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５. 空家等の対策 

５-１対策を進めるうえでの基本的な考え方 

王寺町の人口は、住宅開発により一時的な増加は見込まれますが、将来的には減少

が進行するものと予想されており、空家等は今後も増加すると予想されます。増え続

ける空家等の問題は、空家等が増加するということだけではなく、防災・防犯など地

域や都市の活力の低下が懸念されます。このため、管理されず放置された空家等に対

する「安心・安全の確保」、空家等を未利用の地域資源として捉えた「流通・利活用

の促進」、地域のまちづくりと一体的に取り組む「地域との連携」、特に老朽化が進

行している空家等については「除却」など、空家等対策は地域社会全体における多方

面での取組が必要です。 

よって、王寺町の空家等への対策は、「基本的には個人の資産であること」や「除

却に至るまでには多くの時間や費用を要すること」から、短期的に進める対策、中長

期的に進める対策をそれぞれの段階において取り組んでいきます。 

さらに、空き家の現状をみると地区による特徴がみられることから、地区特性を考

慮した対策を考えます。 

空家等における対策は、行政内部の関連部署、住民、不動産をはじめとする関連事

業者、大学、ＮＰＯ等の団体と相互に連携を図り取り組みを推進する必要があります。 

 

５-２空家等の適切な管理の促進（空き家化の予防） 

現在の空家等への対策だけでなく、新たな空家等の発生を抑制することが求められ

ます。住宅は個人の資産のみならず、次の居住者等に住み継ぐべき社会的ストックで

あるという考え方から、住民意識の醸成や住宅の良質化、周辺地域の良好な環境保全

の形成が必要となります。 

 

（１） 所有者等の管理責任 

空家等は、所有者の私有財産であり、所有者は適正な管理に努める義務がありま

す。法では「空家等の所有者等の責務」について、また、民法や建築基準法等にお

いても「所有者等の責任」や「建築物の維持」などについて規定されています。 

 

① 法 

（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。 

 

② 民法 

（土地の工作物等の占有者及び所有者の責任） 

５．空家等の対策 

５-１対策を進めるうえでの基本的な考え方 

５-２空家等の適切な管理の促進（空き家化の予防） 
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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障

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。 

 

③ 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。 

 

④ 道路法 

（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  

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おそれがある

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。 

 

⑤ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（清潔の保持等） 

第５条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の

清潔を保つように努めなければならない。 

 

（２） 所有者等の意識の醸成 

特定空家等の発生を未然に防ぐため、住宅所有者等の意識の醸成に努めます。 

 

� 住民や町内に空家等を所有する者に対して、法の趣旨や内容、空家等対策整備

計画等について、広報誌やホームページなど、様々な媒体を活用して周知に努

め、空き家の適正管理に関する意識啓発を行います。 

 

� 固定資産税の納付通知書を発送する際、空家等の適正管理を促す文書や空き家

バンクのチラシ等を同封し、町内及び町外に住む空家等の所有者に注意喚起と

空家等の利活用を促します。 

 

� 木造の個人住宅を対象とする耐震診断や耐震改修工事に対する費用の一部を補

助する制度、住宅の増改築やリフォーム対象工事費用の一部を補助する制度

（同居リフォーム補助金など）を広く周知し、管理不全な空き家とならないよ

う予防につなげます。 
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（３） 住民意識の醸成・啓発 

空家等の対策を進めるには、空家等についての意識を広く住民の間で醸成するこ

とが必要となります。とりわけ、所有者にとっては空家等とすることで維持管理等

の負担が生じるとともに周辺に迷惑を及ぼしかねないこと、地域にとっては空家等

の増加によって防犯や防災等の面で地域の住環境に悪影響が生じるおそれがあるこ

となど、空家等に関する問題意識を高めることが、空家等の発生抑制に繋がるもの

と考えられます。このため、庁内関係部局や関連団体、地域等が連携し、様々な手

段や機会を通して、住民に対する周知・啓発を行います。 

また、空家等が発生し放置される要因として、所有者の死後、相続が適切に行わ

れず、多数の相続人が生じるなどした結果、住まい手が不在となることはもとより、

管理者意識が乏しくなる、意思決定が困難になるといったことが挙げられます。こ

うした状況を予防するため、主に高齢者世帯を対象として、所有者が存命中に住ま

いを次代へ適切に引き継いでいくための働きかけ等を検討します。 

 

① 住民への情報発信 

空き家に関する制度、補助などを、広報誌やホームページ等により、住民に対

して広く情報発信や意識付けを行います。 

 

② 地域を単位としたきめ細かな対応 

地域の自治組織等の主体的な取組を支援し、空家等対策と地域のまちづくりが

連携する事業の拡充を図るとともに、地域の各種組織・団体と連携して地域を単

位とした啓発活動や勉強会等を実施します。 

 

③ 相続生前対策の推進 

高齢者向け講習会等、様々な機会を活用し、高齢者世帯や単身高齢者等を対象

に、「終活」の一環として住まいを適切に引き継いでいくための必要性や意義に

ついて働きかけを行います。 

また、相続税対策としてだけではなく、住まいを引き継ぐという観点からも相

続の相談に応じることができる窓口や体制等の整備を検討します。 

 

④ 相続登記の推進 

所有者の死後、建物の相続登記がなされずに管理者や所有者が不明確となり、

そのことが長期の空き家化を招く要因のひとつになっています。そうした事態を

防ぐため、相続発生時に速やかに登記の名義変更をするよう、各種手続や通知時

を利用して働きかけを行います。 
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（４） 良好な住環境の保全・形成の推進 

個々の住宅対策に留まらず、それぞれの地域において、コミュニティの維持・活

性化を含め、安心して住み続けられる良好な住環境の保全・形成を進めることが、

王寺町への定住を促し、空家等発生の抑制に繋がると考えられます。 

また、まちづくりの中でそれぞれの地域の将来像を考えることは、地域の方々自

らが空家等の問題を認識し、その対応策を検討する契機ともなります。このため、

地域が主体で取り組む様々な分野でのまちづくりを推進するとともに、空家等対策

と連携して進めることができるような取組等について検討します。 
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５-３住民や所有者からの相談への対応 

（１） 空家等に関する相談体制 

住民からの空家等に関する様々な相談に対応する窓口の一元化を図ります。 

また、相談の内容が複数の部署にまたがる案件に対しては、関係する法令等によ

り対応が異なることから、庁内関係部局と情報を共有し連携して対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 空家等総合窓口の設置 

空家等に関し、所有者等からは利活用や除却の方法や権利関係に関する相談、ま

た、空き家の周辺住民からは、空き家が周辺に及ぼしている影響についての苦情な

どが想定されます。 

これらの相談や苦情に迅速に対応するため、窓口を一元化することとし、「空家

等総合窓口」を以下に設けます。 

 

 

 

 

 

 

  ただし、空家等の問題は、多岐にわたるとともに、専門的な知識も必要なことか

ら、町単独で総合窓口を設置しただけでは対応できない内容を含むことがあります。 

その場合は、法律、不動産、建築等、様々な分野の団体等との連携・協力により、

年に１回以上相談会を開催して、相談に対応することとします。 

５-３住民や所有者からの相談への対応 

地域整備部 まちづくり推進課 

（電話 0745-73-2001：代表） 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
 

（
空
家
等
総
合
窓
口
）
 

自治会・近隣住民等

からの通報・相談 

所有者等からの相談 

ごみ，雑草・草木，動物侵

入，防犯，防火，倒壊等 

売買・賃貸，利活用， 

解体，相続等 

政策推進課 

総務課、税務課 

住民課、福祉介護課 

国保健康推進課 

保健センター 

建設課、地域交流課 

上下水道課 

学校教育課 

生涯学習課 

文化交流課 

社会福祉協議会 

連携 

情報を共有し回答・対応 
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（３） 自治会等の会合や出前講座を利用した相談 

自治会や各団体から「出前講座」などの要請を受けたときは、自治会館や公民館

等に出向き、空家等の適正管理の啓発活動と併せて、空き家に関する相談に応じる

場を設けます。 

 

（４） データベースの構築 

空家等相談や各種ルートで把握した空家等をデータベース化し、関連する部署と

情報共有を図りながら対策にあたります。データベース整備にはＧＩＳの有効活用

を図ります。 
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５-４空家等の流通・利活用の促進 

基本的な考え方でも示すように、空家等の増加は、地域の防災、防犯、衛生、景観

などの様々な面において周辺環境に悪影響を及ぼすことから、現在の空家等や今後、

発生する空家等に対して、空家等の流動化を促進し、利活用や建替えを含めた流通を

進めることが必要であり、そのためには、流通・利活用の環境整備、地域等による空

家等利活用の支援、空き家に住みたいという需要の把握などを進める必要があります。 

空家等の利活用の促進については王寺町の実情に合った利活用方策を検討すること

が必要です。 

 

（１） 流通・利活用のための環境整備 

町内に広く存在する空き家の流通・利活用を促進するには、市場の機能を生かす

ことが必要かつ有効です。そのため、流通を阻害する要因をなくすなど、市場が機

能しやすい環境を整備するための取組を行います。 

 

① 所有者への働きかけ 

空家等が放置される主たる要因のひとつに、所有者にそもそも活用等の意向が

ないことが挙げられます。このため、広く住民意識の醸成・啓発を行うこととあ

わせ、空き家の所有者を対象に、意識啓発、各種情報の提供、地域での働きかけ

などを通して、利活用意向の掘り起こしや動機付けを行います。 

行政による取組では、空家等を巡る問題点のほか、改修に関する助成・融資制

度や事業者団体等による支援制度などをまとめた啓発パンフレットを作成し、庁

内関係部局の連携のもと、様々な機会を通じて情報発信を行います。 

また、利活用の意向を持つ所有者等に対しては、空き家バンクへの登録を働き

かけます。 

 

② 地域団体等との取組 

空家等の掘り起こしや所有者への情報発信、アンケート、働きかけを行うなど、

地域が自ら行う利活用に向けた取組を推進します。 

また、自治会等の地域団体と行政が連携し、地域が把握している空家等の情報

を集約化できる取組等を行います。 

 

③ 空家等の利活用に関する総合的・専門的組織との連携 

空家等を利活用するに当たっては、技術面、資金面はもとより法律面や相続面

など、幅広い観点からの検討が必要となりますが、こうした各種相談窓口はある

ものの、それぞれが連携しているとは言えず、空家等の解消にいたるまでの十分

なサポートができているとは言い難い状況にあります。このため、所有者からの

相談に対応できるよう、空家等の利活用に関わるＮＰＯ法人や民間関係団体と行

政との連携した相談体制を構築します。 

 

５-４空家等の流通・利活用の促進 
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④ 官民連携による資金調達等の取組の推進 

空家等を活用するには、ほとんどの場合、改修等が必要となります。そのため

の資金の問題から活用に至らないものがあります。 

こうした問題に対応するため、既存住宅の質の向上を目的とする公的な支援制

度に加え、より広く一般市場での流通促進を図るため、民間事業者や金融機関に

よる取組について、官民が連携し、行政が必要な環境整備や後押しを行うことで、

それらの普及・活用を推進します。 

 

（２） 地域等による空家等活用の支援 

空家等を地域に役立てたいとの意向をもつ所有者が少なからず存在する一方で、

地域によってはコミュニティの活動・交流の場所が必ずしも十分とはいえない状況

にあります。 

こうした点を鑑み、既存の助成制度等の既存施策との関係も踏まえつつ、空き家

を地域資源として捉え、地域コミュニティやＮＰＯ団体等が公共的な利用・管理を

行う場合に、所有者とのマッチングや改修費・運営費等を支援することについて検

討します。 

また、自らの没後に空家等を地域等に寄付したいとの意向を持つ所有者もあるこ

とから、寄付の受入機関や受入後の支援のあり方について検討します。 

 

（３） さらなる需要喚起のための取組 

「王寺町総合戦略」では、「王寺町人口ビジョン」における人口の将来見込みを

達成するため必要な 3つの基本目標と 9つの基本的方向を設定しています。 

  

基本目標 基本的方向 

住んで満足 

(1) 健やかにくらせる地域づくり 

(2) くらしやすいまちづくり 

(3) 安全・安心のまちづくり 

(4) 結婚から妊娠・出産、子育てまで切れ目のない支援 

(5) 女性の活躍促進 

(6) 学びの支援 

働いて満足 (1) 王寺でのしごと創生 

余暇を満足 
(1) 王寺を基点とした周遊型観光の推進 

(2) 文化やスポーツで地域の魅力を向上 

 

基本目標「住んで満足」の基本的方向の「(2) くらしやすいまちづくり」では、

空き家の有効利用や公営住宅の利活用などにより、住民のライフステージに応じた

住宅の確保を支援するなど住環境の整備に取り組むとしており、その具体的施策で

は、北葛城郡 4 町の共同による「空き家バンク」を広域で創設し、空き家の情報を

共有するとともに、広域における空き家の利用促進を図ることとしています。 
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（４） 長期優良住宅の普及促進、マイホーム借上げ制度の活用 

良質な住宅は、空家等となってしまった場合でも、品質が保持されているこ とで

市場への流通をスムーズに行うことができることから、空家化の予防・発生の抑制

につながるため、所有者等に対して長期優良住宅の普及促進を行います。 

また、住宅の適切な維持管理の促進、一般社団法人移住・住みかえ支援機構の

「マイホーム借上げ制度」の活用等の促進を図ります。 

 

■マイホーム借上げ制度のイメージ 

 

資料：一般社団法人移住・住みかえ支援機構ウェブサイトより 

 

（５） 住宅ストックの良質化の推進 

住まいとしての規模や性能が不十分であると、住み続ける、または住み継ぐこと

が難しく、そうしたことが空家等を生み出す要因のひとつになっています。 

新築・既存を含め、住宅ストックの良質化を推進することが、将来的な空き家化

の抑制にも繋がるものと考えられます。 

そのため、新築住宅については数世代にわたり住み継ぐことができる良質な住宅

の普及を図り、既存住宅についてはホームインスペクション（住宅診断）により質

の向上化を図ることを推進します。 

また、空家等を市場に流通させるためには、住宅の良質化とともに、品質と魅力

を備えた住宅としてその住宅が市場で適正に評価され、消費者に分かりやすい形で

中古住宅の品質・性能が示されることが重要となります。 

そのため、ホームインスペクション（住宅診断）、瑕疵担保保険の活用、住宅履

歴情報等の蓄積について普及啓発を図ります。  

さらに、民間事業者等と連携し、多様な空家等活用事例（リノベーション事例等）

の収集・紹介等を図ります。 
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５-５特定空家等に対する措置・対処 

適切な管理がされないまま放置された空家等は、建物自体の老朽化だけでなく、防

災、防犯、衛生、景観などの様々な面において周辺環境に悪影響を生じさせています。

また、放置された空家等の管理は、少子高齢化の進行等から個人管理が難しい状況に

なっています。さらに、地域コミュニティの希薄化により住民の間での関わりが低下

し、個人や地域での管理能力は相対的に低下してきています。 

今後も増加が予想される特定空家等の対策には、所有者だけでなく地域住民による

自発的な管理促進が必要であり、そのための対策が必要です。 

 

（１） 特定空家等の措置 

① 措置の対象となる空家等 

王寺町が措置を講ずる対象となる「適切な管理が行われていない空家等」は、

法に規定する「特定空家等」とします。 

 

② 特定空家等に対する措置 

特定空家等の対策の基本的な考え方として、特定空家等の適正管理について、

所有者等に対し自主的な取組みのための助言を行います。一方、特定空家等を放

置し続ける所有者等に対しては、指導を行い、勧告・命令など法に基づいた適切

な措置を講じます。 

  

５-５特定空家等に対する措置・対処 
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③ 特定空家等の措置の執行の流れ 

  

周辺地域住民又は 

地域からの情報提供 

現況調査（9 条１項） 

立入調査（9 条２項） 

助言・指導（14 条１項） 

勧告（14 条２項） 

命令（14 条３項） 

行政代執行（14 条９項） 

必要があるとき 

王
寺

町
空

家
等

対
策

協
議

会
 

報告 

意見 

助言・指導しても

改善されないとき 

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 

正当な理由なく勧告に従わないとき 

弁明の機会 

弁明の機会 

住宅用地特例解除 

実態調査（王寺町） 

特定空家等の判断 意見 
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（２） 特定空家等の判断基準 

特定空家等に対する措置は、命令、行政代執行といった公権力の行使を伴う行為

が含まれることから、「特定空家等」であると客観的に判断することが必要です。

そのため、国の定めたガイドラインに示された基準を参考に、空家等の状態及び周

辺への悪影響を踏まえ、生命、身体、財産、生活環境への悪影響等に著しく影響を

及ぼす恐れがあると総合的に判断されるものを、特定空家等とします。 

 

① 特定空家等の定義 

特定空家等は、法第２条第２項により、次のような状態にある空家等と定義し

ています。 

(A)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 

(B)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 

(C)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 

(D)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 

 

② 特定空家等の対応方針 

指導が必要な空家等が継続的に増加するなか、現況調査、立入調査により特に

早急に改善を図る必要があるような危険性が高いものについて、特定空家等の判

断を行い、助言・指導、勧告、命令、さらに代執行を行います。 

特定空家等の判断については、王寺町空家等対策協議会にて行います。 

 

③ 特定空家等の判断基準の概要 

『「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）平成 27 年 5 月 26 日、国土交通省・総務省』において、特定空

家等の判断の参考となる基準が示されています。 

ここで示された項目を基に、特定空家等の判断基準を設定します。 

特定空家等の判断基準は、資料編に示すとおりです。 

 

（３） 特定空家等の所有者等への勧告 

① 勧告の実施 

助言又は指導を行った場合において、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、当該特定空家等の所有者等に対し、猶予期限を付けて必要な

措置をとることを命ずるための勧告を行います。 

� 猶予期限 

勧告を受けた者が当該措置を行うことにより、その周辺の生活環境への悪影響

を改善するのに通常要すると思われる期間を意味します。具体の期間は対象とな

る特定空家等の規模や措置の内容等によって異なりますが、おおよそのところは、

物件を整理するための期間や工事の施工に要する期間を合計したものを標準とす

ることが考えられます。 
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� 固定資産税等の住宅用地特例に関する措置と内部部局への情報提供 

特定空家等に該当する家屋に係る敷地が、固定資産税等のいわゆる住宅用地特

例の対象であって、法第 14条第２項に基づき、町長が当該の特定空家等の所有者

等に対して除却、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した場合は、地方税法（昭和 25 年法律第 226号）第

349 条の３の２第１項等の規定に基づき、当該の特定空家等に係る敷地について、

固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることになります。 

法に基づき特定空家等の所有者等に対して勧告を行った場合には、地方税法

（第 349条の３の２）「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」に基づ

く、特例解除を行うため、速やかに税務部局に情報提供を行います。 

勧告後に、特定空家等の状態が改善されたと認められる場合は、家屋又は宅地

等の現況について、速やかに税務部局に情報提供を行います。 

 

� 勧告に関する弁明の機会 

所有者等の救済手段として、勧告を行う際には弁明の機会を与えることとしま

す。 

 

（４） 特定空家等の所有者等への命令の実施 

勧告を受けた者が正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかった場合、

特に必要があると認めるときは、その者に対し、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になります。 

 

（５） 特定空家等への代執行の実施 

法第 14条第３項の規定により必要な措置を命じた場合、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または、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、行政代執行法の定めるところに従い、

代執行を行います。 
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５-６空家等を除却した跡地の活用 

管理不全状態が一定程度以上進行し、活用が困難な特定空家等については、速やか

な除却を促すことが有効な対策の一つであり、それが地域の安全・安心の確保や良好

な住環境を確保するとともに、次の有効な土地利用へとつながります。 

しかし、除却だけを進めると空き地が増加し、それらがそのまま放置されると草木

の繁茂等により、地域の安全性の低下や景観の悪化など、新たな問題が生じるおそれ

があります。 

このため、特定空家等対策として除却を進めるにあたっては、跡地を管理不十分な

空き地のまま放置させず、さらには良質な土地利用を促すため、まちづくり全体を含

めた次のような取組を進めます。 

 

（１） 跡地の適正管理についての周知・啓発 

空家等と同様、空家等の除却後の跡地についても適正管理を行うよう、跡地の所

有者等に対して周知・啓発を行っていきます。 

 

（２） 跡地の市場流通の促進 

空家等と同様、その跡地の市場への流通化を図ることは、良質な土地利用にとっ

て重要です。このため、不動産取引業者団体等と連携して、町内の土地情報等の情

報発信や相談会の開催等、跡地の市場流通の促進に取り組みます。 

 

（３） 住宅密集地や狭あい道路対策との連携 

市場流通の条件を満たさない再建築不可の敷地を減少させ、良質な住宅への建替

や不動産の流動化を促すという観点から、道路拡幅への支援等の住宅密集地・狭あ

い道路対策を推進します。 

 

（４） 地域等による活用への支援 

地域のまちづくりを進めるなかで、地域コミュニティが空家等の跡地を広場や園

芸等として共同利用、共同管理する場合に、空家等の除却に加え、跡地の整備や運

営等を支援する仕組みを検討します。 

その際、跡地の利活用方法については、地域のニーズを踏まえて柔軟に対応する

ものとし、活用・管理主体は、地域との連携を前提にＮＰＯ等でも可能とする方向

で検討します。 

  

５-６空家等を除却した跡地の活用 


