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はじめに 

 

近年，少子高齢化による人口減少や核家族化・ライ

フスタイルの変化など様々な要因で，全国的に空き家

が増加しており，特に適切に管理されずに放置された

空き家につきましては，防災や衛生，景観等において，

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし，大きな社

会問題になっております。 

このような中，本市におきましては，「常陸太田市空き家の適正管理に関する

条例」の制定及び「常陸太田市空き家バンク制度」の創設により，空き家対策に

取り組んでまいりました。 

また，国では，「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し，空家等の

所有者等の責務を明確化するとともに，市町村の責務として空家等に関する対

策の実施や必要な措置を適切に講ずるよう努めることを定めました。 

本市では，法の趣旨を受け，有識者や地域の方々で構成する「常陸太田市空家

等対策協議会」におきまして協議を重ね，「常陸太田市空家等対策計画」を策定

いたしました。本計画は，本市の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考え方と具体的な方策を示すものです。 

今後，本計画に基づき，市民や関係団体の皆様と連携を図りながら，空家等対

策を推進してまいりますので，ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

最後に，本計画の策定にあたりまして，貴重なご意見をいただきました常陸太

田市空家等対策協議会委員の皆様をはじめ，ご協力をいただきました関係各位

に対しまして，心から感謝とお礼を申し上げます。 

 

平成３１年３月 

 

常陸太田市長 大久保 太一 
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第１章 計画の趣旨 

 

１ 計画作成の背景と目的 

 

 近年，地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化，社会的ニーズの

変化及び産業構造の変化等に伴い，居住その他の使用がなされていない空き家

が年々増加しています。 

 これらの中には，適切な管理が行われていない結果として安全性の低下，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

深刻な影響を及ぼしているものがあり，今後，空き家の数が増加すれば，それが

もたらす問題が一層深刻化することが懸念されています。 

 このため，本市では，２０１３年（平成２５年）７月に「常陸太田市空き家の

適正管理に関する条例」(平成２５年条例第２８号)を制定し，安全安心なまちづ

くりの推進のため，所有者等に対して管理の適正化を促してきました。また，２

０１５年（平成２７年）６月に「常陸太田市空き家バンク制度」を創設すること

により，空き家の有効活用を図るなど空き家の対策を進めてきたところです。 

このような中，国においては，空家等がもたらす問題に総合的に対応するため

の施策の更なる充実を図るため，２０１４年（平成２６年）１１月に「空家等対

策の推進に関する特別措置法」（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）

が公布され，２０１５年（平成２７年）５月に完全施行されました。 

 本計画は，法の趣旨やこれらの背景を踏まえ，空家等に関する施策を総合的か

つ計画的に実施し，地域住民の生命，身体又は財産を保護するとともに，生活環

境の保全を図り，空家等の活用を促進することにより，地域の活性化に資するこ

とを目的として策定するものです。 

 

  



 

2 

 

２ 計画の位置付け 

 

 本計画は，法第６条の規定に基づき，空家等に関する施策を総合的かつ計画的

に実施するため国が定めた基本指針に即し，かつ本市の実情に合わせた計画と

して策定するものです。 

 なお，本計画の策定にあたっては，「常陸太田市総合計画」を上位計画とし，

「常陸太田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」，「常陸太田市都市計画マスター

プラン」等の関連計画との整合性を図り定めるものとします。 

 

 

 

■常陸太田市空家等対策計画の位置付け 

 

 国                       上位計画 

 

                     整合 

 

            根拠 

                         関連計画 

 

                             

     

 

 

 

 

 

 

 

  

常陸太田市空家等の 

適正管理に関する条例 

空家等対策の推進に 

関する特別措置法 

常陸太田市総合計画 

国指針 

空家等対策計画 

（本計画） 

・常陸太田市まち・

ひと・しごと創生

総合戦略 

・常陸太田市都市計画 

マスタープラン 

・常陸太田市環境基本

計画等 
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３ 計画の対象地区・重点地域 

 

本市が実施した空家等実態調査（第２章で後述）によると，空家等が市内全域に

点在していることから，「市内全域」を計画の対象地区とします。 

また，市内全域の幹線道路（国道・県道・市道）沿線，公共施設及び災害時に

活動拠点となる避難所等の周辺を重点地域とします。 

 

４ 計画期間 

 

本計画の期間は，２０１９年度（平成３１年度）から２０２３年度までの５年

間とします。 

なお，本計画は，継続して適切な進行管理を行うとともに，各種施策による効

果の検証や社会情勢の変化等により，必要に応じて見直しを図るものとします。 

 

５ 対象とする空家等の種類 

 

本計画で対象とする空家等の種類は，法第２条第１項に定義されている「空家

等」とします。法に規定する「空家等」とは，居住や使用がなされていないこと

が常態である建築物とその敷地をいい，住宅ばかりでなく，倉庫や店舗等も対象

となります。ただし，既に売買・賃貸目的で不動産市場に流通する物件は対象と

しません。 

また，空家等の発生抑制については「空家等」になる前の段階，空家等の有効

活用については「空家等」の除却後の跡地を含みます。 

 

■空家等対策の推進に関する特別措置法 

(定義) 

第２条 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。 

 

 

６ 計画の公表 

 

本計画は，市のホームページ等により公表します。 
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第２章 空家等の現状と課題 

 
１ 人口及び高齢化率の推移 
 

国勢調査による本市の人口は，１９８５年（昭和６０年）の５９，２７３人

から２０００年（平成１２年）の６１，８６９人にかけて微増してきましたが，

その後減少に転じ，２０１０年（平成２２年）の５６，２５０人と２０１５年

（平成２７年）の５２，２９４人を比較すると，３，９５６人減少しています。 

 

 

高齢化率は３３．９％であり，茨城県（２６．８％），全国（２６．６％）

の平均値よりも高く，２０１０年（平成２２年）の２９．７％から４．２ポイ

ント上昇しています。 
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高齢化に伴い，高齢者夫婦世帯，ひとり暮らし高齢者世帯（高齢者単独世帯）

が増加しています。 

 
 
２ 住宅総数と空家等の現状 
 
（１）住宅総数と空き家数等 

 
総務省統計局が実施している「住宅・土地統計調査」では，住宅の居住に関す

る区分の中で，空き家についても調査対象としています。 

２０１３年（平成２５年）の空き家率の全国平均は１３．５％（平成２０年調

査時：１３．１％），茨城県平均は１４．６％（平成２０年調査時：１４．６％），

本市は１０．４％（平成２０年調査時：１０．８％）であり，２００８年（平成

２０年）の調査結果と比較すると，全国的には増加，県は横ばい，本市では減少

している状況になっています。 

２０１３年（平成２５年）の本市の調査結果は，空き家総数は２，２２０戸で

あり，別荘などの二次的住宅が１３０戸，賃貸用の住宅が３６０戸，売却用の住

宅が５０戸，その他の住宅が１，６８０戸という状況になっています。 
 

■総務省統計局「住宅・土地統計調査結果」より 

  
住宅 

総数 

空き家 

総 数 

二次的 

住 宅 

賃貸用 

の住宅 

売却用 

の住宅 

その他 

の住宅 

平成２０年 22,640 2,440 140 620 30 1,660 

平成２５年 21,280 2,220 130 360 50 1,680 

比較 △ 1,360 △ 220 △ 10 △ 260 20  20 

＊調査結果は，１０未満の位を四捨五入しているため，空き家総数と内訳の合計が一致しません。 

※二次的住宅 

 ・別 荘：週末や休暇時に避暑・避寒・保養等の目的で使用されている住宅で，普段は人が住
んでいない住宅 

 ・その他：普段住んでいる住宅とは別に，残業で遅くなったときに寝泊まりする等，たまに寝
泊まりする人がいる住宅 
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（２）所有者の現状 

 

２０１４年（平成２６年）に国土交通省が実施した空家実態調査により，

所有者の実情が，次のように示されています。 

 

① 所有者の年齢 

「６５～７４歳」が２９．７％となっており，「７５歳以上」の２５.９％

と合わせて，高齢者が５５．６％を占めています。（回答数：２，１４０） 

 

 

② 空き家にしておく理由 

今後の利用意向で，「空き家にしておく」とした理由について，「物置とし

て必要だから」が４４．９％と最も多く，次いで，「解体費用をかけたくな

いから」，「特に困っていないから」という状況になっています。 

（回答数：４６１，複数回答） 
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③ 管理をする上での阻害・課題 

「管理の作業が大変」が２６．３％，「住宅を利用する予定がないので管

理が無駄になる」が２３．６％，「遠方に住んでいるので管理が大変」が   

２１．４％などとなっている一方で，「障害や課題はない」が２８．１％と

なっている。（回答数：２，１４０） 
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（３）本市の空家等の現状 

 

① 空家等実態調査の結果 

法の施行に伴い，本市では，２０１６年（平成２８年）１０月から２０１

７年（平成２９年）９月にかけて，今後の空家等対策の基礎資料とするため，

市内全域にわたり空家等実態調査を行いました。 

住宅地図を作成している業者の空家候補と思われる建物の所在データを

基礎資料として，地域住民からの聴き取りなどを行い，市内全域にわたり，

空家の所在，使用状況，老朽度・危険度等について調査しました。 

併せて，立地条件や管理の状態が良く利活用が可能な空き家については，

所有者等に「空き家バンク」登録への働きかけを行いました。 

 

   ■調査内容 

・使用状況の調査 

      （表札，水道，電気，ガス，郵便物，敷地の状態） 

     ・建物外観を目視により調査 

      （建物の傾斜，基礎，外壁，屋根の状況から老朽度・危険度の判定） 

     ・写真撮影 

     ・所有者調査（固定資産税情報を活用） 

 

    地区別調査状況（２０１７年（平成２９年）９月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※老朽度・危険度ランク 

Ａ：小規模の修繕により再利用が可能な状態 

Ｂ：損傷も見られるが，多少の改修工事により再利用が可能な状態 

Ｃ：倒壊や建築材の飛散等の危険性はないが，管理が行きとどいておらず， 

損傷が激しい状態 

Ｄ：倒壊や建築材の飛散など危険が切迫しており，緊急度が極めて高い状態 

 空 

家 

数 

Ａ 

判 

定 

Ｂ 

判 

定 

Ｃ 

判 

定 

Ｄ 

判 

定 

常 陸 太 田 地 区 488 4 82 309 93 

金 砂 郷 地 区 177 2 24 101 50 

水 府 地 区 229 1 24 161 43 

里 美 地 区 76 0 12 50 14 

合 計 970 7 142 621 200 
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② 空家等の発生理由や管理上の課題等の考察 

空家等が発生する理由としては，転居や相続により居住者が不在となった

建物が，立地条件の利便性などで利用されず，賃貸・売却市場に流通するこ

となく適切に管理されないことなどで，建物の劣化が進むことによるものと

推測されます。 

国土交通省「空家実態調査」の結果，所有者の実情が示されていますが，

本市においても同じ傾向があると推測されます。 

○空き家になる理由 

・相続した所有者（管理者）等が遠方に居住 

・所有者（管理者）等が介護施設等に入所 

○所有者（管理者）等による管理を妨げている理由 

・管理または解体に要する費用の負担が重い 

・高齢や遠方に居住しているため，管理の作業が大変 

・管理を頼む人や業者がいない 

・物置として使用しているが，放置の状態になっている（モラルの問題） 

・相続人の分割協議不調により管理責任の所在が不明確 

○所有者（管理者）等の把握が困難な理由 

・登記簿上の住所等からの転居先不明 

・相続登記がされず，相続人が多数存在 

・未登記物件 

 

③ 空家等の放置による影響 

管理されていない空家等は，景観が悪くなるだけでなく，建築資材の飛散，

ゴミの不法投棄，放火や不法侵入など犯罪の温床になる懸念があるほか，台

風や地震などの自然災害で倒壊して避難の妨げとなるなど市民の安全・安心

な生活環境に悪影響を及ぼすことが予想されます。 
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３ 今後の課題 
 
空家等の現状や将来の人口減少・高齢化率の進展や高齢者世帯が増加してい

る状況，国土交通省「空家実態調査」の結果，本市の空家等実態調査の結果を踏

まえ，本市における空家等対策の課題を次のように整理します。 
 
（１）新たに発生する空家等の抑制 

過疎化や少子・高齢化の進展に伴い，今後も空家等の増加が懸念されます。

空家等が発生し，放置される要因として，独り住まいの高齢者の施設等への

入所，相続が適切に行われなかった場合や相続されても管理する意識が徹底

されないことなどがあります。所有者等の実情に応じた啓発や相談等により，

空家等の発生を抑制する取り組みが必要です。 
 

（２）空家等の利活用の促進 

空き家となって日が浅い建物や適切に管理されてきた空家等については，

利活用を促進することで，空家等を減少させることになります。 

空き家バンクでは，利用者側の需要に対し登録物件数が少ない現状にある

ため，更なる制度の周知や物件情報の収集により登録物件を増やす取り組み

が必要です。 

また，空家等の除却後の跡地の有効活用を促進する取り組みが必要です。 
 

（３）適正管理の促進 

居住者が不在となったことにより空家等となった場合でも，適切な管理が

行われていれば，特に問題になりません。空家等の正確な実態把握に努め，

所有者等に対する空家等の適正管理を促す取り組みが必要です。 
 

（４）管理不十分な空家等の改善 

管理が不十分なため，老朽化が進行している，通学路に悪影響を及ぼすお

それがある，まちの賑わいや景観を損ねる又は雑草や庭木が生い茂る等の問

題を抱える空家等に対して，その状況を改善する働きかけが必要です。 
 

（５）周辺環境に悪影響を与える空家等への対策 

長期間放置される等により，周辺環境に悪影響を及ぼしている空家等（特

定空家等）に対しては，法や関係法令に基づき除却等の指導を行うなど，所

有者等に対する適切な対応が必要です。 
 

（６）空家等対策のための体制整備 

空家等の所有者等が，適切な管理等を行うための相談体制について，庁内

における連携体制を強化し，関係機関の協力関係や役割分担を明確化する取

り組みが必要です。 
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第３章 空家等対策に係る基本的な方針等 

 

１ 基本的な方針 

 

（１）空家等の発生抑制 

住宅等は適切な維持管理が行われていれば，将来，居住者が不在となった

場合でも，新たな居住者により再利用可能な有効な財産となることから，空

き家となる前から適切な維持管理を促す取り組みも必要です。 

このようことから，新たに空家等の発生を抑制するため住宅や空家等の所

有者等に対する相続や維持管理に関する啓発活動を推進していきます。 

 

（２）空家等の有効活用 

空家等については，活用次第で地域振興につながる大きな資産となるもの

であると考え，移住定住の促進という観点からも積極的に有効活用を推進し

ていきます。また，除却後の跡地については，所有者等に対し有効活用を促

していきます。 

 

（３）空家等の適正管理 

現状において老朽化が進む管理不十分な空家等は，防災・防犯・安全・環

境・景観の保全などの面から，市民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあ

るため，これまで以上に，空家等の適切な管理について所有者等への意識啓

発と注意喚起を促すことを行います。 

 

（４）特定空家等への対応 

適切な管理が行われず，老朽化等により周辺の生活環境に大きな影響を 

与えるおそれのある空家等（特定空家等）に対して，地域住民の安全確保等

を行うため法に定める手順に基づき，適切な対応を行います。 

 

（５）空家等対策のための体制整備 

上記基本方針（１）～（４）を確実に実行するため，庁内における連携や

関係機関との協力関係を一層強め，空家等対策に関する相談体制等を充実さ

せていきます。 

また，地域（町会等）とも連携しながら，空家等の実態把握に努め，空家

等に関するデータベースの充実を行うことで空家等対策の推進を図ります。 
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第４章 空家等対策の具体的な施策 

 

１ これまでの主な空家対策 

① 条例による適正管理の促進 

「常陸太田市空き家の適正管理に関する条例」（平成２８年３月「常陸太

田市空家等の適正管理に関する条例」に改正）により，管理不全な状態にあ

る空家等の所有者等に対し，適切な管理を行うよう助言や指導を行ってきま

した。 

 

② 空き家バンク 

利用可能な空き家の活用と併せ，移住・定住施策の推進策として「空き家

バンク」を実施してきました。 
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２ 空家等対策の具体的な施策 

 

（１）空家等の発生抑制 

 

① 空家問題に関する理解の増進 

市民全体で問題意識を共有することが，空家等の発生抑制への近道であり，

所有者等の実情にあった相談対応や啓発活動を促進します。 

・市広報紙，ホームページを活用した情報提供や啓発活動 

・固定資産税納税通知に啓発チラシを同封し発送 

・死亡届や転出届出時の啓発活動の実施 

・水道使用休止届出時の啓発活動の実施 

 

② 住宅の管理や相続に関する意識の醸成 

空家等の所有者等が死亡又は不明の場合，法に基づく調査を行い，相続人

などの管理者等を特定し，土地や建物に関し適切な管理方法の周知・啓発に

努めます。また，関係機関と連携し，相続登記について啓発活動を行ってい

きます。 

 

（２）空家等の有効活用 

 

① 「空き家バンク」の更なる活用の促進 

「空き家バンク」は，空き家を登録し，買いたい・借りたい利用者とのマ

ッチングを行うもので，本市においては，茨城県宅地建物取引業協会と協定

を締結し実施しています。引き続き，制度の周知，登録物件数の増加に努め

ます。 

・市広報紙，ホームページを活用した情報提供や啓発活動 

・固定資産税納税通知に啓発チラシを同封し発送 

・利活用可能な空き家の所有者等への意向調査，登録促進 

・全国版空き家バンクの活用 

・移住相談会等での積極的な物件紹介 

 

② 空き家に関する支援制度の利用促進 

空き家バンクに利用登録されている物件を対象とした「空き家リフォーム

工事助成金」や「空き家家財道具等処分費用助成金」の支援を行っており，

引き続き，空き家バンクの利用促進に努めます。 
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③ 地域資源としての活用 

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

での地域資源ととらえ，地域等との連携による活用の支援に努めます。 

 

（３）空家等の適正管理 

 

① 所有者等に対する適正管理の呼びかけ 

空家等の所有者等に対し，管理責任が所有者等自身にあることを明確に認

識してもらうとともに，空家等に関する理解を深め，適切な管理を促すため

の啓発活動や条例に基づいた指導等の措置を行います。 

・市広報紙，ホームページを活用した情報提供や啓発活動 

・固定資産税納税通知に啓発チラシを同封し発送 

・所有者等の管理責任等をわかりやすく説明するパンフレット作成 

・所有者等への適正管理を促す助言・指導の実施 

 

② 適正管理に関する情報提供 

空家等の所有者等は，空家等の具体的な管理方法がわからないという状況

が多いため，空家等の適切な管理方法等の情報を提供します。 

・適切に管理するための管理ガイドの作成。 

・適切に管理するための相談体制の整備 

・シルバー人材センターや不動産会社等の活用 
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（４）特定空家等への対応 

 

特定空家等は，地域住民の生活に深刻な影響を及ぼすことから，空家等の管

理責任が所有者等にあることを踏まえ，本市では，法に基づく措置を適切に講

ずるため,空家等対策協議会への協議，意見聴取を行いながら，所有者等に強

く働きかけを実施していきます。 

 

 

なお，法に基づき特定空家等への「勧告」を行うことにより，固定資産税の

住宅用地の特例（税負担の軽減）が解除されます。 

 

 参考 固定資産税の住宅用地の特例 

住宅用地の 

区分 
住宅用地区分の範囲 

特例率 

固定資産税 都市計画税 

小規模 

住宅用地 

面積が 200 ㎡以下の住宅用地（200 ㎡を超える場合は

１戸当たり 200 ㎡までの部分） 
１／６ １／３ 

一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 １／３ ２／３ 

  アパート・マンション等の場合は，戸数×200㎡以下の部分が小規模住宅用地となります。 

  併用住宅の場合は，建築の構造，階数，住宅としての利用部分の割合により，住宅用地となる面積が異なります。 



 

16 

 

① 空家等対策協議会への意見聴取 

各分野の専門家等で構成する空家等対策協議会において，特定空家等の

判定，立入調査の方針，措置の方針，その他必要な事項について協議，意

見を聴取しながら，地域の実情に応じた特定空家等に関する対策に取り組

みます。 

 

② 立入調査の実施 

特定空家等の判定にあたり，外観目視による調査では不十分な場合は，

積極的な立入調査を実施します。 

 

③ 特定空家等の判断基準 

特定空家等の判定は，国のガイドラインを参考として，空家等の状態や

周辺に及ぼしている悪影響の程度等を総合的に判断します。 

 

④ 空家等データベースの共有化 

特定空家等に対する措置内容や履歴等を空家等データベースに記載し，

継続的に把握していきます。また，庁内関係課と連携した取り組みを行う

ため，特定空家等に関する情報の共有化を図ります。 
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（５）空家等対策のための体制整備 

 

① 市内部組織の連携体制の整備 

庁内の関係部署との連携を強化し，市を挙げた対策を実施するための連携

体制を整備します。 

 

② 関係団体及び地域等との連携体制の構築 

空家等の問題は，地域社会全体の問題であるため，総合的に空家等の対策

を進めるにあたり，空家等対策協議会，地域，関係機関等と連携し，取り組

みを推進します。 

また，空家等の近隣の方をはじめとする市民，町会等の地域からの情報が

重要であることから，地域との連携体制の構築に努めます。 
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１． 空家等対策の推進に関する特別措置法 

 

（平成２６年１１月２７日法律第１２７号） 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行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いることに鑑み、地域住民

の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あ

わせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による

基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第１０条第２項を除き、以下同

じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進する

ために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計

画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 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。 

２ 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。 

（空家等の所有者等の責務） 

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。 

（市町村の責務） 

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。 

（基本指針） 

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画
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的に実施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるもの

とする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他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に必要な

事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようと

するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第６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１４条第１項の規定による助言若しくは指

導、同条第２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条

第９項若しくは第１０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 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実

施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができ

る。 
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（協議会） 

第７条 市町村は、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を

行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織するこ

とができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住

民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識

経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が

定める。 

（都道府県による援助） 

第８条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空

家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対

する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

助を行うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等

の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のため

に必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第１４条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度に

おいて、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入

って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認

められる場所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家

等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に

対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示し

なければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的

で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについ

ては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特

定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされ
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ているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされてい

るもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内

にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供

を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やか

に当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があ

るときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者

等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が

販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に

悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下

第１３条までにおいて同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に

関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、こ

れらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるもの

とする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１３条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する

事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除

く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずる

よう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第１４条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関

し、除却、修繕、立木竹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（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にない特定空家等につい

ては、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導

をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当

該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受

けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他

周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することが

できる。 
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３ 市町村長は、前項の規定による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、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとるこ

とを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、

その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由

並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置

を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出す

る機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、

市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを

請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合において

は、第３項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開

による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項

の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期

日の３日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しな

ければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自

己に有利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その

措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないと

き又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執

行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところに従い、自ら義務者のなす

べき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失が

なくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失が

なくて第１項の助言若しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知

することができないため第３項に定める手続により命令を行うことができな

いときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら

行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この

場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限

までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任

した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設
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置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなけれ

ばならない。 

１２ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置するこ

とができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識

の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

１３ 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８

号）第３章（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適

切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項

は、国土交通省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第１５条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に

関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施

に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の

措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対

策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必

要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第１６条 第１４条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０

万円以下の過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、２

０万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。ただし、第９条第２項から第５項まで、第１４条及

び第１６条の規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。 

（平成２７年政令第５０号で、本文に係る部分は、平成２７年２月２

６日から、ただし書に係る部分は、平成２７年５月２６日から施行） 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行

の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討

を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  
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２．常陸太田市空家等の適正管理に関する条例 

 

平成２５年６月２８日条例第２８号 

改正 平成２８年３月２５日条例第 ７ 号 

（題名改称） 

平成３０年６月１８日条例第２０号 

 

   常陸太田市空家等の適正管理に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律

第１２７号。以下「法」という。）に定めるもののほか，空家等の適切な管

理に関し必要な事項を定めることにより，安全安心なまちづくりの推進に寄

与することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は，法において使用する用語の

例によるもののほか，次の各号に定めるところによる。 

(1) 管理不適切な状態 適切な管理が行われておらず，周辺の生活環境に

悪影響を及ぼすおそれのある状態をいう。 

(2) 市民 市内に居住し，若しくは滞在し，又は通勤し，若しくは通学す

る者をいう。 

（情報提供） 

第３条 市民は，管理不適切な状態である空家等を発見したときは，速やかに

市長にその情報を提供するものとする。 

（実態調査等） 

第４条 市長は，前条の規定による情報提供があつたとき，又は管理不適切な

状態である空家等があると認めるときは，当該空家等の実態調査を行うもの

とする。 

２ 市長は，前項の実態調査を行う場合において，必要があると認めるとき

は，職員に当該空家等の立入調査をさせることができる。 

３ 前項の規定により立入調査を行う職員は，その身分を示す証明書を携帯

し，関係人の請求があつたときは，これを提示しなければならない。 

（緊急安全措置） 

第５条 市長は，空家等が倒壊等の危険な状態が切迫していると認めるとき

は，危険な状態を回避するために必要最低限度の措置（以下「緊急安全措



 

26 

 

置」という。）を講ずることができる。 

２ 市長は，前項に規定する緊急安全措置を講ずる場合は，所有者等の同意を

得て実施するものとする。 

３ 市長は，第１項の規定による緊急安全措置を講じたときは，それに要した

費用を所有者等に請求するものとする。 

（助言，指導及び勧告） 

第６条 市長は，特定空家等と認めるもの以外の空家等において，当該空家等

が管理不適切な状態になるおそれがあると認めるとき，又は管理不適切な状

態であると認めるときは，当該空家等の所有者等に対し，当該空家等の適切

な管理のために必要な措置について助言又は指導をすることができる。 

２ 市長は，前項の助言又は指導を行つたにもかかわらず，なお，当該空家等

が管理不適切な状態にあるときは，当該所有者等に対し期限を定めて，管理

不適切な状態の解消に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

（措置命令） 

第７条 市長は，所有者等が前条第２項の規定による勧告に応じないとき，又

は空家等が著しく管理不適切な状態が継続しているときは，当該所有者等に

対し，期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

（公表） 

第８条 市長は，前条の規定による命令を行つたにもかかわらず，所有者等が

正当な理由なく命令に従わないときは，次に掲げる事項を公表することがで

きる。 

(1) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名（法人にあつては，主たる事

務所の所在地及びその名称並びに代表者の氏名） 

(2) 命令の対象である空家等の所在地 

(3) 命令の内容 

(4) その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は，前項の規定により公表するときは，当該公表に係る所有者等に意

見を述べる機会を与えなければならない。 

（協議会の設置等） 

第９条 法第７条第１項の規定により空家等対策計画の策定，変更及び実施に

関する協議等を行うため，常陸太田市空家等対策協議会（以下この条におい

て「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会は，委員１５人以内で組織する。 

３ 協議会の委員（以下この項及び次項において「委員」という。）の任期

は，２年とし，再任を妨げない。ただし，委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は，前任者の残任期間とする。 
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４ 委員は，職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。委員の職を

退いた後も同様とする。 

５ その他協議会に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

（関係機関との協議，連携及び協力要請） 

第１０条 市長は，この条例を適切に運用するため，関係機関と協議又は連携

するよう努めるものとする。 

２ 市長は，緊急の必要があると認めるときには，関係機関に必要な措置を要

請することができる。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は，市規則で定める。 

附 則 

この条例は，平成２５年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第７号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年条例第２０号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正） 

２ 常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３６年常陸太田市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

略 
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３．常陸太田市空家等対策協議会の運営に関する要綱 

 

      平成３０年１０月２９日告示第１０９号 

 

常陸太田市空家等対策協議会の運営に関する要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，常陸太田市空家等の適正管理に関する条例（平成２５年

常陸太田市条例第２８号。以下「条例」という。）第９条第５項の規定に基

づき，常陸太田市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）の運営等に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は，空家等対策の推進に関する

特別措置法（平成２６年法律第１２７号）及び条例において使用する用語の

例による。 

（所掌事項） 

第３条 協議会は，次の各号に掲げる事項を協議する。 

 (1) 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) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。 

 (3) 特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。 

 (4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。 

 (5) その他空家等の対策に関して必要な事項。 

 （組織） 

第４条 委員は市長のほか，次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又

は任命する。 

 (1) 地域住民 

 (2) 市議会議員 

 (3) 法務，不動産，建築，福祉，文化等の分野において専門的な知識を有す

る者 

 (4) その他市長が必要と認める者 

２ 協議会に委員長及び副委員長各１人を置き，委員の互選によりこれを定め

る。 

３ 委員長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき，又は欠けたとき

は，その職務を代理する。 
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（会議） 

第５条 協議会の会議は，必要に応じ委員長が招集し，委員長が議長となる。

ただし，委員の委嘱後最初に開かれる会議は，市長が招集する。 

２ 会議は，委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，委員長の決

するところによる。 

４ 委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，

意見又は説明を求めることができる。 

（除斥） 

第６条 委員長及び委員は，自己に関する案件又は当該者の従事する業務に直

接利害関係のある案件については，その議事に参与することができない。 

 （市長の職務代理） 

第７条 市長が会議に出席できないときは，市長があらかじめ指定する者がそ

の職務を代理する。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は，市民生活部市民協働推進課において処理する。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，委

員長が協議会に諮って定める。 

附 則 

この告示は，公布の日から施行する。 
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４．策定の経緯 

期  日 会議等名称 

平成30年11月12日 第１回空家等対策協議会 

平成30年12月19日 第２回空家等対策協議会 

平成31年1月18日 第３回空家等対策協議会 

平成31年2月5日 

～ 

平成31年3月6日 

パブリック・コメント実施 

平成31年3月8日 第４回空家等対策協議会 

平成31年3月28日 空家等対策計画の決定 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常陸太田市空家等対策計画 

平成３１年３月 

 

発行／常陸太田市 

編集／常陸太田市市民生活部市民協働推進課 

   〒313‐8611 茨城県常陸太田市金井町 3690 

   電話 0294‐72‐3111（代） 

   Ｅ-mail sikyo1@city.hitachiota.lg.jp 

 

常陸太田市ホームページ 

       http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp 


