：28.0％、「売

却、譲渡済」：3.3％、「既に解体済」：2.0％、「こころあたりがない」：1.3％

でした。 

この内、約 5.0％の家屋については売却、譲渡及び既に解体が行われていた

家屋でした。 

 

 

○所有者の確認 

所有者については、「所有者である」：64.0％、「無回答」：32.7％、「所

有者でない」：3.3％であり、大半が自己の建物であることが判りました。 

 

 

○解体した理由 

「対象家屋の確認」で「既に解体済」と回答のあった 3戸（2.0％）について

解体した理由を伺ったところ、「誰も利用しなくなった」：66.7％（2戸）、建

物が一部崩壊、傾いて危険」：33.3％（1戸）でした。 

 
 

○空家の状態 

空家の利用状態については、「利用していない（空家）」：33.3％と最も多

い回答でした。次に多い回答は、「物置・倉庫として利用」：27.8％、それ以

外の回答について図の通りです。 
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○空家で過ごす頻度 ※複数回答有り 

「空家の状態」で「時々過ごすための家」と回答のあった 15戸（13.9％）

について空家で過ごす時期について伺ったところ、「半年に 1～2日程度」：

33.3％（6戸）と最も多い回答でした。それ以外の回答については図の通りで

す。 

 

 

○住まなくなった時期 

「空家の状態」で「日頃から住んでいる」・「その他」以外と回答のあった

138戸について住まなくなった時期について伺ったところ、「無回答」以外で

最も多い回答が「H22～H26」：18.1％、次に多い回答は「H27～」：12.3％で

あり、ここ数年で住まなくなったことが伺えます。 

一方、昭和時代（S30年以前～H1）に住まなくなったという回答については

6.4％でした。 

 

 

○住まなくなった理由 

「空家の状態」で「日頃から住んでいる」・「その他」以外と回答のあった 138

戸について住まなくなった理由について伺ったところ、「無回答」以外で最も多

い回答が「死亡」：20.3％、次に多い回答は「施設入所・入院」：15.9％でした。

それ以外の回答については図の通りです。 



17 

 

 
 

○住まなくなった時の家族構成 

「空家の状態」で「日頃から住んでいる」・「その他」以外と回答のあった 138

戸について住まなくなった時の家族構成について伺ったところ、「無回答」以外

で最も多い回答が「世帯の変化なし」：22.5％でした。それ以外の回答について

は図の通りです。 

 
 

○維持管理の割合 

維持管理の割合については、「無回答」以外で最も多い回答は「週 1回以上」：

13.3％、何かしら 1 年に 1 回以上行っている回答を含めると 57.4％であり、約

6割については、管理が行われていることがわかりました。 

 
 

○維持管理で行う事 ※複数回答可 

維持管理で行う事について最も多い回答は「庭の手入れ」：54.7％、次に多

い回答は「家屋内の清掃」：30.7％、「空気の入れ替え」：29.3％でした。 
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○ライフラインの状況 

対象空家のライフラインの開栓・閉栓の状況についての回答は、ガス、電話

線、CATVについては「止めていない」が 30％を超えていました。 

 

 

○維持管理で困っていること ※複数回答可 

維持管理で困っていることについて最も多かった回答は、「手間が大変」：

18.7％でした。 

また、「身体的・年齢的な問題」で困っているという回答も 10.0％を占めて

いました。 

 

 

○空家の維持管理状態 ※複数回答有り 

空家の維持管理状態については、「いつでも住める」：19.3％でした。 

一方、「多少の修繕が必要」「大規模の修繕が必要」の回答を含めると 37.3％

となり、何かしらの修繕が必要だと回答された方が多く見受けられました。 
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○今後の活用予定 ※複数回答有り 

今後の活用予定について最も多かった回答は、「予定なし」：20.7％、次に

多い回答は「他に売却又は売却しても良い」：15.3％でした。 

また、少数回答ではあるが、「地域の為に活用」：1.3％と回答される方も

見受けられました。 

 

 

○今後の活用で困っていること・心配事（複数回答可・複数回答有り） 

最も多い回答は、「固定資産税等が上がる」：14.7％、次に多い回答は「特

にない」：14.0％でした。 

その他では、「解体費用の支出困難で解体不可」：12.7％と回答される方も

多くありました。 

 

 

○空家管理者情報提供 

対象空家の所在する住民自治組織から空家所有者、連絡先等の情報を求めら

れた場合の情報開示について、お伺いしたところ、「知らせてよい」：31.3％、

「条件によっては知らせてもよい」：8.0％と回答がありました。 
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○管理・活用に対する町への要望 

空家の管理・活用に関する町への要望をお伺いしたところ「売却・賃貸する

場合の相手情報がほしい」：13.3％、「解体除却に対する補助がほしい」：

11.3％と回答がありました。 
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２－２ 管理不全の空家等が地域に与える影響  

 

空家等は適正に管理しないで放置しておくと、老朽化が進行し、不動産価値

の低下につながるばかりでなく、以下のような問題を引き起こし、周辺にも迷

惑をかけることになり、損害賠償責任が生じる可能性もあります。 

 

① 生活環境に対する影響 

・草木等が管理されておらず、隣地や道路等にはみ出すことにより、周囲への

悪影響や歩行者等の通行を妨げるおそれがあります。 

・ごみ等の放置や不法投棄、害虫の発生、動物の生息場所となるなど、周辺住

民の快適な生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。 

② 防災・防犯に対する影響 

・老朽化により、全体が傾いたり、屋根や外壁等の脱落、飛散等による危険性

や倒壊のおそれがあります。特に台風や地震などの災害時にはその危険性が

高まります。 

・不特定の者が容易に侵入できる状況にある場合は、非行や犯罪の温床となり、

治安の悪化を招くおそれがあります。また、侵入者による火災発生の危険性

があります。 

③ 景観に対する影響 

・建物の老朽化、草木の繁茂、ゴミの散乱・不法投棄などは、まちの景観破壊

につながる恐れがあります。 

 

以上のように、空家等が地域に及ぼす影響があるとしても、空家等の管理責

任は所有者等（所有者又は管理者）にあり、自らの責任により的確に対応する

必要があります。しかし、空家等の所有者等の問題意識の欠如や経済的な事情

等から管理責任を全うしない場合も考えられます。 

本町では、所有者等の第一義的な責任を前提としながらも、良好な地域環境

の維持・増進の必要性から空家等の問題に取り組むこととします。 

２－３ 空家等対策にて取り組むべき課題  

①  空家等の発生増加に関する課題  

本町の人口は今後減少していくことが見込まれ、高齢者人口及び高齢世帯の

増加も見込まれており、今後の空家等の増加が懸念されます。空家等の増加に

伴い、管理不全となる空家等の増加も予測され、空家等対策の必要性・重要性

が増すものと見込まれます。 
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②  空家等所有者等の意識啓発に関する課題  

町内には適切な管理が行われていない空家等も存在しており、周辺住民より

雑草の繁茂や害虫の発生、防火・防犯上心配である等の相談も多く寄せられて

います。相続により遠隔地居住者が所有者となった場合、家や地域に愛着が薄く、

自身が管理しなければならないという意識が弱いことや、利活用や維持管理方

法の情報が少なく放置されてしまうことがあります。個々の事情も踏まえつつ、

情報提供及び相談対応などにより意識啓発を図っていくことが必要です。 

 

③  老朽化した空家等に関する課題  

老朽化した空家等は、家屋の倒壊や部材の飛散による危険性、不特定者の侵

入による火災や犯罪の恐れ、草木の繁茂やゴミ等による衛生上の問題など、周

辺環境に悪影響を及ぼします。周辺への影響を抑止するため、適切に管理する

ことが求められます。  

特に、危険度の高い空家等については、危険箇所の改修・除却を行い、周辺

の安全を確保することが必要です。  

 

④  利活用可能な空家等に関する課題  

所有する空家等を「売りたい・貸したい」、「地域に有効活用してもらいた

い」と考える所有者に向けた空家等に関する流通や相談窓口の開設などを通じ

て、活用に向けたサポートを行うことが求められます。  

 

⑤ 空家等対策の推進体制などに関する課題  

空家等対策で検討すべき事項は多岐にわたるため、庁内関係部局や関係団体

と連携しながら、総合的な空家等対策を行うことが求められます。 
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第３章 空家等対策に関する基本的な方針  

 

空家等は個人の財産であり、その管理は所有者等が適切に行う必要がありま

す。この原則の下、空家等の所有者等が管理不全の空家等が地域環境に与える

影響を認識し、責任を持って空家等の管理ができるよう、所有者等を支援しま

す。 

空家等対策は、管理不全の空家等の発生を未然に防ぐ対策や、価値のある空

家等の利活用に関する施策・事業が必要です。これらを実現するために、空家

等についての相談体制の整備を図り、空家等対策に関する情報の周知啓発を行

い、空家等の増加抑制及び特定空家等の発生予防に取り組みます。 

また、空家等が抱える問題は、町内全域の問題です。しかし個別の空家毎にそ

の問題は異なります。相続問題等、様々な問題が複雑に関係している場合もあり

ます。したがって、行政のみで十全な対策を行うことには限界があります。 

このことから、空家等の発生予防や利活用等への対応については、地域住民

や関係団体等の幅広い関係者との協働による取組みが不可欠です。空家等を「地

域の資源」としてとらえ、町、関係団体及び地域住民が連携し、有効活用を図

ることによって地域の活性化を図ります。 
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第４章 空家等対策に関する取組み  

４－１ 取組みの基本方針  

地域の生活環境に深刻な影響を及ぼす特定空家等が発生しないように、空家

等になる前後の段階において次の３段階の取組みを行います。 

① 空家等の発生を抑制するとともに、空家等の適正管理を促進する。 

② 空家等の利活用を促進する。 

③ 利活用の予定がなく、危険・不要な空家等の除却を促進する。 
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４－２ 空家等への取組み  

（１） 空家等の発生の予防・抑制への取組み  

住民や空家等所有者等、空家等となる可能性のある建物の所有者等に空家等

に関する情報を提供することにより、空家等の管理責任は所有者等にあり、自

らの責任により的確に対応する必要があることを啓発します。 

 

① 広報等による情報提供 

空家等の発生抑制のためには、住民が相続や転居によって空家等の所有者等

になった際に、現状を正しく把握し、将来を見越した適切な対応をしていくこ

とが重要です。 

住民に対し、空家等発生時の的確な対応や空家等の適正管理の重要性につい

て、各種団体の協力も得ながら、広報、ホームページ等を通じて情報提供を行

います。 

 

② 空家等予備軍に対する啓発 

空家等となる可能性のある住宅（ひとり暮らし高齢者など）に対し、高齢者

に関する部署などで窓口、面談、文書送付などの際に啓発チラシの配布等を行

い、空家等となる可能性がある場合には、権利関係の確認や現状に合わせた登

記の変更、相続などでの引き継ぎ方を相談しておくなどの早めの対応の重要性

について周知します。 

 

③ 空家等所有者等に対する啓発 

空家等の管理責任は所有者等にあり、空家等所有者等の空家等管理に対する

意識を高めていくことが重要です。建物が倒壊したり、物が落下するなどして

近隣の建物や通行者などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠

償などで工作物責任を問われること（民法717 条）があります。 

各種団体の協力を得ながら、空家等問題や空家等対策の施策（空家バンク等）

に関する情報提供などにより啓発を行うことを検討します。例えば、空家等所

有者調査などの各種文書の通知などを有効に活用することが想定されます。 

 

（２） 空家等データベースの整備 

① 空家等に関するデータベースの整備と所有者意向の把握  

本町では、平成 28年度に町内全域を対象とする空家等の現地調査を実施し

ました。さらに、空家等の対策の実施にあたり具体的な事業を検討するため、

空家等の所有者等を特定したうえで、空家等の管理状況や今後の活用意向等を

把握するためのアンケート調査を実施し、これらの調査結果をもとに空家等に
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関するデータベースを整備しました。 

 

②  空家等情報の更新  

町民からの通報や相談に加え、地区役員に空家等状況調査を実施していただ

き空家等に関する情報を収集します。情報を元にデータベースを更新すること

で、経常的な空家等情報の把握に努めます。また、空家等に対する町民からの

通報、空家等の管理方法や利活用に関する所有者等からの相談に的確かつ迅速

に対応できるよう体制の整備を図ります。 

 

（３） 空家等の利活用への取組み  

空家等による問題を解消するためには、空家等が住宅として居住されること

が空家等対策には有効です。市場流通の促進、地域資源としての活用、すなわ

ち地域の活性化を目的とした空家等の利活用への取組みも検討する必要があり、

空家等の利活用への取組みを進めます。 

 

① 空家等の流通・利活用の促進 

空家等の流通・利活用の促進を図るため、マイホーム借上げ制度やリバース

モーゲージなど、空家等の有効活用に関する情報を町のホームページに掲載し

たり、役場及び公共施設の窓口における情報提供を行います。 

また、空家バンク制度の構築などを検討し、空家等への入居を支援します。 

 

○マイホーム借上げ制度 

 

図出典：JTIホームページ             

    http://www.jt-i.jp/lease/index.html 

一般社団法人移住・住みかえ支援機構（JTI）の制度で、50歳以上の方の自宅

を借り上げて転貸し、安定した賃料収入を保証することで、自宅を売却すること

なく、住み替えや老後の資金として活用することができる。 
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○リバースモーゲージ 

 

 

 

 

 

 

図出典：国土交通省            

    http://www.mlit.go.jp/common/000123003.pdf 

高齢者の居住する不動産を担保として生活資金、施設入居資金などを融資す

る制度の総称で、借入資金は利用者の死亡時に、担保不動産の売却によって返

済されることが特徴。自治体などの公的機関や金融機関が個別に取り組むこと

ができる。 

 

（４） 空家等の適切な管理への取組み  

良好な空家等が管理不全の空家等にならないための予防保全を行うとともに、

管理不全の空家等により地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう防

止することを目的に、管理不全の空家等の発生の未然防止及び解消を目指した

適正な管理を促進します。 

 

所有者等自身による空家等の定期的な維持管理の指導・助言を行うことを検

討します。また、所有者等自身による管理が困難な場合には、空家等管理サー

ビスの紹介を検討します。遠方に居住する所有者等に空家等の現状を伝え維持

管理を促している事例もあることから、空家等管理のできる事業者との連携を

図るとともに、それら事業者等に対する空家等管理サービス充実の働きかけな

どを検討します。 

 

【空家等の維持管理として主なサービス内容】 

通気・換気、通水、清掃、草取り・剪定、郵便物等の整理 

雨漏り等の確認、建物の点検 

相続放棄された空家等についても、次の相続人が決定してこれを管理するま

では、管理責任は相続を放棄した方にあります。しかし、十分な対応がされず

放置される場合が多いことが想定されます。 

このような物件については、特に空家等に関するデータベースを活用して状

況を把握すると共に、特定空家等にならないによう注意を図りながら、調整を

高齢者 

相続人 

金融機関 

居住不動産を担保 

生活資金等を融資 

利用者の死亡時、担保不動産の売却等により返済 
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進めます。 

 

（５）空家等の除却及び跡地の利活用への取組み  

地域の課題や需要にあわせて、空家等の他用途転用や除却後の跡地活用等を

図り、持続可能な地域づくりに向けた空家等の有効活用を検討します。 

 [主な取組み]  

都市計画、福祉、産業、教育等との連携のもと地域の政策課題に応じた活用

方策の検討 
 

 

（６）扶桑町空家等対策協議会の設置 

平成 30年 11月に扶桑町空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を設

置し、本計画の作成について協議しました。今後も空家等への取組みの具体的

な方策、特定空家等の認定及び本計画の見直しなどを協議していきます。な

お、協議会の委員は、協議をする中で知り得た秘密を漏らしてはならず、その

職を退いた後も同様とします。 

扶桑町空家等対策協議会 

 

（設置） 

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 7条の

規定に基づき、扶桑町の空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する

協議を行うために設置する。 

 

（所掌事務） 

協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

(１) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。 

(２) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。 

(３) 空家等の調査及び特定空家等の立入調査の方針に関すること。 

(４) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。 

(５) 空家等の利活用対策に関すること。 

(６) その他空家等に関する対策に必要な事項 

 

（組織） 

協議会は、委員 15人以内をもって組織する。 

委員は、町長のほか、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 町議会の議員 

(３) 地区の代表者 
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(４) 関係行政機関の職員 

(５) 関係団体の構成員 

(６) その他町長が必要と認める者 
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４－３ 特定空家等に対する措置の取組み 

（１） 特定空家等に対する措置の基本方針  

著しく老朽化した危険な空家等については、周辺へ与える危険の解消を最優

先とし、所有者に空家等の危険性や支援制度に関する情報提供によって除却を

促進し、除却跡地についても適切な対策・管理を促します。各取組みによって

も状況が改善されず、行政指導で改善が見込めない危険な空家等については、

空家特措法に基づく特定空家等として必要な措置を講じていきます。 

 

特定空家等とは 

空家等のうち、所有者等による適切な管理が行われず、防災、衛生、景観等

が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を指します。 

 

特定空家等に認定し勧告を行う場合は、所有者等に法的拘束力が発生し、税

制の特例の適用がなくなるなど影響が大きいことから、特定空家等の判断基準

を明確なものとするとともに、協議会での協議により、特定空家等に対する適

正な措置を講じていきます。 

特定空家等に対する措置は、空家特措法によるものだけでなく、その状況に

応じて、適切な法制度等による措置を実施します。 

 

（２） 特定空家等の判断基準  

特定空家等は、空家特措法第 2条第 2項において次のように定義されていま

す。 

ア．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 

イ．そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

ウ．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 

エ．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 

本町では、現地での外観調査及び空家特措法第 9 条に基づく立入調査の際の

特定空家等の判断基準として、国のガイドラインにある「特定空家等の判断の

参考となる基準等」によることを原則とします。なお、空家等の状況だけでな

く、防火地域等である場合、通行量の多い道路に接している場合などは、通常

より周囲に悪影響が大きいと考えられ、特定空家等と判断される可能性が高ま

ると考えられます。よって、空家等の立地条件も十分に考慮する必要がありま

す。 
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（３） 特定空家等に対する措置のフロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民からの通報・苦情 

現地調査 

所有者調査 

初期指導 

 

立入調査実施の判断 

立入調査 

特定空家等の検討・判断 

助言・指導 

現地調査 

勧告実施の検討・判断 

勧告 

命令 

戒告書による通知 

代執行命令書による通知 

行政代執行

協議会 

再三の指導にも未対応 

再三の指導にも未対応 

判断 

判断 

判断 

所有者不明 

立入調査 

判断 

対応方法の検討・判断 

判断 

略式代執行 

民法で対応 

（財産管理人の選任等） 

判断 



32 

 

 

（４）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項  

①  他法令に基づく空家等対策  

空家等対策にあたっては、その物的状態や悪影響の程度、危険等の切迫性等

を総合的に判断し、空家特措法に限らず、建築基準法や消防法など関係する諸

法の目的に沿って必要な措置を講じます。  

 

②  計画の進捗管理  

本計画の実効性を確保するため、毎年度、具体的施策の取組状況について点

検を行い、施策の有効性、効率性などの検証及び評価を行い、その結果を計画

の改定に反映させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

参 考 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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お

り、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要（1条） 

 参考：現在、空家は全国約 820 万戸（平成 25年）、401 の自治体が空家条例を制定（平成 26年 10 月） 

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）の概要 

背 景 

○ 「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条 1項） 
 

○ 「特定空家等」とは、 

 ① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

 ② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

 ③ 適切な管理が行われないことにより 

   著しく景観を損なっている状態 

 ④ 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  

 にある空家等をいう。（2条2項） 

定 義 

施策の概要 

○ 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を策定（5条） 

○ 市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定（6条）・協議会を設置（7条） 

○ 都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助（8条） 

○ 市町村長は、 

・ 法律で規定する限度において、空家等への調査（9条） 

・ 空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用（10条） 等が可能 

○ 市町村は、空家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力（11 条） 

空家等についての情報収集 

特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。 

さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能。(14 条) 

特定空家等に対する措置（※）

市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に

要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う（15 条 1項）。 

このほか、今後必要な税制上の措置等を行う（15 条 2 項）。 

財政上の措置及び税制上の措置等 

市町村による空家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施(13 条) 

国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等 

空家等及びその跡地の活用 

・市町村による空家等対策計画の策定 

・空家等の所在や所有者の調査 

・固定資産税情報の内部利用等 

・データベースの整備等 

・適切な管理の促進、有効活用 

 

 

 

 

 

空家等 

・措置の実施のための立入調査 

・指導→勧告→命令→代執行の措置 

特定空家等 

施行日：平成 27年 2月 26 日（※関連の規定は平成 27年 5 月 26 日） 

公布日：平成 26年 11 月 27 日 

jyu_inagaki
タイプライターテキスト

jyu_inagaki
タイプライターテキスト



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【概要】

「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５条に基づき、国土交通大臣及び総務大臣が定めることとされている。

１

１

１ 本基本指針の背景
（１）空家等の現状

（２）空家等対策の基本的な考え方
①基本的な考え方
・所有者等に第一義的な管理責任
・住民に最も身近な市町村による
空家等対策の実施の重要性 等

②市町村の役割
・空家等対策の体制整備
・空家等対策計画の作成、必要な
措置の実施 等

③都道府県の役割
・空家等対策計画の作成・実施等
に関する市町村への必要な援助
の実施 等

④国の役割
・特定空家等対策に関するガイド
ラインの策定
・必要な財政上の措置・税制上の
措置の実施 等

２ 実施体制の整備

（１）市町村内の関係部局による連
携体制

（２）協議会の組織

（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

１ 空家等の所有者等の意識の涵養と理解増進

２ 空家等に対する他法令による諸規制等

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

１ 効果的な空家等対策計画の作成の推進

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
・重点対象地区の設定、空家等対策の優先順位の明示 等

（２）計画期間
・既存の計画や調査の実施年との整合性の確保 等

（３）空家等の調査に関する事項
・対象地区、期間、対象など調査内容及び方法の記載 等

（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
・各部局の役割分担、組織体制、窓口連絡先などの記載 等

（９）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
・対策の効果の検証、その結果を踏まえた計画の見直し方針 等

３ 空家等対策計画の公表等

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

（２）空家等の所有者等の特定及び
意向の把握

（３）空家等の所有者等に関する情報
を把握する手段
・固定資産税情報の内部利用 等

４ 空家等に関するデータベースの
整備等

５ 空家等対策計画の作成

６ 空家等及びその跡地の活用の促
進

７ 特定空家等に対する措置の促進
・ガイドラインを参照しつつ、「特定
空家等」の対策を推進

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

（２）税制上の措置
・空き家の発生を抑制するための所得
税等の特例措置
・市町村長による必要な措置の勧告を
受けた「特定空家等」に対する固定
資産税等の住宅用地特例の解除

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項

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

二 空家等対策計画に関する事項



「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）【概要】

市町村が「特定空家等」の判断の参考となる基準等及び「特定空家等に対する措置」に係る手続について、参考となる考え方を示すもの。

１ １

１．法に定義される「空家等」及び「特定空家等」
２．具体の事案に対する措置の検討
（１）「特定空家等」と認められる空家等に対して法の規定を適用した場合の効果等

・固定資産税等の住宅用地特例に関する措置
（２）行政関与の要否の判断
（３）他の法令等に基づく諸制度との関係
３．所有者等の特定

１．適切な管理が行われていない空家等の所有
者等の事情の把握

２．「特定空家等に対する措置」の事前準備
（１）立入調査

・明示的な拒否があった場合に、物理的強制
力を行使してまで立入調査をすることはでき
ない。
・空家等を損壊させるようなことのない範囲内
での立入調査は許容され得る。

（２）データベース（台帳等）の整備と関係部局へ
の情報提供

・税務部局に対し、空家等施策担当部局から
常に「特定空家等」に係る最新情報を提供

（３）特定空家等に関係する権利者との調整

・抵当権等が設定されていた場合でも、命令
等を行うに当たっては、関係権利者と必ずし
も調整を行う必要はない。

３．特定空家等の所有者等への助言又は指導
（１）特定空家等の所有者等への告知
（２）措置の内容等の検討

・「特定空家等に関する措置」を講ずるか否かについては、（１）を参
考に、（２）及び（３）に示す事項を勘案して、総合的に判断。

（１）「特定空家等」の判断の参考となる基準

・空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を別紙に示す。
（２）周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか
否か

（３）悪影響の程度と危険等の切迫性

第1章 空家等に対する対応

第3章 特定空家等に対する措置

第2章 「特定空家等に対する措置」を講ずるに
際して参考となる事項

４．特定空家等の所有者等への勧告
（１）勧告の実施

・固定資産税等の住宅用地特例から除外され
ることを示すべき。
・勧告は書面で行う。
・措置の内容は、規制目的を達成するために
必要かつ合理的な範囲内

（２）関係部局への情報提供
５．特定空家等の所有者等への命令
（１）所有者等への事前の通知
（２）所有者等による公開による意見聴取の請求
（３）公開による意見の聴取
（４）命令の実施
・命令は書面で行う。

（５）標識の設置その他国土交通省令・総務省令
で定める方法による公示

６．特定空家等に係る代執行
（１）実体的要件の明確化
（２）手続的要件
（３）非常の場合又は危険切迫の場合

（４）執行責任者の証票の携帯及び呈示
（５）代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い
（６）費用の徴収

７．過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができ
ない場合

（１）「過失がなくて」「確知することができない」場合

・不動産登記簿情報、固定資産税情報等を活用せず
に、所有者等を特定できなかった場合、「過失がない」
とは言い難い。

（２）事前の公告
（３）代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い
（４）費用の徴収

・義務者が後で判明したときは、その者から費用を徴収
できる。

８．必要な措置が講じられた場合の対応

・所有者等が、勧告又は命令に係る措置を実施し、当
該勧告又は命令が撤回された場合、固定資産税等の
住宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地は、特例の
適用対象となる。



ガイドライン 〔別紙１〕～〔別紙４〕の概要

空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を示すもの。以下は例示であり、これによらない場合も適切に判断していく必要

１ １

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
（１）建築物が倒壊等するおそれがある。
イ 建築物の著しい傾斜

・基礎に不同沈下がある ・柱が傾斜している 等
ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等

・基礎が破損又は変形している ・土台が腐朽又は破損している 等
（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。

・屋根が変形している ・屋根ふき材が剥落している
・壁体を貫通する穴が生じている ・看板、給湯設備等が転倒している
・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している 等

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。

・擁壁表面に水がしみ出し、流出している 等

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合し
ていない状態となっている。

・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計
画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合して
いない状態となっている。
・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態と
なっている。 等

（２）その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態で
ある。

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま
放置されている。
・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。 等

（１）建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。
・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域
住民の日常生活に支障を及ぼしている。
・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を
及ぼしている。

（２）ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。

・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生
活に影響を及ぼしている。
・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、
地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。

〔別紙１〕 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

〔別紙２〕 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる
おそれのある状態

（１）立木が原因で、以下の状態にある。

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げてい
る。 等

（２）空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。
・動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の
日常生活に支障を及ぼしている。
・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境
に悪影響を及ぼすおそれがある。 等

（３）建築物等の不適切な管理が原因で、以下の状態にある。
・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易
に侵入できる状態で放置されている。 等

〔別紙３〕 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

〔別紙４〕 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



 空き家所有者等意向アンケート調査 

扶桑町の空き家所有者等の意向に関する 

アンケート調査 
 

ご協力のお願い 

                                                   

 日頃より本町行政の推進にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 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伴って、空き家が増加傾

向にあります。本町におきましても、空き家問題に対し積極的な対策を講じる必要がある

と認識しているところです。 

 そこで、空き家と思われる住宅等の所有者の皆様に対し、その住宅等に関する状況の確

認及び将来の利用・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、お忙しい中、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あげます。 

 

調査票の記入について 

                                                   

1 このアンケートは、扶桑町で空き家を把握するために実施した空き家状況調査において、

空き家である可能性が高い住宅等の関係者の方にお願いしています。 

2 ご記入の内容は、平成２８年１０月３１日時点としてください。 

3 このアンケート用紙が届いた時点で、住宅等が既に解体、売却、譲渡されてなくなって

しまっている場合は、問 1 の「回答者ご本人について」のみご確認いただき、返送くだ

さるようお願いします。 

4 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扶桑町個人情報保護

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。 

5  本アンケートで用いる空き家という言葉の定義は次のとおりです。

 

  

 

6  ご記入は、次のページから全部で５ページあります。 

 

ご回答後、平成２９年１月２０日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。 

扶桑町役場総務部総務課 住所：愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道３３０番地 

                  担当：  

                  電話：0587-93-1111 

空き家・・・現在特定の用途（居宅や店舗等）として使用されていない建物で、同じ敷地上に 

所有者等がおらず、かつ、その状態が長期間（概ね１年以上）継続されていること。 



 

空き家所有者等意向アンケート調査 

問1 回答者ご本人について 
                                                   

（1） あなた、または関係者が所有、管理している空き家と思われる住宅について確認します。

対象空き家の所在地について、下記の内容で誤りがないか確認してください。（1つ選択） 

※記載されている内容に修正がある場合には二重線で消して訂正してください。 

（注）記載されているものは、上水道の利用状況資料から確認された所有者です。 

   実際の登記の所在地とは異なる場合があります。 

空き家の所在地 愛知県丹羽郡扶桑町大字〇〇字〇〇番地 

1 自分または関係者のものである 

2 不明 

3 こころあたりがない 

4 既に解体済（解体した時期   年   月   日） ⇒問 1-（3）へ 

5 売却、譲渡済 ⇒この設問で終了です。 

 

（2） 上記問 1-（1）の空き家の所有者の氏名、企業・団体等をご確認ください。（1つ選択） 

氏  名 扶桑 太郎 

1 所有者である 

2 所有者でない 

 

（3） 上記問 1-（1）で 4と回答した方のみ回答してください。 ⇒この設問で終了です。 

解体した理由は何ですか。（1つ選択） 

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 近隣への配慮のため         4 近隣からの通報や苦情があったため 

5 誰も利用しなくなったため 

6 別用途での利用のため（用途：                     ） 

7 その他（                               ）  

 

（4） 上記問 1-（2）の設問で、「2 所有者ではない」と答えられた方へ。 

対象空き家の所有者とはどなたですか。また、あなたからみてどのような続柄ですか。 

問 1-（2）で   

「所有者でない」 

と回答した方 

⇒      

 

（5） あなたのお名前、ご住所、ご連絡先をご記入ください。 

     ※上記問 1-（4）と同じ場合は、同上と記入してください。 

 

 

 

 

住 所 〒 

氏 名  年 齢  

電 話 （    ）  -       関係（続柄）  

住 所 〒 

氏 名  年 齢  

電 話 （    ）  -       



 

空き家所有者等意向アンケート調査 

問2 対象空き家の現状と空き家になった要因について 
                                                   

（1）現在、対象空き家はどのような状態となっていますか。（1つ選択） 

1 日頃から住んでいる          2 物置・倉庫として利用 

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 貸家（入居者あり） 

6 貸家（入居者無し）          7 利用していない（空き家） 

8 一時的に住んでいない         9 その他（            ） 

 

※ 上記問 2-（1）で 1と回答した方は、この設問で終了です。 

 

（2） 上記 2-（1）で 3と回答した方のみ回答してください。 

   対象空き家で過ごす期間はいつ頃ですか。（1つ選択） 

   1 夏季           2 冬季         3 夏・冬季以外 

   4 お盆や正月の短期間    5 週に 1～2日程度    6  月に 1～2日程度 

7 半年に 1～2日程度     8  年に 1～2日程度        

9  その他（                 ） 

   

（3）上記問 2-（1）で 1、9以外を回答した方のみ回答してください。  

イ．対象空き家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～平成 26年   11  平成 27年～     12 不明 

 

ロ．対象空き家に住まなくなった理由は何ですか。（1つ選択） 

 

1  仕事場、子どもの就学の関係で住替えた 

2 対象住戸が手狭になった 

3 対象住戸が接する道路の広さや駐車場の確保に困ったから住替えた 

4 住み替えた先で親や子の世帯と一緒になって多世帯となった 

5 住んでいた人が施設入所、入院したから空き家となった 

6 住んでいた人が死亡したため空き家となった  

        

ハ．対象空き家に住まなくなった時の家族構成の変化についてお伺いします。（1つ選択） 

 

1  親世帯と子世帯が別々になった 

2 結婚し親世帯と別々に住んだ 

3 子どもが生まれた、親と同居した等の理由で住み替えた 

4 世帯の変化はなかった（前と同じ家族構成のまま住み替えた） 

5 その他（                                 ） 



 

空き家所有者等意向アンケート調査 

問 3 対象空き家の管理について 
                                                   

（1） 現在、対象空き家の実際の管理者はどなたですか。（1つ選択） 

管理者がご本人以外の場合に回答ください。 

個人の場合は氏名、法人の場合は法人名を記入してください。  

住   所 〒 

管理者氏名  電 話 （    ）  - 

    〇管理者とご本人の関係（1つ選択） 

 

1 親族          2 対象空き家の近所の方 

3 不動産業者       4 その他（             ） 

 

（2） 対象空き家の維持・管理はどのくらいの割合で行っていますか。（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度もしたことがない   9  わからない 

 

（3） 対象空き家の維持・管理についてどのようなことを行っていますか 。（複数回答可）  

 

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 何も行っていない 

6  その他（                               ） 

 

（4） 対象空き家の電気、ガス、水道開栓、閉栓等の状況はどうなっていますか 。 

   止めているものに〇、まだ止めていないものに×をつけてください。 

 

 

 

 

（5） 対象空き家の維持・管理についての年間経費はどのくらいですか 。（自由記載）  

 

    年間の維持管理費は（約            円）程度です  

 

（6） 対象空き家の維持・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 管理の委託料が高い   

   3 身体的・年齢的な問題      4 現住所から対象家屋までの距離が遠い 

5 管理を頼める相手を探すのが困難 

6  その他（                              ） 

 

 電気 ガス 水道 電話線 ＣＡＴＶ 

（記載例） × 〇 × 〇 × 

止めている      



 

空き家所有者等意向アンケート調査 

（7） 対象空き家の維持・管理について、どの程度とお考えですか 。（1つ選択） 

 

1 維持管理をしっかりしており、いつでも住める状態である         

   2 多少の修繕を行えば住める状態である       

3 劣化が進んでおり、住むためには大規模な修繕が必要である 

4  その他（                              ） 

 

問 4 対象空き家の今後の活用について 
                                                  

（1） 対象空き家の今後の活用について、どのようにお考えですか。（1つ選択） 

 

1 新築、改装して自分または家族が住む 

2 セカンドハウスとして時々住む（短期～長期滞在）ために維持する 

3 他の用途（                ）に自分が使用したい 

4 他に売却したい または 売却してもよい 

5  他に売却したい または 賃借してもよい 

6 住戸を解体（更地、駐車場、資材置き場等として利用）したい 

7 地域のため（公的）に活用したい 

8 予定なし（現状のまま） 

 9  子や孫に任せる（相続する） 

10 その他（                              ）   

 

      解体後の土地をどのように活用しますか。（1つ選択） 

6と回答   

した方   1 車庫・物置を設置    2 畑等の菜園     3 貸地 

⇒    4 駐車場として自分が利用 5 駐車場として他人に貸出し 

      6 わからない・未定である 7 活用の予定はない 

      8 その他（                        ） 

 

（2） 対象空き家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 貸出したいが貸出相手が見つからない 

5 リフォームにお金がかかりすぎる（投資額を回収することができない） 

6 仏壇を置いたままである（先祖代々の家である） 

7 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 

8 愛着があり他人には賃貸、売却できない 

 9  権利者間でもめている（相続問題） 

10 特にない          

11 その他（                             ）  

 



 

空き家所有者等意向アンケート調査 

問 5 空き家対策について 
                                                        

（1） 空き家管理者情報の情報共有についてお伺いします。 

    対象の空き家の所在する住民自治組織（自治会等）が空き家所有者、管理者の連絡先（氏

名、住所、電話番号、建物の所在地）の情報を求めた場合、今回ご提供いただいた空き家

の所有者または管理者の連絡先を、空き家が所在する住民自治組織（町内会等）にお知ら

せしてもよろしいですか。（1つ選択） 

 

    ★重要な質問事項です★  

 

1 知らせても良い              2 知らせない  

3 条件によっては知らせても良い（条件：                    ） 

 

 ※「1 知らせても良い」とお答えいただいた場合、住民自治組織（町内会等）が求めれ

ば、あなたの連絡先等をお知らせすることになります。 

   ただし、住民自治組織（町内会等）において個人情報保護法並びに扶桑町個人情報保護

条例に基づき適切に管理し、目的外に使用することのないよう指導いたします。 

 

問 6 町への要望について 
                                                   

（1） 空き家の管理・活用に関する町への要望があればお答えください。（複数選択可） 

 

1 空き家を売却・賃貸する場合の相手先の情報がほしい 

（例）不動産業者の紹介など・（                       ） 

2 空き家活用方法についてのアドバイスや情報がほしい 

（例）空き家活用事例など ・（                       ） 

3 解体して更地になることで固定資産税等が上がる 

（例）空き家のリフォーム補助など・（                    ） 

4 空き家の解体除却に対する補助がほしい（希望額             円程度） 

5 その他 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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。 



○扶桑町空家等対策協議会条例 

平成 30年３月 29日条例第２号 

 

（趣旨） 

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）第７条の規定に基づき、扶桑町の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に設置する扶桑町空家等対策協議会（以下「協議会」

という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

(１) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。 

(２) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。 

(３) 空家等の調査及び特定空家等の立入調査の方針に関すること。 

(４) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。 

(５) 空家等の利活用対策に関すること。 

(６) その他空家等に関する対策に必要な事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、委員 15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、町長のほか、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 町議会の議員 

(３) 地区の代表者 

(４) 関係行政機関の職員 

(５) 関係団体の構成員 

(６) その他町長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 



４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 

（関係者の出席等） 

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若し

くは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 委員の報酬及び費用弁償については、扶桑町特別職の職員で非常勤の

もの等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 36年扶桑町条例第１号）に規定

する額とする。 

 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

 

（委任） 

第 10条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定め

る。 

 

附 則 

この条例は、平成 30年４月１日から施行する。 


