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■ 空家等対策の実施体制

・神河町として、空き家等に係る住民からの相談等はひと・まち・みらい課に一元的な窓口を設置して対応に当たります。
・なお、これまでも庁内関係課と連携した取組を行ってきましたが、空き家等がもたらす問題は多岐にわたるため、庁内の連携
体制についても再度検討します。

■ 神河町空家等対策協議会

■ その他

・社会情勢や地域情勢の変化、法令等の改正に応じて計画の見直しや変更を適宜行うものとします。

「神河町空家等対策計画」の推進第6章

特定空き家等への措置及び対処第5章

■ 計画の背景と目的

・神河町では「空き家バンク」の創設に加え、空き家等を資源として利活用する取組として、移住施策の推進や交流施設への
転用などにも取組んできました。しかし、管理不全である空き家等の相談や苦情は年々増加しており、その内容も多岐にわ
たっています。

・本計画を通じて、神河町における空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施し、住民が安全かつ安心して暮らすこと
ができる生活環境を確保するとともに、空き家等を資源として移住施策の推進や、空き家等を改修し交流施設として活用す
るなど、空き家等を通じた地域の活性化に寄与することを目指します。

■ 計画の対象

・本計画の対象とする空家等は、特措法（以下、「特措法」という）第２条第１項に規定する「空家等」（特措法第２条第２
項で規定する「特定空家等」を含む。）とします。

・ただし、共同住宅と長屋住宅の場合、全戸空き家となった場合のみ対象とします。

■ 位置づけ

・本計画は、特措法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」であり、
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、国の基本指針
に即して策定する計画であり、「神河町空家等対策協議会」での協議を
経て策定されたものです。

■ 計画の期間 ・令和２年度から令和６年度までの5年間

■ 計画の対象区域 ・神河町内全域

「神河町空家等対策計画」の概要第1章

■ 特定空き家等の判断基準及び認定

神河町では国の基本指針に準拠し、以下の4つの判断基準

で特定空き家等に該当するかを判断します。

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

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

■特定空き家等の判定の流れ
・特定空き家等の判断は、①空き家等の物的状態、②周辺

への影響などから判断します。

・その際、その悪影響の程度が社会通念上許容される範囲

を超えるか否かなどを勘案して総合的に判断されるべき

ものとして、神河町空家等対策協議会（以下「協議会」

という。）で検討を行います。

・その上、判定に係る意見等を参考に協議会での協議を経

て、実情を勘案して特定空き家等の判定を行います。

・また、協議会での判定に当たっては、評価の点数化だけ

でなく、点数化では測れない事項・事象についても検討

し、きめ細かい判定を行うようにします。

■特定空き家等への措置の内容

適切に管理されていない状態の
空き家等の相談、把握

・自治会からの情報提供
・職員によるパトロール

職員等による現地調査
（法第9条第1項）

行政関与の判断

関与：要

民事解決
・「空き家等」でない
・適切な管理が行われている

関与：否

所有者等の調査
（法第10条）

税務部局等
関係部局

回答 情報提供
依頼

情報提供、改善依頼・助言
（法第3条及び第12条） 改善

立ち入り調査通知
（法第9条第3項）

所有者の存在確知

立ち入り調査
（法第9条第2項）

特定空家等の判断
（法第2条第2項）

助言又は指導
（法第14条第1項）

勧告
（法第14条第2項）

事前通知
（法第14条第4項）

意見書提出、意見聴取
（法第14条第5～8項）

命令
（法第14条第3項）

税務課へ報告
⇒固定資産税等の

住宅用地特例の解除

神河町空家等対策協議会による意見
（法第7条第1項）

神河町空家等対策協議会による意見
（法第7条第1項）

神河町空家等対策協議会による意見
（法第7条第1項）

行政代執行
（法第14条第9項）

略式行政代執行
（法第14条第10項）
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助言・指導しても改善されないとき

正当な理由なく勧告に従わないとき

措置に従わなかったとき，
履行しても十分でないとき，
期限内に履行できないとき

措置の公告
（法第14条第10項）

応急措置
（条例第１４条）

① 空き家等の利活用方法に関する事項
② 除却した空き家等に係る跡地の活用の促進に関する事項
③ 特定空き家等に該当するか否かの判断に関する事項
④ 特定空き家等への措置、その他の特定空き家等への対処に関する事項

・空き家等対策を実施するに当たり、法令第７条
と条例第１５条に規定される協議会を設置し、
この協議会は「神河町空家等対策協議会」と呼
称します。協議会で行う業務・役割は右記の通
りです。



空き家等の対策第4章

■ 基本目標

所有者等の責務による管理を原則とし、神河町が『適切な管理』と『情報発信』を行い、安心し
て過ごせる豊かな住環境を創出する。

■ 基本方針

空き家等対策の基本的な方針第3章空き家等の現状と課題第2章

空き家等所有者意向調査の結果 課題

【相続時の情報不足】

• 現在の所有者が建築物の相続や今後
の利用について、近親者など将来的
に相続する予定の人と話し合う機会
を設けることが重要と考えられま
す。

• すなわち、空き家等となる前に住ま
いを適切に引き継ぐための情報提供
が必要です。

【建築物を利用しなくなった理由】

【空き家等を活用していない理由】
【活用の情報不足】

• 建築物の活用方法や廃棄物処理に関
する情報が不足していることが課題
と言えます。

• 危険性が高くならないように適正管
理に努める啓発や、流通に向けた建
替え修繕等の支援対策の検討が必要
です。

「地域のために有効活用するこ
とを検討してもよい」、「わか
らないので、（地域での有効活
用について）話を聞いてもよ
い」が約72％を占めています。

「ここ１年以内に行った」と答えた人が約77％でしたが、これには危
険度の高い空き家も含まれていました。

【適正管理の情報不足】

• 1年以内に行ったと回答する人が多
いものの、危険度の高い空き家所有
者も含まれています。

• 所有者等に対し適正管理の情報発信
や、現状認識をしてもらうための取
組が必要です。

【地域や町での有効活用】

• 地域や町などで活用する仕組みや取
組の検討が必要です。

• 所有者等に提案して賛同を得るため
の情報発信が重要です。

施策1：空き家等の発生予防と発生時点での迅速な対応

関係機関等と協力して、相続の手続きや空き家等の利活用に関する各種
セミナーや相談会を定期的に開催します。

死亡届の提出時に相続登記を啓発するチラシを配布する等、早期に相続
登記を促進します。

空き家等の発生抑止にむけた特例措置や耐震診断の周知を図ります。

相続登記等について、手続き費用等の補助制度の創設を検討します。

施策2：空き家等の適正管理

関係機関等と協力して適正管理等に関する各種セミナーや相談会を実施します。

固定資産税の納税通知書の発送時に、適正管理に関するチラシを同封するなど、所有者等への情報提供を進めます。

「空き家おかたづけ支援事業」の継続的な支援を行います。

適正管理等に関する補助制度の創設について検討します。

施策3：空き家等の除却・解消

空き家等の除却・解消等に関する補助制度の創設します。

固定資産税の納税通知書の発送時に、除却等に関するチラシを同封するなど、所有者等への情報提供を進めます。

危険と判断された空き家等に対しては、所有者等への注意喚起を行い、必要に応じて条例第14条に基づく応急措置
を講じます。

施策4：空き家等の有効活用

支援事業を継続的に実施することに加え、さらなる拡充を検討し、周知を図ります。

民間事業者など関係機関等と協定等を締結し、空き家等の有効活用等を促進します。

空き家等の除却や跡地の有効活用に関する啓発や相談窓口の設置を行います。

地域コミュニティの活性化や防災機能の強化につなげることを目的に、公的資産として利活用できるよう方策
を検討します。

施策5：地域や関係機関等との協働、庁内の連携体制の構築

空き家等の状況の変化があった場合に、自治会などからの通報の協力が得られるよう取組みます。

・ セミナーなどの開催に関して各種団体と連携を図ります。

所有者等からの適正管理や除却・解消などに関する相談に応じるため、ひと・まち・みらい課に窓口を設置し、
庁内での情報共有や関係機関との連携に向けて体制を構築します。

民間事業者など関係機関等と協定等を締結し、空き家等の利活用や適正管理等の促進をします。
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危険度判定結果 棟数

Aランク
（管理状態が良好で危険のない建物）

232

Bランク
（管理状態がほぼ良好で危険の少ない建物）

181

Cランク
（放置するといずれ危険な状態になる建物）

115

Dランク
（放置すると近いうちに危険な状態になる建物）

44

Eランク
（危険な建物）

26

合計 5９8

転居したため
20.9%

店舗や事務所等

として利用してい

たが仕事を辞めて

使わなくなったため

3.3%

老朽化して使用で

きなくなったため

7.2%

住んでいた人が入院、

施設入所等をしたため

10.5%

別荘やセカンドハウスなどの

二次的利用が目的で取得

したが使用していないため

5.2%

貸家や売却などの運用目的であった

が、借り手や買い手がいないため

3.9%

相続により
取得した
が、利用方
法を決めて
いないため
26.1%

所有者の
死亡後、
相続人が
決まらず、
利用するこ
とができな
いため
11.1%

その他
11.8%

上記の空き家等所有者に対する意向調査を郵送アンケート調査にて実施
しました。送付先不明や同一所有者には1通のみ送付したため、発送数は
373通であり、回答数は182通（回収率48.8％）でした。

建築物の維持管理頻度について
危険度

合計 ％
A B C D E

ここ1年以内にした 41 32 18 3 2 96 77.4

1年以上していない 5 2 3 1 0 11 8.9

何もしていない 4 5 5 2 1 17 13.7

平成30年度に自治会調査リストから現地調査
を実施しました。その結果、空き家の疑いが
ある建築物が598棟ありました。
これらに対し、「保安」、「衛生」、「環
境」、「防犯」の観点から危険度を点数化
し、5段階（A～E）に分類しました。このう
ち、危険度が最も高いEランクは26棟
（4.3%）でした。

空き家等実態調査の結果

施策１：空き家等の発生予防、発生時点での迅速な対応

施策２：空き家等の適正管理

施策３：空き家等の除却・解消

施策４：空き家等の有効活用

施策５：地域や関係機関等との協働、庁内の連携体制の構築

地域のために有効活用す
ることを検討してもよい

33.6%

わからないので、
話を聞いてもよい
38.3%

そのような考えはない
28.0%

「相続により取得したが、利用
方法を決めていないため」（約
26%）が最も多くなっていま
す。次いで、「所有者の死亡
後、相続人が決まらず、利用で
きないため」（約11%）という
回答が多くなっています。

「費用の支出が困難である」
（約21%）、「ごみ・家財道
具の処分・整理が出来ておらず
使用できない」（約19%）、
「何らかの形で活用したいが、
どう活用すれば良いかわからな
い、あるいは活用方法検討中」
（約19%）という回答が多く
なっています。

【地域での有効活用の検討】

【建物の適正管理の頻度】

費用の支出

が困難である

21.0%

ごみ・家財道

具等の処分・

整理ができて

おらず、使用

できないため

19.2%

何らかの形で活用したい

が、どう活用すれば良いか

わからない、あるいは、活

用方法検討中

18.6%

借り手や買い手が

見つからなかった

9.6%

貸家又は売却した

いが、安心できる仲

介業者を探すこと

ができない

12.0%

仲介業者を通じて貸家又

は売却したかったが、借り手

や買い手が見つからなかった

9.6%

その他

18.0%


