
1 
 

鈴鹿市空家等対策計画の策定について 

１ 空家等対策計画に必要な特措法６条第２項第１号から第９号            

市町村は，特措法第６条第１項で，「空家等対策計画」を定めることができると

されています。同計画には，特措法第６条第２項第１号から第９号までの９項目

の内容について記載することが必要となります。 

◆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）  

（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  

３～４ （略）  

【 資料４ 】 



平成２８年〇月
1

【第１号】
(1) 空家等に関する対策の対象とする地区
(2) 対象とする空家等の種類
(3) その他の基本的な方針

2 【第２号】

3 【第３号】
(1) 空家等の実態調査
(2) 空家等の外観等調査
(3) 空家等の所有者等調査
(4) 台帳等の作成

4 【第４号】

① 所有者等と地域，行政との連携
② 所有者等の意識の涵養，理解の促進のための情報提供
③ 窓口体制の確立
④ 民間団体等のサービス情報提供

5
【第５号】

(1) 空家等の活用促進に関する情報提供
(2) 活用に適さない空家等の活用・流通の促進
(3) 空家等の活用に関する調査研究

6
【第６号】

(1) 特定空家等に対する措置の考え方
(2) 特定空家等の判断
(3) 特定空家等の行政代執行までの流れ

7
【第７号】

(1) 総合窓口
(2) 相談体制

8 【第８号】
(1) 伊丹市空家等対策協議会
(2) 伊丹市空家等対策推進委員会

9 【第９号】

兵庫県　人口約１９万８千人

伊丹市空家等対策計画（素案）～これからの５年間～

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

空家等及び除去した空家等に係る跡地の活用の促進に
関する事項

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
【対策】

種類その他の空家等に関する基本的な方針

計画期間

空家等の調査に関する事項

空家等に関する対策の実施体制に関する事項

その他空家等に関する対策の実施に関する事項

事項

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

住民等からの空家等に関する相談への対応に関する

関する事項

 ２



平成２８年〇月

第１節 計画の背景と目的

第２節 計画の位置づけ

第３節 計画の対象地区 【第１号】

第４節 計画期間　 【第２号】

第５節 計画の対象とする空き家等 【第１号】

【第１号】

第１節 空き家等の概要

第２節 空き家等の状況

第３節 空き家等の要因と背景

第４節 空き家等の問題と課題

【第１号】

第１節 基本方針

第２節 施策目標

第３節 施策体系

第４節 実施主体の役割

第１節 発生抑制対策 【第４号】

第２節 実態把握・意向調査　 【第３号】

第３節 適正管理対策　 【第４号】

第４節 利活用・跡地利用対策　 【第５号】

第５節 管理不全対策 【第６号】

第６節 相談体制の整備　 【第７号】

（持続性を確保するための・・・） 【第８号】

第１節 実施体制の整備

【第９号】

兵庫県　人口約６万７千人

第２章　空き家等の状況

丹波市空き家等対策計画【素案】

第１章　計画の目的

「丹波市空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例」有

第５章　空き家等対策の実施体制の整備

第６章　総合的な空き家対策の推進

第４章　空き家等対策の施策展開（具体的な施策の方向性）

第３章　空き家等対策に関する基本的な考え方

 ３



平成２８年１月２０日から２月５日パブコメ

計画の概要

1

2

3 【第２号】

4 【第１号】

空家等の現状

1

2

3

4

5

6

7

空家等対策の方向性・視点

1 【第１号】

2 【第４・５・６号】

3 【第３号】

空家等対策の推進体制 【第７・８号】

1 【第９号】

1

2

3

4

5

6

三重県　人口約３万９千人

名張市空家等対策計画（素案）

名張市における相談内訳

視点（予防・利活用・適正管理・除却・跡地活用）

序章

名張市の空家等の現状

空家等を取り巻く課税の状況

問題・課題のまとめ

第２章

基本的な方針

全国の空家等の現状

三重県の空家等の現状

計画の背景

計画の位置付け

計画の期間

計画の対象

「名張市空家等対策の推進に関する条例」有

第１章

実態把握（空家等の調査・データベース化）

第３章

体制の整備

空家等対策の推進に対する特別措置法

名張市空家等対策推進協議会委員名簿

「空家等の管理に関する」基礎的コミュニティアンケート

用語集

資料編

名張市空家等の対策の推進に関する条例

空家等対策の推進に対する特別措置法の概要

空家等への対応事例

特定空家等の対応フロー図

 ４



平成２９年〇月

　 1 計画の背景
2 計画の位置付け
3 計画の対象地区 【第１号】
4 計画の期間 【第２号】
5 計画の対象（空家の範囲） 【第１号】

　 1 空家等の現状
(1)鈴鹿市の実態
(2)固定資産税等の住宅用地特例について
(3)空家等に関する相談内訳
2 空家等現況調査の結果

1 基本方針 【第１号】

(1) 基本方針１：「予防対策」の取組
(2) 基本方針２：「活用・流通対策」の取組
(3) 基本方針３：「管理不全対策」の取組

　
1 実態把握・意向調査 【第３号】
対応策１－１　空家の実態調査
対応策１－２　空家の危険度の把握
対応策１－３　空家等所有者への意識，意向調査
2 発生抑制対策 【第４号】
対応策２－１　長期優良住宅建築等認定
対応策２－２　木造住宅耐震診断，補強補助
3 適正管理対策 【第４号】

対応策３－２　火災予防（草木含）に関すること
対応策３－３　防犯に関すること

4 利活用・跡地利用対策 【第５号】

5 管理不全対策 【第６号】
対応策５－１　特定空家等に対する対処

6 相談体制の整備 【第７号】

7 実施体制の整備 【第８号】

8 その他空家等に関する対策に向けた取り組み等 【第９号】

第１章　空家等の現状

鈴鹿市空家等対策計画【骨格】（案）

序章　計画の概要

第３章　基本方針に基づく具体的な対策
基本方針１：「予防対策」の取組

第２章　計画の方針

【目標】良好な住環境・景観の創造・保全

実施体制

対応策６－１　空家等対策における空家に関する相談・問題対処

対応策７－１　空家対策に関する役割分担と担当部署の明確化

対応策３－１　空家，特に空家の適正管理についての市民・所有者への呼びかけ

対応策４－１　利活用による既存の空家数の削減，危険家屋等の発生予防
基本方針３：「管理不全対策」の取組

基本方針２：「活用・流通対策」の取組

 ５
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鈴鹿市空家等対策計画（構成案） 

 

序 章 計画の概要 

 １ 計画の背景 

    平成２６年１１月２７日公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」

（平成２６年法律１２７号）は，「適切な管理が行な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」

を目的として公布され，空家問題は全国的な問題となっています。 

    この「鈴鹿市空家等対策計画」は，本市の空家等に対して取組むべき対策の

方向性等について，基本的な考え方を示したものであり，今後，本市の空家等

に対する対応の基礎となります。 

  

２ 計画の位置付け 

    本市の上位計画である総合計画２０２３の下に本計画を位置づけます。 

   ※「空家等対策計画」は，「空家等対策の推進に関する特別措置法」第６条に規

定されています。 

  

３ 計画の対象地区：法第６条第２項第１号 

   平成２７年度から平成２８年度にかけて実施した空家等実態調査の結果から，

空家は市内全域に点在していることから，「鈴鹿市全域」を対象とします。 
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４ 計画の期間：法第６条第２項第２号 

    計画期間は，上位計画である鈴鹿市総合計画２０２３前期基本計画（２０１

６～２０１９）と連動させ，２０１６（平成２８）年度から２０１９（平成３

１）年度までの４年間とします。 

なお，本計画については，国の空家政策の動向や，社会・経済情勢の変化等

を踏まえ，計画内容について必要に応じ，適宜見直しを行うものとします。 

  

５ 計画の対象（空家の範囲）：法第６条第２項第１号 

    本計画の対象は，「空家等対策の推進に関する特別措置法」第２条第１項の「空

家等」とします。 

   ※「空家等対策の推進に関する特別措置法」第２条第１項 

     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。 

 

第１章 空家等の現状 

 １ 空家等の現状 

 （1）鈴鹿市の実態 

    平成２５年住宅・土地統計調査（総務省統計局）によると，本市の総住宅数 

空き家は84,150戸，空き家（その他の住宅）は4,280戸，空き家率は5.1％で 
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した。 

※ 住宅・土地統計調査における「その他住宅」とは，空き家のうち「賃貸用又

は売却用の住宅」又は「二次的住宅（別荘[週末や休暇時に避暑・避寒・保養

などの目的で使用される住宅で，普段は人が住んでいない住宅]）」以外の人

が住んでいない住宅で，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。 

 

 （2）固定資産税等の住宅用地特例について 

    平成２７年度の税制改正により，「空家等対策の推進に関する特別措置法」に

基づき，空家等の所有者等（所有者又は管理者）に対し「勧告」がされた「特

定空家等」の敷地に供されている「住宅用地」については，固定資産税等の課

税標準の特例の適用対象から除かれることとなりました。 

   これにより，適切な管理が行われていない「特定空家等」の除去や修繕等を促

進し，地域住民の生活環境等の改善及び保全を図ります。 

 

  固定資産税の課税標準の特例（専用住宅１戸の場合） 

区 分 課税標準額 

小規模住宅用地 住宅用地で200㎡以下の部分 価格×１／６ 

一般住宅用地 小規模住宅用地を除く200㎡を超える部分 

（家屋の床面積の10倍まで） 

価格×１／３ 
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  ※固定資産税等の住宅用地特例が適用されない場合の税額は，課税標準額の上限

を価格の７割とするなどの負担調整措置などに基づき決定されることとなる。 

 

 ※「特定空家等」 

   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。 

 ※「住宅用地」 

  ①専用住宅（専ら人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供されている土地 

（家屋の延床面積の10倍までの土地） 

  ②併用住宅（一部を人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供されている土地 

   （家屋の延床面積の10倍までに一定の率を乗じて得た面積に相当する土地） 

 

（3）空家等に関する相談内訳 

 

２ 空家等現況調査の結果 

    

 

第２章 計画の方針 

 １ 基本方針：法第６条第２項第１号 
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    空家等は，第一義的には個人財産であり所有者等が自らの責任により適正に

管理すべきであることを原則とした上で，空家等がもたらす課題解決に向けて，

安全・安心な住環境の形成と地域活性化を図る観点から，総合的かつ計画的に

空家等対策に取り組みます。 

 【目標】良好な住環境・景観の創造・保全[単位施策６１] 

   目的：都市環境が整備され，快適で利便性の高い生活の場を実現します。 

   概要：空き家の有効活用等，空き家等対策を推進します。 

 

(1) 基本方針１：「予防対策」の取組 

・空家等の実態を把握するとともに，建築物が次ぎの世代へ，円滑に継承される

ように市民等に周知・啓発し，新たに空家等が発生することを抑制します。 

・建築物等の適正管理及び美しい街並み景観の維持等について市民等に周知啓 

発し，建物等が管理不全状態に陥ることを予防します。 

 

(2) 基本方針２：「活用・流通対策」の取組 

・空家等を適切に管理・改修することの必要性を周知することに併せて，所有者

及び管理者へのコンサルティングにより，活用・流通を支援・促進します。 

・空家等や除却後の跡地を，まちづくりやコミュニティ活動を進めるうえでの地

域等の連携による活用・流通を支援・促進します。 

 

 (3)基本方針３：「管理不全対策」の取組 
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・建築物等が管理不全状態に陥った場合，当該建築物等の管理状態の程度に応じ

て，管理不全状態の更なる悪化を引き起こさないように効果的な対策を講じま

す。 

・助言・指導，勧告，命令など管理不全対策に強制力を持たせるための必要な措

置を講じます。 

・特定空家等又は特定居住物件等による危険等を緊急に回避する必要がある場合

は，適切に緊急安全措置を講じます。 

 

第３章 基本方針に基づく具体的な対策   

基本方針１：「予防対策」の取組 

１ 実態把握・意向調査：法第６条第２項第３号 

対応策１－１ 空家の実態調査【建築指導課】 

（1） コンサルタント業務委託し，空家の実態調査及び空家台帳システムの構

築 

 ※空家の所有者情報の提供【市民課・福祉総務課・長寿社会課・営業課】 

対応策１－２ 空家の危険度の把握【建築指導課】 

（1） 実態調査時に，空家の危険度をチェック，危険な空家の実態を把握する。 

対応策１－３ 空家等所有者への意識，意向調査【建築指導課】 

（1） 空家等実態調査を元に，空家の所有者へ対し，アンケートの実施 

   アンケート内容 

    空家の背景・原因，現在の状況，今後の意向，行政への要望など 
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（2） アンケート結果より，傾向と今後の対応策等を検討 

２ 発生抑制対策：法第６条第２項第４号 

対応策２－１ 長期優良住宅建築等認定【建築指導課】 

(1) 居住している家屋の利用を維持するための対策を講じる。 

対応策２－２ 木造住宅耐震診断，補強補助【防災危機管理課】 

(1) 居住している家屋の利用を維持するための対策を講じる。 

    

 ３ 適正管理対策：法第６条第２項第４号 

   対応策３－１ 空家，特に空家の適正管理についての市民・所有者へ 

の呼びかけ【住宅政策課・資産税課】 

（1） 広報紙，ホームページ，チラシ等による適正管理の啓発（対象：市内市

民） 

    空家に関する現状や問題を市民に知ってもらい，所有する家屋，特に 

空家の適正管理と将来的に管理する人を明確にし，管理者不在となら 

ないようにしておくことを，市の広報紙やホームページ，チラシ等によ 

り啓発を行う。 

  広報紙，ホームページ，チラシ等には， 

① 空家の実情（空家の状況，危険性，周囲へ及ぼす影響） 

② 空家の所有者の責任 

③ 市が行う空家対策の考え方・対策の内容 

④ 住民に求める協力，住民に課す義務の内容 
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⑤ 支援の内容 

⑥ 相談窓口 

などの項目を必要に応じて取捨選択し掲載する。 

（2） また，固定資産税・都市計画税納税通知書に同封するチラシに特定空家

等に対する税法上の取扱いを記載するなど，啓発に努めます。 

対応策３－２ 火災予防（草木含）に関すること【環境政策課・中央消防署】 

 

   対応策３－３ 防犯に関すること【交通防犯課】 

 

基本方針２：「活用・流通対策」の取組 

４ 利活用・跡地利用対策：法第６条第２項第５号 

対応策４－１ 利活用による既存の空家数の削減，危険空家等の発生予防 

【住宅政策課】 

（1） 利活用可能な空家の台帳作成と情報の共有化 

（2） 空家所有者への意識調査の実行（売買，利活用の要望等） 

（3） 利活用の公募，公共利用への支援など利活用の制度新設・検討を行う 

      ア 空き家バンク制度の新設 

      イ 移住促進のための空き家リノベーション支援事業 

      ウ 空き家再生等推進事業（解体費用・リフォーム費用）の補助 

      エ 空き家対策に取り組む団体への補助 

  オ 空き家の所有者が抱える諸問題に対応する相談員の配置 
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基本方針３：「管理不全対策」の取組 

 ５ 管理不全対策：法第６条第２項第６号 

 対応策５－１ 特定空家等に対する対処【住宅政策課・建築指導課】 

（1） 空家等対策の推進に関する特別措置法により，所有者に適正管理を指導

等対応する。 

（2） 空家対策の実行性を確保するため，関係法令の適用・適用基準の設定，

緊急安全措置等検討する。 

 

   ※道路へはみ出した樹木等の対応【土木総務課】 

 

実施体制 

６ 相談体制の整備：法第６条第２項第７号 

   対応策６－１ 空家等対策における空家に関する相談・問題対処（空家等総 

合窓口）【住宅政策課・全庁】 

（1） 空家等に関する相談問題について，空家等対策の対策に関する特別措置

法に準じて一定期間対応し，問題課題等がある場合は，新たに対策チー

ム等を設置しての対応について検討する。 

※空家等の弁護士相談について【市民対話課】 

※地域に関すること（防犯等）について【地域協働課・交通防犯課】 
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７ 実施体制の整備：法第６条第２項第８号 

   対応策７－１ 空家対策に関する役割分担と担当部署の明確化【全庁】 

（1） 市民からの相談窓口と対応における役割分担・担当部署を明確にし，対

応の円滑化と市民サービスの向上を図る。 

       ア 例えば，空家に関する相談窓口，危険な空家等の問題，それ以外の

問題といった具体的な窓口の整理を行う。 

       イ 部局横断的な対処については，関係課所室で構成する空家対策検討

会において基本方針を検討し，全庁的な取り組みを確認する。 

 

 ８ その他空家等に関する対策に向けた取り組み等：法第６条第２項第９号 

   その他空家等に関して，「予防」，「活用」，「措置対応」を基本とし，「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」及び「『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，常により効果的な手法を模索し，対策を講じることとし，そ 

の結果を検証の上，見直しを行うものとする。 

 また，当計画に定める対策を効率的かつ効果的に実施するための行政施策を 

検討し，実施していくものとする。 
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