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空き家対策に係る現状と課題 

  

１ 空き家の現状 

（1）全国的な空き家の状況 

総務省の「住宅・土地統計調査」（2008年）によると、全国の空き家は757万戸で、

その内訳をみると、「賃貸用の住宅」が最も多く54.5%を占めている。このほか、「売

却用の住宅」「別荘等」も若干見られるが、問題視されるのは、空き家になったもの

の、売却や賃貸に出されないままとなっている「その他の住宅」が35.4%を占めている

ことである。中でも管理が不完全となり、そのまま放置すれば倒壊等保安上危険とな

る恐れのある状態又は環境衛生上有害となる恐れのある空き家が、安全面や景観面な

どで様々な問題をもたらしている。 

 

（2）丹波市における空き家の状況 

空き家は全国的に増加傾向にあり、丹波市においても同様で、地域の防犯や環境、

景観などの多方面にわたり、今後問題が深刻化することが予想される。空き家は、丹

波市内全域に分散しており、所有者またはその連絡先が不明の空き家も多いと考えら

れる。 

 平成24年８月と本年５月に自治会を対象に実施したアンケート調査結果は資料４

(Ｐ１)のとおりである。本年の調査結果をみると（282/298自治会）では、空き家数1,238

戸、適切な管理がなされている空き家が872戸（70.4%）と大半であったものの、特に

問題となる崩壊の危険性のある空き家は36戸（2.9%）、防犯・環境に問題がある空き

家は330戸（26.7%）であることが明らかになった。 

前回の調査と比較すると、崩壊等の危険があるものは、59戸から36戸と約4割の減と

なっているが、防犯・環境に問題があるものは、150戸が330戸と2倍以上に増加してい

る。こうした増減の原因について今後調査し、施策を検討する上での参考資料として

いきたい。 

 

２ 空き家がもたらす課題 

 空き家には、居住者が亡くなった後、相続人がそのまま放っておくようなものや、居住

者が高齢者向け住宅などに移った後空き家になるようなケースがあるが、これにより空き

家が老朽化し、近隣に悪影響を与えるような様々な問題を発生させている。発生させてい

る問題としては概ね次のようなものがあるが、今後施策を検討する際に保護法益をどのよ

うに考えるかということと密接に関連すると考えられる。 

《安全・防犯上の問題》 

・空き家の倒壊（朽ちた家屋含む） 

・建材の飛散などによる通行人・近隣への被害 

・犯罪者の出入り、青少年の非行 

・放火、火災の危険性 

・樹木の枝が道路等にはみ出し通行等に影響 

《環境衛生上の問題》 

・ごみの不法投棄など 

・雑草の繁茂、不衛生などによる病害虫の発生 

・異臭、悪臭などの発生 

資料３ 
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《景観上の問題》 

・安全・防犯上及び環境衛生上の問題と併せて発生する見た目などの景観上の問題 

《その他》 

・空き家増加による周辺の経済的価値の低下 

・コミュニティの崩壊 

 

３ 空き家対策をめぐる法律、条例等の動き 

（1）国の動き 

 H25.10.30自民党内部会議で「空き家対策の推進に関する特別措置法案」を配布、平

成26年１月から始まった通常国会で提案される予定であったが、野党との調整がつかず、

法案の提出を見送った。 

 

【参考】６/12時事通信抜粋 

自民党の法案では、空き家対策に関する基本方針の策定を国に義務付け、市町村に空き家

の立ち入り調査権を与えるほか、撤去や修繕の命令を所有者に出せることなども定めてい

る。 

ただ、空き家を自主撤去した所有者への具体的な税制優遇策を盛り込んでおらず、民主党

などが「議論が足りない」と早期の提出に難色を示していた。自民党は野党との調整を経て

秋の臨時国会への提出を目指す。 

 

（2）国内自治体の動き 

   H24.１では全国の 54 自治体で空き家管理条例が施行済みであったが、H25.１で 138

自治体、H26.４では 355自治体となっており、２年余りで６.６倍に急増している。ま

た、他に 300 近くの自治体が条例制定を検討しており、問題の深刻さと自治体の意識

の高まりがうかがえる。（参照：H26.６.19官庁速報）  

（3）兵庫県の動き 

  H24 年度から、県住宅審議会及び地域住宅政策協議会（空き家対策検討会）において議

論がなされ、H26.２.12 地域住宅政策協議会（空き家対策検討会）で、「空き家対策にかか

る提言」、標準条例案を含めた「空き家対策ガイドライン」が報告された。 

(URL：https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/ju-so-kei/akiyataisaku.html) 

   ※空き家対策検討会：メンバー10 市、オブザーバー11 市町で構成 

（4）県内自治体の動き（平成26年２月現在） 

空き家対策条例制定市：９市（神戸市、洲本市、相生市、三木市、小野市、加西市、

篠山市、養父市、加東市） 

空き家対策要綱制定市：２市（加古川市、淡路市） 

条例・要綱検討市町 ：19市町 
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丹波市における空き家対策条例について 

  

１ 条例制定までの経緯 

平成24年６月、市議会から下記の要望・提言を受け、関係課による空き家対策推進会議

を開催し協議したところ、今後の空き家の活用方策等について実態調査を行い検討するこ

とになった。 

このため、平成25年５月に空き家・空き地対策プロジェクトを立ち上げ、規制と活用の

両面から空き家対策を推し進めるため、空き家対策条例を策制定することになり、平成26

年３月に条例を制定し、７月１日から施行する運びとなった。 

 

２ 条例制定の趣旨 

（1）深刻化する空き家問題への抜本的対応 

 丹波市で平成24年８月に実施した調査では、管理不十分な空き家が200戸を超え、そ

の中には安全面から早急に解体撤去などの対策を講じることが望ましいものもあるが、

私有財産であることからその対応が難しい。こうしたことから、抜本的な対応手段とし

て条例により法的根拠を与え、より有効な規制の取り組みを進める。 

 

（2）規制と利活用の総合的な推進 

 空き家には、前述のように安全・防犯、環境衛生、景観の面から問題をもたらす負の

要素と、これを利活用し、地域経済の活性化や人口の移住などをもたらす有効な資源と

しての正の要素の両面がある。私有財産である空き家の規制と利活用を、条例に基づき

横断的な施策の展開により効果的・総合的に推進する。 

 

（3）官民の役割分担と連携による空き家対策の推進 

 空き家対策は、第一義的には空き家の所有者が対応すべきものであるが、所有者の事

情によってなかなか進まない現状があり、地域住民と行政が連携・協力して、危険な空

き家の解体撤去、効果的な利活用の取り組みを進めていく必要がある。このため、所有

者、地域住民、市が役割と責務を分担し相互に連携・協力して取り組むことを明確にす

る。 

 

３ 条例の基本的な考え方（丹波市条例の特徴） 

（1）活用に対する積極的な展開 

 多くの自治体の条例では、不適切な管理状態にある空き家に対して解体撤去の勧告、

命令、公表、行政代執行など私有財産に対する一定の制限をかける必要があることから

条例でこれを規定している。 

 当市では、こうした空き家に対する規制だけでなく、これを地域活性化の有効な資源

と捉え、市民と連携しながら積極的に利活用していく方向性を明らかにした。 

 

（2）空き家対策に係る方針の策定による推進 

 空き家が管理不全となる要因や空き家の現象は多種多様である。またその実態も十分

に把握できていない。こうしたことから、空き家対策は画一的、短期的に解決できる問

題ではなく、その実態にあわせた多様な施策を検討し、長期的、総合的に取り組む必要

がある。こうしたことから、空き家等の適正な管理と利活用に関する基本的な考え方や

方向性、具体的な施策を示す空き家対策に係る方針を定めることを条例上に位置づけ、
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部局横断で総合的に取り組むことを明確にした。 

 

（3）「自治会及び市民等」の役割、責務の明確化 

 管理が不十分な空き家の撤去等は、第一義的にはその所有者が責任を負うべきであり、

そのために必要な施策は市が担うことになる。しかしながら、必ずしも所有者の積極的

な対応を期待することは難しく、空き家の調査、危険性の通報、所有者等の把握などに

は「自治会及び市民等」の協力が不可欠である。 

また、地域の安全・安心や快適な住みよいまちづくりの盛り上がりの中で、空き家所

有者の取り組みや空き家を資源として利活用することを促すことが有効である。こうし

たことから、条例の中で「自治会及び市民等」の役割、責務を明確に位置づけ、市民の

参画と協働により空き家対策を推進する。 

 

（4）第一義的に所有者の対応を促すためのインセンティブ 

 管理が不十分な空き家の規制の手法として、指導、勧告、命令、更にはこれに従わな

い場合の公表、行政代執行がある。しかしながら命令によって動かないケースに対して

行政代執行に踏み切ることは費用回収の面でリスクが大きいと考えられる。そのため、

規制の手法として、勧告、命令や行政代執行に加えて、空き家所有者が自ら撤去に向け

て対応することを促す支援策を設けることを条例上に明記した。 

 

４ 条例の内容 

（1）条例の構成・組立 

 条例は概ね次のような構成である。 

《目的》 この条例の制定目的を記述する。空き家等の適正な管理と利活用に資する

ことを目的とすること及び守るべき法益として、安全・防犯、環境衛生を記

述している。 

《定義》 この条例において使用する用語の定義をしている。空き家の定義、管理不

全な状態の定義などを記述した。 

《関係主体の責務等》 空き家の規制と活用を推進するうえでの関係主体として、

「市」「所有者等」「自治会及び市民等」の役割や責務を規定している。 

《民事解決との関係》 当該空き家から害を被るおそれのある者との間での問題は、

民事による解決を図ることを基本とした。 

《空き家の状況把握》 市が空き家の状況把握を的確に行うため、「定期的な実態調査」

「市民による情報提供」｢市職員による空き家への立入調査権限」を規定する。 

《規制の手法》 規制の手法として「指導又は助言」「勧告」「命令及び公表」を規

定するとともに、それらに係る手続きを規定した。 

《行政代執行》 規制の各手法により解体撤去等が実現されない場合の最終的な手段

として、行政代執行法に基づく代執行を行うことを規定する。 

《応急措置》 空き家等の急迫した危険を回避する必要がある場合、その対応として

応急措置ができることを規定した。 

《空き家等の撤去及び利活用に対する支援》 空き家等の撤去に係る財政的支援、相談

対応、空き家等の利活用に係る情報提供、技術的支援、財政的支援などの支援

施策を策定し、講ずることを記述している。 

《空き家対策に係る方針の策定》 空き家等の撤去及び利活用に対する支援策を総合
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的に講ずるための空き家対策に係る方針を定めることを記述している。 

《審議会の設置》 「空き家対策に係る方針の策定」「利活用施策」「命令及び公表」

「行政代執行」などに関する審議を行うため審議会の設置を規定した。 

《関係機関への協力要請》 必要があるときは、警察その他関係機関への協力要請が

できるとすることを記述した。 

 

（2）条例が対象とする現象 

①条例が対象とする現象をどのようなものにするかについては、全国の自治体の多く

が「空き家」つまり「常時無人である状態」としているが、数少ない例として東京

都足立区の条例では「老朽家屋」とし、「常時無人性」を要求していないものもあ

る。 

②形式的には、保護法益を安全や環境衛生、景観のどれに置くとしても、そこに人が

居住しているかどうかは関係がないということが論理的ではある。しかしながら、

現実論的には、撤去の命令や行政代執行を想定すると、そこに居住者がいたる場合、

住居の確保を考えなければならず、これらの措置の発動は難しくなる。そこのため、

市条例では、「常時無人性」つまり「空き家」を採用することとした。なお、「常

時無人性」をとることにしたが、具体的な認定では、どの程度で常時無人と判断す

るかは非常に難しく、その認定基準を別途定めることとする。 

 

（3）保護法益 

①前述の「空き家がもたらす課題」の中で、空き家は「安全・防犯上の問題」、「環

境衛生上の問題」、「景観上の問題」等をもたらすとしたが、このうち、条例によ

って解決を図ろうとするものは、保護法益である。 

この保護法益をどのようなものとして捉えるかは、規制の手段としてどのような

ものを採用するか、どの段階で規制の手段を発動するかということと関係が深い。 

つまり、保護法益を「環境衛生上の問題」や「景観上の問題」だけとした場合、

強制力のある私有財産の家屋の撤去命令を発することは躊躇される。保護法益とし

てはより強い「安全・防犯上の問題」を主旨としなければ、撤去命令や行政代執行

は難しいのではないかと思われる。一方、勧告や助言をできるだけ早い段階で発す

るためには、保護法益を「安全・防犯上の問題」、「環境衛生上の問題」、「景観

上の問題」を主旨とすることが必要である。 

②市条例では、空き家問題について、限られた予算と人員で効果的な解決を図るため、よ

り深刻な状態、より対応が急がれる状態にあるものから、優先的に対応していけるよう、

保護法益を「安全・防犯」「環境衛生」の２つの要素とした。なお、具体的事例の

運用にあたっては、保護法益と適用する規制手段、その時期が適切なものとなるよ

う配慮する。 

 

（4）空き家の状況把握・調査 

 市は、利活用も含めた空き家対策を適切に実施するとともに、総合的、長期的な施

策を展開できるよう、市内の空き家等の実態を定期的に調査し、把握する。また、自

治会及び市民等については、管理不全な状態になるのを未然に防ぐための情報収集及

び管理に必要な所有者等との連絡調整を行うとともに、管理不全な状態にある空き家

等の情報は市に対し提供するよう努めることを役割として条例上明確にした。 
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 情報等を受けた市は、その実態及び所有者等の所在について調査できるほか、当該

所有者等に対し報告を求め、又は職員を当該空き家等の存する土地に立ち入らせ状況

調査させ、若しくは関係者に質問させることができるよう条例で立入調査権限を明確

にしている。 

 

（5）規制の手法 

管理不全な空き家等に対して、次のような手法により規制を行うことを明確にした。 

《指導又は助言》 

      管理不全な状態にあるとき、所有者等に対し、一定の期限を設け改善措置等を

講じるよう促す。 

《勧告》 

      当該助言又は指導を行ったにも関わらず改善措置が講じられない場合、更に一

定の期限を設けて早急に対応するよう勧告する。 

《命令及び公表》 

      当該勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に応じない場合、空き家等対

策審議会の意見を聞いた上で、当該勧告に係る措置を取るべき事を命じ、命令に

従わない場合には、市の広報等に、住所・氏名・所在地・当該命令の内容等を公

表する。 

《行政代執行》 

      当該命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わない場合、他の手段に

よって改善措置が困難かつ当該空き家を放置することが著しく公益に反すると

認められるときは、空き家等対策審議会の意見を聞いた上で、行政代執行法を行

う。 

《応急措置》 

      空き家等の急迫した現在の危険を回避する必要があると認めるときは、費用は

当該所有者等負担として、倒壊・飛散防止措置等（シート覆いや突っ張りなど）、

既存物件への影響を極力回避できる必要最小限度の措置を、安全性及び公益性確

保の観点から、担当部署の判断において行う。 

 

（6）空き家等の撤去及び利活用に対する支援 

① 空き家等の撤去及び利活用に対する支援の内容 

空き家等の適正な管理及び利活用の促進を図るため、市が次のような支援策を講

ずることを明示した。 

・空き家等の解体撤去に係る相談対応 

・空き家等の解体撤去に係る財政的支援 

・空き家等の利活用に係る情報提供 

・空き家等の利活用に係る技術的支援 

・空き家等の利活用に係る財政的支援 

②空き家対策に係る方針の策定 

上記の支援策を関係部署が連携して総合的、効果的に展開するため、取り組みの基

本的な考え方、方向性、具体的取り組みなどの基本的事項を明示した空き家対策に係

る方針を本条例に基づき定めることを記述している。 
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（7）審査体制 

 空き家対策に係る方針、命令及び代執行等の審議に当たるため、地域代表者、学識

経験者、専門家、公募市民等で構成する空き家等対策審議会を設置する。 

 

（8）施行時期 

平成 26年７月１日 

市民等への周知、審議会委員の選定などの準備期間が必要であるため、施行時期

を上記とする。 
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空き家等対策審議会の役割、業務及びスケジュール 

  

１ 審議会の役割、業務 

審議会は、次に掲げる事項に関する市長からの諮問に応じて、調査審議するものとする。 

・空き家等の適正な管理及び利活用に関する基本的、かつ、総合的な施策の策定に関

すること（第３条） 

・空き家等の適正管理に関する命令を発することの決定に関すること（第11条） 

・行政代執行の決定に関すること（第12条） 

・空き家対策に係る方針の策定に関すること（第14条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ スケジュール  資料４（Ｐ６） 

 

【丹波市空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例（抜粋）】 

（市の責務） 

第３条 市は、空き家等の適正な管理及び利活用に関する基本的、かつ、総合的な施策

を策定し、これを実施するものとする。 

＜第４条～第10条 省略＞ 

（命令及び公表） 

第11条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わ

ず、かつ、当該空き家等が特に著しく管理不全な状態にあると認めるときは、所有者

等に対し、期間を定めて当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ第15条第１項に

規定する丹波市空き家等対策審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとす

る。 

３ 市長は、第１項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、丹波市

公告式条例（平成16年丹波市条例第３号)の例により公表するとともに、広報紙、ホ

ームページその他市長が適当と認める方法により、次に掲げる事項を公表することが

できる。 

（代執行） 

第12条 市長は、前条第１項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合に

おいて、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行

を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、審議会の意見を聴いた上

で、行政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるところにより代執行を行うことが

できる。 

＜第13条 省略＞ 

（空き家等の解体撤去及び利活用に対する支援） 

第14条 市長は、空き家等の適正な管理及び利活用の促進を図るため、次に掲げる支援

施策を講ずるものとする。 

(１) 空き家等の解体撤去に係る相談対応 

(２) 空き家等の解体撤去に係る財政的支援 

(３) 空き家等の利活用に係る情報提供 

(４) 空き家等の利活用に係る技術的支援 

(５) 空き家等の利活用に係る財政的支援 

２ 市長は、前項に規定する支援施策を総合的、かつ、効果的に展開するための基本的

な考え方及び方向性並びに具体的な取組を明らかにした空き家対策に係る方針を定

めるものとする。 
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提案事項説明資料 

  

提案事項１ 空き家等の撤去費用に対する助成制度の創設について 

（1）助成制度の内容 

○対象建物（以下のすべての要件を満たすもの） 

・特定空き家等  に該当し、市長から指導・助言、又は勧告を受けているが、命

令の措置までは至っていないもの。 

・空き家等の不良度の判定で一定の基準を満たすもの。 

空き家対策ガイドライン（P24） 

※特定空き家等 

・そのまま放置すれば倒壊等保安上著しく危険となるおそれのある状態 

・衛生上著しく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周辺生活環境の保全を図るために放置

することが著しく不適切である状態 

 

○補助対象者 

空き家等の所有者、又は自治会 

○対象経費 

対象建物の解体撤去に要する経費 

○補助率・補助額 

補助率：４/５（国１/２＋県市１/２） 

補助額：上限200万円 

    （対象経費が250万円以上の場合、補助額は上限の200万円） 

 

（2）兵庫県の支援内容  資料４（Ｐ７） 

○対象住宅（以下のすべての要件を満たすもの） 

・市町が当該老朽危険空き家の除却に要する費用に対して補助を行うに際して、空

き家再生等推進事業（国庫補助事業）により、不良住宅又は空き家住宅の除却を

行う事業を活用するものであること 

・倒壊等により前面道路や近隣など周辺に危険が及ぶ恐れがあり、市長が条例又は

要綱に基づき、指導又は助言等を行っている空き家であること 

・除却を行うことについて、市町が街並み景観等良好な住環境保全の観点から支障

がないと判断したものであること 

○補助対象者 

市町（市町が空き家所有者に対して実施する補助への支援） 

○対象経費 

老朽危険空き家の除却工事の実施に要する経費 

○補助率・補助額 

補助率：１/６ 

補助額：33.3万円以内 かつ 市町が補助する額の１/４以内 

 

（3）国の支援内容 

○対象地域 

※ 



平成 26 年 7 月 17 日 

空き家等対策審議会資料 

 

 

不良住宅又は空き家住宅の計画的な除却を推進すべき区域として地域住宅計画又

は都市再生整備計画に定められた区域（丹波市は全域対象） 

○対象施設 

住宅地区改良法第２条第４項に規定するもの 

【住宅地区改良法第２条第４項】 

４ この法律において「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物又

は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供するこ

とが著しく不適当なものをいう。 

○その他の空き家住宅 

跡地が地域活性化のために供されるもの 

○補助対象経費 

・不良住宅・空き家住宅の除却等に要する費用 

（「除却工事費」＋「除却により通常生ずる損失の補償費」） ×８/10 

※標準除却費のうちの除却工事費の1㎡当たりの額（木造21,000円/㎡、非木造 

30,000円/㎡）に11,100円/㎡を加え、不良住宅又は空き家住宅の延べ面積を乗じ

て得た額を限度とする。 

・不良住宅・空き家住宅の所有者の特定に要する経費 

不良住宅等の所有者の特定のための交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等 

 

（4）他市の状況 

資料４（Ｐ８） 

 

（5）助成制度創設に係る課題 

課題１：個人財産と公共の利益との整合性 

⇒空き家等所有者と害を被るおそれのある者との問題（紛争）については、当事者

間（民民）で解決することが基本である。 

しかし、崩壊しそうな家屋や壁が、通学路等に影響のおそれがある特定空き家等

においては、そこを通行する不特定多数の市民は、いわば潜在的被害者であり、潜

在的加害者に交渉できるわけがないので、行政は不特定多数の市民の安全を確保す

ることが目的であり、かつ、今回の補助金によって公共の福祉が増進されることか

ら、この支援は正当化されると考える。 

課題２：解体撤去後の税金対応 

⇒自民党が、秋の臨時国会に提出予定の「空き家対策特別措置法案」の動向による。 

課題３：モラルハザードの対応 

⇒安易な解体補助や行政代執行は、所有者のモラルハザードにつながる懸念がある

ことから、危険度の高い特定空き家等を対象とした。 

また、所有者の責務、自治会の役割を十分認識いただくよう努めるとともに、効

果的な利活用施策の推進により、特定空き家化を未然に防ぐよう努める。 

 

提案事項２ 今後検討すべき施策の方向性について 

・今後検討すべき規制の施策 

・今後検討すべき活用の施策 

資料４（Ｐ９～Ｐ１１） 

 

※ 


