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（１）国の動き 

近年、人口減少や既存住宅の老朽化、社会的ニーズの変化や産業構造の変化に伴

い、増加する空家問題の深刻化が懸念されています。平成２５年に総務省が実施し

た調査によりますと、全国の空家の総数は８２０万戸にも及び、全国の住宅総数に

占める割合は１３．５％で過去最高になりました。中には適切に管理されずに様々

な問題を引き起こしている空家等もあり、そのような空家は倒壊の恐れなどの安全

性の低下・火災の危険性や防犯上の問題、ゴミの不法投棄等による環境衛生の悪

化、景観の阻害等様々な地域の良好な生活環境を脅かす要因となっています。今後

空家等が増加すれば、これらの問題が一層深刻化することが懸念されます。このよ

うな状況を背景として、国は空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」と

いう。）を平成２７年５月２６日から全面施行をし、本格的な空家等対策に取り組

むこととなりました。 

 

（２）金山町の動き（空家対策の方向性） 

平成 27 年５月２６日に法律が完全施行されたことにより、法第６条に規定する

「空家等対策計画」の策定と法第７条に規定する  「協議会」づくりを進め、「特定空

家等」への対処については、国から示されるガイドラインに沿って空家等対策計画

の作成を進めていくこととなりました。 

また、空家等対策計画の作成を進めるにあたって、町民の安全で安心な生活環境を

確保するため、町内の総合的な空家対策のあり方について検討する組織として平成

２８年４月に「金山町空家等対策協議会条例」に基づく協議会を設置し、空家対策の

方向性について検討を進めてまいりました。 

方向性として、法に基づく空家の所有者等の責務を明確にするとともに、実態調

査や管理者等への指導、勧告、命令、公表を行い、所有者等に対し空家の適正管理を促

すことを基本とし、代執行（空家等の解体）についても最終的には行うこと、空家の有

効活用については、近隣市町村等とも連携した空家バンクの活用による不動産事業者等

の民間の流通に期待するとともに、移住・定住事業や子育て支援事業、高齢者の福

1 計画策定の背景 
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祉施設等の拡充策として実施する可能性なども含めて検討を進めることとしまし

た。 

 

（３）空家等の現状と実態把握  

本町では平成 ２７年度に各行政区の空家の状況について担当職員が外観目視にて確

認、調査し台帳を作成しました。平成 28 年度に町の空家計画の策定のために、空

家の状態を現地確認で再調査し、内容を精査致しました。調査結果については、住

宅としての空家が 3１５戸あり、このうち生活環境に影響がある恐れの高い空家が

何件かあるという結果となりました。 

空家等は、人の生活に基づき発生もしくは解消するものであり、効率的な対策を行

うためには、その件数について継続的な調査を行い、把握する必要があります。 

外観調査の結果、現時点では程度の良い空家等が多いことから、それらの利活用

（賃貸及び売買）を所有者が進めていく意識啓発が必要です。 

 

（４）空家対策の課題 

空家対策を進めていく課題については、以下の事項が考えられます。 

【土地所有・相続上の問題】 

ア 住宅所有者の高齢化が進んでおり、改修・解体費用を負担できない。 

イ 単身高齢世帯について、施設への入所などにより住宅所有者が不在となる。 

ウ 相続人が居住しない、利用意向がない、他人に貸すことへの抵抗がある。 

エ 相続人が多数おり、権利関係の整理が難しい。所有者が死亡、行方不明の場 

合や相続放棄されている場合もあり、対応方法が分からない。 

オ 住宅所有者や相続人が遠方におり、定期的な管理も難しく、管理者としての 

意識が低い。 

【制度上の問題】 

カ 中古住宅として売買や賃貸等、他用途施設への活用に関するノウハウがない。 

キ 耐震基準の見直しによる耐震補強工事に対する投資が困難である。 

【税制上の問題】 

ク 解体をすると固定資産税が上がり、さらに撤去後の土地利用や売却の見込みがな

い場合、改修・解体を行いたくても、費用がかかる為実行に移すことが困難であ

る。 



3 

 

 

 

 
 

（１）計画の位置づけ及び計画期間 

 ア 計画の位置づけ 

「金山町空家等対策計画」（以下「空家等対策計画」という。）は、法第６条第

１項の規定に基づき、町民の安全安心な地域社会の維持を図るため、空家等に関す

る問題について町が取り組むべき対策の方向性等について、基本的な考え方を示し

たものであり、金山町の空家等対策の基礎となるものであります。 

また、当該計画は上位計画である「第四次金山町振興計画」の下に位置付けられ

ております。 

 

イ 計画期間 

本町の空家等対策計画の計画期間は、平成２８年度から「第四次金山町振興計

画」の終期である平成３２年度までの５年間とし、社会情勢の変化等により必要に

応じて見直しを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

第四次金山町振興計画　基本計画（後期）

金山町空家等対策計画

反映・連動

計画期間：H28年度～H32年度

計画期間：H28年度～H32年度

2 計画の内容 
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（２）対象空家等の種類及び計画の対象地区 

ア 対象空家等の種類 

対象とする空家の種類は、法第２条第１項に規定された「空家等」及び同第２項

に規定された「特定空家等」とします。 

 

イ 計画の対象地区 

計画の対象とする地区は金山町内全域とします。 

なお、利活用可能な「空家等」の利活用対策を重点的に進める必要がある場合は

「モデル地区」を、「特定空家等」の除去対策を重点的に進める必要がある場合

は、「重点箇所」を定めることとします。 

 
 

所有者等の管理を原則としながら、空家等の利活用と除去を 2 本の柱として、以下

の項目に取り組みます。 

（１）所有者等の管理原則に基づく適正措置 

「空家等」は個人等の資産であるため、所有者等が自らの責任で適正に管理する

ことが原則であることから、意識啓発を進めることで所有者等に対して空家等の適

正管理を促します。 

「特定空家等」については、近隣への危険性が懸念されることから、優先して適

正管理の助言又は指導を行い、改善が見られない場合は相当の猶予期限を付けて勧

居住、使用されていないことが常態

（例：概ね年間を通じ使用されていない）

建 築 物

（例：住宅、倉庫、門扉）
付属する工作物

（例：看板）

敷地

敷地に定着する物

（立木等）

「空家等」：法第２条第１項

・そのまま放置すれば倒壊などのおそれがあ

る状態

・衛生上有害となるおそれがある状態
・適切な管理が行われていないため景観を損

なっている状態

・生活環境の保全のため放置できない状態

「特定空家等」：法第２条第２項

3 今後の空家等対策に関する基本的な方針 
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告を行います。勧告を行っても改善が見られない場合で著しく管理不全な状態であ

ると認めた場合は、法の規定に基づき、所有者等に対して相当の猶予期限を定め必

要な措置を講じるよう命じます。その後改善が見られない場合は、法の規定に基づ

き行政代執行措置を講じます。 

 

（２）移住・定住による元気なまちづくり 

利活用可能な空家等については、所有者等の売却等の意向も確認しながら、住の

資源として地域のニーズに合った利活用を検討します。 

また、空家等に関する正確な情報の把握に努め、移住希望者に対して賃貸や売却

などの希望がある空家等の情報を発信することにより、移住につなげ活力のある元

気なまちづくりを目指します。 

 

（３）地域住民が安全・安心に暮すことができるまちづくり 

「特定空家等」は、倒壊の危険性や十分な管理がなされていないことによる防犯上

の問題等もあり、近隣住民への不安が懸念されることから、意識啓発を進めること

で、その所有者等に対して適切な管理を促します。 

さらに、「特定空家等」以外の「空家等」に対しても、空家の除却に対する助成事

業を継続し、予防措置を検討していきます。 

また、意識啓発活動を進め、新たな空家等の発生の抑制に努めます。「重点箇所」

の「特定空家等」を除却後の跡地については、雪捨て場や公園など地域のニーズに 

合った活用を検討します。 

 

 
 

法第 9 条第 1 項に基づき、空家等の管理・活用を推進するため、外観目視による

訪問調査、所有者等の確認調査等といった実態調査を随時行います。適正に管理が行

われていない空家等については、必要に応じて立入調査を行い、所有者等に適正な管

理を促します。     

また、調査で得られた空家等の情報については、今後の空家等対策に関する基本的

な方針の目的の達成に向け、所有者等のデータ管理など空家に関する情報などを一元

化できるデータベース・台帳などの構築を行うことを検討します。 

 

4 空家等の調査に関する事項 
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（１）外観目視調査及び立入調査 

原則として町内全域にある「空家等」を対象とし、適切な管理が行われていない

ものについては、職員等による外観目視による調査や、必要に応じて法に基づく空

家等の敷地内への立入調査を行い、所有者等のデータ管理を行うことを検討しま

す。なお、今後の調査方法については、民間事業者への委託も含め、適切な方法を

検討します。 

 

（２）調査方法及び内容等  

ア 実態調査 

空家等を取り巻く環境は絶えず変化することから、適宜空家等の調査を行うこと

で、町内の空家等の実態を把握します。なお、外観目視調査は原則複数の職員及び

委託者で行い、特定空家に関する立入調査については専門家の同行により対応しま

す。 

イ 所有者等の確認 

（ア）法第１０条第１項の規定に基づき、固定資産税情報のうち所有者等に関する情

報の開示請求を行い、開示された情報を基にして、所有者等の確認を行いま

す。 

（イ）固定資産税情報で所有者等を確定できない場合は、「過失なく所有者等を確知

できない（※１）」所有者不明の空家等と判断します。 

（ウ）法定相続人が相続放棄した場合、固定資産税情報のうち所有者等に関する情報

の開示請求を行い、法定相続人全員の相続放棄の事実について確認します。事

実が確認できない場合は、家庭裁判所に相続放棄の事実を照会します。法定相

続人全員の相続放棄が確認された場合は、所有者不存在の空家等とします。こ

れらの方法で確認できない場合は、「過失なく所有者等を確知できない」所有

者不明の空家等と判断します。 

（※１）過失なく所有者等を確知できない  

「過失がない」とは、町長が、その職務行為において通常要求される注意義務を履行したことをいいます。また「確知

することができない」とは、第５章に定める勧告・命令などの措置を行う際の所有者等の氏名及び住所（または氏名し

か知りえない場合も含む）を確認することができないことをいいます。 
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（１）所有者責任 

空家等の適切な管理は、第一義的に空家等の所有者等の責任において行うこと

が原則です。  

所有者等は、今後空家等をどのように管理し、その後の活用をどのようにする

のか、場合によっては解体についても考えておく必要があると考えます。人が住

まない建物は早く傷むことを認識し、今後所有者等が住む予定のない場合は、売

却・賃貸も考慮し判断・実行することも肝要であるため、町は、所有者等の意識

の涵養に努めます。 

具体的には広報紙、ホームページ、固定資産税の納税通知などの町からの文書

通知等を活用して空家等の所有者に対して情報提供を行うことにより、空家の適

正管理について啓発活動を行います。 

 

（２）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 

ア 趣旨 

町は、空家等について、必要な措置を講じることによって、町内の防災・ 防

犯・安全・環境・景観保全等の維持に努めます。 

イ 措置の対象  

町は、空家等のうち地域住民の生命・身体・財産の保護及び生活環境の保全等

のため「特定空家等」の措置を行います。 なお、措置については、町の協議会か

らの助言に基づき、町長が実施します。 

ウ 特定空家等の判断 

（ア）基本的考え方 

調査結果により空家等の物的状態が倒壊のおそれがある等の保安上危険な状態

かを判断するとともに、衛生面、景観面、生活環境面で当該空家等がもたらす周辺

への影響の程度について考慮し、立入調査時の専門家の意見を踏まえて総合的に判

断します。 

行政指導、行政措置となる前段階で初期指導を実施し、まずは所有者に自主的

な対応を粘り強く求めていきます。再三の指導にもかかわらず改善が見られない

5 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 



8 

 

 

場合に立入調査を検討し、特定空家等に該当するかを判断します。 

（イ）特定空家等の判断基準 

国土交通省が示す「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）と国土交通省住宅局住環境整備室で作成した「外

観目視による住宅の不良度判定の手引き（案）」に基づく評定を参考として作成

する現地調査・外観調査票と立入調査票を用います。 

   なお、特定空家等の判断に際して参考となる基準については、国のガイドライ

ンにおいて、以下のように示されています。 

 

※参考資料：「特定空家」の判断の参考となる基準 

項  目 状態の例 

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 

  建築物の著しい傾斜 基礎の不同沈下、柱の傾斜 

構造耐力上

主要な部分

の損傷等 

基礎、土台 基礎・土台の破損・変形・腐朽 

柱、はり等 柱・はりの破損・変形、柱とはりのずれ 

屋根ふき材等 屋根の変形、屋根材の剥落・腐朽 

外壁 壁体を貫通する穴、外壁材の剥落・腐朽 

看板等 看板等の破損・脱落、支持部分の腐食 

屋外階段等 屋外階段等の破損・腐食・脱落 

門、塀 門・塀のひび割れ・破損・傾斜 

擁壁が老朽化 擁壁表面に水のしみ出し、ひび割れ 

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 

  建築物または設備等の破損 吹付け石綿の飛散、排水等流出による臭気の発生 

ごみ等の放置、不法投棄 ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生 

適切な管理が行われず著しく景観を損なっている状態 

  既存のルールに著しく不適

合 

地域で定められた景観上のルールに著しく反する 

周囲の景観と著しく不調和 立木等が建物の全面を覆う、多数の窓ガラスが破損 

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 

  立木等 立木の枝等が道路にはみ出し、通行を妨げている 

空家等に住みついた動物等 動物の鳴き声、汚物等による臭気、害虫等の発生 

建築物の不適切な管理等 落雪の発生、不特定の者が侵入できる状態の放置 
出展：「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）[別紙１～４]     

 

（ウ）特定空家等の判定 

特定空家等は法律に基づく措置の対象となることから判定は慎重に行います。空

家等の物的状態のみならず、その立地状況から、周辺の建築物や通行人に対して悪

影響をもたらすおそれがあるか否か、悪影響の程度と危険等の切迫性を勘案し、総
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合的に判断します。 

   特定空家等の判定においては、職員による外観目視や現地調査、専門職の同行に

よる立入調査による資料により、特定空き家等に認定される可能性のあるものにつ

いて、空家等対策協議会の意見を踏まえて、町長が決定します。 

 

（３）重点箇所の設定 

不特定多数の者に現に重大な危害を加える恐れのある特定空家等に対しては、町

による適切な措置が求められます。その一方で公権力の行使は必要最小限のもので

なければならないことから優先順位を付けて、特定空家等の除去などの対策を推進

する箇所として、集落の中にあり人々の往来が多い箇所を重点箇所とします。重点

箇所の設定は協議会において周辺地区への影響、緊急性等を協議して総合的に判断

し、町長が決定します。 

なお、重点箇所の解除についても協議会の意見を踏まえて、町長が決定します。 

＜参考事例＞ 

○福井県越前町ポケットパーク整備 現地調査等により町が防災・防犯上危険と判定す

る空家、家屋の２面以上隣家が面している空家等を除去する際に、空家所有者に解体費

用を助成しています。 

（上限 200 万円）  

補助要件として、所有者が「空家の取り壊し」 

と「跡地をポケットパークとして 10 年以上、 

町に無償で貸すこと」について承諾している 

ことがあげられています。 

（国庫補助） 

空き家再生等推進事業 除却事業タイプ 

 

（４）措置の実施 

ア 助言又は指導 

町長は、法第１４条第１項の規定に基づき、特定空家等の所有者等に対して、

適切な管理のために必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行います。 

イ 勧告 

町長は、助言又は指導を行っても改善が見られない場合は、法第１４条第２項

の規定に基づき、適切な管理のために必要な措置を講ずるよう勧告を行います。 

ウ 命令 

町長は、勧告を行っても改善が見られない場合で、著しく管理不全な状態であ
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ると認めたときは、法第１４条第３項の規定に基づき、所有者等に対して相当な

猶予期限を定めて必要な措置を講ずるよう命じます。なお、命令を実施する場合

においては、法第１４条第４項の規定に基づき、あらかじめ、その措置を命じよ

うとする者又はその代理人に対し、意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会

を与えます。 

エ 行政代執行 

町長は、命令を行っても改善が見られない場合は、法第１４条第９項の規定に

基づき、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の規定に基づき、所有者等に

代わり、当該空家等の解体など必要な措置を講じます。この際措置に要した費用

については、当該所有者等に請求します。 

 

（５）既存法による措置について 

管理不全となった空家に対する対応として、法のほか、建築基準法・消防法・道

路法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・災害対策基本法等の既存法での対応も

考えられることから、当該空家の状況を踏まえ総合的に判断します。 

 

（６）緊急時における安全措置の対応について 

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は災害対策基本法に

おける応急公用負担等を実施しますが、空家等の所有者等に対して、指導等を行う時

間的余裕がなく、市民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすことが明らかであり、

かつ、緊急安全措置の実施がやむを得ないと判断した場合は、原因となっている空

家等に必要な措置を行うものとします。 

 

（７）その他の対処 

町は、（４）に掲げる措置以外の必要な対処については、協議会等と協議したう

えで決定し、実施します。なお、（６）に掲げる措置の対応については、この限り

ではありません。 
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利活用可能な空家等や除却された空家等については、将来的に所有者等が活用でき

るか考え、売却を視野に入れている場合は、町、又は連携している民間業者等で開設

している空家の相談窓口を紹介します。 

（１）町の政策及び町民、民間企業等のニーズに対応した資源としての利活用 

利活用可能な空家や空家除却後の跡地について、資源としての利活用をするために

は、所有者の意向が重要であるため、所有者からの依頼や同意を得た上で以下の例に

示すような利活用を検討します。 

なお、関係課は、町民等のニーズを把握し、町の政策にも合致した場合は資源とし

て空家等を利活用する場合に対応した国及び県の「空き家再生等推進事業」や「定住

促進空き家活用事業」などの支援制度についても検討及び活用し、町が修繕すること

で利活用の推進を図ります。 

その場合、空家等を従前の用途以外で活用する場合には、建築基準法、消防法、旅

館業法等の関係法令を遵守するため、関係機関と事前に協議します。 

また、利活用可能な空家が多い地区をモデル地区として指定し、町の振興計画と連

動させて地域の活性化を図ることも検討します。 

利活用・支援制度検討の一例 

 

（２）利活用が可能な空家等の情報提供 

所有者の意向が流通市場を活用した利活用を望む場合や、町の政策として利活用

の意思表示がない場合については、宅地建物取引業協会等の流通市場を活用した利

活用を進めます。また、空家バンクの設立を検討します。 

 

項     目 利活用・支援制度検討例 

障がい者支援・高齢者支援 高齢者交流サロン・高齢者用シェアハウス等 

地域交流・地域振興 

交流施設・雪捨て場等地域振興に係る施設等  

町営住宅や定住者向け滞在体験住宅等、 

定住促進に向けた情報の提供や支援  

農業振興 農業用施設・就農支援・農業宿泊体験等 

商工業振興 
店舗・事務所・駐車場等・移住希望者への情報の

提供や支援 

6 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 
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（３）利活用が可能な空家等の新しい賃貸契約の形であるＤＩＹの検討 

所有者や町が空家を流通市場による利活用を希望しても、築年数が古く耐震性に問

題のあるものも多い空家の流通（売却・賃貸）状況は厳しいです。新築物件に比べて

物件の値段は安いですが、リフォーム費用等が多額となる可能性もあることから住宅

市場での状況は不利であると考えられます。 

 
ア「借主負担ＤＩＹ型」（※２）賃貸の検討 

 平成 26 年３月に国土交通省の「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針（ガ

イドライン）」の中で新たな賃貸方式が示されました。これまでの賃貸借では「賃 

貸一般型」、「事業者借上げ型」（いわゆるサブリース型）が一般的でしたが、

「借主負担ＤＩＹ型」という新しい賃貸借形態として、借主が自己負担でＤＩＹを

行う際の指針をまとめています。 

「借主負担ＤＩＹ型」は、借主が自費で自分の気に入る補修や改装を行う等、専

門事業者に依頼して好みの設備交換やリフォームを行うことができます（退去時に

現状復旧の義務はない）。貸主にとっても処分できるかどうかわからない段階でリ

フォームをするというリスクが避けられます。 

他の自治体ではこの仕組みを発展させた事例が多くあります。ある自治体では家を

自分で直したいという移住者のニーズに対して、住宅改修ワークショップ等を実施し

ています。 

   金山町でも今後、関連機関等と連携して、ＤＩＹを支援するような仕組みを検

討します。 
（※２）（ＤＩＹ（ディー・アイ・ワイ））とは専門業者ではない人が自身で何かを作ったり、修繕したりすること。 

 英語の Do It Yourself の略語で、「自身でやろう」の意味

 

 

 

 

 

 

貸主・借主双方にメリットがある「借主負担型」契約方式 

 

（４）空家等を利活用する者への支援 

空家等対策を行うにあたり「金山町空家解体事業補助金」や「金山町空家・住宅

対策事業」、「住宅賃借者生活応援事業」、「福島県空き家・ふるさと復興支援

（空き家改修等支援事業、福島県）」、「福島県安全安心耐震促進事業（福島

県）」、「福島県安心耐震サポート事業（福島県）」「住まいるマッチングナビ

（福島県）」、「住んでみんかドットネット（福島県）」（補助金の名称等は平成
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28 年度現在）その他国及び県の補助金等を積極的に活用し、空家等の解消を推進

します。 

  また、今後は空家の所有者が移住者や若者の定住向けに賃貸契約を結ぶために空

家を改修する場合、移住者や町民が起業するために空家を改修する場合等、町民等

のニーズに合った補助事業等の新設や既存事業の拡大・見直し等を検討し、民間企

業等とも連携を強化することで空家の利用促進を推進します。 

 

 

空家等に関する相談内容については、所有者等による空家等の今後の活用の相談

に関するものから、空家等が周辺に及ぼしている悪影響に対し周辺の隣人によるも

のなど多岐にわたります。 

町民の利便性を考えて空家等に関する相談窓口を復興政策課に設置し、空家に関

するワンストップ対応を行います。 

対応が困難な事例が発生した場合には、金山町空家等対策協議会及び関係機関と

連携し対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 町民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 
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※ 空家対策フロー 

 

 
 

空家等の実態調査 区長・町民からの情報提供・相談

所有者の確認・実態調査

【法第９条・１０条】

利活用が難しい空家等 利活用可能な空家等

空家バンク等や町の利活用の促進

【法第１２条】
助言・情報提供（初期指導）

【法第１２条】

立ち入り調査

【法第９条】

空家等対策協議会（助言・協力）

【法第７条第１項】

町長が特定空家と判断

所有者等が不明 所有者等が特定可能

公告

略式代執行

【法第１４条第２項】

空家等対策協議会

（助言・協力）

【法第７条第１項】

助言・指導

【法第１４条第１項】

勧告

【法第１４条第２項】

意見書の提出機会付与の通知

【法第１４条第４項】

命令

【法第１４条第３項】

戒告書による通知

【行政代執行法第３条第１項】

代執行命令書による通知

【行政代執行法第３条第２項】

行政代執行

【法第１４条第９項】

過料の手続

【法第１６条】

税特例解除

住民税務係と連携
【法第１５条第２項】

調

査

行

政

指

導

行

政

処

分

民法・既存法等

で対応

空家等対策協議会

（助言・協力）

【法第７条第１項】

空家等対策協議会

（助言・協力）

【法第７条第１項】
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（１） 金山町空家等対策協議会  

町は、法第 7 条第 1 項の規定に基づき、金山町空家等対策協議会を設置しま

す。  

所掌事務 

空家等対策協議会では、以下の協議を行うものとします。  

ア 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  

イ 空家等の適正な管理に関する事項についての協議  

ウ 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項  

エ 特定空家等に対する措置の方針に関する事項  
オ その他協議会において必要と認められる事項についての協議  

構成 

金山町空家等対策協議会条例第３条に基づき、町長（会長）のほか、町

議会議員、地域住民の代表、法務、不動産、建築に関する学識経験者、

町職員の中から構成します。 

任期 ２年 

 

（２） 金山町空家等対策検討委員会  

町は、町民の安全で安心な生活環境を確保するため、町内の総合的な空家対策

のあり方について検討するため、金山町空家等対策検討委員会を設置します。 

所掌事務 

空家等対策検討委員会では、以下の協議を行うものとします。  

ア 金山町空家等対策協議会における協議内容に関する事前協議  

イ 空家等に関する施策に係る所管事項に関する協議 

ウ その他空家等に関する施策について必要な事項 

構成 

金山町空家等対策検討委員会設置要綱第３条に基づき、復興政策課長

（委員長）のほか、庁内の関係課長及び会津坂下消防署長、福島県警

察本部会津坂下警察署長、福島県会津若松建設事務所長、会津地方振

興局長から推薦を受けたもので構成します。 

任期 ２年 

 

 

 

 

 

 

 

8 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 
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（３） 庁内の組織体制及び役割 
 

復興政策課 

・空家等の適切な管理の促進に関すること。 

・空家等対策計画の策定及び変更に関すること。 

・空家等に関する相談に関すること。 

・法第９条第１項（空家等の所在、所有者等特定等）及び第２項

（立ち入り）の調査に関すること。 

・特定空家等に係る措置（助言･指導･勧告・命令･行政代執行）に

関すること。 

・空家等対策検討委員会及び空家等対策協議会の運営に関するこ 

と。 

・人口減少問題に対する移住定住促進施策としての空家等の利活

用の施策の提言に関すること。 

 

住民課 

 

・空家に関する固定資産税情報の提供に関すること。 

・特定空家等の固定資産税の住宅用地特例の解除に関すること。 

・周辺の生活環境や衛生上に悪影響を与えている空き地の指導に

関すること。 

・特定空家等に存するゴミの処分方法の指導に関すること。 

・高齢者支援施策としての空家等の利活用に関すること。 

総務課 
・空家等に対する緊急措置・予算措置に関すること。 

・防火・防犯に関すること。 

 

建設課 

  

・町道等の安全確保等に関すること。 

・国、県等の空家等の利活用、除却等の支援施策の調整に関する

こと。 

・住宅に関すること。 

・給水装置の管理に関すること。 

・排水設備の管理に関すること。 

 

 

産業課 

 

 

・農業振興施策としての空家等の利活用に関すること。 

・商工業振興施策としての空家等の利活用に関すること。 

教育委員会 
・通学路の安全確保に関すること。 

・児童及び生徒の危険防止に関すること。 
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（４） 関係機関との連携  

ア 福島県  

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法に基づき町

が行う措置についての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  

イ 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士・法務局職員など  

相続に関する相談及び調査、財産の所有権移転手続等  

ウ 不動産業者など 

所有者の空家等利活用相談、空家バンクの充実等  

エ 建設業者など 

空家等の解体や改修の相談及び対応等  

オ 消防本部  

防災上（特に火災）の観点による必要な範囲での空家等に関する相互協力  

カ 警察  

危険回避のための措置、防犯上の観点による必要な範囲での空家等の情報共

有、相互協力  
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（１） 用語の定義 
 

用語 定  義 

空家等 

建築物(※1)又はこれに附随する工作物(※2)であって居住その

他の使用(※3)がなされていないことが常態(※4)であるもの及

びその敷地（※5）〔国及び地方公共団体が所有し又は管理する

ものを除く。〕  

※1：建築物には、それに附随する建築設備、門塀等を含む。  

※2：看板等で建築設備、門塀以外のもの  

※3：店舗、工場、倉庫等居住以外の使用  

※4：おおむね１年を通して使用されていない状態  

※5：敷地には、立ち木や雑草も含む。  

（参考） 

・長屋・共同住宅等で建築物の一部が使用されている場合は、空

家等には該当しない。 

・年に数回換気に来ている状態は管理のためであり、使用してい

るとは言えない。 

・なお、建築物が、老朽化等により既に倒壊した状態のものや、

火災などにより残材等が残る状態のものも建築物に該当しま

す。（ガイドライン（案）に関するパブリックコメントに寄せ

られた意見に対する国土交通省及び総務省の考え方） 

特定空家等 

空家等のうち次の状態にあるもので、空家等対策協議会で認定

され、町長が判断したものをいう。  

（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(※1)  

（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)  

（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

不適切な状態 

※1：社会通念上予見可能な状態であって、実現性に乏しい可能

性まで含む概念ではない。  

 

(注)： この定義は、「法」及び「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ための基本的な方針」及び「同意見・回答」、「特定空家等に対する措置に関

9 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 
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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「同意見・回

答」より参照 

 

（2） 課税標準の特例の対象からの除外について  

空家対策協議会で認定を受けた特定空家等の敷地が、地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第３４９条の３の２又は同法第７０２条の３の規定に基づき、住宅用

地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合に

あっては、法第１４条第２項の規定に基づく勧告を受けることにより、当該特例の

対象から除外されることから、金山町空家等対策協議会の事務局（復興政策課）

は、勧告に係る措置の実施後、遅滞なく住民課住民税務係に報告します。 

 

（3）計画の変更について  

本計画は、地域情勢の変化、法令や国の補助事業等の改正等、必要に応じて変更

します。 

変更する場合は、軽微な変更を除き、必要に応じて金山町空家等対策検討委員

会、金山町空家等対策協議会等で協議を行い、広く意見をまとめます。 


