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※「空家」と「空き家」の標記の違いについて 

 空き家等対策の推進に関する特別措置法においては、「空家等」と定義しているため、本計画

においても「空家」「空家等」と標記しています。ただし、引用部分において、引用元の標記が

「空き家」となっている場合は、引用元の表記をそのまま使用します。また、国において「空

き家・空き地バンク」という制度があるため、「空き家」「空き地」の両方を指す場合は、「空き

家・空き地」として標記しています。 

 

※法第６条第１項に規定する事項と本計画の対応表について 

 国指針によれば「空家等対策計画を定めるに当たっては、各市町村における空家等対策の

全体像を住民が容易に把握することができるようにする」とあるため、よりシンプルに構成

を４章立てとしています。法第６条第１項に規定する事項と本計画の対応について、下記の

とおりとなっています。 

 

空家法第６条第２項に規程する項目 本計画書の該当箇所 

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空家等に関する対策

に関する基本的な方針 

第１章―３、－５、第３章―２ 

計画期間 第１章－４ 

空家等の調査に関する事項 第２章―３、第３章―１－（３）、第４章―１－

（総）、－３－（２） 

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 

第４章―１－（総）、－（３） 

空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用

の促進に関する事項 

第４章―１－（２） 

特定空家等に対する措置その他の特定空家等

への対処に関する事項 

第４章―１－（３） 

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 

第４章―１－（総） 

空家等に関する対策の実施体制に関する事項 第４章―１－（総）、資料編―２ 

その他空家等に関する対策の実施に関し必要な

事項 

その他 
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 近年、全国的に空家等が増加しており、人口減少、超高齢社会を迎え、将来的には更

なる増加が予想されています。その中でも、適切な管理がされず、防災、衛生、景観な

ど、多岐にわたり問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空

家等が社会問題となっています。 

 こうした状況のもと、国において「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「空家法」という。）が平成２６年１１月２７日に公布され、

平成２７年５月２６日に全面施行されました。空家法では、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、住民に最も身近な行政主体であり、空家等の状況を把握

することが可能な立場にある市町村を空家等に関する対策の実施主体として位置付け

ています。 

 町内においても、前述のように適切な管理がされず、周辺地域住民の生活環境に影響

を及ぼす空家等が散見されており、これらの空家等に対しては、空家法の施行以前は

「芝山町をきれいにする条例（平成１３年条例第１２号）」の規定に基づき、所有者等

による適切な管理を依頼してきたところです。 

 また、平成２９年度に実施した「芝山町空家等実態調査」により、町内の建物群２，

４５３件のうち空家等が２４３件（全体の約９．９％）確認され、これらが適切な管理、

利活用、または、解体がなされず、管理不全な状態に陥れば、地域住民の生活環境に深

刻な影響を及ぼしかねません。 

 以上の状況を踏まえて、町では、基本構想※１、総合計画※２に基づく地域住民の快適

で安全・安心なまちづくりを推進するとともに、空家法に基づき、本町の空家等対策に

関する基本的な方針を明らかにし、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、「芝山町空家等対策計画」を策定します。 

  

第１章 計画策定の目的と位置づけ 

１ 目的 

※１基本構想・・・芝山町基本構想の策定に関する条例（平成２５年芝山町条例第１６号）に基づき、議会の議決を経て町が

策定する総合的かつ計画的な行政の運営を図るためのまちづくりの最も基本的な指針。 

※２総合計画・・・基本構想に基づき、個別施策及び事業の実施について、年次ごとに位置づける基本計画。 
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 本計画は、空家法第６条の規定、国の基本的な指針に基づき定めるものとします。 

 また、「芝山町総合計画」、「芝山町まち・ひと・しごと創生総合戦略※１」「芝山町都市

計画マスタープラン※２」などの関連計画と連携を図りながら、本計画を推進します。 

 

 

図１．計画の位置付け・国や千葉県との関係 

  

２ 計画の位置づけ 

※１芝山町まち・ひと・しごと創生総合戦略・・・まち・ひと・しごと創生法第 10 条第 1 項に基づき、国及び県の総合戦略を勘

案して、本町の実情に応じて策定する施策の基本的な計画。（平成２８年３月策定） 

※２都市計画マスタープラン・・・都市計画区域マスタープランに即し、各市町村の区域を対象として、住民に最も身近な地

方公共団体である市町村が、より地域に密着した見地から、その創意工夫の下に、市町村の定める都市計画の方針を定め

るもの。（第１０版都市計画運用指針より） 
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 計画の対象とする空家等は、空家法第２条に規定する空家及び特定空家等とします。

（町内に存在するものに限ります。） 

 

 （１）空家等（空家法第２条第１項） 

   「空家等」とは、建築物又はこれに付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。）をいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理する

ものを除きます。 

 

  ※「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」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、国の基本的な指針によれば、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つの基準とされています。 

  ※共同住宅の一室に居住者がいるなど、建築物等の一部でも使用されている場合は、「空家

等」の対象外とします。 

 

 （２）特定空家等（空家法第２条第２項） 

   「特定空家等」とは、次のいずれかの状態にあると認められる空家等をいいます。 

  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である状態 

 

  ※特定空家等に該当するか否かを判断するための基準については、国が示す「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）」、千葉県すま

いづくり協議会が示す「特定空家等の判断の手引き」に基づき、具体的な判断基準・手法

を今後定めるものとします。（スケジュールは、第４章へ記載。） 

  

３ 対象とする空家等 
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 計画の期間は、２０１９年度（平成３１年度）から２０２３年度（平成３５年度）の

５年間とします。 

 ただし、国の空家政策の動向や社会・経済情勢の変化により計画の見直しの必要性が

生じた場合は、適宜見直しを行うこととします。 

 

 

図２．空家等対策計画及び関連計画の関係 

 

 

 

 対象地区は、平成２９年度に実施した「芝山町空家等実態調査（以下「実態調査」と

いう。）」の調査対象と合わせて、芝山町内全域とします。なお、重点的に対策を行う地

区を定める必要が生じた場合は、芝山町空家等対策協議会※１（以下「協議会」という。）

に諮り、これを定めるものとします。 

 

 

 

 

  

４ 期間 

５ 対象地区 

※１芝山町空家等対策協議会・・・空家法第７条第１項、芝山町空家等対策協議会条例（平成３０年芝山町条例第６号）の

規程により設置され、町長を会長とし、法律、不動産、建築などに関する学識経験者、町議会議員、町民の代表者等により

構成された協議会。本計画の策定、変更、実施に関する協議を行う。 



- 5 - 

 

 

 
 （１）住宅数と世帯数の変化 

   住宅・土地統計調査※１（平成２５年・総務省）の結果によると、経済施策や日本

文化を背景に住宅数は右肩上がりで増加しています。それに対応する形で、核家族

化の進行により、世帯数も増加していますが、平成２５年時点では、世帯数に対し

て住宅数は約１６％多く、供給過多状態となっています。 

   一方で、国勢調査※２（平成２７年・総務省）によると、平成２２年の調査を頭打

ちとして人口が減少している上に、高齢化の進行が懸念されています。このまま住

宅数が増え続け、既存住宅の活用・除却が進まなければ、空家の数は増え続けてい

くことになります。 

 

 

出典：総務省「住宅・土地統計調査」（平成２５年度）より 

図３．住宅数と世帯数の変化について 

 

  

第２章 本町の現状 

１ 国の各種統計調査からわかること 

※１住宅・土地統計調査・・・５年ごとに実施され、我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等

の実態を把握し、その現状と推移を明らかにする調査。この調査の結果は、住生活基本法に基づいて作成される住生活基

本計画、土地利用計画などの諸施策の企画、立案、評価等の基礎資料として利用されている。（総務省統計局ＨＰより） 

※２国勢調査・・・我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査。国勢調査から得られる

様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、

そのような利用を通じて国民生活に役立てられている。（総務省統計局ＨＰより） 
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 （２）空き家（居住者のいない住宅）の内訳 

   住宅・土地統計調査（平成２５年・総務省）の空き家のうち、空家法の「空家等」

に近い定義となっている「その他の住宅」は、平成５年から平成２５年の２０年間

で約２．１倍と急増しており、今後も増えていくと予想されています。「その他の

住宅」のうち、除却することが決まっていないものは、「二次的住宅」や「賃貸用

又は売却用の住宅」に比べて、管理不全に陥る可能性が大きいと考えられます。 

 

 

出典：総務省「住宅・土地統計調査」（平成２５年）より 

図４．空き家の内訳について 

 

※総務省「住宅・土地統計調査」上の空き家の定義 

・二次的住宅 

  →別荘及びその他（たまに寝泊りする人がいる住宅） 

・賃貸用又は売却用の住宅 

  →新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空き家になっている住宅 

・その他の住宅 

  →上記の他に人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期に

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 
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 （３）どうして空き家になったか 

   空家実態調査（平成２６年・国土交通省）の結果によると、「空き家となった住

宅を取得した経緯」として、相続により取得した場合が半数以上を占めています。

また、「空き家にしておく理由」としては、実際に必要としている場合を除いて、

空家に対して手間・労力・お金を掛けたくないことや、解体によって固定資産税の

特例措置から除外されてしまうことへの懸念などが理由となっています。 

 

 

出典：国土交通省「空家実態調査」（平成２６年）より 

  

図５．空き家となった住宅を取得した経緯 

図６．空き家にしておく理由（複数回答） 

※１空家実態調査・・・全国の戸建て住宅の空き家等について利用状況、管理実態などを把握し、空き家に関する基礎資料

を得ることを目的として、国土交通省が実施する調査。（国土交通省ＨＰより） 
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 （４）空き家がどんな問題を生むか 

   平成２１年市町村アンケート（平成２１年・国土交通省）の結果によると、管理

水準の低下した空き家や空き店舗の周辺への影響は、「風景・景観の悪化」「防災や

防犯機能の低下」「ゴミなどの不法投棄等を誘発」など多分野に渡っていることが

わかっています。 

 

 

出典：国土交通省「空き家の現状と課題」より 

 

  

図７．管理水準の低下した空き家や空き店舗の周辺への影響 
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 （１）人口動向・推計 

   本町の人口は１９７５（昭和５０）年から１９９５（平成７）年の間に微増して

いるものの１９５０（昭和２５）年以降、概ね減少が続いています。２０１５（平

成２７）年の国勢調査では７，４３１人となっています。 

   国立社会保障・人口問題研究所の推計値によると、２０６０年（平成７２）年の

人口は３，３６４人となると推計されています。 

 
 出典：国勢調査結果（総務省統計局）及び 2020（平成 32）年以降は、国立社会保障・人口問題研究所（平成２

５年３月推計）の推計値 

 

 （２）年齢別人口分析 

  人口ピーク時の２０００年（平成１２年）に、老年人口は、１，９４１人（２３．

１％）でしたが、２０１５年（平成２７年）には２，４３１人（３２．７％）に増加

しており、高齢化率が上昇しております。今後は人口減少に加えて、更なる高齢化が

進み、２０６０年（平成７２年）には高齢化率が４７．５％となると推計されていま

す。 

 

 出典：国勢調査結果（総務省統計局）及び２０20（平成 32）年以降は、国立社会保障・人口問題研究所（平成２

５年３月推計）の推計値 

２ 芝山町人口ビジョン等からわかること 



- 10 - 

 

 （３）人口動態分析（出生数、死亡数、転入数及び転出数の推移） 

   １９９８（平成１０）年以降、自然増減（出生＋死亡）は、減少の傾向にありま

す。また、２００１（平成１３）年から２００３（平成１５）年まで、転入数が転

出数を上回る社会増となっていましたが、２００４（平成１６）年より転出数が転

入数を上回る社会減となっています。２００３（平成１５）年以降、２０１３（平

成２５）年に社会増となったことを除き、人口減少傾向は自然減、社会減ともに定

常化しています。空家の発生を抜本的に解消するためには、転出による人口減少を

抑え、次世代に渡って住み続けることができる魅力あるまちづくりが必要です。 

 

出典：芝山町人口ビジョンより（平成２８年３月）（総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地

域別将来推計人口」、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」） 

  

図１０．出生数、死亡数、転入数及び転出数の推移 
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 ※ここでは、平成２９年度芝山町空家等実態調査の結果の抜粋を記載します。本調査の報告書は、

町ホームページにてご覧ください。 

 

 （１）実態調査の目的 

   芝山町内全域における適切な管理が行われていない空家等について実態を把握

し、空家等の適正管理や活用促進等、地域住民の生活環境の保全を図るため、空家

法に規定する、総合的かつ計画的な空家等対策を実施するための基礎資料を作成

することを目的としました。 

 

 （２）実態調査の手順 

   本業務は、下記のような手順で行いました。 

＜調査対象＞芝山町内に所在する全ての建築物 

＜調査期間＞平成２９年１０月２６日～平成３０年３月２３日 

＜調査方法＞公道からの外観目視を基本として、下記の手順で実施した。 

 

図１１．調査手順 

 

 

※芝山町においては、１敷地１建物となっていない箇所

が多いため、同一敷地内の建物群を１件として捉え、数

える方式をとっています。 

                図１２．１件の捉え方 

 

３ 芝山町空家等実態調査結果からわかること 
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 （３）実態調査の結果 

 

  ●空家等の件数 

   町内の建物群数２，４５３件（≒空家等件数＋世帯数）のうち、２次調査の結果、

使用実態がない可能性が高いと判断された「空家等」は２４３件となり、町内全体

の約９．９％が空家等となっています。 

 

  ●不良度判定 

   空家等の９５件（約３９．１％）は、物的損傷等がなく建物の管理に問題のない

ものと思われます。一方で、中～大規模な修繕や解体が必要と考えられる空家等は、

合わせて３５件（約１４．４％）であり、管理不全の空家等建物は限定的となって

います。 

 
図１３．不良度判定結果 

 

  ●建物登記情報調査 

   ※「実態調査」「アンケート調査」のほか、町が保有する課税台帳（平成２９年１月１日現在の登記

情報）を活用して集計したものです。未登記であったケースや、一つの敷地に複数の建物が登記

されており空家等が特定できなかったケースがあったため、全ての空家等について集計できてい

ません。 

 

   ① 構造 

   空家等のうち、１７９件（約８２．９％）が木造であることがわかりました。 

 

図１４．空家等建物の構造 

不良度が低い  

不良度が高い  
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   ② 階数 

   空家等のうち、１３７件（約６３．４％）が１階建てであることがわかりました。 

 

 

   ③ 築年数 

   空家等の築年数は、築３０年以上となっているものが１５０件（約６９．４％）

に上り、設備水準等が現在の市場にマッチしていない建物や、建築基準法上の新耐

震基準を満たしていない建物が多いことが想定できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５．空家等建物の回数 

図１６．空家等建物の築年数 
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  ●アンケート調査結果（抜粋） 

   ※回収できた９８件の集計結果の抜粋を記載します。 

 

 
図１７．所有者の年齢 

   回答があった所有者のうち、約８０．２％が６０歳以上となっており、所有者の

高齢化が顕著となっています。 

 

 

図１８．空き家になってからの期間 

    「１０年以上」と回答したのが、３４件（約４４．２％）となっており、空き

家になっている期間が長期に及んでいることがわかりました。 

 

1. 29 歳以下【0】 

2. 30 歳～44 歳【4】 

3. 45 歳～59 歳【13】 

4. 60 歳～74 歳【38】 

5. 75 歳以上【31】 

6. 分からない【0】 

1. 1 年未満【5】 

2. 1 年以上 3年未満【10】 

3. 3 年以上 5年未満【6】 

4. 5 年以上 10年未満【19】 

5. 10 年以上【34】 

6. わからない【3】 
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図１９．空き家になった理由 

   「住んでいた人が死亡したため」という回答が、２９件（約３８．２％）であり、

一定数、相続に起因して空き家となったことが確認されました。 



- 16 - 

 

 

図２０．管理する上での困っていること 

 

   「現住所から空き家までの距離が遠い」「管理の手間が大変」「身体的、年齢的な

問題」という回答が多く、年齢的、距離的な問題から管理に手間を感じていること

がわかりました。 
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図２１．今後の活用 

 

 

図２２．解体後の土地利用 

 

   「売りたい、売ってもよい」という回答が２９件（約３３．０％）、解体後「売

りたい」「貸したい」という回答が１１件（解体したい方のうち、約４４．０％）

と、第三者への譲渡・賃貸に対する一定の意向が確認されました。 
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図２３．今後の活用について困っていること 

   「荷物が置いたままであり、その処分に困っている」（２０件）という回答が多

く、動産処分が活用の支障となっていることが分かりました。また、「今後活用予

定がないので、どうしたらよいか分からない」（１９件）、「売りたい・貸したいが、

相手が見つからない」（１８件）との回答も多く、空家等の活用を促進するために

は、所有者への情報提供も重要であることがわかりました。 
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図２４．空き家バンクの認知度 

 

   「知らない」との回答が４１件（約５６．２％）と最多であり、空き家バンク制

度の周知等の情報提供が必要であるとわかりました。 
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図２５．空き家バンクの活用意向 

 

図２６．空き家バンクを活用しない理由 

 

「今後、活用したい」「条件によっては活用したい」との回答が合わせて３７件あり、

一定の活用意向が確認されました。  
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 （４）空家等の分布状況 

   空家等の分布状況は、下記のとおりであり、町内全域に空家等が分布しているこ

とが分かります。特に、役場周辺の小池地区、昭和４６年に造成が完了したはにわ

台住宅団地に多く分布していることがわかります。 

 

図２７．空家等の分布図 

はにわ台住宅団地 小池地区 
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 （１）はにわ台住宅団地における事例 

   はにわ台住宅団地において、国のガイドライ

ンに照らして特定空家等に認定し、適切な管理に

ついて指導中であった空家等が、平成２９年１０

月の台風により、屋根の一部が捲くりあがり、隣

家へもたれ掛かるという事例が発生しました。

（隣接地居住者の通報により発覚）→その後、再度

別の台風の接近が予想され、二次災害の可能性があった

ため、町においてトタン屋根を空家等の敷地内の安全な箇

所へ移動しました。 

 

 （２）山中地先における事例 

   山中地先においては、平成３０年９月、管理不全

となっていた空家等の敷地内にあった樹木が強風と

豪雨により倒れ、町道を跨ぎ隣接地へ倒れるという

事例が発生しました。（隣接地居住者の通報により発

覚）→町道を塞いだため、町にて空家等の敷地内へ樹木を移

動しました。 

 

 

   通常、法に基づき対応する場合、空家等の管理責任は第一義的に所有者等が責任

を負うことから、下記のような手続きを経て、行政が手を加えること（行政代執行）

となりますが、上記のとおり町内においては、台風や強風などによって管理不全と

なった空家等の状態が急激に悪化し、周辺の地域住民の生命・身体・財産へ影響を

及ぼしかねない事態となっている事例が確認されています。そのため、法に基づく

対応を行うだけでなく、緊急的な案件が発生した際に、地域住民の生命・身体・財

産を保護するための対応が求められます。 

 
図３０．法に基づく代執行までのフロー  

４ 本町で発生した空家等の問題及び対応状況 

図２８．はにわ台団地における事例写真 

図２９．山中地先における事例写真 
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 成田空港は国際線基幹空港として、国内外１３３都市（平成３０年１２月時点）と

結ばれており、日本の空の表玄関としての役割を果たしています。今後も増加が予測

される首都圏の航空需要に対応するため成田空港の更なる機能強化が求められてお

り、平成３０年３月、国土交通省、千葉県、本町を含む９つの空港周辺自治体、成田

国際空港株式会社（以下「空港会社」という。）で構成する四者協議会において、機能

強化に関わる合意がなされました。（機能強化の概要は、次のページを参照） 

 四者協議会※１の資料によると、機能強化によって発着回数５０万回が実現した場合

に、下記のような効果が期待されています。 

 

 

出典：平成３０年３月１３日開催「四者協議会」会議資料（一部加工）より抜粋 

図３１．発着回数５０万回時に期待される効果 

 

 このような波及効果をしっかりと受け止めるため、四者協議会においては、平成３

０年３月に成田空港周辺地域の地域づくりに関する基本的な方向性や内容を「基本プ

ラン」としてまとめており、平成３０年度、平成３１年度において、具体的な地域活

性化策を盛り込んだ「実施プラン」が策定される予定となっています。 

 基本プランにおいては、旅客者数の増加を地域の観光振興に繋げていくためには、

成田空港を、単に旅客等が移動する通過点に終わらせることなく、観光の重要な起点

として位置づけ、施策を展開する必要性に言及しています。 

 これらの機能強化により期待される多分野に亘る効果を、本町の空家等の対策にど

のように繋げていくかについても、検討を行う必要があります。 

  

５ 成田空港の更なる機能強化 

※１四者協議会・・・国土交通省・空港周辺 9 市町（芝山町を含む）・成田国際空港株式会社・千葉県の四者で構成し、成

田空港の機能充実と、地域との共生の推進に向けた課題について協議するために設置。（千葉県ＨＰより・一部加筆） 

◆地元企業の成長 

◆地元農水産物 

の輸出拡大 

◆企業進出 

◆雇用の創出 

◆観光客の増加 

◆空港へのアクセス交通の充実 

◆道路ネットワークの拡充 
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【参考記載】成田空港の更なる機能強化の概要 

（出典「成田国際空港の更なる機能強化に関する確認書（平成３０年３月１３日）」より抜粋） 

※詳細については、空港会社及び千葉県ホームページ等をご確認ください。 

 

① 滑走路の増設・延伸等 

 必要な騒音対策等の実施を前提に、次のとおり滑走路の増設・延伸等を行うこととする。

（概要図は下記のとおり） 

ア Ｂ滑走路の南側に、新たに 3500 メートルの滑走路（以下「Ｃ滑走路」という。）を増

設する。 

イ Ｂ滑走路を北側に 1000 メートル延伸し、2500 メートルから 3500 メートルに変

更する。 

ウ 現計画にある横風用滑走路については、今後、整備を行わないこととする。 

 

 

出典：平成３０年３月１３日開催「四者協議会」会議資料より抜粋 

図３２．滑走路の具体的な位置など 

 

② 年間発着枠の拡大 

成田空港の年間発着枠を、現在の 30 万回から 50 万回に拡大することとする。 
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③ 夜間飛行制限の変更 

ア Ｃ滑走路供用開始後の発着時間 

 空港会社は、国際競争力の確保への対応と滑走路直下の関係住民の生活環境保全に配慮

し、Ａ滑走路とＢ滑走路及びＣ滑走路との発着時間をスライドする運用を導入することに

より、滑走路ごとの静穏時間を、引き続き現行と同じ７時間確保する。 

 具体的には、早番を朝５時から夜１０時、遅番を朝７時３０分から深夜０時３０分の２

種類の運用時間を導入し、定期的に交換する。 

 この結果、空港全体の発着時間を、朝５時から深夜０時３０分に変更する。 

 この際、全ての滑走路について夜１０時以降の便数制限を撤廃するとともに、深夜０時

３０分から深夜１時までまでは弾力的運用※１を認めることとする。 

 

イ Ｃ滑走路供用開始までの発着時間 

 ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催までに、Ａ滑走路における発着時

間を朝６時から深夜０時までに変更する。 

 この際、Ａ滑走路について夜１０時以降の便数制限を撤廃するとともに、深夜０時から

深夜０時３０分までは弾力的運用を認めることとする。 

 なお、Ｂ滑走路の運用時間及び弾力的運用は、現行どおりとする。 

 

  

※１弾力的運用・・・やむを得ない事由により通常の運航に影響を及ぼすこととなった航空機に限って離着陸が認められる四

者協議会における取り決め。 
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 （１）国の各種統計調査からわかること 

 

  ●平成 25 年住宅・土地統計調査（総務省） 

   このまま住宅数が増え続け、既存住宅の活用・除却が進まなければ、空き家（居

住者のいない住宅）の数が増え続けていくことは明らかです。さらに、空き家のう

ち、「その他の住宅（p.6 参照）」が急増しており、「その他の住宅」のうち、除却す

ることが決まっていないものは、「二次的住宅」や「賃貸用又は売却用の住宅」に

比べて、管理不全に陥る可能性が大きいと考えられ、「その他の住宅」の活用・除

却を促進するための施策が求められます。 

 

 

 

 

  ●平成 26 年空家実態調査（国土交通省） 

   「空き家となった住宅を取得した経緯」として、相続により取得した場合が半数

以上を占めていることがわかっており、相続前（空き家になる前）に当事者に対す

る意識啓発を行うことが重要となると思慮されます。 

   また、「空き家にしておく理由」として、手間・労力・お金（取り壊すと固定資

産税が高くなるという観点も含めて）を掛けたくない、という意見があり、空き家

の所有者が活用・除却・管理を行うことに対する負担の軽減に資する施策が求めら

れます。 

 

 

 

 

 

  ●平成 21 年市町村アンケート（国土交通省） 

   管理水準が低下した空き家や空き店舗の周辺に与える影響は、「風景・景観の悪

化」「防災や防犯機能の低下」「ゴミの不法投棄等を誘発」など多分野に亘っていま

す。 

 

１ 課題 

第３章 課題と対策に関する基本的な方針 

① 利用の予定がない「その他の住宅」の活用・除却の促進 

② 新築するのではなく既存住宅に長く大切に住んでもらう 
Point 

① 空家になる前にしっかり情報提供、意識啓発（空家になった後

のことを所有者に考えてもらう） 

② 空家等の所有者の負担軽減 

Point 
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出典：国土交通省「空き家等の現状について」より 

図３３．管理不全となった空家等の例 

 

 

 

 国の各種統計調査からわかることを体系的にまとめると、空家等が発生する原因・背

景、空家等が生む問題は多分野に亘っていることがわかります。また、空家等の状態は

時間の経過とともに、居住、空家化、管理不全、空地化という段階が考えられ、それぞ

れの状態に応じた適切な対策が必要になることも考慮し、空家法に基づき、本計画を策

定し、総合的かつ計画的に施策を展開していくことが重要です。 

 

図３４．空家となる原因・背景、空家が生む問題と時間軸による整理 

 管理不全に陥らないように、所有者等による適切な管理を促進 Point 
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 （２）芝山町人口ビジョン等からわかること 

   国立社会保障・人口問題研究所の推計値によると、約４０年後には、現在の人口

の半数以下となり、約半数が６５歳以上となります。このまま、空家等が活用・除

却されなければ、空家数は増加し、必然的に管理不全な空家等が発生することに繋

がってしまいます。 

   また、２００４～２０１２年と連続して社会減となっており、転出による人口減

少を抑え、次世代に渡って住み続けることができる魅力あるまちづくりが求めら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 （３）芝山町空家等実態調査結果からわかること 

 

  ●適正管理の促進に向けた課題 

   中～大規模な修繕や解体が必要と考えられる空家等は、限定的であると考えら

れ、使用可能な状態を維持するため、一定の頻度で管理を実施している所有者が多

くいます。しかし、所有者の約８割が６０歳以上となっており、高齢等の理由によ

り空家等の管理が困難になる所有者が増加することによって、将来、管理不全に陥

る空家等が増加することが懸念されるため、これらの空家等の活用・除却を促進す

ることが重要です。 

   また、定期的に建物の管理が行われている空家等ほど、建物の物理的損傷度も小

さいと考えられると判明したため、地域住民の生活環境を維持するためにも、所有

者に対し、管理の重要性についての意識を高める情報提供等を推進することが重

要となります。 

 

 

 

 

  

① 空家になる前にしっかり情報提供、意識啓発（空家になった後

のことを所有者に考えてもらう） 

② 既存空家等の活用・除却の促進 

③ 魅力あるまちづくりの必要性 

Point 

① 既存空家等の活用・除却の促進 

② 所有者等による適切な管理の促進 
Point 
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  ●利活用の促進に向けた課題 

   売却・賃貸の期待性が高い空家等ほど、所有者が手放したくないと考えているこ

とから、こういった所有者に対し、町の活性化のため、空家等の利活用への協力を

呼びかけることが重要です。 

   また、「空き家・空き地バンク制度」については、調査時点では認知度が低いた

め、まずは制度の周知を促進することが重要となります。ただし、空家等の多くは、

建築基準法上の新耐震基準を満たしていないと推定されるため、耐震改修を促進

していく必要があります。 

   さらに、空家等の活用を促進する上で、「動産処分」「情報不足」が支障となって

いることが示唆されており、所有者が安心して委託できる動産処理業者や不動産

業者等との協力体制を構築していくことが重要であることが分かりました。 

 

 

 

 

 

 （４）本町で発生した空家等の問題及び対応状況 

本町においても、本章－１－（１）に記載した問題（特に周辺の地域住民の生命・

身体・財産に影響を及ぼしかねないような問題）が発生しています。このような問

題が発生しないよう、空家法に基づき、総合的かつ計画的に施策を展開していくこ

とも重要ですが、緊急的な案件が発生した際に、地域住民の生命・身体・財産を保

護するために、安全措置を行うことができる条例等の整備が必要です。 

 

 

 

 

 （５）成田空港の更なる機能強化 

   本町の空家等対策という観点で、成田空港の更なる機能強化により期待される

効果を受け止め、空家等の利活用へ波及させることができるよう準備をしていく

ことが重要です。 

   具体的には、本町の観光振興に繋げていくための１つの方策という観点から、空

家等を民泊等に活用する担い手の創出のための支援制度創設や、空港関連就業者

等の居住先という観点から、定住促進施策と連携した空き家・空き地バンクの運用

等が考えられます。 

   また、定住促進にあたっては、環境整備（雇用の創出、企業誘致、公共施設整備

など）も重要となることから、都市計画マスタープラン等の関連計画と連携して、

本計画を推進していくことが不可欠となります。 

 

  
① 空家等を民泊等へ活用 

② 空家等を空港内従業員（空港関連従業員）の居住の受け皿へ 

③ 関連計画との連携、魅力あるまちづくりの必要性 
Point 

① 所有者等による適切な管理の促進 

② 危険な空家の所有者が確知できない場合の緊急安全措置の必要性 
Point 

① 既存空家等の所有者への情報提供、意識啓発 

② 既存住宅ストックのリフォームによる良質化、耐震改修による

健全化の必要性 

③ 専門家団体との連携体制の必要性 

Point 
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 「１ 課題」で整理したとおり、本町では、現に管理不全となっている空家等を原因

とした問題は数件にとどまっているものの、今後、更なる人口減少の進行により事案の

増加、悪化が予想されます。 

 町では、これらの空家等の発生の原因・背景、空家が生む様々な問題に対して、本計

画を総合的かつ計画的に推進していく中で、上位計画である町の基本構想、第４次芝山

町総合計画 後期基本計画（次期総合計画を含める。）の実現を目指します。 

 そのため、基本構想及び総合計画に基づき、空家等の状態等を考慮した上で、空家等

の発生の原因・背景、空家が生む様々な問題に対して、次のとおり町の空家等対策の基

本的な理念と３つの基本的な方針を定めます。 

 

 

図３５．町の空家等対策の基本的な理念及び方針 

  

２ 空家等対策に関する基本的な理念及び方針 
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 本町の空家等対策の基本的な理念は、空家等の所有者による適切な管理、利活用及び

除却を前提としつつ、基本構想における基本理念「自立と連携」に基づき、町民、行政、

関係する団体などがそれぞれ連携した上で、町民の快適で安全・安心なまちづくりの実

現を目指すものです。 

 この理念を実現していくためには、それぞれの当事者が下記のような役割を認識し

た上で、連携していくような体制の構築が求められます。 

 

 

  空家等の所有者（管理者）は、空家法に基づき、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさ

ないよう適切な管理に努めるとともに、市場流通や地域住民等による利活用への協

力を積極的に検討する役割が求められます。 

 

 

 

 【個人として】 

  空家化していない住宅等の所有者は、所有している住宅等を適正に管理する必要

があります。従って、個人として、空家にしないための予防の意識を持つとともに、

空家になってしまった後の管理や処分について、十分な準備に努めることが求めら

れます。 

 【地域（地区）として】 

  地域（地区）はまちづくり、地域コミュニティの主体であり、自らの居住する地域

の安全と環境をつくり、守っていく役割があります。そのため、空家問題を地域の課

題としてとらえ、空家等の所有者等（空家等になる予定の所有者）の身近な存在とし

て繋がりを持ち、適切な管理を働きかけるなどの取り組みが期待されます。 

 

 

 

  市場流通、リフォーム、耐震改修について、間接的に（場合によっては、直接的に）

取り組む役割を持ち、良質な空家等の円滑な流通や活用等に対して積極的に支援（推

進）する役割が求められます。 

 

※関係団体とは、事業者、ＮＰＯ法人などの空家に関係する事業を行う法人、団体などを指し

ます。  

空家等の所有者 

町民（地域住民） 

関係団体※ 
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  理念の実現に向けて、それぞれの当事者のニーズを把握するとともに、空家法に基

づいて本計画を推進する役割があります。具体的には、それぞれの当事者に対して、

情報発信、意識啓発等を積極的に行うとともに、連携するための制度や協働体制を構

築する役割が求められます。 

 

 上記のような意識啓発には、相当の時間を要すると思慮されるため、下記のように段

階的に施策を展開します。 

 

 

【短期的な施策の視点】 

 空家等の所有者、町民、関係団体

が連携していくためには、それぞれ

が空家に対しての当事者意識を持ち、

担うべき役割を認識することが重要

です。そのため、行政の役割として、

短期的には、それぞれの当事者に対

して、当事者意識、知識の習熟等の

啓発を行うとともに、それぞれが連

携するための下地（制度や協働体制

など）づくりに取り組みます。 

 

【中長期的な施策の視点】 

 中長期的には、下地を使って円滑

に空家等の対策が進むよう情報発信

を行うとともに、行政主体ではない

関係団体や地域住民などが行う空家

等の対策が活発化するように、支援

を行っていくことが重要となります。 

      図３６．体系のイメージ 

  

行政（芝山町など） 
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 基本的な理念と前述のような視点を踏まえつつ、空家等の状態（居住、空家化、管理

不全、空地化）に応じて、次に示す３つの基本的な指針に基づき、施策を展開します。

施策展開に当たっては、実施体制の整備（空家等に関わる町の相談窓口の設置、協議会

や芝山町空家等対策検討連絡会※１の継続及び充実など）を行うとともに、専門家団体

との連携の強化に取り組みます。 

 また、定期的な実態調査の実施により、施策に必要な修正を行うこととします。 

 

 

図３７．町の空家等対策の基本的な方針 

 

 

  既存住宅ストックに居住している方々に対して、空家等についての情報提供等を

行うなど、当事者意識の啓発を行い、空家等の発生抑制・予防を促進します。 

 

 

  市場に流通していない空き家・空き地については市場への流通を促進します。ま

た、市場に流通していて活用されていない空き家・空き地については、居住等の活

用を促進します。 

 

 

  空家になってしまった建物については、所有者による適正な維持管理を促進しま

す。また、適正な維持管理がなされずに管理不全に陥った空家等については、空家

法による指導等により、管理不全の解消や除却による住環境の向上を図ります。 

  

（１）発生抑制・予防 

（２）活用・市場流通の促進 

（３）管理不全の解消 

※１芝山町空家等対策検討連絡会・・・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。）第７条及び芝

山町空家等対策協議会条例（平成３０年芝山町条例第６号。）第１条の規定に基づき設置された芝山町空家等対策協議

会において協議する事項に係る情報の共有及び調整を図るための庁内会議の場として設置した組織。 



- 34 - 

 

 

 
 第３章-２「空家等対策に関する基本的な理念及び方針」に基づき、下記のような体

系で総合的かつ計画的に施策を展開します。 

 

図３８．空家等対策に係る施策体系

第４章 施策・スケジュール・目標値 

１ 施策・スケジュール 

凡例  継続的に実施：         短期的に実施：         検討： 

（※実施する場合の想定スケジュールを入れているものは点線で記載。） 
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【① 所有者等からの相談への対応】 

 空家等の所有者の中には、「空家等の相談をどのように行えば良いかわからない」

という方もいます。そのような方が初期的な相談を行うことができるよう、空家等に

関わる町の相談窓口を設置し、相談に対応します。相談を通して、所有者のニーズの

把握に努め、施策展開の検討を行うとともに、関係法令担当部署等へ円滑な橋渡しを

行います。 

 

施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

所有者等からの相談窓口の設置 空家に関する相談窓口として、企画空港政策課都市

計画係を位置付け、所有者等からの相談に対応しま

す。必要に応じて、関係法令担当部署等へ橋渡しを

行います。 

2019 2020 2021 2022 2023 

関係法令担当部署等との連携 空家法だけでなく、他法令等で対応可能な案件に対

しては、担当部署等と連携しながら対応します。（※

関係法令等は、次ページ参照） 

2019 2020 2021 2022 2023 

相談会開催の検討 所有者等のニーズに応じて、専門家団体等との連携

により、空家に関する相談だけでなく、住宅等に係

る相談会の実施を検討します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

※相談窓口で受けた所有者等のニーズ（生の声）が施策展開のヒントになります！ 

（総）総合的な施策 

空家を処分したいけど、方法

がわからない… 

空家の中にある家財道具を処

分したい… など 

 

安心して頼める業者さ

んを紹介できる体制が

必要…？ 
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＜参考記載＞関係法令上で管理不全とみなされるケース（例） 

関係法令等 対象（参考） 

建築基準法 著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害と認められる

場合 

消防法 屋外における火災予防上危険なもの（火災の危険が迫っている

場合のみに限定） 

山武郡市広域行政組

合火災予防条例 

空家、空き地で火災予防上危険なもの 

道路法 町道認定区域内に生じている道路の交通に支障を及ぼすおそ

れのある行為 

廃棄物の処理及び清

掃に関する法律 

自己所有地でごみ（一般廃棄物と明らかなもの）を不法に処分

している場合 

廃棄物の不法投棄によって、生活環境の保全上支障がある場合 

芝山町をきれいにす

る条例 

所有地の管理不全により、明らかに隣接地へ影響している場合 

※記載した対象は参考であり、事案に応じて所管する行政庁が判断します。 

 

 

＜参考記載＞専門家団体等の一覧 

・千葉県すまいづくり協議会空家等対策検討部会オブザーバー（平成３０年７月現在） 

一般社団法人千葉県建築士会、公益社団法人千葉県建築士事務所協会、 

公益社団法人日本建築家協会 関東甲信越支部 千葉地域会、 

一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会、千葉県土地家屋調査士会、 

公益社団法人全日本不動産協会 千葉県本部、千葉司法書士会、 

千葉県弁護士会、千葉地方法務局、千葉県不動産鑑定士協会 

など 

・その他、町内の各種団体 

 芝山町消防団、芝山町社会福祉協議会（シルバー人材センター）、芝山町観光協会、

芝山町商工会、一般社団法人みどりと空のプロジェクト、芝山町防犯協会 

ＮＰＯ法人まちづくりしばやま                      など 

 

これらの団体（支部を含む。）及び関係する行政機関等と協議を進め、連携強化を目指しま

す。  
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【② 計画の実施体制の構築・運用】 

 所有者等からの相談内容によっては、町だけでは専門的な事項に対応することは困

難な場合があります。そのため、本計画の実施体制として、専門家団体等との連携強

化を推進し、必要に応じて紹介ができる体制を構築します。 

また、計画自体の進行管理や適宜修正のため、空家等対策協議会（外部有識者・議

会・町民代表など）を継続するとともに、更なるメンバーの充実を検討します。 

さらに、庁内の連絡調整の場として、空家等対策検討連絡会（庁内関係課長）を継

続し、計画を推進します。 

 

施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

空家等対策協議会（外部有識者・

議会・町民代表など）の継続及

び充実 

専門家団体（外部有識者）・議会・町民との協議の場

として、協議会を継続します。必要に応じて、関係

する分野のメンバーの増員を検討します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

空家等対策検討連絡会（庁内関

係課長）の継続 

庁内の連絡調整の場として、連絡会を継続します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

専門家団体・関係団体等との連

携強化 

専門家団体・関係団体等との連携を強化し、必要に

応じて、情報提供等を行うなど幅広い分野へ対応で

きる体制を構築します。（※専門家団体等の例は、

前ページ参照） 

2019 2020 2021 2022 2023 
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【③ 空家等の情報管理】 

 町内の空家等の状況は、時間の経過とともに変化していきます。これらの空家等の

情報を正確に把握し、施策の検討を行うことは非常に重要です。そのため、芝山町消

防団、区長会などの関係団体と協力し、町内の空家等の情報の収集に努めるとともに、

ＧＩＳ※１を用いたデータベースを運用し、適切な情報管理に努めます。 

また、空家等を売りたい、貸したい所有者等が情報を公開するためのデータベース

として、空き家・空き地バンク制度を運用し、流通を促進します。 

施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

定期的な空家等の実態調査の実

施 

空家情報を正確に把握するため、消防団と協力し、

定期的な調査の実施を行います。また、計画期間の

最終年度には、町内全域・全棟調査を実施し、計画

の効果を検証します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

地域団体等（区長会、地区社協

等）との連携 

区長会と協力し、町が実施する空家等対策の周知、

空家情報の収集を推進します。また、地区社協等へ

出前講座を実施し、空家対策に係る知識普及に努め

ます。 

2019 2020 2021 2022 2023 

空家情報の収集、データベース

の運用 

各課事務より収集された空家情報を収集し、空家情

報を一元管理します。また、相談対応時の事務の円

滑化のため、ＧＩＳを活用したデータベースを運用

します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

空家安全パトロールの実施 町が把握している空家のうち、周辺に影響を与える

可能性のある空家に対して、定期的なパトロールを

実施し、安全管理に努めます。 

2019 2020 2021 2022 2023 

  

消防団と連携した空家調査 

町内全域・全棟の調査 

※１ＧＩＳ（Geographic Information System）・・・地理情報システムをいい、地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持

ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術をいう。

（国土地理院ＨＰより） 
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施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

空き家・空き地バンク制度の利

用の促進 

全国版空き家・空き地バンクを利用し、空き家・空

き地の流通を促進します。また、農地付き空家等に

ついても、関係課・機関等と連携して対応を検討し

ます。 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

＜参考記載＞空き家・空き地バンク制度のイメージ 

 

 

  



- 40 - 

 

 

【① 所有者等への情報周知、啓発の推進】 

 基本的な理念で記載したように空家等の所有者、町民、関係団体、行政、それぞれ

が当事者意識を持ち、空家等に対して準備することが空家の発生抑制・予防に繋がり

ます。そのため、区長会、地区社協などを通じて、町が実施する空家等対策の周知等

を行うことにより、当事者意識を啓発し、空家等が発生する前に当事者による相続を

含む空家等の処分を促進します。 

 

施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

当事者意識の啓発等の推進 広報「しばやま」、ホームページ、固定資産税の納入

通知書への同封によるチラシの配布など、町が実施

する空家等対策の周知等により、所有者だけでな

く、地域住民、地区の空家に対する当事者意識、知

識の習熟等の啓発を推進します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

地域団体等（区長会、地区社協

等）との連携【再掲】 

（※再掲のため、（総）－③を参照してください。） 

2019 2020 2021 2022 2023 

相続問題等に対する支援体制

の構築 

「終活※１」の一環である相続等の不安解消のため、

専門家団体と連携し、遺言書作成、財産管理制度や

成年後見制度の活用等に係る相談支援体制の構築

に取り組みます。 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

  

（１）発生抑制・予防 

チラシ等の啓発物資の作成 

啓発の実施 

※１終活・・・人生の終末を迎えるにあたり、延命治療や介護、葬儀、相続などについての希望をまとめ、準備を整えること。

（デジタル大辞泉より） 
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【② 既存住宅ストックの利活用の促進】 

 空家等を増加させないためには、新築するのではなく、既存住宅に長く大切に住み

続けてもらうことも重要です。そのため、既存住宅ストックのリフォーム、耐震改修

を促進し、既存住宅ストックの価値向上を図ります。また、併せて国の各種優良住宅

認定制度等の普及を推進します。 

 

施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

住宅リフォーム等の促進 補助制度等により住宅リフォームを促進し、既存住

宅ストックの良質化を図ります。 

2019 2020 2021 2022 2023 

芝山町耐震改修促進計画の推

進 

芝山町耐震改修促進計画により耐震化を促進し、既

存住宅ストックの健全化を図ります。 

2019 2020 2021 2022 2023 

長期優良住宅認定制度、安心Ｒ

住宅認定制度等の普及の推進 

長期優良住宅認定制度、安心Ｒ住宅認定制度等の普

及に努めます。 

2019 2020 2021 2022 2023 

マイホーム借上げ制度の活用

の検討 

所有者等のニーズに応じて、一般社団法人移住・住

みかえ支援機構（ＪＴＩ）が実施するマイホーム借

上げ制度の活用を検討します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

空き家・空き地バンク制度の利

用の促進【再掲】 

（※再掲のため、（総）－③を参照してください。） 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

  

制度の周知実施 

制度の見直し 

制度の利用推進 

現行計画の推進 

計画の見直し 

見直し後の計画の推進 
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＜参考記載＞安心Ｒ住宅の概要 

 

出典：国土交通省ＨＰより 

 

＜参考記載＞マイホーム借上げ制度の概要 

 

出典：一般社団法人移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）ＨＰより 
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【③ その他】 

 空家等の中には、修繕等に多額費用を要するなど活用することが困難であるものも

存在します。そのような空家等に対しては、解体・除却を行うことが空家の発生抑制・

予防に繋がります。そのため、関係団体との連携の強化によって、所有者等が安心し

て相談できる体制を構築し、所有者等による空家等の解体・除却を促進します。また、

他市町村の先進事例などを参考に、解体・除却に対する適切な補助制度等の創設を検

討します。 

 

施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

専門家団体・関係団体等との連

携強化【再掲】 

（※再掲のため、（総）－②を参照してください。） 

2019 2020 2021 2022 2023 

解体・除却のための支援の検討 活用が困難である空家等について、所有者等による

空家の解体・除却を促進するため、解体に対する補

助制度の創設を検討します。 

2019 2020 2021 2022 2023 
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【① 空き家・空家除却後の跡地（空き地）の市場流通の促進】 

 空き家・空き地の市場流通の促進のためには、市場に出ていない空き家・空き地の

所有者等が安心して市場へ出すことが必要です。そのため、既に構築済みである空き

家・空き地バンク制度について、空き家・空き地の所有者等へ周知を行い、登録を促

進します。 

また、全国版空き家・空き地バンクを利用し、ＵＩＪターン※１で本町へ移住を希望

される方、セカンドハウスとして利用したい方、空港拡張等に伴い、町内へ移転を希

望される方などニーズに応じて紹介を行うとともに、町内の企業等へも積極的な周知

に努めます。また、市場流通の促進にあたっては、定住促進施策との連携を検討しま

す。 

 

施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

定住促進施策の充実 定住促進施策と空家対策の連携を検討します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

空き家・空き地バンク制度の利

用の促進【再掲】 

（※再掲のため、（総）－③を参照してください。） 

2019 2020 2021 2022 2023 

専門家団体・関係団体等との連

携強化【再掲】 

（※再掲のため、（総）－②を参照してください。） 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

  

（２）活用・市場流通の促進 

※１Ｕターン・・・地方（故郷）から都市に移住した人が、再び故郷に戻ることを指す。 

   Ｊターン・・・故郷から進学や就職で都会に移住した後、故郷に近い地方都市に移住することを指す。 

   Ｉターン・・・都市部から地方に移住しすることを指す。 
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【② 空き家・空家除却後の跡地（空き地）の活用の促進】 

 空き家・空き地の活用を促進するためには、活用する担い手が必要です。空き家・

空き地の活用事例等を区長会等を通して情報提供するなど担い手の創出に向けて、地

域団体等による空き家・空き地の活用を呼びかけます。 

また、成田空港の更なる機能強化によるインバウンドの増加を適切に受け止めるた

め、民泊等への利活用を行う担い手の創出や育成など活用希望者のニーズに応じた支

援制度の創設を検討します。 

 

施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

地域団体等による空家等の利

活用に係る支援の検討 

他市町村の制度を参考に地域団体等が空家等を利

用して、地域コミュニティの維持・再生に資する活

動等を行うことに対して、ニーズに応じた支援制度

の創設を検討します。また、民泊等への利活用を行

う担い手の創出のための支援制度創設等も合わせ

て検討します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

＜参考事例＞「空き地」を「地域の庭」として活用する取り組み“カシニワ制度” 

 

出典：柏市ＨＰ（一部加工） 
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【③ 国の支援制度等の活用の検討】 

 国の各種支援制度（空き家再生等推進事業、空き家対策推進総合支援事業等）では、

空家等を地域活性化のための観光交流施設に活用したり、空家を解体しポケットパー

ク※１として利用したりするなど、地域活性化のための事業が助成対象となります。空

家等の状況、町の施策、所有者・利用者等のニーズ等を勘案し、これらの制度を利用

した空き家・空き地の活用を検討します。 

 

施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

国の支援制度（空き家再生等推

進事業等）の活用の検討 

空家等の状況、町の施策、所有者・利用者等のニー

ズ等を勘案し、国の支援制度（空き家再生等推進事

業等）を利用した空き家・空き地の活用を検討しま

す。 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

＜参考記載＞ 

空き家再生等推進事業（左）、空き家対策推進総合支援事業（右）の活用イメージ 

 

出典：国土交通省ＨＰ 

  

※１ポケットパーク・・・街の一角などに設けられる小公園。 
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【① 特定空家等に対する措置】 

 空家等の適切な管理は、所有者等に第一義的な責任がありますが、管理不全となり、

特定空家等となってしまうものもあります。これら特定空家等に対する措置について、

町による空家法に基づく助言等の手続きを明確にするための条例を制定し、所有者等

による適切な管理を促進します。制定に当たっては、所有者等が確知できない空家等

が、前述の事例にあったような地域住民の生命・身体・財産に影響を及ぼしかねない

状態となった際に、緊急安全措置が可能な条例とします。また、特定空家等の認定に

当たっては、町の認定基準の策定も含めて、専門家の知見を取り入れる体制を構築し

ます。 

 

施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

特定空家等に関する措置、緊急

安全措置 

空家法の手続きを明確にするための条例を制定し、

所有者等による適切な管理を促進します。制定に当

たっては、所有者等が確知できない空家等が、前述

の事例にあったような地域住民の生命・身体・財産

に影響を及ぼしかねない状態となった際に、緊急安

全措置が可能な条例とします。 

2019 2020 2021 2022 2023 

特定空家等の認定基準の策定、

運用 

国のガイドライン、県の手引きを基に、町の地域性

に合わせた特定空家等の判断基準を策定します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

（仮称）特定空家等審査会の設

置、継続 

特定空家等への措置にあたっては、行政だけでなく

専門家の知見を取り入れ、適切な対応を図るため、

（仮称）特定空家等審査会を設置し、継続的に開催

します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

  

（３）管理不全の解消 

条例の制定 条例の運用、措置の実施 

基準の策定 基準の運用 

審査会の設置 審査会の開催、継続 
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施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

不在者財産管理制度※１の活用

検討 

他市町村の先進事例を参考に研究し、所有者等が確

知できないなどの場合で、緊急安全措置等を実施し

た場合の不在者財産管理制度の活用について検討

します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

【② その他管理不全の解消に向けた対策の推進】 

 空家法で対応できない案件については、関係法令を所管する課、機関、専門家団体

等へ橋渡しを行い、管理不全の解消の促進を図ります。 

施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

所有者等からの相談窓口の設置

【再掲】 

（※再掲のため、（総）－①を参照してください。） 

2019 2020 2021 2022 2023 

解体・除却のための支援の検討

【再掲】 

（※再掲のため、（１）－③を参照してください。） 

2019 2020 2021 2022 2023 

関係法令担当部署等との連携

【再掲】 

（※再掲のため、（総）－①を参照してください。） 

2019 2020 2021 2022 2023 

空き家・空き地バンク制度の利

用の促進【再掲】 

（※再掲のため、（総）－③を参照してください。） 

2019 2020 2021 2022 2023 

専門家団体・関係団体等との連

携強化【再掲】 

（※再掲のため、（総）－②を参照してください。） 

2019 2020 2021 2022 2023 

空き地の適正な管理の推進 芝山町をきれいにする条例の運用により、所有者に

よる空き地の適切な管理を推進します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

  

緊急安全措置等を実施した場合に検討 

※１不在者財産管理制度・・・従来の住所又は居所を去り，容易に戻る見込みのない者（不在者）に財産管理人がいない場

合に，家庭裁判所は，申立てにより，不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するた

め，財産管理人選任等の処分を行うことができる制度。 
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【① 関連施策による魅力あるまちづくりの推進】 

 これまでに記載した施策は、空家等の各々の個別案件、いわゆる、点に対する施策

ですが、これらの施策がより効果的に展開されるためには、まち自体の魅力が向上し、

土地や家屋の価値が上がることが重要となります。そこで、関連する面的な施策によ

る魅力あるまちづくりを推進することで、空家等対策の効果を促進します。 

 

施策・事業名 スケジュール 

年度 
2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

2022 

(平成 34) 

2023 

(平成 35) 

都市計画マスタープランの推進 平成30年度～平成31年度で見直しを実施している

芝山町都市計画マスタープランに基づき、魅力ある

まちづくりを推進します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

都市計画の提案制度の構築・運

用 

地域団体等が地域のまちづくりを提案できるよう、

都市計画の提案制度を構築し、普及に努めます。 

2019 2020 2021 2022 2023 

景観計画※１の策定・運用 魅力的なまちなみの保全等を計画的に推進するた

めに、町景観計画の策定について、検討します。 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

（４）その他 

計画の見直し 計画の推進 

制度の構築 制度の普及、運用 

計画の必要性等の検討 計画の策定 計画の推進 

※１景観計画・・・景観行政団体が、良好な景観の形成を図るため、その区域、良好な景観の形成に関する基本的な方針、

行為の制限に関する事項等を定める計画。（景観法運用指針より） 
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 本計画の進行管理を行うにあたり、基本的な方針に即した成果指標と具体的な目標

値を次のとおり設定します。 

 

 

指標名称 現状 目標 

町実態調査における 

空家等の件数 

２４３件 

（２０１７年度（平成２９年度）） 

現状維持 

（２０２３年度（平成３５年度）） 

【目標設定の考え方】 

空家等は今後も増え続けていくことが予測されているため、空家等と思われると判

断された２４３件（平成２９年度の実態調査の結果）から増加させないことを目標と

します。 

 

 

指標名称 現状 目標 

空き家・空き地バンクの 

登録件数 

制度なし 

（２０１７年度（平成２９年度）） 

１８件 

（２０２３年度（平成３５年度）） 

空き家・空き地バンクの 

成約件数 

制度なし 

（２０１７年度（平成２９年度）） 

５件 

（２０２３年度（平成３５年度）） 

【目標設定の考え方】 

平成２９年度の実態調査の結果、空き家・空き地バンク制度に興味があると回答し

た３５件うち、半数の１８件の登録を目標とします。 

また、登録されたもののうち、５件の成約を目指します。 

 

 

指標名称 現状 目標 

管理不全な空家等の件数 

７件 

空家等全体の２．８％ 

（２０１７年度（平成２９年度）） 

０件 

空家等全体の０％ 

（２０２３年度（平成３５年度）） 

【目標設定の考え方】 

平成２９年度、管理不全な空家等７棟のうち、実態調査の結果、特に周辺への影響

が高いと判断された７棟（２．８％）の不良空家等の問題を解消することを目標とし

ます。また、これから発生する空家等が管理不全に陥り、新たな管理不全な空家等が

発生しないよう努めます。  

２ 目標値（指標） 

（１）発生抑制・予防 

（２）活用・市場流通の促進 

（３）管理不全の解消 
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 （１）芝山町空家等対策協議会の今後の役割について 

今後、本計画の策定及び変更に関する協議のほか、特定空家等への措置が難航し

た際の解決方法の検討や計画の進行状況の管理など、空家等の対策の推進に向けて、

必要に応じて協議会を開催することとします。 

 

 （２）今後の空家等の調査について 

   空家等対策を進める上で、継続的な実態調査が重要となります。今後は平成２９

年度の実態調査結果を基礎データとして、町民から寄せられた空家等の通報や相

談に適宜対応し、空家等の対策手法の習熟に努めるとともに、消防団だけでなく、

区長会や関係団体等と連携し、空家等の実態を的確に把握するための仕組みづく

りに取り組みます。 

   また、本計画の効果を確認するために、本計画の最終年度（２０２３年度（平成

３５年度））を目途に再度実態調査を行うこととします。 

３ その他 



 
 

 

 

１ 特定空家等に対する措置フロー 

２ 芝山町空家等対策体制図 

３ 空家等対策に関連する相談窓口一覧 

４ 芝山町空家等実態調査 現地調査票 

５ 芝山町空家等実態調査における不良度判定基準 

６ 芝山町空家等実態調査報告書【概要版】 

７ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

８ 空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令 

９ 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

１０ 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（概要） 

１１ 芝山町空家等対策協議会条例 

１２ 芝山町空家等対策協議会委員名簿 

１３ 芝山町空家等対策検討連絡会設置要綱 

１４ 芝山町空家等対策計画策定経緯 

資料編 
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１ 特定空家等に対する措置フロー 
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２ 芝山町空家等対策体制図 



 

 

 

 【町の相談窓口】 

  芝山町企画空港政策課都市計画係 

  電話：０４７９－７７－３９０９ FAX：０４７９－７７－０８７１ メール：toshikei@town.shibayama.lg.jp 

 

 【その他関係団体における空き家の相談窓口】（平成３０年１２月時点） 

関係団体名 相談窓口 受付曜日・時間 連絡先 相談対応内容 

（一社）千葉県宅地建物取引

業協会 

不動産無料相談

所 

毎週火曜金曜・１０時～１５時 ０４３－２４１－６６９７ 不動産に関する相談全般 

（公社）全日本不動産協会千

葉県本部（予約制） 

不動産無料相談

所 

毎月２回（第２月曜及び月末の

月曜、年末は要確認）午前１０

時～１２時・午後１時～４時 

０４３－２０２－７５１１ 宅地建物の取引に関わる相談 

（一社）千葉県建築士会 

（公社）日本建築家協会関東

甲信越支部千葉地域会 

ちば設計団体空

家対策協議会 

平日（火曜を除く）１０時～１６時 ０４３－２２５－７８８１ 空き家リフォーム・解体・耐震改修、その

他空き家の利活用など 

（公社）千葉県建築士事務所

協会 

建築相談（無料

電話相談） 

土日祝日を除く・９時～１７時 ０４３－２２４－１６４０ 建築に関する相談全般（申込書送付

は、メール：jm@chiba-jk.or.jp もしくはＦ

ＡＸ：０４３－２２５－２０６６） 

千葉司法書士会 無料法律相談 毎週月水・１４時～１７時、毎週

土曜・１０時～１２時、１３時～１

５時 

※上記は電話相談。 

電話相談：０１２０－９７１－４３８

（県内からのみ繋がります。） 

お問い合わせ：０４３－２４６－２６６

６ 

空き家の相続、登記に関すること 

３ 空家等対策に関連する相談窓口一覧 
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千葉県弁護士会 法律相談センタ

ー（３０分２０００

円予約制） 

曜日・時間ともに各相談センタ

ーにご確認ください。ホームペー

ジからインターネット予約も可能

です。 

０４３－２２７－８９５４（千葉） 

０４７－４３７－３６３４（船橋） 

０４７－３６６－６６１１（松戸） 

その他の相談センターはホームペ

ージを確認してください。 

空き家に関する相続、共有物分割、隣

家空き家からの被害、相続人が不存在・

所有者が不明の場合の財産管理など法

律問題全般に関すること 

千葉県土地家屋調査士会 無料相談会（予

約制） 

毎月第３水曜日・１３時～ 

※開催日については、ホームペ

ージで確認してください。 

０４３－３０２－１３１２ 空き家の表示に関する登記（建物滅失

登記等）や敷地の境界確認等に関する

こと 

千葉地方法務局 不動産登記申請

に関する相談

（予約制） 

平日：午前９時～午後４時３０分

（登記所により異なるため、予約

時に確認してください。） 

０４３－３０２－１３１２ 相続登記などの不動産登記の申請に関

すること 

（公社）千葉県不動産鑑定士

協会 

無料相談会 １）定例無料相談会（予約が必

要）毎月第１と第３水曜日（祝祭

日を除く）の午前１０時～１２時 

２）地域無料相談（予約不要）

春４月に３会場と秋１０月に８会

場で実施。（詳細はホームペー

ジを確認してください。） 

０４３－２２２－５７９５ 不動産の価格及びこれに関連する借

地、借家、賃料、相続等について 

（一社）移住・住みかえ支援機

構 

― 祝祭日を除く・９時～１７時 ０３－５２１１－０７５７ マイホーム借上げ制度の資料請求など

に関すること 

出典：千葉県ＨＰ（最新に情報については、各団体のホームページ等をご確認ください。） 
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芝山町空家等実態調査業務　調査票

No 写真

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

＜備考欄＞ ※土砂の流出がある場合は「その他破損箇所10.その他」に記入（写真）
※隣家の方に聞き込みをした際は内容を備考欄に記入

所在地住所

判定 調査項目 選択肢

取扱注意 調査員氏名

管理番号 地図頁番号 調査日付

６．調査拒否

2 建築物の用途

１．専用住宅 ２．店舗併用住宅 ３．店舗/事務所 ４．共同住宅

５．倉庫 ６．納屋

1

調査実施状況 １．可 ２．不可⇒調査終了

1-2調査不可の場合：その理由 １．公道から確認不可 ２．公道から遠い ３．繁茂 ４．高低差
５．その他

  （　　　　　　）

４．電気が点い
ている

５．TV・水道な
どの音がする

６．ペットがいる

　（※犬・猫等）

７．その他

※備考欄に記入

７．工場 ８．その他（　　　　　　）

3

使用実態 １．使用実態がない可能性がある ２．使用実態あり　⇒　調査終了

使用実態ありの場合：その理由
（複数回答可）

１．洗濯物が
干してある

２．住民が
いる

３．玄関、窓
が開いている

空 表札・名札・看板 １．あり ２．なし ３．確認不可 ありの場合 氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．停止 ３．判別不可

空 プロパンガスボンベの有無 １．あり ２．なし（撤去済み） ３．確認不可

１．正常
２．チラシ等が

散乱

３．ふさがれて

いる

空 電気メーターの状況 １．あり ２．なし（撤去） ３．確認不可 ありの場合 １．稼働中

空 郵便受けの状況 １．あり ２．なし ３．確認不可 ありの場合

空 カーテンの有無 １．あり ２．なし ３．確認不可

空 雨戸の状況 １．閉め切っている ２．空いている ３．確認不可

５．不明

利 道路の幅員 １．幅員4m以上 ２．幅員2～4ｍ ３．幅員2m未満

空 空家とする根拠 １．売り貸し看板あり ２．侵入防止措置あり ３．出入形跡なし
４．その他

（※備考欄に記入）

１．1台分あり ２．2台分以上あり

利 接道の状況（間口） １．狭い（2m未満） ２．普通（2m以上確保）

利 駐車場スペース（普通車） １．あり ２．なし ３．確認不可 ありの場合

利 使用可能性（主観） １．すぐに使用可能
２．すぐに使用不可能

　　（修理必要）
３．判断できない

特 門・塀の状況 １．あり ２．なし ３．確認不可 ありの場合 １．正常
２．損傷あ

り
３．傾きがある ４．倒壊している

４．倒壊している

特 雑草・立木の状況 １．あり ２．なし ３．確認不可 ありの場合 １．問題なし
２．やや繁

茂
３．繁茂

４．隣家・車・歩行
者に支障あり

特 擁壁の状況 １．あり ２．なし ３．確認不可 ありの場合 １．正常
２．損傷あ

り

３．倒壊の恐れ

がある

３．腐敗または剥離あり ４．確認不可

ありの場合 １．一部堆積あり ２．大量に堆積あり

特 屋根材の状況 １．正常 ２．一部破損 ３．陥没あり ４．確認不可

特 ゴミの投棄、堆積の有無 １．あり ２．なし ３．確認不可

特 外壁材の状況 １．正常 ２．一部破損

特 建物の傾き １．正常 ２．一部に傾きあり ３．全体的に傾きあり ４．確認不可

特 窓ガラスの状況 １．正常 ２．一部破損 ３．大部分が破損 ４．確認不可

生息動物種：

（スズメバチの巣等）

特 家屋への侵入の可能性 1．あり 2．なし

１．正常 ２．一部破損 ３．大部分が破損

特 悪臭の有無（敷地内より） １．あり ２．なし

特 樋（とい）の状況 １．あり ２．なし ３．確認不可 ありの場合

27 特
その他破損箇所

（存在するものをチェック）

１．雨戸 ２．カーポート ３．ベランダ

特 害虫・小動物の生息の有無 １．あり ２．なし

特 第三者へ危害を与える可能性 １．あり ２．なし
ありの場合

（項番記入）

４．屋外階段 ５．看板 ６．物置・納屋 ７．アンテナ

8．軒（のき） 9．庇（ひさし） 10.基礎・土台 11．その他（

売り貸し看板
項目No.27で撮影

※撮影した番号（1～10）を記入

写真撮影チェック欄

遠景
項目No.15～23で撮影

※項目No.を記入

近景

４ 芝山町空家等対策実態調査 現地調査票 
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評定区分 評点
0

10
20
30
0
5
0

30
50

100
0
5
0

20
100

5
0

20
50
5
0

10
50 合計点を算出
5
0

70
100

5
0

10
20
0
5

10
20
30
30
5
5
5

20
20
30
10
10
20

ランク
D
C
B
A 0点

不良度判定基準

判定内容
主体構造部に著しい損傷があるか、 複数箇所に著しい損傷がみられ、
主体構造部以外に著しい損傷があるか、 複数箇所に損傷がみられ、 中～大規
一部に損傷等がみられ、 小規模な修繕が必要
損傷等もなく、 管理に特段の問題がない

４． 確認不可

50～99点
1～49点

点数
100点以上

⑨庇（ひさし） 庇（ひさし）
⑩基礎・土台 基礎・土台

⑪その他
外構等
戸・扉等
その他建物設備

看板
⑥物置・納屋 物置・納屋
⑦ アンテナ アンテナ
⑧軒 （のき） 軒（のき）

その他破
損箇所

①雨戸 雨戸
②カーポート カーポート
③ベランダ ベランダ
④屋外階段 屋外階段

⑤看板

⑤樋 （とい） の状況

１．  あり　１． 正常
１．  あり　２． 一部破損
１．  あり　３． 大部分が破損
２．  なし
３． 確認不可

④建物の傾き

１． 正常
２． 一部に傾きあり
３． 全体的に傾きあり
４． 確認不可

４． 確認不可

③窓ガラスの状況

１． 正常
２． 一部破損
３． 大部分が破損建物

①屋根材の状況

１． 正常
２． 一部破損
３．  陥没あり
４． 確認不可

②外壁材の状況

１． 正常
２． 一部破損
３． 腐敗または剥離あり

②擁壁の状況

１．  あり　１． 正常
１．  あり　２． 損傷あり
１．  あり　３． 倒壊の恐れがある
１．  あり　４．倒壊している
２．  なし
３． 確認不可

評定項目 評定内容

敷地

①門・塀の状況

１．  あり　１． 正常
１．  あり　２． 損傷あり
１．  あり　３．傾きがある
１．  あり　４．倒壊している
２．  なし
３． 確認不可

５ 芝山町空家等実態調査における不良度判定基準 



 

      

 

６ 芝山町空家等対策実態調査報告書【概要版】 
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（平成２６年１１月２７日法律第１２７号） 

（目的） 

第一条 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。第十条第二項を除き、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） 

第二条 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） 

第三条 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） 

第四条 市町村は、第六条第一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） 

第五条 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 次条第一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。 

７ 空家等対策の推進に関する特別措置法 
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（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 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。 

（協議会） 

第七条 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 前二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） 

第八条 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） 

第九条 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。 
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２ 市町村長は、第十四条第一項から第三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、その五日前までに、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 第二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 第二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） 

第十条 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） 

第十一条 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。以下第十三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） 

第十二条 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） 

第十三条 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） 
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第十四条 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。 

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五日以内に、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、第三項の措置を命

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、第三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、期日の三日前までに、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 第六項に規定する者は、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、第三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（昭和二十三年法律第四十三号）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 第三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（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の

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三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。 
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１１ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設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、第三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 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十

二条及び第十四条を除く。）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） 

第十五条 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） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料

に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に

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三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、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起

算して六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。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五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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（平成２７年２月２０日政令第５０号） 

 内閣は、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）附則第一

項の規定に基づき、この政令を制定する。 

 空家等対策の推進に関する特別措置法（附則第一項ただし書に規定する規定を除く。）の施行期

日は平成二十七年二月二十六日とし、同項ただし書に規定する規定の施行期日は同年五月二十

六日とする。 

 

 

（平成２７年４月２２日総務省・国土交通省令第１号） 

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）第十四条第十一

項の規定に基づき、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。 

空家等対策の推進に関する特別措置法第十四条第十一項の国土交通省令・総務省令で定める

方法は、市町村（特別区を含む。）の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とす

る。 

附 則 

この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法附則第一項ただし書に規定する規定の施

行の日（平成二十七年五月二十六日）から施行する。 

 

８ 空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令 

９ 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 



 

 

 

 

１０ 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（概要） 

資
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（平成３０年芝山町条例第６号） 

(設置) 

第 1 条 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)第 7 条第 1 項の規定に基づ

き、芝山町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

(組織) 

第 2 条 協議会は、会長その他委員 10 人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 町議会議員 

(3) 町民 

(4) その他町長が必要と認める者 

(委員) 

第 3 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(会長) 

第 4 条 会長は、町長をもって充てる。 

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が会長の職務を代理す

る。 

(会議) 

第 5 条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となり、議事を整理する。 

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(委員以外の者の出席等) 

第 6 条 会長は、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、意見を聴き、又は委員以外

の者から必要な資料の提出を求めることができる。 

(庶務) 

第 7 条 協議会の庶務は、企画空港政策課において処理する。 

(守秘義務) 

第 8 条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

(委任) 

第 9 条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

(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) 

１１ 芝山町空家等対策協議会条例 
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2 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 31 年芝山町条例第 8 号)の一

部を次のように改正する。 

 略 

附 則(平成 30 年条例第 32 号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 

＜参考＞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)【抜粋】 

（協議会） 

第七条 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 前二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。 

 

→協議会の役割は、「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こと」 
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任期：平成３０年９月２８日から平成３２日３月３１日まで 

（敬称略） 

№ 役職 氏名 組織・団体・役職等 分野 

1 会長 相川 勝重 芝山町長 行政 

2 委員 鈴木 雅之 千葉大学国際教養学部准教授 学識経験者 

3 委員 岩澤 正美 千葉司法書士会 法律 

4 委員 菅井 和幸 一般社団法人千葉県建築士会 山武支部 建築 

5 委員 大木 孝仁 不動産鑑定士・宅地建物取引士 不動産 

6 委員 實川 嘉一 芝山町議会まちづくり常任委員会副委員長 議会 

7 委員 坂井 慶子 芝山町議会総務常任委員会副委員長 議会 

8 委員 髙田 礼子 千葉県成田土木事務所建築宅地課長 行政 

9 委員 小川 総夫 芝山町消防団長 町民 

10 委員 木内 仁之 町民公募 町民 

 

  

１２ 芝山町空家等対策協議会委員名簿 
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（平成３０年芝山町告示第９４号） 

 （設置） 

第１条 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。）第７条及び

芝山町空家等対策協議会条例（平成３０年芝山町条例第６号。以下「条例」という。）第１条の規定に基づ

き設置された芝山町空家等対策協議会（以下「協議会」という。）において協議する事項に係る情報の共

有及び調整を図るため、芝山町空家等対策検討連絡会（以下「連絡会」という。）を置く。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （１） 空家等 町内に所在する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。 

 （２） 特定空家等 空家等が次のいずれかの状態にあるものをいう。 

  ア 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 

  イ 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 

  ウ 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 

  エ 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 

 （所掌事務） 

第３条 連絡会は、法第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じるための情報の共有及び調整を行うものとす

る。 

 （組織） 

第４条 連絡会は、別表に掲げる者をもって組織する。 

２ 連絡会に座長を置き、副町長をもって充てる。 

３ 座長は、会務を総理し、連絡会を代表する。 

４ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 連絡会の会議は、座長が招集し、議長となる。 

２ 前条第１項に規定する者がやむを得ない事由により出席できないときは、その者の指示した者が代理出席

することができる。 

３ 座長は、必要に応じて関係者等の出席を求め、会議に参加させることができる。 

 （担当者会議） 

第６条 連絡会の会議の実施に当たり、必要な情報の共有及び調整を行うため、連絡会に担当者会議を置く

ことができる。 

２ 担当者会議は、座長が指定した者をもって組織する。 

３ 担当者会議は、座長が前項に規定する者のうちから必要に応じて招集し、座長が指定した者が、担当者

会議の議長となり議事を整理する。 

４ 第２項に規定する者がやむを得ない事由により出席できないときは、その者が指示した者が代理出席する

ことができる。 

１３ 芝山町空家等対策検討連絡会設置要綱 
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５ 担当者会議の議長は、必要に応じて関係者等の出席を求め、担当者会議に参加させることができる。 

 （個人情報の管理） 

第７条 特定空家等の対策を目的に収集した個人情報で、連絡会において共有したものは、芝山町個人情

報保護条例（平成１７年芝山町条例第１号）に基づき適正に管理する。 

 （庶務） 

第８条 連絡会の庶務は、企画空港政策課都市計画係が行う。 

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、公示の日から施行する。 

附 則(平成 31 年告示第 36 号)  

この要綱は、公示の日から施行する。 

 別表（第４条関係） 

副町長 総務課長 財政担当課長 町民税務課長 福祉保健課長 

まちづくり課長 企画空港政策課長 都市計画担当課長 産業振興課長 

農業委員会事務局長 
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時期 概要 

２
９
年
度 

平成２９年１０月２６日

～平成３０年３月２３日 

芝山町空家等実態調査実施 

３
０
年
度 

平成３０年９月２８日 第１回芝山町空家等対策協議会 

＜内容＞ 

（１）空家法の概要について 

（２）平成２９年度芝山町空家等実態調査結果の概要について 

（３）空家等対策計画と本協議会の位置付けについて 

（４）今後のスケジュールについて 

（５）芝山町空家等対策計画（骨子案）について 

平成３０年１１月２０日 第１回芝山町空家等対策検討連絡会 

＜内容＞ 

（１）協議会・連絡会設置の背景について 

（２）芝山町空家等対策計画骨子について 

（３）策定スケジュールについて 

（４）各課との調整事項について 

平成３１年１月１０日 第２回芝山町空家等対策検討連絡会 

＜内容＞ 

（１）芝山町空家等対策計画（素案）について 

（２）パブリックコメントの実施について 

平成３１年１月１８日 第２回芝山町空家等対策協議会 

＜内容＞ 

（１）芝山町空家等対策計画（素案）について 

（２）パブリックコメントの実施について 

平成３１年２月１日 

～平成３１年３月６日 

芝山町空家等対策計画（案）のパブリックコメント実施 

― 第３回芝山町空家等対策協議会 

※パブリックコメントによる意見提出がなかったため、開催しなかっ

た。 

＜内容＞ 

（１）パブリックコメントの実施結果について 

（２）芝山町空家等対策計画（案）について 

 

１４ 計画策定経過 
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