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序 章 計画の概要                           

 

Ⅰ 計画の背景                             

 

近年，地域における人口減少や既存の住宅・建物の老朽化，社会的ニーズの

変化や産業構造の変化に伴い，居住や使用がなされていない住宅等が全国的に

増加しています。 

 本市におきましても，人口は２００９（平成２１）年１月をピークに，人口

減少が既に始まっています。また，将来推計人口では，２０４０（平成５２）

年に，総人口が現在よりも約１．３万人減少し，１９万人を下回ると予測され

ています。 

 一方，住宅総数及び世帯数の推移は，１９９３（平成５）年を境に，住宅総

数が世帯数より多くなり，住宅余剰の傾向となっています。２０１３（平成 

２５）年の「住宅・土地統計調査」（総務省統計局）においては，総住宅数は８

４，１５０戸，総世帯数は７２，１６０世帯，空き家率は１３．３％となり，

今後もさらに空き家等が増加していくことが想定されています。 

このような空き家等の中には，適切な管理が行なわれていない空き家等があ

り，防災，衛生，景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすよう

になってきました。 

このことから，地域住民の生命・身体・財産の保護，生活環境の保全，空き

家等の活用の促進のための対応が必要となり，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１２７号。以下「空家法」

という。）が公布され，平成２７年２月２６日に一部施行，同年５月２６日に全

面施行されました。 

「空家法」では，空家等の所有者の責務（第３条）で所有者等自らの責任に

よる適切な管理を前提としつつも，市町村の責務（第４条）として「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必要な措置を適切に講ずるよう

努めるものとする」と規定されています。 

このようなことから，本市におきましても，空き家等に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するため，「鈴鹿市空家等対策計画」を策定しました。この「鈴

鹿市空家等対策計画」は，本市の空き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，空き家等に対する施策の基礎と

なるものです。 

 
 ※本計画では基本的に「空き家」と表記していますが，「空家法」から引用したもの等は「空
家」と表記しています。 
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Ⅱ 計画の位置付け                           

 

「鈴鹿市空家等対策計画」は，市内の空き家等に関する対策を総合的かつ計

画的に実施するための基本的な計画であり，本市の上位計画である「鈴鹿市総

合計画２０２３」の下に本計画を位置づけ，「鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」，「鈴鹿市都市マスタープラン」等の各種計画と連携をとったものとし

ます。 

 また，本計画は，「空家法」第６条の規定に基づいた計画です。 

 

 

Ⅲ 計画の対象地区                           

 

２０１５（平成２７）年度から２０１６（平成２８）年度にかけて実施した

「鈴鹿市空家等実態調査」の結果から，空き家等は市内全域に点在しているこ

とから，「市内全域」を対象地区とします。 

また，対策を進めていく上で，重点的に対策を推進するべき地区（重点対象

地区）の設定が必要と判断した場合には，適宜その位置付けをしていきます。 

 

 

Ⅳ 計画の期間                             

 

計画期間は，「鈴鹿市総合計画２０２３前期基本計画」と連携させ，２０１７

（平成２９）年度から２０２３（平成３５）年度までの７年間とします。 

なお，本計画については，国の空き家政策の動向や，社会・経済情勢の変化

等を踏まえ，必要に応じて計画内容を見直すものとします。 

 
  
Ⅴ 計画の対象                             

 

本計画の対象は，「空家法」第２条第１項の「空家等」に加え，活用の促進を

図る観点から「除却した空家等に係る跡地」についても対象に含めます。 
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《 参考 》 

 
■「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。 

※「建築物」とは建築基準法（昭和２５年法律２０１号）第２条第１号の「建築物」と

同義であり，土地に定着する工作物のうち，屋根及び柱又は壁を有するもの（これに

類する構造のものを含む），これに附属する門又は塀等をいう。 

※「これに附属する工作物」とはネオン看板など門又は塀以外の建築物に附属する工作

物が該当する。 

※「居住その他の使用がなされていない」とは，人の日常生活が営まれていない，営業

が行われていないなど，当該建築物等を現に意図をもって使い用いていないことをい

う。 

※「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が１つの基準となる。 

 

 

■「空家等対策の推進に関する特別措置法」第２条第２項 

この法律において「特定空家等」とは，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。  

 

 

■「空家等対策の推進に関する特別措置法」第３条 

空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は，周辺の生活環境に悪影響

を及ぼさないよう，空家等の適切な管理に努めるものとする。 
 
 
■「空家等対策の推進に関する特別措置法」第４条 

市町村は，第６条第１項に規定す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ものとす

る。 
 
 
■「空家等対策の推進に関する特別措置法」第６条第１項 
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。 
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第１章 空き家等の現状                         

 

Ⅰ 空き家等の現状                           

 

１ 鈴鹿市の実態（実態把握・意向調査） 

   空き家等に関する対策を効果的かつ効率的に取組むためには，市内の空

き家等の所在やその状態などを調査し，実態を把握することが重要です。

このことから，本市では平成２７・２８年度に「鈴鹿市空家等実態調査」

を実施しました。 

 

（１） 空き家等の実態調査 

① 市内全ての建築物を調査対象として，現地調査を行い，空き家等と思わ
れる建築物の所在を把握する。また，その状況を記録する。 

② 空き家台帳の作成及び空き家等に関する情報についてデータベースの整
備を行い，関係部署で情報共有する。 

・台帳項目 

所在地，所有者住所氏名，用途，構造，老朽危険度判定結果など 

 

（２） 空き家等の危険度の把握 

① 実態調査時に，空き家等と思われる建築物については，老朽状況を詳細
に調査する。その上で，老朽危険度判定基準に基づき，ランク別に総合

判定を行う。 

 

（３） 空き家等の所有者への意識，意向調査 

① 実態調査を元に，空き家等と判定した建築物について，家屋図，地番図
を照合することにより，当該建築物の立地する地名地番を推定し，税デ

ータ等により所有者等の特定を行う。 

② 所有者等の特定した物件について，空き家等になった時期や今後の管理
方法について，郵便によるアンケートを実施する。 

・アンケート項目 

売却，解体撤去など利活用に向けた実態及び意向，空き家バンクへ 

の登録意思確認など 
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Ⅱ 空家等現地調査の結果                        

 

 

 

 

 

 

 平成２８年９月の「鈴鹿市空家等実態調査」の結果を記入 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 固定資産税等の住宅用地特例                     

 

２０１５（平成２７）年度の税制改正により，「空家法」に基づき，空き家等

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

   
※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。 

  

※「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） 
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Ⅳ 空き家等に関する相談内訳                      

 

空き家等は，適切に管理をされていれば問題はありませんが，所有者等が管

理を怠り管理不全状態となると地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすこととな

ります。こうした状態が長引くと地域住民から空き家等の相談が行政に寄せら

れます。これを受けて，空き家等の状態や近隣への影響などを勘案した上で行

政としての対応を行っていますが，空き家等が私有財産であることなどから対

応は限定されます。 

こうした中，過去６年間に建築指導課に寄せられた相談件数は下表のとおり

です。相談件数は年々増加傾向にあり，未解決の累積件数が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２８年３月３１日現在） 

 

 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 件 数（件） 解決件数（件） 

平成２２年度 １０ ５ 

平成２３年度 １９ １０ 

平成２４年度 ２１ ８ 

平成２５年度 ２６ １３ 

平成２６年度 ５０ ６ 

平成２７年度 ４７ １０ 

合 計 

（平成１５年度から） 

１７３

（２４３）

５２ 

（９９） 
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第２章 計画の方針                           

 

Ⅰ 基本方針                              

 

空き家等は，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ています。 

その上で，空き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，法令や本計画を活用し，総合的かつ計画的な

空き家等対策の推進に向け，基本方針を下記のように定めます。 

 

■基本方針１：「空き家化の抑制・予防対策」 

地域と連携し，空き家等の実態の把握に努めるとともに，所有者等に対し，

建築物等の適正管理の基本的な考え方や美しい街並み景観の維持等につい

て，周知・啓発を図ることで，空き家化の抑制及び予防に努めます。 

 

■基本方針２：「空き家の活用・流通対策」 

空き家等を適切に管理・改修することの必要性を周知し，所有者等からの

相談等に対応することにより，活用・流通を支援・促進します。 

また，空き家等及び除却後の跡地を，まちづくりやコミュニティ活動を進

めるうえでの地域の資源と捉え，地域等との連携による活用・流通の仕組み

を検討します。 

 

■基本方針３：「特定空家等の抑制・解消対策」 

空き家等が管理不全状態に陥った場合，当該空き家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。 

また，特定空家等については，助言・指導，勧告，命令など，管理不全対

策に実効性を確保するための措置，特定空家等の適用基準の設定を検討しま

す。 

なお，特定空家等による危険等を緊急に回避する必要がある場合の対応に

ついて，緊急安全措置等を検討します。 
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第３章 基本方針に基づく対策                      

   

Ⅰ 「空き家化の抑制・予防対策」                    

 

１ 発生要因 

  居住者の転居，入院，死亡，相続等を機会に空き家等が発生すると考え

られますが，管理不全状態になるまで放置される要因は，様々であり，複

数の要因が絡んでくるケースも多いと考えられます。 

管理不全状態にしないために，所有者等の意識に働きかけ，様々な要因

を踏まえた取り組みが必要となります。 

 

（１） 空き家等の実態調査【住宅政策課】 

空き家等に関する対策を効果的かつ効率的に取組むためには，市内の

空き家等の所在やその状態などを調査し，実態を把握することが重要で

す。定期的に空き家等の実態を把握するため，平成２９年度以降におい

ても，自治会や庁内各課と連携し，空き家等の実態調査をする予定です。 

 

２ 発生抑制対策 

   空き家等の発生を抑制するためには，住み慣れた住宅で末永く住み続け，

次世代へと引き継いでいくことが重要です。 

   そのためには，住宅ストックの良質化が必要であり，住宅の規模や性能，

安全性などを充実させるため，所有者等が計画・建築段階から住宅の品質

の向上を図るとともに，定期的なメンテナンス，リフォーム等を実施する

などの取組みを促します。 

   また，相続登記の普及啓発を通し，次世代へと引き継いで行くことを促

します。 

 

（１） 居住，使用の持続による空き家の発生抑制  

① 長期優良住宅の認定【建築指導課】 
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅「長

期優良住宅」の普及を促進することで，環境負荷の低減を図りつつ，良質

な住宅ストックを次世代に継承することを目指します。 

なお，長期優良住宅の認定を受けた住宅については，登録免許税や，

不動産取得税，固定資産税の軽減などの特例が受けられます。 
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② 木造住宅耐補強工事等事業【防災危機管理課】 
昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅のうち，本市が実施

する無料耐震診断の結果，総合評点が０．７未満の「倒壊する可能性が高

い」と診断された木造住宅について，耐震補強工事や除却工事を実施す

る場合にその費用の一部を補助します。 

 

（２） 相続による空き家の発生抑制【住宅政策課】 

① 相続登記の普及啓発 
空き家等は，第一義的には，個人財産であり所有者等が自らの責任に

より適正に管理することが原則です。また，その個人財産は適正に次世

代へ引き継いでいくことが望ましいものであります。 

しかし，実際は適切な継承（相続）が行われていない不動産があるの

が現状です。相続登記をしないことは，所有者等が相続した不動産に対

して個人の財産であるということの意識の低下につながり，そのことに

より所有者の所在の把握が難しい不動産を増加させ，空き家等の管理不

全状態を招く要因の一つとなっています。 

問題の解決には，相続登記を適切に行うことが大切です。相続登記に

より不動産の適切な継承がなされます。 

広く市民に対して相続登記の普及啓発をすることにより，所有者の意

識の向上に働きかけ，空き家の発生抑制につなげます。 

このため，相続手続きの促進のために，下記の普及啓発を検討します。 

   ア ポスターの掲示やパンフレットの配布 

   イ 死亡届受理時等における相続手続きの案内等 

ウ 固定資産税納税通知書等の送付時における相続手続きの案内等 

エ 地籍調査説明会や，地籍調査の成果の閲覧の際などの案内等 

オ 相続登記に関する相談会の開催 

 

② 空き家の発生を抑制するための所得税等の特例措置（空き家の譲渡所得
の3000万円特別控除） 

 一定の要件を満たした上で，相続した空き家（耐震性のない場合は耐

震リフォームをしたものに限り，その敷地を含む。）を譲渡するか，又は，

空き家を取り壊し更地にしたうえでその土地を譲渡する場合には，家屋

又は土地の譲渡所得から 3000 万円を特別控除することができます。こ

の措置により，空き家の売買が活発化し，空き家の発生を抑制すること

につながります。 

 

 



10 
 

Ⅱ 「空き家等の活用・流通対策」                    

 

１ 利活用・跡地利用対策 

   空き家等及び除却後の跡地は，所有者等の財産であることはもちろん，

地域においても活性化につながる有効な資産です。 

所有者等に対し，有効活用や市場流通を促すことにより，地域社会の活

性化及び都市機能の向上にもつながります。 

このため，市において，空き家等及び除却後の跡地の活用につながる施

策を検討します。 

 

（１） 利活用による既存の空き家等の対策【住宅政策課】 

① 利活用可能な空き家の台帳作成と情報の共有化 
② 空き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 

   ア 空き家バンク制度 

   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 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 「特定空家等の抑制・解消対策」                   

 

１ 適正管理対策 

  空き家を放置すると，老朽化を進行させるだけでなく，地域の防災性・

防犯性の低下や衛生面の悪化，景観の悪化等，周辺の住環境に様々な影響

を及ぼします。また，空き家等の管理不全状態が進行することによって特

定空き家等へ進行し問題解決が困難となります。 

このようなことを未然に防ぐために，所有者等に対して適切な管理の必

要性を周知し，責任意識の向上を図ることで，所有者等による自発的な適

正管理を促します。 
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（１） 空き家等の適正管理についての所有者等への呼びかけ 

【住宅政策課・資産税課】 

空き家等に関する現状や問題，適正管理の必要性について，市民や所

有者等に広報紙，ホームページ，チラシ等によって啓発を行う。 

現在所有する家屋の適正な維持管理や，将来，空き家とならないよう

な方策について，また，空き家等の適正管理について，市の支援体制も含

め周知する。 

・広報紙，ホームページ，チラシ等の記載項目 

① 空き家等の実情（空き家の状況，危険性，周囲へ及ぼす影響） 
② 空き家等の所有者の責任 
③ 市が行う空き家等対策の考え方・対策の内容 
④ 支援の内容 
⑤ 相談窓口 

 

（２）火災予防（草木含）に関すること【環境政策課・中央消防署】 

敷地内の草刈り・樹木の管理については，土地の所有者が行うのが原

則です。雑草や樹木の繁茂により夏季は衛生面が悪化し，冬季は放火の

リスクが高まるなど周辺の住環境に様々な影響を及ぼすことが懸念さ

れます。適正管理を促す観点から，草刈り，枯草対応，樹木の管理の必

要性について所有者等に周知・指導を行う。 

道路にはみ出して歩行者等の妨げになっている樹木等は，道路管理者

による対応を行う。【土木総務課】 

 

（３）防犯に関すること【交通防犯課・地域協働課】 

     地域の空き家等の防犯に関し，未然に犯罪者や不審者の侵入を防ぐ活

動，声掛けなど地道な運動を行い，警察及び地域の防犯パトロール，子

ども見守り活動等の協力を得て連携を図る。 

 

 

２ 管理不全対策 

空き家等のうち，特定空家等に該当するおそれがあるものについては，

速やかな改善が求められることから，早期に助言・指導を行うことが必要

です。 

このため，市は，空き家等の所有者等に対し，除却，修繕，立木等の伐

採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう，助

言・指導を行い，早期に解決が図られるように努めます。 
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（１） 管理不全状態の空き家等への対処【住宅政策課】 

空き家等に対する市民等からの苦情や所有者等からの対処方法に関す

る相談など，管理不全状態の空き家等に関する窓口対応を行います。 

あわせて，空き家等の状況把握のための現地確認や，所有者等に関す

る情報の調査など，管理不全状態の空き家等に対処するために必要とな

る情報を収集します。 

その上で，空き家等の所有者等に対し，除却，修繕，立木等の伐採そ

の他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう，助言・

指導を行います。 
  

（２） 特定空家等への対処【住宅政策課】 

特定空家等については，助言・指導，勧告，命令など，管理不全対策  

に実効性を確保するため対処します。 

特定空家等の適用基準の設定は，国のガイドラインを参考にしながら

検討します。 

なお，特定空家等による危険等を緊急に回避する必要がある場合の対

応について，緊急安全措置等を検討します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定空家等への対処

助言

指導 

勧告 

代執行 

命令 

除却，修繕，立木の伐採その他周辺の生活環境の保全を

図るために必要な措置を取るよう助言・指導 

相当の猶予期限を付けて，除却，修繕，立木の伐採その

他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を取る

よう勧告 

勧告に係る措置を取らなかった場合は，相当の猶予期限

を付けて，勧告に係る措置をとるよう命令 

命令による措置を履行しなかった場合又は履行が不十分

であった場合は，行政代執行の手続きをとることが可能 
所有者等から

費用の徴収 
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（３）「空家法」以外の法令による対処 

    管理不全状態となった空き家等に対しての対策は，空き家等の状況に

応じて様々です。場合によっては，「空家法」のみならず，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

などの対応も考えられることから，該当する空き家の状況等を踏まえ総

合的に判断をする。 
 
第４章 空き家等対策の実施体制の整備                  

  

Ⅰ 空き家等対策への全庁的な取組                    

 

１ 相談体制の整備 

 

（１） 空き家等に関する相談・問題対処 

   今後，空き家等の増加に伴い，市民からの苦情や問い合わせ，利活用

に関する相談等の増加が予想されます。 

   これらの相談等への対応については，効率的な行政運営や市民への行

政サービス向上の視点から，住宅政策課を総合窓口として一本化し，相

談等の情報を一元管理します。 

   また，関係部署間で情報の共有化を図り,総合的かつ計画的な対策の

検討・実践に取組みます。 

 

空き家等に関する相談窓口は下記のとおりです。 

○空き家全般に関すること（総合窓口） 都市整備部住宅政策課 

○空き家等に係る個別に関すること 

内  容 担当課 

老朽化しており，倒壊の恐れがあるもの 
都市整備部 

住宅政策課・建築指導課 

雑草が繁茂しているもの 

環境部環境政策課 

（4月～10月）

中央消防署 

（11月～3月）
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樹木が伸び出しているもの 

環境部環境政策課 

（民有地への伸び出し） 

土木部土木総務課 

（道路への伸び出し） 

地域の防犯に関すること 危機管理部交通防犯課 

地域活動全般に関すること 地域振興部地域協働課 

固定資産税に関すること 総務部資産税課 

空き家バンクに関すること 都市整備部住宅政策課 

昭和56年5月31日以前に着工された,木

造住宅の耐震化に対する補助に関するこ

と 

危機管理部 

防災危機管理課 

空き家等の弁護士相談について 

地域振興部市民対話課 

相続登記に関する司法書士相談について 

市街化調整区域の建替えに関すること 都市整備部都市計画課 
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２ 実施体制の整備 

 

（１） 空き家等対策に関する役割分担と担当部署の明確化 

 空き家等がもたらす問題は，防災，衛生，景観等の分野横断的で多岐

にわたり，対策の方法も状況によって異なるため，複数の関連する部署

や機関が密接に連携して対応する必要があります。適正かつ迅速な行政

サービスを実施するため，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ります。 

 

（２）鈴鹿市空家等対策庁内検討委員会 

    空き家等の対策に関する課題について検討を行うとともに，庁内にお

ける意見調整を行い，空き家等の対策の円滑な実施を図ることを目的と

します。 

委員会では，次に掲げる事項について協議します。 

① 鈴鹿市空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関すること。 
② 前号に掲げるもののほか，空き家等の対策に必要な事項 
 

（３）鈴鹿市空家等対策協議会 

    「空家法」第７条第１項の規定に基づき，学識経験者，団体の代表，

公募市民等で構成する空家等対策協議会を設置し，本計画の作成及び変

更並びに実施に関する協議を行います。 

     

３ その他空き家等に関する対策に向けた取り組み等 

 
 その他，空き家等に関して，「予防」，「利活用」，「対処」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，本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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《 参考 》 

 

鈴鹿市総合計画２０２３前期基本計画 

 

第４章 自然と共生し快適な生活環境をつくるまち すずか 

 

□ めざすべき都市の状態１７ 

「都市基盤がバランスよく整い，快適に暮らしていること」 

 

施策―１７２：効果的規制・誘導などによる快適でやすらぎのある 

まちづくりの促進 

 

単位施策―１７２１：良好な住環境・景観の創造・保全 

 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： 

・景観づくりに関するルールなどにより，建築物などの規制・誘導を行い，市民とと

もに景観に配慮したまちづくりを進めます。 

・建築規制の実効性を確保するため，完了検査の実施の徹底や建築物の維持管理につ

いて指導します。 

・土地区画整理事業を進め，道路・公園・宅地を総合的に整備します。 

・住環境を損なうことのないように，建築物に係る必要な規制・誘導を講じます。 

・住居表示に関する法律に基づく，住居表示を行います。 

・空き家の流通と利活用などにより定住・移住の促進を図ります。 
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《 参考 》 

 

鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

基本的方向９：効果的な規制・誘導などによる快適で安らぎのある 

       まちづくりの促進（良好な景観の保全・創造・空き家対策） 

 

【現 状】 

 人口減少の進展や人口構造の変化，経済状況の不透明感，市民ニーズの多様化など。社

会経済環境の変化が，市街地の空洞化など都市構造にも影響を与えています。 

 

【課 題】 

 効果的な規制・誘導などによる良好な景観の保全・創造や空き家の有効活用を促進し，

安全かつ快適な生活環境を確保する必要があります。 

 

【取組の方向性】 

 景観計画などにより，建築物などの規制・誘導を行い，市民とともに景観に配慮したま

ちづくりを進め，快適でやすらぎのあるまちづくりを推進します。 

 

 また，空き家の適切な管理や有効活用などを促進し，空き家対策を促進します。 

 

【具体的な施策の内容】 

 ・市民と協働して，地区別景観づくり計画を策定することで，鈴鹿らしい良好な景観の

保全・創出を図ります。 

 ・空き家に関する情報を提供することにより，空き家の流通と利活用を促進し，居住支

援の充実や定住・移住の促進を図ります。 

 

 
 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

《 参考 》 

 

鈴鹿市都市マスタープラン〈全体構想〉 

 

第３章 土地利用方針とテーマ別都市づくりの方針 

 

３ テーマ別都市づくりの方針 

 

（３）コンパクトで住みよい都市づくり 

方 針 

① 都市拠点における土地の高度利用と都市機能の誘導 
② 市街化区域における良好な住環境の維持・保全，整備 
③ 市街化調整区域における既存指定集落の保全と計画的な 
土地利用の促進 

④ 空家等についての有効な対策の実施 
  ○空家等について，有効な対策を実施します。 

   ・近年増加傾向にある空家等については，防災，衛生，景観等の地域の住民の生活

環境に影響を及ぼすおそれがあることから，空家等の現状を把握し，「空家等対策

の推進に関する特別措置法」に基づく「空家等対策計画」を策定し，有効な対策

を実施します。 

   ・空家等について，市民からの相談に的確に対応し，適切な対策を講じます。 

   ・そのまま放置した場合，倒壊等により保安上危険となるおそれのある状態，衛生

上有害となるおそれのある状態，景観を損なっている状態等にあり，そのまま放

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（「特定空家」）に対

し，適切な処置・対応を行います。 

   ・空家等の現状把握に基づき，利用することが適切であると認められた空家等につ

いて，その有効利用を進めます。 
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 ※空き家等の管理に関係する主な法令（抜粋） 
法令名 条    文 

民法 

（土地の工作物等の占有者及び所有者の責任）  

第７１７条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることに よって他 

人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は， 被害者に対してその

損害を賠償する責任を負う。ただし，占有者が損害の発生を防止するのに

必要な注意をしたときは，所有者がその損害を賠償しなければならない。

２ 前項の規定は，竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合につい 

て準用する。 

３  略 

建築基準法 

（維持保全）  

第８条 建築物の所有者，管理者又は占有者は，その建築物の敷地，構造及

び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 

２  略  

（違反建築物に対する措置）  

第９条 特定行政庁は，建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許

可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については，当該建築

物の建築主，当該建築物に関する工事の請負人（請負工事の下請人を含

む。）若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者，

管理者若しくは占有者に対して，当該工事の施工の停止を命じ，又は，相

当の猶予期限を付けて，当該建築物の除却，移転，改築，増築，修繕，模

様替，使用禁止，使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是

正するために必要な措置をとることを命ずることができる。  

２～１５  略  

（保安上危険な建築物等に対する措置）  

第１０条  特定行政庁は，第６条第１項第１号に掲げる建築物その他政令

で定める建築物の敷地，構造又は建築設備（いずれも第３条第２項の規

定により第２章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用

を受けないものに限る。）について，損傷、腐食その他の劣化が進み，そ

のまま放置すれば著しく保安上危険となり，又は著しく衛生上有害とな

るおそれがあると認める場合においては，当該建築物又はその敷地の所

有者，管理者又は占有者に対して，相当の猶予期限を付けて，当該建築

物の除却，移転，改築，増築，修繕，模様替，使用中止，使用制限その

他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。  

２ 特定行政庁は，前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告

に係る措置をとらなかった場合において，特に必要があると認めるとき

は，その者に対し，相当の猶予期間を付けて，その勧告に係る措置をと

ることを命ずることができる。  

３ 前項の規定による場合のほか，特定行政庁は，建築物の敷地，構造又

は建築設備（いずれも第３条第２項の規定により第２章の規定又はこれ

に基づく命令もしくは条例の規定の適用を受けないものに限る。）が著し

く保安上危険であり，又は著しく衛生上有害であると認める場合におい

ては，当該建築物又はその敷地の所有者，管理者又は占有者に対して，
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相当の猶予期間を付けて，当該建築物の除却，移転，改築，増築，修

繕，模様替，使用禁止，使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置を

とることを命ずることができる。 

４  略  

 

道路法 

（道路に関する禁止行為） 

第４３条 何人も道路に関し，左に掲げる行為をしてはならない。  

１ みだりに道路を損傷し，又は汚損すること。  

２ みだりに道路に土石，竹木等の物件をたい積し，その他道路の構造又

は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。  

（沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務）  

第４４条 道路管理者は，道路の構造に及ぼすべき損害を予防し，又は道路

の交通に及ぼすべき危険を防止するため，道路に接続する区域を，条例（指

定区間内の国道にあつては，政令）で定める基準に従い，沿道区域として

指定することができる。但し，道路の各一側について幅２０メートルをこ

える区域を沿道区域として指定することはできない。  

２ 前項の規定により沿道区域を指定した場合においては，道路管理者は，

遅滞なくその区域を公示しなければならない。  

３ 沿道区域内にある土地，竹木又は工作物の管理者は，その土地，竹木又

は工作物が道路の構造に損害を及ぼし，又は交通に危険を及ぼす虞がある

と  認められる場合においては，その損害又は危険を防止するための施

設を設け，その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなけ

ればならない。  

４ 道路管理者は，前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要が

あると認める場合においては，当該土地，竹木又は工作物の管理者に対し

て，同項に規定する施設を設け，その他その損害又は危険を防止するため

必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

 

廃棄物の処理

及び清掃に関

する法律 

（措置命令）  

第１９条の４ 一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては，特

別管理一般廃棄物処理基準）に適合しない一般廃棄物の収集，運搬又は

処分が行われた場合において，生活環境の保全上支障が生じ，又は生ず

るおそれがあると認められるときは，市町村長（前条第３号に掲げる場

合にあつては，環境大臣。第１９条の７において同じ。）は，必要な限度

において，当該収集，運搬又は処分を行つた者（第６条の２第１項の規

定により当該収集，運搬又は処分を行つた市町村を除くものとし，同条

第６項若しくは第７項又は第７条第１４項の規定に違反する委託により

当該収集，運搬又は処分が行われたときは，当該委託をした者を含む。

次条第１項及び第１９条の７において「処分者等」という。）に対し，期

限を定めて，その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置（以下

「支障の除去等の措置」という。）を講ずべきことを命ずることができ

る。  
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２ 前項の規定による命令をするときは，環境省令で定める事項を記載し

た命令書を交付しなければならない。  

（生活環境の保全上の支障の除去等の措置）  

第１９条の７ 第１９条の４第１項に規定する場合において，生活環境の保

全上の支障が生じ，又は生ずるおそれがあり，かつ，次の各号のいずれか

に該当すると認められるときは，市町村長は，自らその支障の除去等の措

置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において，第２号に該

当すると認められるときは，相当の期限を定めて，当該支障の除去等の措

置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じない

ときは，自ら当該支障の除去等の措置を講じ，当該措置に要した費用を徴

収する旨を，あらかじめ，公告しなければならない。  

(１) 第１９条の４第１項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきこ

とを命ぜられた処分者等が，当該命令に係る期限までにその命令に係る措

置を講じないとき，講じても十分でないとき，又は講ずる見込みがないと

き。  

(２) 第１９条の４第１項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきこ

とを命じようとする場合において，過失がなくて当該支障の除去等の措置

を命ずべき処分者等を確知することができないとき。  

(３) 第１９条の４の２第１項の規定により支障の除去等の措置を講ずべ

きことを命ぜられた認定業者が，当該命令に係る期限までにその命令に係

る措置を講じないとき，講じても十分でないとき，又は講ずる見込みがな

いとき。  

(４) 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において，第１９

条の４第１項又は第１９条の４の２第１項の規定により支障の除去等の

措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。  

２～６  略 
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消防法 

（屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令等） 

第３条 消防長（消防本部を置かない市町村においては，市町村長。第６

章及び第３５条の３の２を除き，以下同じ。），消防署長その他の消防吏員

は，屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防

に危険であると認める物件若しくは消火，避難その他の消防の活動に支障

になると認める物件の所有者，管理者若しくは占有者で権原を有する者に

対して，次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずる 

ことができる。  

（１） 火遊び，喫煙，たき火，火を使用する設備若しくは器具（物件に

限る。）又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器

具（物件に限る。）の使用その他これらに類する行為の禁止，停止若し

くは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備  

（２） 残火、取灰又は火粉の始末  

（３） 危険物又は放置され，若しくはみだりに存置された燃焼のおそれ

のある物件の除去その他の処理  

（４） 放置され，又はみだりに存置された物件（前号の物件を除く。）の

整理又は除去  

２～４  略  

 

鈴鹿市火災予

防条例 

（空地及び空家の管理） 

第２４条 空地の所有者，管理者又は占有者は，当該空地の枯草等の燃焼 

のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければ 

ならない。 

２ 空家の所有者又は管理者は，当該空家への侵入の防止，周囲の燃焼の 

おそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければな 

らない。 

   

災害対策基本

法 

（市町村の応急措置）  

第６２条 市町村長は，当該市町村の地域に係る災害が発生し，又はまさに

発生しようとしているときは，法令又は地域防災計画の定めるところによ

り，消防，水防，救助その他災害の発生を防禦し，又は災害の拡大を防止

するために必要な応急措置 （以下「応急措置」という。）をすみやかに

実施しなければならない。  

２  略  

（応急公用負担等）  

第６４条 市町村長は，当該市町村の地域に係る災害が発生し，又はまさに

発生しようとしている場合において，応急措置を実施するため緊急の必要

があると認めるときは，政令で定めるところにより，当該市町村の区域内

の他人の土地，建物その他の工作物を一時使用し，又は土石、竹木その他

の物件を使用し，若しくは収用することができる。  
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２ 市町村長は，当該市町村の地域に係る災害が発生し，又はまさに発生し

ようとしている場合において，応急措置を実施するため緊急の必要がある

と認めるときは，現場の災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実

施の支障となるもの（以下この条において「工作物等」という。）の除去

その他必要な措置をとることができる。この場合において，工作物等を除

去したときは，市町村長は，当該工作物等を保管しなければならない。 

３～１０  略 

 

 
 


