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空家等対策の推進に関する特別措置法

第６条１項に規定する計画

第１章 計画の基本的事項

１－１ 計画の背景と目的

近年、全国的に地域における人口減少や高齢化、住宅の老朽化、住宅ニーズの変化

等に伴い、居住されていない空家等が年々増加しています。

こうした空家等のうち、適切な管理が行われていない空家等が、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、地域住民の生活環境に深

刻な影響を及ぼす恐れが懸念されます。このため、地域住民の生命、身体又は財産の

保護、生活環境の保全を図り、併せて空家等の活用の促進を目的として、平成27年

5月 26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）」が施行

されました。

こうした状況を踏まえ、町内の空家等の実態を把握するとともに、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、「三春町空家等対策計画」を平成29年 2

月に策定し、より実効性の高い空家対策を推進してきましたが、人口減少等の社会的

要因などから、今後も空家等は増加していくことが予想されます。

引き続き、所有者等による適正管理や利活用を推進しながら安全安心な生活環境を

確保するため、「第２期三春町空家等対策計画」を策定しました。

１－２ 計画の位置づけ

本計画は、法第6条第1項に規定する「空家等対策計画」として定めるものです。

なお、本計画は、平成27年度に実施した空家等実態調査の結果を踏まえ、三春町

の最上位計画である「第7次長期計画」その他の関連計画と整合・連携を図り、三春

町住宅マスタープランの個別計画として位置付けます。

第 7 次 三 春 町 長 期 計 画

三春町空家等対策計画

三春町都市計画マスタープラン

【三春町の最上位計画】

【三春町の行政計画】

三春町住宅マスタープラン三春町まち・ひと・しごと創生総合戦略

個別

計画

整合・連携
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平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

人口 19,205 20,124 19,976 18,191 18,304 17,375

世帯数 4,946 5,368 5,569 5,496 6,230 6,380
１世帯あたり人員 3.86 3.72 3.56 3.26 2.90 2.70

第２章 三春町の現状

２－１ 人口等の状況

（１）人口・世帯数の推移

本町の人口は、平成22年から平成 27年にかけて微増しましたが、傾向としては、

平成7年をピークとした減少傾向となっています。

世帯数は、平成22年には平成17年より約100世帯減少しましたが、平成27年

には平成22年から約700世帯増加、令和２年には平成27年から50世帯増加して

います。これは、東日本大震災により、一部の避難者等が本町へ流入したことが一因

と考えられます。

なお、1世帯あたりの人員は、平成７年から一貫して減少しています。

図表 2-1 人口・世帯数の推移

出典：各年国勢調査（令和 2年のみ R2.10.1 現住人口データ）

図表 2-2 人口・世帯数の推移

出典：国勢調査
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男 女 計

合計 6,374 8,695 8,533 17,228 236.00

三春 2,366 2,816 2,977 5,793 934.35

沢石 320 534 538 1,072 76.03

要田 497 665 498 1,163 135.23

御木沢 523 757 756 1,513 196.49

岩江 1589 2292 2216 4,508 883.92

中妻 440 682 663 1,345 125.70

中郷 639 949 885 1,834 89.03

人口
世帯数

人口密度
（1k㎡当たり）

（２）地区別人口・世帯数

地区別の人口・世帯数をみると、三春地区が世帯数、人口ともに最も多く、次いで

岩江地区となっております。

人口密度では、三春地区と岩江地区が他地区と比較すると高くなっています。

図表 2-3 地区別人口・世帯数

出典：R2.10.1 現住人口データ（面積は H27 統計局国勢調査より算出）

図表 2-4 地区別人口・世帯数

出典：R2.10.1 現住人口データ（面積は H27 統計局国勢調査より算出）
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合計 20,124 19,976 19,194 18,191 18,177 17,228 -2,896 -14.50
三春 6,461 6,143 5,672 5,183 6,188 5,793 -668 -10.87
沢石 1,600 1,510 1,409 1,332 1,207 1,072 -528 -34.97
要田 1,450 1,418 1,322 1,189 1,269 1,163 -287 -20.24
御木沢 2,735 2,638 2,725 2,618 1,578 1,513 -1,222 -46.32
岩江 4,156 4,627 4,628 4,485 4,487 4,508 352 7.61
中妻 1,432 1,401 1,348 1,309 1,445 1,345 -87 -6.21

中郷 2,290 2,239 2,090 2,075 2,003 1,834 -456 -20.37

平成7年(A) 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年(B) 人口増減 人口増減率

（３）地区別人口数の推移

平成7年から令和2年までの人口の推移をみると、岩江以外の地区は減少が進んで

おり、最も減少率が大きい御木沢地区では人口増減率が-46.32%となっています。

一方、岩江地区は、平成7年から増加を続け、平成17年がピークとなり、その後

は維持が続いています。

図表 2-5 人口・世帯数の推移

出典：各年国勢調査（令和 2年のみ R2.10.1 現住人口データ）

図表 2-6 地区別の人口・世帯数の推移

出典：各年国勢調査（令和 2年のみ R2.10.1 現住人口データ）
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２－２ 住宅の状況

（１）住宅ストック数

平成30年の住宅数と世帯数の差は、住宅数が世帯数を588件上回っています。

平成30年は、平成 25年と比較すると世帯数、住宅数ともに増加しており、世帯

数と住宅数の差は、5年間で321件大きくなっています。

図表 2-7 世帯数と住宅数の比較

出典：世帯数「各年 3月 31 日住民基本台帳」・住宅数「各年住宅土地統計調査」

※住宅・土地統計調査はランダム抽出による調査であり、全戸調査ではない
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平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

4,859 5,319 5,528 5,559 5,483 5,952

4,011 4,447 4,698 4,789 4,745 4,793
借家等総数 848 872 830 770 738 1,159

公営・公団・公社の借家 315 338 375 361 311 662
民営の借家 406 391 353 336 338 376
給与住宅 83 114 51 37 46 34
その他の間借り等 44 29 51 36 43 87

一般世帯数

持ち家

（２）住宅の所有関係

平成 27 年の住宅の所有関係別一般世帯数をみると、一般世帯 5,952 世帯のうち、

持ち家は4,793 世帯（80.5％）、借家等は738世帯（19.5％）となっています。

持ち家の割合（持ち家率）は、平成 27年には平成 22年から大きく減少しました

が、このことは東日本震災による避難者等の受け入れにより、借家等総数が増加した

ことによるものと考えられます。

図表 2-8 住宅所有関係別一般世帯数の推移

出典：各年国勢調査

図表 2-9 住宅所有関係別一般世帯数の推移

出典：各年国勢調査

※1 給与住宅＝会社・官公庁などの所有する住宅に、職務の都合上、又は給与の一部として居住す

る住宅

※2 その他間借り等＝間借り（他の世帯が住んでいる住宅の一部を借りて住んでいる住宅）と住宅

以外に住む一般世帯の合計
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住宅総数
（戸）

空家数
（戸）

空家率
住宅総数
（戸）

空家数
（戸）

空家率
住宅総数
（戸）

空家数
（戸）

空家率

全国 57,586,000 7,567,900 13.1 60,628,600 8,195,600 13.5 62,407,400 8,488,600 13.6 

福島県 808,200 105,000 13.0 782,300 91,800 11.7 861,300 123,500 14.3 
三春町 6,500 800 12.3 6,460 730 11.3 6,900 970 14.1 

平成20年 平成25年 平成30年

２－３ 空家等の状況

（１）空家率の推移

全国的に空家が増加傾向にあるなか、福島県及び三春町においては、平成20年か

ら平成 25年にかけて減少しましたが、平成 25年から平成 30年にかけては全国・

福島県及び三春町全てで増加しています。特に、空き家率が平成 25 年では、福島

県・三春町ともに全国を下回っていたのに対し、平成 30年は全国を上回るなど空家

の増加が著しい状況となっています。

図表 2-10 空家等率の比較

出典：各年住宅・土地統計調査

図表 2-11 空家等率の増減

出典：各年住宅・土地統計調査
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（２）現地外観調査結果

①調査対象建物の抽出

町では、平成 27年度に町内全域を対象として現地外観調査を実施しました。

調査にあたっては、図表 2-13 のとおり平成 25年空家等外観調査結果報告書、

水道使用者情報などの情報を収集し、整理を行いました。

抽出された空家等候補について、現地目視により空家等であるかどうか判断

し、空家等と判定された建物に対して、現地外観調査を実施しました。

図表 2-12 空家等調査詳細フロー

①調査結果
居住あり

・現地外観調査通知文書送付
・現地外観調査対象家屋抽出

空き家候補（現地外観調査対象）

現地調査資料作成（位置情報入力、調査票作成、図面作成、一覧表作

現地外観調

空き家候補の特定

現地外観調査結果の入力・集計

空き家候補 所有者の特定

居住あり（非空き家）

報告書とりまとめ システムセットアップ

空き家調査

資料収集・整理
① 平成25年空き家外観調査結果報告書
② 水道使用者情報（CSV等デジタルデータ）

②水道情報

③その他調

空き家候補

空き家候補
304件 開栓

開栓・停止
245件 居住あり

空き家候補

465件

282件

居住あり等
49件

289件

240件居住なし

※現地調査で判明した
空き家が7件

※重複82件
町営住宅2件
を省く
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②空家等の件数

現地外観調査の結果、町内には240件の空家等が確認されました。

空家等の件数の内訳は、町の中心市街地である三春地区がもっとも多く146

件であり、全体の約6割が同地区に集中しています。次いで御木沢地区25件、

岩江地区22件となっています。

図表 2-13 地区別空家等件数

三春

146件

60.8%御木沢

25件

10.4%

岩江

22件

9.2%

沢石

16件

6.7%

要田

14件

5.8%

中郷

13件

5.4%

中妻

4件

1.7%
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図表 2-14 空家等の分布状況

出典：令和 2年 10月 1日現住人口

凡　例

" 空家等

道路

鉄道

人口 5,793 33.63%

世帯数 2,366 37.12%
空家等数 146 60.83%

三春

人口 1,072 6.22%

世帯数 320 5.02%
空家等数 16 6.67%

沢石

人口 1,163 6.75%

世帯数 497 7.80%
空家等数 14 5.83%

要田

人口 1,513 8.78%

世帯数 523 8.21%
空家等数 25 10.42%

御木沢

人口 4,508 26.17%

世帯数 1,589 24.93%
空家等数 22 9.17%

岩江

人口 1,345 7.81%

世帯数 440 6.90%
空家等数 4 1.67%

中妻

人口 1,834 10.65%

世帯数 639 10.03%
空家等数 13 5.42%

中郷
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③空家等の老朽度判定

現地外観調査で確認された空家等240件について、外観目視により、建物の

老朽度について判定を行いました。

その結果、特に損傷などがみられず、利用可能であると判断した建物（不良

度判定0点）は33件（13.8％）、一部修繕が必要と判断した建物（不良度判

定10点以上100点未満）は154件（64.2％）、利活用が困難な建物（不良

度100点以上）は53件（22％）となっています。

一部修繕が必要と判断した建物については、現時点では周辺への影響は小さ

いと考えられますが、今後の維持管理の実施状況により、状態が悪くなる可能

性も考えられます。

図表 2-15 老朽度判定

出典：平成 27年度現地外観調査結果

件数 割合 件数 割合 件数 割合

総数 240 33 13.8% 154 64.2% 53 22.1%

三春 146 21 14.4% 97 66.4% 28 19.2%

沢石 16 1 6.3% 7 43.8% 8 50.0%

要田 14 1 7.1% 9 64.3% 4 28.6%

御木沢 25 2 8.0% 16 64.0% 7 28.0%

岩江 22 7 31.8% 14 63.6% 1 4.5%

中妻 4 0 0.0% 2 50.0% 2 50.0%

中郷 13 1 7.7% 9 69.2% 3 23.1%

A:利用可能
B:一部修繕
が必要

C:利活用
が困難

総数
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図表 2-16 老朽度判定

出典：平成 27年度現地外観調査結果

21

1

1

2

7

1

97

7

9

16

14

2

9

28

8

4

7

1

2

3

0 50 100 150

三春

沢石

要田

御木沢

岩江

中妻

中郷

A:利用可能 B:一部修繕が必要 C:利活用が困難

(件)



第２章 三春町の現状

13

図表 2-17 老朽度別分布図

凡　例

" Ａランク(利活用が困難)

" Ｂランク(一部修繕が必要)

" Ｃランク(利用可能)

道路

鉄道

地域界
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（３）空家等の情報把握

町では、平成27年度に町内全域を対象として現地外観調査を実施した結果を

取りまとめましたが、それ以降の調査については、平成30年度に民間事業者が

簡易的に実施した調査内容などにより、空家等の情報把握を行っています。

〔平成３０年度の民間事業者の調査内容〕

住宅地図を作成している民間事業者が調査を行う際に、下記の判断基準をもと

に空家又は空家と思われる家屋情報を把握する。

Ａ．郵便受けにチラシやダイレクトメール等が大量に溜まっている。

Ｂ．窓ガラスが割れている、カーテンがない、家具がない。

Ｃ．門から玄関まで草が生えており、人が出入りしている様子がうかがえない。

Ｄ．賃貸・売買物件の表示がある。

Ｅ．上記以外（電子メーターが動いていない等）

〔平成３０年度の民間事業者の調査結果〕

平成 27 年度

調査結果

平成 30年度

民間事業者の調査結果

総数 240 404

三春 146 175

沢石 16 51

要田 14 41

御木沢 25 36

岩江 22 48

中妻 4 18

中郷 13 35
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２－４ 現状と課題の整理

前項までの調査結果等を踏まえ、三春町の空家等の現状や問題点、今後の課題につ

いて整理すると、次のとおりとなります。

項目 空家等の現況と問題 等

空家等の

増加

２４０件の空家等が確認され、町内全域に分布している

が、そのうち約６割が三春地区に集中している。

空家等は今後増加していくことが見込まれる。

予防するための取組みが必要

空家等の

老朽化

約２割の空家等に老朽化がみられる。管理不全等により、

安全面、衛生面、防犯面、周辺環境の悪化が懸念される。

適正管理のための取組みが必要

空家等の

利活用

約８割の空家等は、一部修繕をすれば活用が可能な状況だ

が、利活用が進んでいない。

利活用のための取組みが必要

危険な空家等

への対処

老朽化した空家等は、住宅密集地や施設周辺にも存在して

おり、除却が進んでいない。

所有者不明、相続放棄など、管理されずに放置された空家

等が増加している。

安全対策のための取組みが必要
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第３章 空家等対策計画の基本方針

３－１ 基本方針

空家等は、老朽化などによる部材飛散の危険性、衛生上・防犯上などの問題から、

町の安全や景観に悪影響を及ぼします。

空家等に関する問題については、第一義的には所有者等が自らの責任において的確

に対応することが前提とはなりますが、行政においても、町の安全や景観を守るなど、

様々な観点から空家等に係る対策に取り組むことが求められています。

町では、前述の「現状と課題の整理」を踏まえ、関係機関等との連携・協力のもと、

以下の基本目標を掲げ、予防・適正管理・利活用・安全対策への対応に取り組みます。

基本方針１ 予防 空家等にしない・増やさない

居住している段階で、空家等に対する問題意識を持ってもらうため、空家等に

関する啓発活動・情報提供などを実施していきます。

基本方針２ 適正管理 適正管理し建物の不良化を防ぐ

空家等が管理不全な状態とならないよう、適正な管理を促すとともに、遠方に

居住されている方など、自力での管理が困難な所有者等が適正に管理できる方策

を検討していきます。

基本方針３ 利活用 財産として活用する

関連機関と連携した利活用に取り組みます。

また、既存の空家等の利活用のための支援策の充実などを検討していきます。

基本方針４ 安全対策 まちの安全と景観を守る

まちの安全や景観を確保するため、現に危険である建物や今後危険になると見

込まれる建物の所有者への働きかけを行います。
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３－２ 対象とする地区

空家等外観調査の結果、空家等は町内全域に広く分布しており、その状態や程度は

様々であることが確認されたことから、本計画における空家等対策を実施する対象地

区は「町内全域」とします。

３－３ 対象とする空家等の種類

本計画の対象とする空家等の種類は、予防の観点からも空家等になる見込みのある

ものも含め、法第2条第1項に規定されている「空家等（※１）」とします。

また、「特定空家等（※2）」については、地域の安全と生活環境に深刻な影響を

及ぼすことが想定されることから、危険度や地域の要望などに応じて、対応を検討し

ていきます。

※1 空家等（法第２条第１項）

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。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」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。

※2 特定空家等（法第２条第２項）

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

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てい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
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３－４ 計画期間

本計画は、町の最上位計画である三春町長期計画の事業や施策内容と連動を図って

いくため、第７次長期計画の終期である令和6年度までの４年間を計画期間とします。

なお、今後の国の空家等対策の動向、社会情勢の変化、事業の進捗状況等に応じ、

適宜見直しを行うものとします。

図表 3-1 計画期間

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

第７次三春町

長期計画

基本構想

基本計画

三春町空家等対策計画

住宅・土地統計調査 公表 調査 公表 調査

10年

前期基本計画５年 後期基本計画５年

第2期（４年）第1期（4年）
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第４章 空家等の調査に関する事項

４－１ 空家等の調査に関する基本方針

平成27年度に町内全域を対象として空家等の実態調査を実施し、調査結果を「空

家等台帳管理システム」としてデータベース化しました。

今後も空家等に関する情報を最新の状態に保つため、地域からの情報提供などに関

する仕組など、定期的な情報収集を行う方策を検討していきます。

４－２ 基本的な調査方法及び調査項目

空家等を調査する場合の考え方や方法については、平成 27年度に実施した空家等

の実態調査を基本として行います。

平成27年度に実施した空家等の実態調査は、国土交通省の「地方公共団体におけ

る空家調査の手引き」や「外観目視による住宅の不良度判定の手引き（案）」を参考

として、建物の基本情報や所有者等の把握を固定資産税台帳などに基づき行い、現地

調査では外観目視調査による老朽度判定を行っています。

第４章 空家等の調査に関する事項
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第５章 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

「基本方針１ 予防」と「基本方針２ 適正管理」の具体的な取組

５－１ 空家等に対する意識啓発・醸成

空家等に対する意識啓発・醸成を図るため、空家等の抑制・適正管理に繋がる取組

みを推進していきます。

〔具体的な取り組み〕

①空家等総合相談窓口の設置・相談対応の実施

空家等相談に関するワンストップ相談窓口を設置し、空家所有者等の相談に対応

します。専門性の高い案件については、空家等対策協議会会員等の関係機関との連

携強化及び法律相談所等の専門機関を積極的に活用しながら対応します。

②空家等に関するチラシ、パンフレット等の作成、配布

町ＨＰや広報による情報発信と併せ、効果的な情報発信を行うため固定資産税納

税通知書を発布する際に、町外の方へのパンフレット配布を行います。

５－２ 情報把握の仕組みづくりと対応

空家等に関する情報を把握するため、地域などから情報を収集・集約する体制の強

化や適正な管理を促すための効果的な方策を検討していきます。

〔具体的な取り組み〕

①関係団体等との連携強化による情報収集・集約体制の強化

区長会やまちづくり協会、空家等対策協議会などの各種団体との連携を強化し、

情報の収集・集約体制を強化する取り組みを検討していきます。

②管理不全空き家に対する対応

地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしている空家等に関する情報提供については、

現地調査及び所有者等調査を行い、接触や通知等により所有者等に適正な管理を促

します。

第５章 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
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５－３ 適正管理に対する方策や情報発信の強化

所有者等が遠方に居住している場合や高齢である場合などにおいても空家等の適正

管理が図られるよう、「空き家管理代行サービス」の利用を促進し、管理不全な状態

にある空き家等の数を減少させる取り組みを推進します。

〔具体的な取り組み〕

①空き家管理代行サービスの利用促進

町ＨＰや広報、チラシ・パンフレット等による広報を強化し、空き家管

理代行サービスの利用促進を図る取り組みを推進します。
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第６章 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用促進に関する事項

「基本方針３ 利活用」の具体的な取組

６－１ 利活用促進に関する情報の提供

空家や空地の有効活用をとおして本町への移住及び定住を促進し、人口減少の抑制

と地域の活性化を図るため、以下の事業を実施します。

〔具体的な取り組み〕

①空家等情報窓口の充実強化

広報やホームページ、空家所有者等に対する個別通知等を活用した広報活動を推

進し、空家等情報窓口登録物件充実強化に向けた取り組みを推進します。

②移住定住ポータルサイト「みはる暮らし」の充実

移住者等が求めている情報へのアクセスを高めるため、空家等情報を掲載してい

るポータルサイト「みはる暮らし」をリニューアルします。

③移住イベント等における空家等情報の提供

移住イベントにおける相談者等に対し、空家等情報を提供することで、空家等利

活用の推進を図ります。

６－２ 利活用促進に関する支援

空家の利活用を推進するため、改修費の補助や町で改修した空き家の貸出事業を実

施します。

〔具体的な取り組み〕

①空き家改修等及び除却事業

一定要件を満たす空き家の改修・除却工事費用に対し、補助金を交付します。

②空き家利活用事業

空き家を活用した移住者向けの住居として、町が空き家を借り上げ、改修を実施

した上で建物を貸し出しする空き家利活用事業を実施します。

第６章 空家等及び除去した空家等に係る跡地の活用促進に関する事項
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第７章 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

「基本方針４ 安全対策」の具体的な取組

７－１ 初期対応

危険性の高い特定空家等への対応は、所有者等が自らの責任において自主的に問題

の改善を図ることを大原則とします。

このため、特定空家等に認定する前の段階として、問題の改善を図ることを所有者

等に対して任意で求めていくものとします。

７－２ ２次対応（初期対応後の対応）

改善が図れない場合は、必要に応じて三春町空家等対策協議会の意見を踏まえなが

ら、特定空家等の認定を含め、法で定める「助言又は指導」、「勧告」、「命令」、

「代執行」の対応を検討していきます。

特に、「助言又は指導」の段階においては、所有者等が自らの責任において自主的

に問題の改善を図ることが重要であることを踏まえ、空家等を放置することによる所

有者等のリスクを丁寧に説明することで、所有者等が納得して対応できるように努め

ていきます。

７－３ 緊急安全措置

空き家等が著しく危険な状態にあり、そのまま放置しておくと、人の生命、身体、

財産等に重大な損害を及ぼす恐れがあるときは、応急的な対応として、必要最低限の

措置を講じることがあります。

空家等を放置することのリスク

・老朽危険空家等による周辺住民への危険性

・老朽化の進行に伴う財産価値の減少

・相続人が増えていくことによる問題解消の困難性の増大

・勧告を受けた場合の固定資産税住宅用地の課税標準の特例措置の適用除外 等

第７章 特定空家等に対する措置その他特定空家等への対処に関する事項
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７－４ 特定空家等の判断基準

特定空家等の判断基準は、福島県空家等対策連絡調整会議作成の「特定空家等の判

断の参考となる基準」によるものとします。

【判断基準の概要】

国ガイドラインを基本に空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を定める

もの。基以下は例示であり、これによらない場合も適切に判断していく必要がある。

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

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

ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等

（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。

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）建築物又は設備等の破損等が原因で、日常生活に支障を及ぼしている状態にある。

（２）ごみ等の放置、不法投棄が原因で、日常生活に支障を及ぼしている状態にある。

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

（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。

（２）その他、周囲の景観と著しく不調和な状態で ある。

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

（１）立木が原因で、通行を妨げるなどの状態にある。

（２）空家等に住みついた動物等が原因で、日常生活に支障をおよぼしている状態にあ

る。

（３）建築物等の不適切な管理が原因で、不特定の者が容易に進入できる等の状態にあ

る。

第７章 特定空家等に対する措置その他特定空家等への対処に関する事項
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図表 7-1 特定空家等へ対して必要な措置を講ずる際のフロー

・空家等データベース
・町民からの情報提供
・関連部署からの情報等

空家等の情報把握
（現地確認）

所有者等の確認

所有者等への連絡
対応依頼

調査の必要性判定

調査の事前通知

調査
（特措法第 9条）

特定空家等の判定

所有者等の調査
（特措法第 10 条）

助言・指導
（特措法第 14 条第 1 項）

勧告
（特措法第 14条第 2 項）

住宅用地の課税標準の
特例措置の適用除外

（地方税法第 349 条の 3 の 2 第 1 項等）

命令
（特措法第 14 条第 3 項）

過料
（特措法第 16 条第 1項）

標識設置・公示
（特措法第 14条第 11,12 項）

戒告書による通知

代執行令書による通知

代執行
（特措法第 14 条第 9項）

公示
（特措法第 14 条第 11,12 項）

略式代執行
（特措法第 14 条第 10 項）

所有者等が不明

所有者等が判明

命令に違反

初期対応

初期対応で適正な管理が

なされなかった場合

第７章 特定空家等に対する措置その他特定空家等への対処に関する事項
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７－５ 関係法令等による対応

適切な管理が行われていない空家等に対しては、他法令により各法令の目的に沿っ

た措置が必要となるケースが考えられます。各法令により、目的、講ずることができ

る措置の対象及び内容、実施主体等が異なることから、措置の対象となる空家等につ

いて、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、手段を選

択し対応にあたることを検討します。

関係法令 対象・対応

民法

（第６９７条、

第７００条）

○法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務の管理を行

うことが可能。

○第７０２条第１項の規定により、所有者に対して償還請求を行

うことができる。

建築基準法

（第９条、

第１０条）

○違反建築物については、除却・移転・改築、使用禁止・制限等

を命令できる。（法第９条第１項）

○劇場、映画館等の特殊建築物や一定規模以上の事務所等であっ

て、放置すれば著しく保安上危険となるおそれがある既存不適

格建築物等について、除却・移転・改築等を勧告できる。勧告

に従わない場合、命令できる。（法第１０条第１項、２項）

○著しく保安上危険であり、または著しく有害な既存不適確建築

物等については、用途・規模によらず、除却・移転・改築等を

命令できる。（法第１０条第３項）

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であり、か

つ、応急措置を実施するため緊急の必要があると市町村長が認

めた場合、他人の土地、建物その他の工作物等に対する対応が

可能。

消防法

（第３条）

○火災の予防上危険な場合等について、改修・移転・除去等を命

令できる。

廃棄物処理法

（第１９条の４、

第１９条の７）

○放置されたごみや産業廃棄物など生活環境の保全上支障がある

場合、支障の除去・防止に必要な措置を指導できる。

道路法

（第４４条）

○交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる沿道区域内の工

作物等に対し、危険を防止するため必要な措置を命令できる。

第７章 特定空家等に対する措置その他特定空家等への対処に関する事項
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第８章 空家等に関する相談体制の整備と対策の実施体制・連携体制

空家等に関する相談が出来る窓口を整備します。また、庁内で対応が困難なものに

ついては、福島県や専門機関と連携し、問題解決に取り組みます。

８－１ 相談体制の整備

空家等の増加に伴い、地域住民や所有者等から空家等に関連する相談が増えてきて

います。空家等の相談の内容は、危険な空家等に関する苦情、衛生、景観、防犯・防

災面での相談、解体、建物や土地の利活用、管理、税金、相続、補助制度に関するも

のなど多岐にわたっています。

地域住民等から寄せられた空家等に関する様々な相談や悩みの総合的な受付体制を

整備することとし、その内容に応じて関係する部署と連携して対応します。

図表 8-1 相談体制

担 当 部 署 相 談 内 容

企画政策課

企画政策・自治防災

グループ

0247-62-1122

・空家等全般に関する総合的な相談等の窓口に関すること

・空家等情報窓口事業に関すること

・雑草や樹木の繁茂に関すること

・火災や犯罪の危険性に関すること

・空家等の利活用に関すること

建設課

建設・建築グループ

0247-62-2115

・倒壊の危険性がある空家等に関すること

・適正管理されていない建築物に関する相談（損傷、剥が

れ、劣化など）

・道路の安全に関すること（枝の張り出しで通行に支障があ

る、部材の飛散等による通行の危険性など）

住民課

生活環境グループ

0247-62-2147

・敷地内のごみの散乱や堆積に関すること

・犬及び猫の影響による公衆衛生の悪化に関すること

税務課

課税グループ

0247-62-8127

・建物や土地の税に関すること

第８章 空家等に関する相談体制の整備と対策の実施体制・連携体制
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８－２ 空家等に関する対策の実施体制と関係機関との連携

空家等に関する対策に取り組むには、庁内関係部局だけでなく、地域住民や専門家

団体などが一体となって対策に取り組むことが重要です。

町では、関係機関や不動産事業者等の専門機関などで構成する空家等対策協議会を

設置し、空家等対策計画に係る協議を行っていきます。

また、本計画に基づく空家等に関する総合的な対応について、空家等対策協議会の

構成員と連携を図りながら実施していきます。

三 春 町 空 家 等 対 策 協 議 会

（空家等対策計画に係る協議と総合的な対応）

関係機関、不動産事業者などの専門機関 等

空家等の利用希望者空家等の所有者等

第８章 空家等に関する相談体制の整備と対策の実施体制・連携体制

三春町

（相談窓口の設置や具体的な施策の検討 等）

〇 協議会の内容

・ 空家等対策計画の作成・変更に係る協議

・ 特定空家等の認定等に係る協議 等

〇相続や利活用に係る情報

提供や相談 等
〇空家等の情報提供 等
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