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１ はじめに 

  近年、全国で空き家の増加が顕著である。 
老朽化した空き家が放置されると、倒壊の危険や犯罪の誘発など、周囲に悪

影響を及ぼすことが危惧されることから、国や地方自治体は、空き家の所有者

にその適切な管理や撤去を促す取り組みを行っている。 
平成 27 年 2 月に総務省統計局が発表した「平成 25 年住宅・土地統計調査

（確報集計）」によれば、平成 25 年 10 月 1 日現在における全国の空き家数は

820 万戸、空き家率 13.5%（「総住宅数」に占める「空き家数」の割合）で、

過去最高となっている。 
これら 820 万戸ある空き家の内訳を見てみると、「賃貸用の住宅」と「売却

用の住宅」（供給可能な住宅）が過半数を占めている一方、長期不在・取り壊

し予定の「その他の住宅」が全国で 318 万戸（38.8%）、福島県においても 4
万 6 千戸（50.7%）存在し、その管理について適切な対応が求められている。 
このような「空き家」が問題視される理由としては、建物が劣化して外壁が

崩れる、窓ガラスが割れ飛散する、屋根瓦が飛ばされてしまう、不審者や動物

などの住処となる、敷地内にごみが不法投棄される、草木や樹木が繁茂し周辺

に悪影響を与えるなど、様々な社会的問題を発生させる、あるいは将来的に問

題が発生する危険性を内在していることが挙げられよう。 
このように、全国的に空き家が増加することとなった背景には、急速な少子

高齢化の進展や本格的な人口減少時代の到来による影響だけでなく、親世代の

住宅を相続などで取得することになった子世代が住宅を引き継いで使用しな

い、仮に引き継いでも老朽化により改修が必要で経済的な負担が重荷になり放

置されるなどの個別多様な事情が積み重なり、徐々に顕在化しつつあると考え

られる。 
 
国は、平成 26 年 11 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、

「特措法」とする。）を制定し、本格的な空き家対策に取り組む姿勢を示した。 
これにより、全国の市町村（特別区を含む。）は、空家等対策計画を作成し、

計画に基づく“総合的かつ計画的な空き家対策”を進めていくことが求められ

るようになった。 
以上のような状況を踏まえ、今年度の情報提供事業のテーマを「空き家対策

の事例研究」に決定し調査に取り組んだ。具体的には、福島県内の市町村を対

象としたアンケート調査を通して、空き家対策を担当している部署が必要とし

ている情報の整理を行い、空き家対策を進めていく際の参考となるような他自

治体の事例等について調査し、とりまとめを行った。 



2 
 

２ 調査手法 

   以下の手法により、空き家対策の事例について情報収集を行った。 
 

（１）文献等の調査 

専門家等の文献、関係省庁・団体・全国自治体等のホームページ掲載事例、

総務省「平成 25 年住宅・土地統計調査」、国土交通省「平成 26 年空家実態調

査」の集計結果などから、情報収集を行った。 
 

（２）ヒアリング調査 

 「福島県空家等対策連絡調整会議（事務局；福島県建築指導課）」および「奥

会津空き家相談センター（事務局；一般社団法人 IORI 倶楽部）」へヒアリン

グ調査を実施した。 
 
【福島県空家等対策連絡調整会議（事務局；福島県建築指導課）】 

  ① 日 時；平成 28 年 8 月 2 日（火）13:00～13:45 
  ② 応対者；福島県建築指導課職員 
  ③ 調査者；ふくしま自治研修センター政策支援部 菅野 
  ④ 内 容（一部抜粋・要約し掲載） 
  （ア）福島県は、平成 27 年 8 月 20 日に「福島県空家等対策連絡調整会議」

（県内市町村、県庁関係各課、関係団体、福島地方法務局）を発足さ

せ、昨年度は 2 回開催した。 
当会議では、県内における空き家対策の参考事例の発表や、国からの

情報提供、関係団体による取り組み事例の紹介などを行い、幅広く連携

をとりながら県内における空き家等対策を進めていくこととしている。 
（イ）メーリングリストにより、情報を共有する体制を整えている。 
（ウ）福島県は他県に比べ県としての調整会議を比較的早く立ち上げたこと

もあり、他県から参考にされるケースがある。 
（エ）今後、空き家対策の事例情報について調査するのであれば、法に基づ

いて取り組むマニュアルがある除却事例よりも、利活用事例などの中で

“特殊な事例、特徴的な事例”等について深掘りしてもらい提供いただ

ければ、市町村にとっても参考になると思う。 
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【奥会津空き家相談センター（事務局；一般社団法人 IORI倶楽部）】 

  ① 日 時；平成 29 年 2 月 23 日（木）13:20～15:45 
  ② 応対者；一般社団法人 IORI 倶楽部 事務局長 金親丈史氏 
  ③ 調査者；ふくしま自治研修センター政策支援部 菅野 
  ④ 内 容（一部抜粋・要約し掲載） 

（ア）奥会津空き家相談センターの運営を IORI 倶楽部が行っている。 
現在、会津地域の市町村と連携を進め、空き家の相談窓口としてだけ

でなく、行政と民間をつなぐ、空き家所有者と空き家利用希望者とをつ

なぐ「会津の空き家よろず相談所」として、活動を行っている。 
（イ）空き家問題は市部よりも郡部（中山間地域）で深刻化している。 

IORI 倶楽部では、「空き家所有者」が抱えている悩み、困りごとを解

決していくためのサポートに重点を置き、専門家等を交えた相談・協力

体制の充実化、行政との情報共有・連携に力を入れている。 
（ウ）各地で空き家バンクが設置され空き家の流動化・利活用に向けた取り

組みが進んでいるが、いわゆる「通常の不動産マーケット上で流通する

ことが困難な、問題を多く抱える空き家（特定空家）」のマネジメント

策について検討をしている。具体的には、市町村が運営する空き家バン

クへの掲載を促し、移住・定住を希望して空き家を探している方よりも

「地元の方々」に空き家情報を提供し関心を持ってもらい、地域の人々

が自ら利活用について考えていただく、地域の問題として捉え解決をし

ていただくための仕組みづくりを検討している。 
（エ）地域で空き家問題を解決していくに当たっては、“持続的に取り組ん

で行くための資金不足”が大きな壁となることから、空き家所有者に対

する「空き家見守りサービス」などを有償で行う、あるいは、空き家を

ゲストハウスとして活用し一定の収入を得るなどの“売買には至らなく

とも一定の管理資金が確保できるビジネスモデル”の構築は必要と考え

ている。 
（オ）現在、「国土交通省 先駆的空き家対策モデル事業」として採択され

た「空き家管理における HP の整備（全県版空き家バンクの設置）」（サ

イト名称：空家市場ふくしま）にも取り組んでいる。既に県内の約３０

の市町村のヒアリングを終え、ホームページ開設に向けた準備が整いつ

つある。当サイトの開設・運営によって、空き家に関する情報掲載のハ

ードルを下げ、多くの空き家の存在を顕在化させ、空き家を介して地域

を知っていただくきっかけを作っていくことを目指している。 
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（奥会津空き家相談センター外観）    （IORI 倶楽部 事務局長 金親丈史氏） 
 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所：「会津の空き家よろず相談ホームページに掲載のチラシ」から一部抜粋） 
（参考 URL；「会津の空き家よろず相談ホームページ」http://akiya.center/） 

 
 
 

※「現在、奥会津空き家相談センターは、事務局を暫定的に佐久間建設工業内に設置してい

るが、三島町役場近くに移転し、新たな活動をスタートする予定。」 
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（３）福島県内市町村へのアンケート調査 

福島県建築指導課の協力のもと、福島県内 59 市町村を対象に空き家対策の

情報提供に関するアンケート調査を実施した。 
 

１ 調査対象等  

（１）調査対象；福島県内 59市町村（市 13、町 31、村 15） 

（２）調査期間；平成 28年 8月 22日～平成 28年 9月 15日（一部、事後提出あり） 

２ 回答集約数  

    36自治体（回収率 61.0％ 市 10、町 18、村 8） 

３ Ｑ１）空き家等対策計画の策定状況  

（１）策定済み  5 自治体（会津若松市、郡山市、国見町、会津坂下町、会津美里町） 

（２）策定予定  18 自治体 

（３）その他  13 自治体（うち、2自治体は平成 29年度中に策定予定と回答） 

 （※会津若松市は回答時点では「予定」であったが、平成 28年 9月 30日に HPで計画を公表したこ

とから、「策定済み」に計上した。） 

４ Ｑ２）「空き家問題」の課題解決の参考になると考える情報（事例）  

（１）解体・除却に関する事例  18自治体（33%） 

（２）利活用に関する事例      26自治体（47%） 

（３）その他                 11自治体（20%） 

 （※複数選択回答につき、合計は回答自治体数とは一致しない） 

５ Ｑ３）既にあるいは今後取り組む空き家対策の状況、特徴的な取り組み  

（１）平成 28年度より課内に「空き家対策係」を新設し、窓口を一本化することで市民

の利便性向上と対応の迅速化を図った（福島市）。 

（２）平成 28 年度中に空き家バンクを設置するほか、空き家の発生を抑制するとともに、

現在空き家となっている物件を有効に活用する必要があることから、改修費用及び

家財道具の整理に要する費用の一部を助成する予定（白河市）。 

（３）老朽危険空き家等解体撤去補助金（老朽危険空き家等の所有者に解体撤去費用の

3分の 1を、上限 50 万円を限度に補助するもの）（喜多方市）。 

（４）空き家・空き地バンクの実施（南相馬市）。 

（５）空き家情報バンク制度、空き家改修事業等補助制度（平成 28年度から）（天栄村）。 

（６）現在、空き家現況調査を行っている。今後、調査結果を基に空き家対策について

取り組む予定（檜枝岐村）。 

（７）現在の取り組みとして空き家状態となっている住宅の所有者から賃貸・売買物件

情報を町ホームページで公開、町内への移住・定住等を目的とした利用希望者に紹

介する空き家バンク制度を実施している（西会津町）。 

（８）空き家の利活用と特定空家の把握に向けた空き家のデータベース構築のための実

態調査及び所有者の意向調査を今年度実施（三島町）。 
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（９）空き家賃貸住宅について、低所得者や老人等の準公営住宅にできないか検討して

いる。空き家の利活用について、地域おこし協力隊を活用した政策を検討している

（棚倉町）。 

（10）空き家には、さまざまな理由から長期間放置され、老朽化による倒壊、樹木・雑

草の繁茂などの問題が発生し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしていることから、

町では、今年度空き家調査を行い、次年度に計画を策定する予定。また、空き家の

適正管理、利活用などの取り組みを計画的に進めていく予定である（矢祭町）。 

（11）空き家対策検討の基礎資料となる、空き家の実態調査を実施し調査で得られた情

報を基に、空き家所有者の意向を把握するためアンケート調査を実施した。アンケ

ート結果を基に空家等対策計画を作成予定（鮫川村）。 

（12）平成 28年度中に空き家の所在把握のための基礎調査を実施（平田村）。 

（13）昨年・本年と空家実態調査を行っている最中なので、調査結果をもとにこれから

の施策に反映させたいと考えている（小野町）。 

（14）利活用として新地町空き家等情報提供事業実施要綱を平成 17年度に整備しＨＰ等

で空き家情報を提供してきた（新地町）。 

 （※回答から一部抜粋し掲載） 

５ Ｑ４）その他、意見・要望 

（１）空き家対策に関する様々な補助について状況がわかるものがあれば参考になる（郡

山市）。 

（２）全国自治体の空き家等対策（特に利活用）について、先進的な事例が一覧表のよ

うに集約された情報があれば有用。成功例のみならず、失敗例も貴重な情報となる

と思う。 

また、国が検討している、空家の準公営住宅化について、先進的に実施している

自治体等情報があればよい（須賀川市）。 

（３）今後計画を策定する予定なので、様々な情報を提供頂けると助かる（桑折町）。 

（４）空き家利活用対策に係る研修会等を開催して欲しい（特に空き家の取引について）

（会津美里町） 

 （※回答から一部抜粋し掲載） 

６ 結論  

  アンケート結果から、以下のような情報（事例）提供ニーズがあると考えられる。 

（１）「解体・除却」に関する事例よりも「利活用」に関する事例を求める自治体が多い。 

（２）「解体・除却」に関しては、「補助制度」に関する情報を求める自治体が多い。 

（３）「利活用」に関しては、「空き家バンクの運用事例」に関する情報や「移住・定住

に関連した支援事例」、「準公営住宅化などへの空き家の転換利用事例」に関する情

報を求める自治体が多い。 
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３ 空き家増加の現状 

   日本国内では、本格的な人口減少・少子高齢化等と並行して、空き家（※1）
が増加している。 
総務省が 5 年ごとに実施している「住宅・土地統計調査」によると、直近の

2013 年（平成 25 年）調査の結果で、総住宅数 6,063 万戸に対し、空き家数

は 820 万戸（総住宅数に占める割合＝“空き家率”は、13.5％）となり、過

去最高を記録している。特に、空き家の中でも、管理が不十分として問題が多

い、別荘などの二次的住宅や賃貸・売却用の住宅以外の「その他の住宅」の増

加が著しい。 
空き家が発生する主たる要因としては、「住宅供給過剰（総住宅数が総世帯

数を上回っている）、「中古住宅流通シェアの低さ」、「相続問題」、「固定資産税

増加回避」などが考えられ、その結果、空き家が撤去されることなく放置され

る実態が社会問題となっている。 
 
【図１】「全国の空き家数・空き家率の推移」 

 
（出所：総務省「住宅・土地統計調査」の各年結果をもとに作成） 
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============================================================================= 

（※１「空き家」とは） 
 
 

 

 
 

  

「一時現在者のみの住宅」 
昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、そこにふだん居住している者が一

人もいない住宅 
「空き家」 

二次的住宅 

別荘･････週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだんは人が住んでい

ない住宅 
その他･････ふだん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など、たまに寝

泊まりしている人がいる住宅 
賃貸用の住宅 

新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 
売却用の住宅 

新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 
その他の住宅 

上記以外の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（空き家の区分の判断が困

難な住宅を含む） 
「建築中の住宅」 

住宅として建築中のもので棟上げは終わっているが戸締まりができるまでにはなっていないもの 

 

 （出所：国土交通省「平成 26 年空家実態調査 調査結果の概要」から抜粋し、作成） 
============================================================================= 

 
 
次に、2013 年（平成 25 年）調査の総務省「住宅・土地統計調査」の結果

から、「都道府県別 空き家数および空き家率」の状況を見てみたい。 
空き家率（空き家総数／住宅総数）が最も高いのは山梨県（22.0％）で、次

いで長野県（19.8％）となっている。これは、二次的住宅（いわゆる別荘）が

多いためであると考えられる。 
なお、この 2 県を除くと、和歌山県（18.1％）、高知県（17.8％）、徳島県・

愛媛県（17.5％）、香川県（17.2％）、鹿児島県（17.0％）などが高くなってお

り、過疎化や人口減少に悩む地域が上位を占めている。 
一方で、最も低いのは宮城県（9.4％）であり、次いで沖縄県（10.4％）、山

形県（10.7％）、埼玉県（10.9％）となっている。 
福島県は 11.7％と全国 41 番目で、他と比較するとかなり低い状況にある。 
 

住宅・土地統計調査による定義 

【空き家】・・・居住世帯のない（ふだん人が居住していない）戸建て等住宅。 

（ただし、建築中の住宅を除く。） 
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【図２】「都道府県別 空き家数および空き家率（平成 25 年）」 

 
（出所：総務省「平成 25 年住宅・土地統計調査」の結果をもとに作成） 

空き家率
（A） （B） （B/A） （C） （C/A）

全　　　　　　　　    国 60,628,600 8,195,600 13.5% 412,000 4,291,800 308,200 3,183,600 5.3%

01　  北　　  海　　  道 2,746,600 388,200 14.1% 12,100 224,300 12,400 139,500 5.1%
02　  青　　  森　　  県 586,300 81,200 13.8% 2,000 40,900 1,700 36,600 6.2%
03　  岩　　  手　　  県 552,100 76,300 13.8% 4,100 30,200 1,000 41,000 7.4%
04　  宮　　  城　　  県 1,034,100 96,900 9.4% 3,200 48,800 1,900 43,000 4.2%
05　  秋　　  田　　  県 446,900 56,600 12.7% 1,300 20,500 1,300 33,500 7.5%
06　  山　　  形　　  県 431,900 46,100 10.7% 2,300 20,400 1,100 22,200 5.1%
07　  福　　  島　　  県 782,300 91,800 11.7% 5,400 35,900 3,900 46,500 5.9%
08　  茨　　  城　　  県 1,268,200 184,700 14.6% 8,500 104,100 4,900 67,200 5.3%
09　  栃　　  木　　  県 879,000 143,400 16.3% 14,600 76,000 2,500 50,200 5.7%
10　  群　　  馬　　  県 902,900 150,100 16.6% 16,900 74,700 2,100 56,400 6.2%
11　  埼　　  玉　　  県 3,266,300 355,000 10.9% 9,200 210,700 22,900 112,200 3.4%
12　  千　　  葉　　  県 2,896,200 367,200 12.7% 23,400 194,200 15,200 134,400 4.6%
13　  東　　  京　　  都 7,359,400 817,100 11.1% 12,100 598,400 54,100 152,400 2.1%
14　  神　 奈　 川　  県 4,350,800 486,700 11.2% 24,600 304,300 24,500 133,200 3.1%
15　  新　　  潟　　  県 972,300 132,000 13.6% 7,700 51,100 2,900 70,300 7.2%
16　  富　　  山　　  県 439,000 56,200 12.8% 1,400 22,000 1,900 30,800 7.0%
17　  石　　  川　　  県 520,400 76,900 14.8% 3,500 35,900 1,400 36,200 7.0%
18　  福　　  井　　  県 309,600 43,000 13.9% 1,200 18,800 500 22,500 7.3%
19　  山　　  梨　　  県 422,100 92,900 22.0% 20,200 37,400 1,800 33,600 8.0%
20　  長　　  野　　  県 982,200 194,000 19.8% 51,100 64,800 3,800 74,400 7.6%
21　  岐　　  阜　　  県 878,400 133,400 15.2% 8,900 62,700 4,100 57,600 6.6%
22　  静　　  岡　　  県 1,659,300 270,900 16.3% 42,900 137,200 7,500 83,300 5.0%
23　  愛　　  知　　  県 3,439,000 422,000 12.3% 8,600 264,100 14,900 134,500 3.9%
24　  三　　  重　　  県 831,200 128,500 15.5% 5,700 51,000 2,900 69,000 8.3%
25　  滋　　  賀　　  県 602,500 77,800 12.9% 7,900 31,300 3,000 35,700 5.9%
26　  京　　  都　　  府 1,320,300 175,300 13.3% 9,400 80,600 7,700 77,500 5.9%
27　  大　　  阪　　  府 4,586,000 678,800 14.8% 13,800 418,700 31,900 214,400 4.7%
28　  兵　　  庫　　  県 2,733,700 356,500 13.0% 14,800 172,700 21,400 147,700 5.4%
29　  奈　　  良　　  県 615,000 84,500 13.7% 3,000 35,100 3,700 42,700 6.9%
30　  和　 歌　 山　  県 475,900 86,000 18.1% 7,600 27,800 2,400 48,200 10.1%
31　  鳥　　  取　　  県 250,100 35,900 14.4% 1,500 13,200 500 20,700 8.3%
32　  島　　  根　　  県 304,200 44,800 14.7% 2,100 12,900 800 29,000 9.5%
33　  岡　　  山　　  県 885,300 140,100 15.8% 3,700 61,600 3,100 71,700 8.1%
34　  広　　  島　　  県 1,393,500 221,300 15.9% 8,300 105,100 6,500 101,400 7.3%
35　  山　　  口　　  県 706,400 114,400 16.2% 4,300 43,700 3,500 62,900 8.9%
36　  徳　　  島　　  県 364,900 64,000 17.5% 3,400 23,300 1,300 36,000 9.9%
37　  香　　  川　　  県 470,500 80,900 17.2% 3,000 30,300 2,000 45,700 9.7%
38　  愛　　  媛　　  県 705,200 123,400 17.5% 3,900 50,300 2,100 67,100 9.5%
39　  高　　  知　　  県 392,400 69,800 17.8% 3,700 23,700 1,000 41,400 10.6%
40　  福　　  岡　　  県 2,492,700 316,800 12.7% 6,700 181,200 12,200 116,700 4.7%
41　  佐　　  賀　　  県 338,200 43,300 12.8% 1,200 17,200 900 24,000 7.1%
42　  長　　  崎　　  県 660,100 101,800 15.4% 3,700 42,700 2,200 53,200 8.1%
43　  熊　　  本　　  県 804,300 114,800 14.3% 3,900 47,700 2,800 60,400 7.5%
44　  大　　  分　　  県 569,500 89,900 15.8% 5,400 38,800 2,000 43,800 7.7%
45　  宮　　  崎　　  県 533,900 74,200 13.9% 1,700 27,500 1,500 43,600 8.2%
46　  鹿　 児　 島　  県 864,700 147,300 17.0% 4,600 44,300 3,000 95,500 11.0%
47　  沖　　  縄　　  県 602,800 62,400 10.4% 3,200 33,900 1,600 23,800 3.9%

空き家総数 空き家率 その他の住宅 空き家率

28 41 27 30
福島県の全国順位

（降順）

全国・都道府県
住宅総数 空き家総数 空き家率 二次的住宅

（別荘など）
賃貸用
の住宅

売却用
の住宅

その他の住宅
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また、福島県内の状況を見てみると、空き家率が最も高いのは猪苗代町

（24.6％）であるが、これは二次的住宅（いわゆる別荘）が多いためであると

考えられる。次いで、南会津町、会津若松市、白河市が 15.0％を超えていて、

比較的高い。一方で最も低いのは須賀川市（8.1％）で、他にいわき市、田村

市、南相馬市、伊達市、会津美里町、矢吹町が 10.0％を下回っている。 
なお、管理上様々な問題があるとされる「その他の住宅（※2）」の空き家率

（その他の住宅数／住宅総数）を見てみると、10.0％を超えているのは三春町

（11.1％）、南会津町（11.0％）、喜多方市（10.3％）となっている。 
福島県全体の「その他の住宅」の空き家率は 5.9％であるが、平成 20 年か

ら平成 25 年にかけての推移を見てみると約 1.22 倍に増加していることから、

特にその対策に工夫が必要と考えられる。 
 

【図３】「福島県内の市町村 空き家数および空き家率（平成 25 年）」 

 
（出所：総務省「平成 25 年住宅・土地統計調査」の結果をもとに作成） 

空き家率
（A） （B） （B/A） （C） （C/A）

07　  福　　  島　　  県 782,300 91,800 11.7% 5,400 35,900 3,900 46,500 5.9%

201　 福　　  島　　　市 131,390 15,840 12.1% 1,030 7,590 210 7,000 5.3%

202　 会  津  若　松　市 56,900 9,450 16.6% 110 5,680 360 3,290 5.8%

203　 郡　　  山　　　市 151,110 17,220 11.4% 150 7,950 2,620 6,490 4.3%

204　 い　 わ　 き　  市 137,710 13,020 9.5% 860 4,460 120 7,580 5.5%

205　 白　　  河　　　市 26,520 3,980 15.0% 410 2,060 10 1,500 5.7%

207　 須　 賀　 川　  市 27,710 2,250 8.1% 40 1,070 60 1,090 3.9%

208　 喜　 多　 方　  市 19,990 2,970 14.9% 120 770 30 2,050 10.3%

209　 相　　  馬　　　市 15,090 2,070 13.7% 40 940 40 1,050 7.0%

210　 二　 本　 松　  市 20,680 2,600 12.6% 150 570 60 1,820 8.8%

211   田　　　村　　　市 12,730 1,160 9.1% 50 220 10 890 7.0%

212　 南   相   馬    市 24,820 2,420 9.8% 60 470 40 1,850 7.5%

213   伊　　　達　　　市 23,250 2,220 9.5% 80 650 30 1,450 6.2%

214　 本      宮　　　市 10,940 1,200 11.0% 10 540 60 600 5.5%

308　 川　　  俣　　　町 5,590 560 10.0% 30 30 30 470 8.4%

368　 南   会   津    町 7,290 1,240 17.0% 100 340 10 800 11.0%

408　 猪　 苗　 代　  町 6,230 1,530 24.6% 1,230 60 - 240 3.9%

421　 会  津  坂　下　町 5,810 600 10.3% - 70 - 530 9.1%

447   会　津　美　里　町 7,620 750 9.8% - 100 - 660 8.7%

461　 西　　  郷　　　村 7,180 910 12.7% 10 280 20 600 8.4%

466　 矢　　  吹　　　町 6,690 650 9.7% 30 290 50 270 4.0%

481　 棚　　  倉　　　町 5,230 750 14.3% 20 510 10 220 4.2%

501　 石　　  川　　　町 5,670 660 11.6% - 190 - 480 8.5%

521　 三　　  春　　　町 6,460 730 11.3% - 10 - 720 11.1%

福島県
住宅総数 空き家総数 空き家率 二次的住宅

（別荘など）
賃貸用
の住宅

売却用
の住宅

その他の住宅
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【図４】「福島県内の空き家種類別割合の推移」 

 
（出所：総務省「平成 20 年、平成 25 年住宅・土地統計調査」の結果をもとに作成） 
 
 
 
============================================================================= 

（※2「その他の住宅」とは） 
 
空き家の「その他の住宅」とは、「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住

宅」以外の住宅をいう。 
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のほか、空き家の区分の判

断が困難な住宅などを含む。 
（出所：総務省「平成 25 年住宅・土地統計調査 確報集計」から抜粋） 

 
「その他の住宅」は他の区分（二次的住宅、賃貸・売却用住宅）と比べ、管

理が不十分になりがちな住宅となっている。 
 

============================================================================= 
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４ 空き家問題の整理 

ここで、これまで概観してきた「空き家」の状況を踏まえ、なぜ空き家が増

加することが社会問題となっているのか、一般的な「空き家問題」の実態につ

いて見ていきたい。 

具体的には、『国土交通省「平成 26 年空家実態調査 集計結果」』および『国

土交通省「平成 26 年空家実態調査 調査結果の概要」』でまとめられている

「調査時点（平成 26 年 11 月～平成 27 年 2月）で人が住んでいないと回答が

あった戸建空き家等の状況」を参考に、問題の内容を整理していく。 

 

（１）人が住んでいない戸建空き家等の利用状況 

人が住んでいない戸建空き家等の利用状況は、「一時現在者のみ・二次的住

宅（昼間だけや週末・休暇時などに所有者等が利用している住宅）」が合わせ

て 40.7%、「賃貸・売却用の住宅」が 11.0%、「その他の住宅（物置、長期

不在、取り壊し予定の空き家等）」が 42.0%などとなっている。 
 

【図５】「人が住んでいない戸建空き家等の利用状況」 

 
（出所：国土交通省「平成 26 年空家実態調査 調査結果の概要」から抜粋） 
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（２）住宅を取得した経緯 

住宅を取得した経緯については、「相続した」が 52.3％で最も多く、次い

で「新築した・新築を購入した」が 23.4%、「中古を購入した」が 16.8%と

なっている。 
 

【図６】「住宅を取得した経緯」 

 
（出所：国土交通省「平成 26 年空家実態調査 調査結果の概要」から抜粋） 

 
（３）管理者や管理の頻度・内容 

① 主な管理者および管理の頻度 
戸建て空き家等の「主な管理者」は、「所有者または所有者と同居してい

る親族」が 64.2%、「所有者と同居していない親族」が 17.5%となっており、

合わせて 81.7%を占めていて、「不動産業者、建築会社、管理専門業者など」

は 2.0%と割合が小さい。 
また、「管理の頻度」は、「月に 1 回～数回」が 34.3%で最も多く、次いで

「年に 1 回～数回」が 23.1%、「週に 1 回～数回」が 20.0%となっている。 
 

【図７】「主な管理者」       【図８】「管理の頻度」 

    
（出所：国土交通省「平成 26 年空家実態調査 集計結果」から抜粋） 
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② 管理面での心配事 
管理面での心配事については、「住宅の腐朽・破損の進行」が 51.5%と最

も多く、次いで「樹木・雑草の繁茂」が 39.2%、「不審者の侵入や放火」が

34.2%となっている。 
 

【図９】「管理面での心配事」 

 
（出所：国土交通省「平成 26 年空家実態調査 集計結果」から抜粋） 

 
③ 管理をする上での障害・課題 
管理をする上での障害・課題については、「障害や課題はない」が 28.1%

で最も多いが、「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困難」

が 21.4%などとなっている。 
 

【図 10】「管理をする上での障害・課題」 

 
（出所：国土交通省「平成 26 年空家実態調査 集計結果」から抜粋） 
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（４）今後 5年程度のうちの利用意向・内容及びその理由等 

① リフォーム・建て替え等の意向と利用意向 
リフォームや建て替えについては、「考えていない」が 50.8%と最も多い。 
また、利用意向については、「所有者やその親族が利用する」が 22.9%で

最も多いが、「空き家にしておく（物置を含む）」も 21.5%と多い。 
なお、「取り壊す」は 11.2%となっていて、１割にとどまっている。 
 

【図 11】「今後のリフォーム・建て替え等の意向（左）と利用意向（右）」 

 
（出所：国土交通省「平成 26 年空家実態調査 集計結果」から抜粋） 

 
② 賃貸・売却の意向がある場合の「賃貸・売却する上での課題」 
今後、賃貸・売却の意向がある場合の賃貸・売却する上での課題は、「リ

フォーム費用がかかる」が 29.1%と最も多く、次いで「設備や建具が古い」

が 27.2%、「住宅が傷んでいる」が 25.0%となっている。 
 

【図 12】「賃貸・売却の意向がある場合の課題」 

  
（出所：国土交通省「平成 26 年空家実態調査 調査結果の概要」から抜粋） 
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③ 空き家にしておく理由 
今後の利用意向を「空き家にしておく」とした理由は、「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」が

39.9%、「特に困っていないから」が 37.7%、「将来、自分や親族が使うか

もしれないから」が 36.4%となっている。 
 

【図 13】「空き家にしておく理由」 

  
（出所：国土交通省「平成 26 年空家実態調査 調査結果の概要」から抜粋） 

 
（５）空き家問題の分類 

以上、空き家問題の実態について概観したが、空き家問題を再度整理すると、

以下のように分類できる。 

① 防災性の低下 
  倒壊、崩壊、屋根・外壁の落下、火災発生の恐れ 
② 防犯性の低下 
  犯罪の誘発 
③ ゴミの不法投棄 
④ 環境衛生の悪化、異臭・悪臭の発生 
  蚊、蝿、ネズミ、野良猫の発生・集中 
⑤ 風景、景観の悪化 
  樹木・枝の越境、雑草の繁茂、落ち葉の飛散など 
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５ 空き家対策の分類及び一般的な流れ   

（１）空き家対策の分類 

続いて空き家問題に対する「空き家対策」であるが、一般的には「中古住宅

流通」、「空き家活用」、「適正管理・除却」に分類される。 

【図 14】「空き家対策の分類」 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：兵庫県地域住宅政策協議会「空き家対策ガイドライン本編１（平成 26 年 2 月）」

11 ページ掲載「図 空き家対策の分類」をもとに作成） 
 

空き家対策は、特措法により基本的には市町村が主体的に実施するものとさ

れ、「空き家の実態調査に基づく現況の把握」、「特措法や条例等に基づく適

切な管理対応」を行う役割を担うこととされている。これに対し都道府県は、

広域的な見地から空き家対策に関する情報提供や技術的な助言、市町村相互間

の連絡調整、その他必要な援助を行うとされている。 
 

（２）空き家対策の一般的な流れ 

空き家対策の一般的な流れは以下のとおり。 

【図 15】「空き家対策の一般的な流れ」 
 
 

 

 

 

 
（出所：山形県空き家対策検討会「空き家対策に係る対応指針（平成 24 年 10 月）」7 ペ

ージ掲載「空き家対策の流れ」をもとに作成） 
 

（空き家の利活用） 

住宅等としての有効活用 

 

 

 

 

 

 

 

中古住宅流通 

継続的な空き家と

ならないよう中古

住宅として住宅市

場で流通させる 

 

空き家活用 

立地等により中古住宅

市場で流通しない物件

の活用 

 

 

 

（適正管理・除却） 
 

 

周囲に悪影響を与えないよう 

改善・適切な維持管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家の発生抑制 

空き家の適正管理 老朽危険空き家の解体・除却 

利活用（空き家バンク等） 
利活用可能 

な場合 

管理不全で

危険な場合 
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（３）空き家の利活用 

空き家対策には、大別して 2 つの方向性（①「壊さずに、修繕・改修を施し

住宅として再利用する、あるいは店舗や福祉施設等に用途を変えて有効活用す

る」、②「解体し撤去する」）がある。前述の「空き家対策の一般的な流れ」

で取り上げたが、空き家が住宅として有効活用を図ることができる場合は、地

域事情や空き家の状況、所有者の意向等を考慮しつつ、その空き家の有効活用

を検討し講じていく場合が多い。 
一般的には、自治体が独自に、あるいは NPO 法人や不動産事業者等と協力

して「空き家バンク」を運営することにより、「空き家を貸したい、売却した

い方（所有者・管理者）」と「空き家を活用したい（住みたい）方（利用希望

者）」とのマッチングを図るケースが多い。他にも、空き家をリフォームして

公的住宅やコミュニティスペースとして活用する場合等も見受けられるが、日

本においては新築住宅の需要が高く、中古住宅の市場流通はまだまだ進んでい

ないのが実情である。 
しかし、特措法第 13 条において「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。」とされていることから、市町村

は、空き家を漫然と放置するのではなく、各地域の実情に合わせた対応策を講

じていくことが求められている。 

【図 16】「一般的な空き家バンクの仕組み」 

 
（出所：鹿児島県建築・住宅行政連絡協議会「鹿児島県空き家対策マニュアル【空き家問題への進め方

と取組事例】（平成28年4月改定）」45ページ掲載「②空き家バンクの仕組み」から一部抜粋し掲載） 
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（４）老朽危険空き家の解体・除却の手続き例 

前述した「空き家対策の一般的な流れ」の中で、空き家が管理不全で危険な

場合などに「解体・除却」する場合の手続き例は以下のとおりである。 
 

【図 17】「空き家の除却処分の手続きの流れ」 

 
（出所：山形県県土整備部「やまがたの空き家対策の手引き（平成 27 年 3 月）」30 ペ

ージ掲載「５．空き家の除却処分の手続きの流れ」から一部抜粋し掲載） 
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６ 空き家対策の参考事例 

空き家が大きな社会問題となり、特措法の完全施行もなされ、今や空き家対

策事業は全国数限りなく実施されている。 
本情報提供事業においては、「福島県内の市町村を対象に実施した空き家対

策の情報提供に関するアンケート調査」の結果に基づき、「空き家問題の課題

解決のために具体的に提供を希望する事例」として挙げられた項目を中心に、

全国の自治体等団体の取り組み、補助制度、各種団体との協働体制などの情報

収集に当たった。 
具体的には、「空き家の解体・除却に関する事例」、「空き家の利活用に関

する事例」、「その他の参考事例、参考情報等」に分類したうえで、事例を掲

載した。 
 
なお、本書に掲載した事例についてより詳細な情報が知りたい場合は、それ

ぞれの事例下欄に記載した参考 URL や、巻末の「８ 文献等の調査（主要参

考文献、自治体ウェブサイト等）」等から、それぞれの文献・資料等にあたっ

ていただきたい。 
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（１）空き家の解体・除却に関する事例 

① 補助制度や優遇措置などの情報（交付条件や金額など） 

【№1】空家等対策支援事業（老朽空家等対策事業）（群馬県前橋市） 

概 要  昭和 56年 5月 31日以前に建築され、倒壊の危険のおそれや将来的に特定空家と

なる可能性がある空家の解体工事に係る費用に対する補助が受けられる制度。 

（※詳細は「平成２８年度前橋市空家等対策支援事業（老朽空家等対策事業）交付要項」を参照

http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p014998_d/fil/kaitai_youkou.pdf） 

【事業概要】 

（１）補助対象：空家の解体費用（家財道具の処分費用は除く） 

（２）補助率：工事費用（消費税を除く）の 1／3以内で上限 10 万円を超えない範囲 

（３）加算：解体後の跡地を駐車場として整備した場合 10 万円 

      ：解体後の跡地に住宅店舗などの建築物を設置した場合 40万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：前橋市「空家対策制度に関するパンフレット等（H28年チラシ）」より一部抜粋し掲載） 

【手続きの流れ】 
1.補助金の申請には、事前に空家利活用センターへの相談が必要になります。 

2.相談後、申請者自身（所有者、相続人、借受人など）が交付申請を行ってください。 

3.市による審査の後、補助金についての交付決定がされます。 

4.交付決定後、工事に着手してください。 

5.着工後、工事の内容に変更等があった場合は速やかに報告をしてください。 

6.工事完了後、30 日以内又は、平成 29 年 3 月 31 日までに工事の実績報告を行ってください。 

7.実績報告を元に補助金の額が決定されます。 

8.決定した補助金について請求を行ってください。 

9.申請者の請求に基づき、補助金が支払われます。 

※老朽空家等の跡地利用の加算については、基本補助金が支払われた後、再度実績報告が必要になります。 

 （ただし提出書類は一部省略できます。） 

（出所：前橋市「前橋市空家対策補助制度手続きの流れ」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

 

備 考 平成 28 年度空家対策補助制度の受付は 2 月 28 日まで（最終更新日：2017 年 2 月 17 日(金)） 

参 考 

URL 

http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p014998.html 

http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p014998_d/fil/syousaiH28.pdf 

（出所：「前橋市空家対策補助制度を実施しています」（群馬県前橋市ホームページ）,2017年 2月 27日閲覧） 

http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p014998_d/fil/kaitai_youkou.pdf
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p014998.html
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p014998_d/fil/syousaiH28.pdf
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【№2】老朽危険空き家除却費補助事業（長崎県新上五島町） 

概 要  空き家住宅の除却を行う方に対し、除却費の一部（約 40％）を補助する。老朽

化し危険な空き家住宅の除却を行う方に対し除却費の一部を補助し、安全・安心な

住環境づくりを促進する。  

【事業概要】 

（１）対象建築物 

次の①から⑤までの要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。 

① 新上五島町内の建物で、築後 22年以上経過したもの。 

② 木造（一部の軽量鉄骨造を含む。）で、現在、（1年以上）使用されていないもの。 

③ 過半が住宅用として使用されていた建物である。 

④ 隣接する公道や住宅等に危険を及ぼす恐れが大きいもの。 

⑤ 構造の腐朽又は破損が著しい状態。（建設課職員による現地調査にて判定必要） 

（２）対象者 

次の①から③までのいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、①から③に該

当する方であっても、町税等の滞納がある方や、他の権利者（抵当権設定など）からの同

意を得られない方は対象者となりません。 

① 登記事項証明書に所有者として記録されている者。（未登記の場合は固定資産関係資料による。） 

② ①の相続人。 

③ ①又は②の方から対象建築物の除却についての同意を受けた方。 

（３）対象工事 

次の①から④までの用件をすべて満たす工事が対象となります。 

① 建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること。 

② 平成 29 年 1月 31 日（火）までに建築物のすべてを除却する除却工事であること。 

③ 他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること。 

④ 除却工事にて発生した建築廃材を産業廃棄物として処分する工事。 

   （※基礎構造物（布基礎コンクリート等）まで、撤去する必要があります。） 

（４）補助対象経費 

補助の対象となる経費は、次の①又は②のいずれか少ない額の 10 分の 8 となります。 

① 建築物の解体・運搬・処分に要する費用（※消費税別）。 

② 対象建築物の床面積に、国土交通大臣が定める除却工事費（25,000円／㎡）を乗じて得た額。 

(※除却家屋内にある、家財道具の解体・運搬・処分に要する費用などは対象となりません。) 

（５）補助金の額 

補助金の額は、次の①又は②のいずれか少ない額となる。 

① 補助対象経費（上記）の 2分の 1。 

② 補助限度額 80 万円。 

（※この他にも要件があります。また、各種書類の提出や注意事項がありますので、詳細は役場建築課まで

お尋ねください。なお、予算の上限に達した場合は申請をお断りすることがありますのでご了承ください。） 

（出所：新上五島町「新上五島町老朽危険空き家除却費補助事業チラシ」より一部抜粋し掲載） 

備 考 申込み期間 平成28年6月1日（水）～平成28年11月30日（水）(最終更新日：2016年06月01日(水)) 

参 考 

URL 

http://official.shinkamigoto.net/goto_full.php?eid=00607&g3=1&ccid6=c6x00022x0&bcid=100 

http://official.shinkamigoto.net/cmd/data/entry/benri/benri.00607.00000016.pdf 

（出所：「新上五島町老朽危険空き家除却費補助事業について」（長崎県新上五島町ホームページ）, 2017年2月27日閲覧） 

http://official.shinkamigoto.net/goto_full.php?eid=00607&g3=1&ccid6=c6x00022x0&bcid=100
http://official.shinkamigoto.net/cmd/data/entry/benri/benri.00607.00000016.pdf
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【№3】古家購入建替え補助制度（福岡県宗像市） 

概 要  宗像市内の古家を購入して解体し、新築住宅を建てる子育て世代の方への補助

金。（この制度は、現行の「新築住宅建築のための古家解体補助制度」を改正する

もの。平成 28年 10月から申請の受付けを開始。）  

【制度概要】 

中古住宅（古家付き土地）を購入し、解体工事を行ったのちに新築住宅を建築して居住する

子育て世帯に最高 120 万円を補助します。 

※古家を解体して建築された建売住宅も対象となります。 

【対象住宅要件】 

（１）解体する家屋は、住宅の購入日を基準日として建築 5年を経過した一戸建て住宅であっ

て、床面積が 50㎡以上であること。店舗などとの併用住宅の場合は、床面積の 2 分の 1

以上に相当する部分が住宅用であること。 

（２）新築住宅は、家屋の床面積が 50 ㎡以上であって、店舗などとの併用住宅の場合は、床

面積の 2 分の 1以上に相当する部分が住宅用であること。 

※ 対象住宅の新築工事が国主導の事業（地域型住宅グリーン化事業、ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス支援事業(ZEH)等）の採択を受けた事業者によって行われ、補助の適用となった場合、本

補助制度に申請することはできません。 

【対象者要件】以下の（１）～（５）のすべてを満たす方が対象です。 

（１） 中古住宅（古家付土地）を購入（※１）後、この家屋すべてを解体して新築住宅を建築し、購入から

2 年以内に居住すること。ただし、解体工事が行われた後に建売住宅となったものを購入して居住

する場合は、解体工事完了日から 2 年以内に居住開始すること。 

（２） 中学生以下の子ども（2 親等以内、胎児を含む）が同居する世帯、又は子どもがいない場合は夫婦

の合計年齢が 80 歳未満であること。 

（３） 自治会に加入すること。 

（４） 世帯全員の市税の滞納がないこと。 

（５） 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者でないこと。 

※１ 相続、贈与による住宅取得、2 親等以内の親族間の売買は対象外とします。 

 

【交付内容】 

最高 120 万円を補助します。 

（１）上記の対象要件を満たした方に、90 万円を交付します。 

（２）市内事業者へ新築住宅の建築を発注した場合に、プラス 30 万円を交付します。 

【申請手続き】 

居住日（住民基本台帳の登録日）から 6ヶ月以内に宗像市役所 秘書政策課（定住担当）へ

申請してください。 

（※申請手続き（申請手続き書類等様式）、申請添付書類については記載を省略した。） 

（出所：宗像市「古家購入建替え補助制度」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

備 考 「この制度は、現行の「新築住宅建築のための古家解体補助制度」を改正するものです。平成28年10月から

申請の受付けを開始しますので、ご利用の際は、詳細をお問い合わせください。」（宗像市ホームページより） 

参 考 

URL 

http://munakata-live.com/support10.html 

http://chiiki-grn.jp/Portals/0/images/docs/02/qa1.pdf(地域型住宅グリーン化事業) 

http://sii.or.jp/zeh28/faq.html#section09(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(ZEH)等）) 

（出所：「古家購入建替え補助制度」（福岡県宗像市ホームページ）, 2017年 2月 27日閲覧） 

http://munakata-live.com/support10.html
http://chiiki-grn.jp/Portals/0/images/docs/02/qa1.pdf
http://sii.or.jp/zeh28/faq.html#section09
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【№4】老朽危険空き家等解消支援制度（石川県七尾市） 

概 要  市が認定した老朽危険空き家などの解体費用の一部を補助する。  

【事業概要】 

（１）補助率 

解体費用の 2分の 1（木造は最大 50万円、木造以外は最大 100万円） 

（２）申請できる人 

次の要件に該当する建物の所有者または管理者 

・市税を滞納していない人  
・市が認定した老朽危険空き家等  
・他の解体の補助制度を重複していない人  
・対象の建物について、初めて補助金の交付を受ける人  
・国や地方公共団体、その他公共団体が所有している以外の建物 

（３）申請手続きの流れ 

① 事前に相談  

② 老朽空き家の認定申請をする  

③ 老朽空き家認定書を受け取ったら、解体工事の事業者を選ぶ  

④ 補助金の交付申請をする  

⑤ 補助金交付決定通知を受け取ったら、事業者と解体工事の契約をし、工事を実施する  

⑥ 市へ実績報告をする  

⑦ 補助金確定通知書を受け取ったら、請求書を提出し、補助金を受け取る 

（４）制度の概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：七尾市「老朽危険空き家等解消支援制度パンフレット」より一部抜粋し掲載） 
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（５）老朽危険空き家解体工事 補助申請手続きの流れ 

 

 （出所：七尾市「老朽危険空き家等解消支援制度パンフレット」より一部抜粋し掲載） 

 

 

参 考 

URL 

http://www.city.nanao.lg.jp/toshikenchiku/kurashi/sumai/sumai/akiyakaitai.html 

http://www.city.nanao.lg.jp/toshikenchiku/kurashi/sumai/sumai/documents/roukyuukikenakiyachirashi.pdf 

http://www.city.nanao.lg.jp/toshikenchiku/kurashi/sumai/sumai/documents/roukyuukikennakiyahuro.pdf 

（出所：「空き家の解体費用を補助します」（石川県七尾市ホームページ）, 2017年 2月 27日閲覧） 

http://www.city.nanao.lg.jp/toshikenchiku/kurashi/sumai/sumai/akiyakaitai.html
http://www.city.nanao.lg.jp/toshikenchiku/kurashi/sumai/sumai/documents/roukyuukikenakiyachirashi.pdf
http://www.city.nanao.lg.jp/toshikenchiku/kurashi/sumai/sumai/documents/roukyuukikennakiyahuro.pdf
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【№5】不良空き家住宅除却費補助制度（北海道旭川市） 

概 要  適切な維持管理がされていない空き家は、強風、大雪などによる破損部材の飛散

や部分的な倒壊のおそれがあり、地域住民に多大な不安を与えている。このような

ことから、旭川市では生活環境の保全を図るため、住宅性能が著しく低下している

空き家住宅を除却する場合に、除却費用の一部を補助する。 

（※平成 28 年度の受付は終了しました（最終更新日 2017 年 1 月 5 日））  

【対象となる空き家の条件】 

次に示す条件を全て満たす不良空き家住宅を対象とします。 

（１）旭川市の防火地域又は準防火地域に存する住宅又は市街化区域内に存する住宅で、倒壊

した場合に近隣家屋若しくは道路に被害をもたらすおそれのある住宅であること。 

（２）専用住宅又は兼用住宅（延べ面積の二分の一以上が住宅である一戸建て住宅又は長屋）

であること。 

（３）おおむね 1年以上居住者がいない空き家状態の住宅であること。 

（４）所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。又は設定されている全ての権利

権者の同意を文書で得て、市長にその文書を提出できる住宅であること。 

（５）市による事前調査で、住宅地区改良法の規定に基づく「不良住宅」と判定された住宅で

あること。 

（６）補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないこと。 

（７）この制度以外の建築物の除却に関する補助を受けていない住宅であること。 

【申請者の条件】 

次に示す条件を全て満たす申請者を対象とします。 

（１）補助の対象とする住宅の所有者。所有者が死亡している場合は、相続人。 

（２）市税の納税義務がある場合は、市税の滞納がないこと。 

【申請者の条件】 

次に示す条件を全て満たす不良空き家住宅除却工事を対象とします。 

（１）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき北海道知事の解体工事者登録を

受けた者、又は建設業法に基づき土木工事業、建設工事業、とび・土工工事業又は解体工

事業の許可を受けている、本市内に営業所等を置く者が施工する工事であること。 

（２）原則として空き家及び付属する門塀等の工作物を解体・撤去し、更地とする工事である

こと。 

（３）区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを除却する工事（当

該工事に伴う、残りの区分所有建築物部分の復旧等、必要最小限の補修工事を含む。）で

あること。 

【補助金額】 

除却工事費の 3 分の 1 に相当する額（消費税相当額を除く。千円未満切り捨て）で、一戸当

たりの限度額は次に掲げる額のうちいずれか少ない額とします。 

（１）30 万円  

（２）延べ床面積 1 平方メートルあたり 9,600円（木造の場合） 

     延べ床面積 1平方メートルあたり 14,000 円（非木造の場合） 

【申請建築物の事前調査】 

対象となる空き家が補助申請の要件を満たしているかどうかを確認するため、事前調査を行いま

す。まずは建築指導課建築管理係（電話番号 0166-25-8561）まで御相談ください。 

（出所：旭川市「不良空き家住宅除却費補助制度」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 
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【手続きフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：旭川市「不良空き家住宅除却費補助制度パンフレット」から一部抜粋し掲載） 

 

備 考 受付期間：「平成28年4月18日（月曜日）から平成28年5月31日（火曜日）までです。 事前調査の結

果、対象住宅の要件を満たすことが確認できた住宅について、補助申請を受け付けます。 必要書類を添

付のうえ、旭川市役所第三庁舎 3 階 建築指導課窓口へ申請してください。なお、受付期間内に募集予算枠

に満たなかった場合は、予算額に達するまで受付を行います。 受付延長期限は平成 29 年 1 月 10 日（火

曜日）です。」（旭川市ホームページより） 

参 考 

URL 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053128.html 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053128_d/fil/00jyokyakuannai.pdf 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/index.html 

（出所：「旭川市不良空き家住宅除却費補助制度」（北海道旭川市ホームページ）, 2017年 2月 27日閲覧） 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053128.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053128_d/fil/00jyokyakuannai.pdf
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/index.html
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② 行政代執行や略式代執行の事例 

【№6】特定空家等に対する代執行による解体・撤去について（北海道室蘭市） 

概 要  室蘭市は、平成 28年 8月 3日「空家等対策の推進に関する特別措置法」第 14 条

第 9項の規定に基づき、著しく保安上危険な状態にある空家等に対し、行政代執行

を実施し、特定空家の解体・撤去に着手した。 

 

【代執行による解体・撤去の内容】 

（１）対象となる特定空家等 

・室蘭市知利別町 1丁目 43 番地  

・住宅および敷地に附帯する擁壁 

（２）代執行の時期 

・平成 28年 8月 3 日から平成 28年 10月 31 日まで 

（３）代執行の様子 

 

 

 

（４）代執行終了及び代執行費用納付命令（平成 28年 11月 1日追加） 

平成 28年 10月 31 日付で、上記特定空家への代執行を終了しました。  

また、行政代執行法第 5 条に基づき、平成 28年 11月 1 日付で所有者へ代執行費用を納付

するよう命令しました。 

（出所：室蘭市「特定空家等に対する代執行による解体・撤去について」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

参 考 URL http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/akiya-daisikkou.html 

（出所：「特定空家等に対する代執行による解体・撤去について」（北海道室蘭市ホームページ）, 2017年2月27日閲覧） 

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/akiya-daisikkou.html
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【№7】所有者が特定される特定空家等に対する行政代執行（東京都葛飾区） 

概 要  葛飾区は、平成 28年 3月 3日、宝町 2丁目の空家に対し、「空家対策特別措置法」

に基づき行政代執行による除却作業を実施した。 

 平成 27年 5月の同法完全施行後、所有者が特定される特定空家等に対し、同法に

基づいて行政代執行を行うのは全国初。 

 

【代執行の様子】 

 

 

 

（出所：葛飾区「全国初、「空家対策特別措置法」完全施行後、所有者が特定される特定空家等に対する

行政代執行を実施」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 URL http://www.city.katsushika.lg.jp/information/kouho/1005541/1010757.html 

（出所：「全国初、「空家対策特別措置法」完全施行後、所有者が特定される特定空家等に対する行政代執行を実施」

（東京都葛飾区ホームページ）, 2017年 2月 27日閲覧） 

http://www.city.katsushika.lg.jp/information/kouho/1005541/1010757.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/information/kouho/1005541/1010757.html
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【№8】行政代執行による空き家除却の事務フロー（福井県空き家対策協議会） 

概 要 福井県空き家対策マニュアルから、行政代執行による空き家除却の事務フローを紹介。 

【行政代執行による空き家除却の事務フロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所：平成 27年 8月 福井県空き家対策協議会『福井県空き家対策マニュアル・行政代執行による事務手続きについ
て（修正版）「Ⅲ行政代執行による除却の事務手続き 2.行政代執行による空き家除却の事務フロー図」（Ⅲ-2ページ）』
より抜粋し掲載） 

参 考 

URL 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/akiyamanyuaru2.html 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/akiyamanyuaru2_d/fil/09.pdf 

（出所：「福井県空き家対策マニュアルについて」（福井県ホームページ）, 2017年 2月 27日閲覧） 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/akiyamanyuaru2.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/akiyamanyuaru2_d/fil/09.pdf
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③ 解体・除却等に至るまでの手順や方法 

【№9】越前町安心で潤いのあるまちづくり事業（福井県越前町） 

概 要 ① 空き家所有者への空き家取り壊し工事費補助 

② 町によるポケットパークの直接整備 

目 的 不良空き家住宅を除却するとともに、跡地にポケットパークを整備することによ

り、防災・衛生面で住環境の改善を図る。また、地域の子どもたちの遊びの空間や

高齢者の憩いの場、更には防災空地を確保する。 

(出所：国土交通省「地方公共団体の取組み事例」より一部抜粋し掲載） 

 

【事例の特徴】 

（１）空き家取り壊しに至る前の事前準備として、「土地や建物所有者との調整、承諾の取り

付け、取り壊し後のポケットパークの維持管理」については、地元自治区が行う。 

（２）地元自治区と所有者との調整が完了後、町は地元自治区から「補助金交付申請書」を受

理。現地調査を経て「防災、防犯上危険空き家の該当等」について判定し、該当する場合

は「事業実施の決定通知書」を地元自治区に発出、所有者へも連絡を行い実施決定する。 

（３）町は「土地のポケットパーク用地としての無償貸与」に必要な土地使用貸借契約を所有

者と締結。同時に土地の維持管理に関する覚書を地元自治区と締結。 

（４）所有者による空き家取り壊し工事完了後、町は補助金を所有者に交付。跡地にポケット

パークを町の負担で整備。完成後、地元自治区に維持管理を依頼し施設移管。 

 

備 考 平成 19～22 年度の 4年間で除去実績 10件（平成 19年度は町単独事業で 3 件実施） 

参 考 

URL 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000042.html 

http://www.mlit.go.jp/common/001125950.pdf 

（出所：「空き家の有効活用等に関する情報提供  地方公共団体等の取組み事例」（国土交通省）, 2017年2月27日閲覧） 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000042.html
http://www.mlit.go.jp/common/001125950.pdf
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④ 所有者の特定ができなかった場合の解体事例 

【№10】特定空家等に対する代執行による解体・撤去について（群馬県前橋市） 

概 要  前橋市では、市内に所在する空家等が倒壊等の危険な状態にあることから、空家

等対策の推進に関する特別措置法に基づき、代執行により除却、撤去に着手した。 

 

【解体・撤去の概要】 

（１）特定空家等の所在地 

  ・前橋市平和町二丁目地内 

（２）所有者 

  ・不明 

（３）代執行に着手した日 

  ・平成 28年 7 月 14日 

（４）代執行の様子 

 

 

 

（出所：前橋市「特定空家等に対する代執行による解体・撤去について」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

 

 

 

 

参 考 URL http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p015727.html 

（出所：「特定空家等に対する代執行による解体・撤去について」（群馬県前橋市ホームページ）, 2017年2月27日閲覧） 

http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p015727.html
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⑤ 補助金によらない除却・解体促進策の先進事例 

【№11】中心市街地居住促進事業（老朽危険空き家の寄付を受け付けます）（山形県鶴岡市） 

概 要  鶴岡市中心市街地の指定区域内にある長年にわたって使用されず、適正に管理さ

れていない不良住宅（老朽危険空き家）について、市が寄附を受けて解体・整地を

する。その土地を若者世帯や移住希望者に対し住宅用地として供給し、中心市街地

への移住促進を図る事業。ただし、道路に接していて、再建築可能な土地が対象。 

 

◆不良住宅とは 

居住用の建築物で、その構造または設備が著しく不良であるため居住することが著しく不適

当なものであって、地域の防災、防犯等の観点から周囲に対して危険性があると判定したもの。 

 

◆寄附の対象となる不良住宅の条件 

次の 7つの項目についてすべてに当てはまるもの 

 1.木造建築物または軽量鉄骨造である  

 2.鶴岡市に建物及び土地を寄附できる  

 3.建物及び土地に賃借権が設定されていない  

 4.寄附の後に維持管理に支障を来すおそれがない 

 5.寄附の後に災害防止等の措置が不要である  

 6.建物及び土地の所有者が市税を完納している 

 7.指定区域内に存する 

（※申込み後に、不良住宅に該当するか否かの現地調査・審査を行います。） 

 

◆申し込みから寄附までの流れ 

 1.空き家調査申込書、課税納税状況閲覧承諾書の提出 

  ↓ 

 2.現地調査（市） 

  ↓ 

 3.不良住宅かどうかの判定（市） 

  ↓ 

 4.選定通知または選定外通知（市） 

  ↓ 

 5.選定された場合、建物・土地寄附等申出書の提出 

 

 

 

 

備 考 申込期間 平成 28年 5月 2日から平成 28年 8月 31日まで（更新日：2016年 5月 17日） 

参 考 

URL 

https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/sumai/kenthiku150428.html 

https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/sumai/kenthiku150428.files/pf.pdf 

（出所：「老朽危険空き家の寄付を受け付けます 鶴岡市中心市街地居住促進事業」（山形県鶴岡市ホーム

ページ）, 2017年 2月 27日閲覧） 

https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/sumai/kenthiku150428.html
https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/sumai/kenthiku150428.files/pf.pdf
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（２）空き家の利活用に関する事例 

① 空き家バンクの有効活用や運営方法論、掲載内容例など 

【№12】空き家バンク制度（京都府南山城村） 

概 要  京都府南山城村は村内の空き家を有効活用し移住・定住促進へ生かすために、「空

き家バンク」を始めた。所有者が売却、賃貸を希望する物件を登録し、村のホーム

ページで公開することで、入居、購入希望者へ情報提供を行う。 

（※詳細は「南山城村空き家等情報登録制度「南山城村空き家バンク」設置要綱」を参照 

http://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/cmsfiles/contents/0000001/1383/bank_youkou.pdf） 

【空き家バンク制度の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図のしくみで、「空き家を利活用したい空き家所有者」と「地域の担い手となりうる移住 

希望者」との橋渡しをします。 

（出所：南山城村「南山城村空き家バンクのご案内」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

 

【空き家バンクを利用したい方（南山城村に定住を希望される方）への利用条件】 

南山城村空き家バンクを利用したい方（空き家を買いたい・借りたい方）は、最初に空き家

バンク利用者登録が必要です。 

 

 

 

 

 

 

（出所：南山城村「南山城村空き家バンクのご案内」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

 

http://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/cmsfiles/contents/0000001/1383/bank_youkou.pdf
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【空き家登録物件を募集しています（空き家物件を所有されている方）へのメッセージ】 

家は人が住まなくなると、あっという間に老朽化が進みます。 

 住まなくなった、または使わなくなった空き家をお持ちの方で、管理にお困りの方は、入居 

者に管理してもらうという気持ちで貸し出してみてはいかがでしょうか。 

 南山城村空き家バンクに登録をお考えの方は、まずは担当までお問い合わせください。 

 「物件登録の流れ」と「注意事項」はこちら ↓ 

 

「物件登録の流れ」と「注意事項」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：南山城村「南山城村空き家バンクのご案内」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

 

 

 

 

 

参 考 

URL 

http://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=1383 

http://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/cmsfiles/contents/0000001/1383/bank_youkou.pdf 

（出所：「南山城村空き家バンクのご案内」（京都府南山城村ホームページ）, 2017年 2月 27日閲覧） 

http://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=1383
http://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/cmsfiles/contents/0000001/1383/bank_youkou.pdf
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【№13】村上市で空き家バンクをはじめました！（新潟県村上市） 

概 要  村上市空き家バンクは、市内の空き家の有効活用を通して、地域住民と都市住民

の交流拡大および定住促進による地域の活性化を図る事を目的に、空き家情報の提

供を行うもの。 

空き家バンクでは、市内の空き家で売却を希望する所有者から物件の提供を求

め、空き家バンクへ登録した情報をホームページで広く、購入希望者へ提供する。 

（※詳細は「村上市空き家バンク事業実施要綱」を参照

http://www.city.murakami.lg.jp/uploaded/attachment/7046.pdf） 

【空き家バンクの流れイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：村上市「空き家バンクパンフレット」より一部抜粋し掲載） 

 

【※賃貸借物件の情報提供の取りやめについて（平成 24年 1月 20 日）】 

村上市空き家バンクでは売買および賃貸借を希望する空き家の情報提供を行っておりましたが、空き

家の賃貸借では貸主の負担が大きいことなどから、1月 20日に要綱を一部改正し賃貸借物件の情報提供

を取りやめることとしました。今後は売買を希望する空き家の情報のみを提供いたします。 

（出所：村上市空き家バンク紹介ホームページ「お知らせ」より抜粋し掲載） 

 
 
 

http://www.city.murakami.lg.jp/uploaded/attachment/7046.pdf
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【村上市空き家バンクを利用する場合の手続き】 

 

～ＳＴＥＰ１ 登録編～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ＳＴＥＰ２ 交渉・契約編～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：村上市「空き家バンクパンフレット」より一部抜粋し掲載） 

 

 

【空き家バンクを安心してご利用いただくために】 

市では、空き家バンクで安心して売買契約ができるよう、（社）新潟県宅地建物取引業協会

村上支部と協定を結び、次のとおり協力をいただいています。  

 

１．空き家バンクに登録する物件の現地調査を行う際、売却のための注意事項などに関す

る指導および助言。  

２．空き家所有者または利用希望者が仲介を希望する場合、交渉および契約の仲介。 

（※（社）新潟県宅地建物取引業協会村上支部 協力業者については記載しない。） 

 

 

 

 

 

参 考 

URL 

http://www.city.murakami.lg.jp/site/akiya-bank/ 

http://www.city.murakami.lg.jp/uploaded/attachment/21138.pdf 

（出所：「村上市空き家バンク」（新潟県村上市ホームページ）, 2017年 2月 27日閲覧） 

http://www.city.murakami.lg.jp/site/akiya-bank/
http://www.city.murakami.lg.jp/uploaded/attachment/21138.pdf
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【№14】空き家バンク事業（大分県竹田市） 

概 要  竹田市空き家バンクは、竹田市内に存する空き家(空き家となる予定のものを含

む。以下「空き家」という。) の登録及び利用希望者に関する登録を通して、空き

家登録者及び空き家利用希望・登録者に対して斡旋を行うシステム。竹田市におけ

る空き家の有効活用を通して、竹田市民と都市等住民の交流拡大及び定住促進によ

る地域の活性化を図る。  

 （※詳細は竹田市「空き家バンクの要綱」を参照 

https://www.city.taketa.oita.jp/nouson/temp/files/bank_youkou.pdf） 

 

【空き家バンク利用の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：竹田市「竹田市 移住・定住支援サイト 竹田市空き家バンク」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.taketa.oita.jp/nouson/temp/files/bank_youkou.pdf
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（出所：竹田市「竹田市 移住・定住支援サイト 竹田市空き家バンク」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

【竹田市の農村回帰宣言】 

竹田市は、市政として「TOP 運動（T=竹田市、挑戦（トライ）の頭文字、O=オリジナル、

P=プロジェクト、パワーの頭文字）」を提唱している。その象徴的な政策が、全国に先駆け

て打ち出した「農村回帰宣言」である。 

都会で暮らす若者や子育て世代の新しい夢のステージとして、またリタイヤ後の団塊世

代が安心して移住できるまちづくりを目指して、空き家バンクの充実や空き家改修に対す

る補助事業の創設などを進めている。 

（出所：竹田市長によるコメント「竹田で新しい暮らしのスタイルを見つけてみませんか？」から一部抜粋） 

 

 空き家バンク制度も、移住を希望する方々への情報提供サービスの一つとして実施され

ている。 

参 考 

URL 

https://www.city.taketa.oita.jp/nouson/live/empty/bank/?action=list 

https://www.city.taketa.oita.jp/nouson/live/empty/about/ 

（出所：「竹田市 移住・定住支援サイト 竹田市空き家バンク」（大分県竹田市ホームページ）, 2017年2月27日閲覧） 

https://www.city.taketa.oita.jp/nouson/live/empty/bank/?action=list
https://www.city.taketa.oita.jp/nouson/live/empty/about/
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【№15】空き家バンク事業（山形県天童市） 

概 要  ～空き家バンク≪平成２７年２月１日より空き家の登録を開始しています≫～ 
 天童市では、空き家化する住宅をなるべく増やさないために、空き家の有効活用
へ結び付ける「空き家バンク」の取組みを始めた。天童市内の空き家の有効活用を
通して、定住促進、地域環境保全及び地域活性化を図る。  
 （※詳細は「天童市空き家バンク実施要綱」を参照  

 http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/2015-0112-1954.pdf） 

【空き家バンク制度の概要】 

空き家の売却、賃貸等を希望する空き家所有者より申込みを受けた空き家情報を、空き家へ

の入居等を希望する者へ紹介する仕組み。申込みを受けた空き家情報は台帳へ登録し、市ホー

ムページ等へ掲載して紹介する。 

（１）対象となる空き家 

天童市内にある「住むために建てられた建物」で、「現在使用していない住宅（使用しな

くなる予定のものも含む）」。 

（２）空き家バンクの概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜注意事項＞ 
※天童市役所は、売買や賃貸の交渉・契約に関して、仲介行為は行いません。次のいずれかの方法で行ってください。 

≪Ⅰ≫ 所有者と利用希望者の２者間で直接取り交わす方法 

≪Ⅱ≫ 天童市が仲介を斡旋する公益社団法人山形県宅地建物取引業協会天童を通して取り交わす方法（仲

介手数料は自己負担） 

安心な取引をしていただくため、≪Ⅱ≫をお勧めします。  

※契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で誠意をもって解決をお願いいたします。 

（出所：天童市「空き家バンクの概要図」より一部抜粋し掲載） 

http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/2015-0112-1954.pdf
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（３）空き家の登録申し込み【空き家所有者の方へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：天童市「空き家所有者向けの説明書」より一部抜粋し掲載） 

 
 
 



42 
 

（４）空き家の利用申し込み【空き家利用希望者の方へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：天童市「空き家利用希望者向けの説明書」より一部抜粋し掲載） 

参 考 

URL 

http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/akiyataisaku.html 

http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/2015-0112-1954.pdf 

http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/2015-0115-1024.pdf 

http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/2015-0115-1022.pdf 

（出所：「空き家対策」（山形県天童市ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/akiyataisaku.html
http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/2015-0112-1954.pdf
http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/2015-0115-1024.pdf
http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/2015-0115-1022.pdf
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② 関係団体との協定、利活用に関連する補助制度、リフォーム補助などの事例 

【№16】空き家家財道具等処分支援事業（広島県呉市） 

概 要  空き家の利活用促進のため、市内の空き家内の家財道具等を処分し，呉市空き家

バンクに登録又は宅地建物取引業者と仲介契約を締結する場合に運搬費・処分費を

助成する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：呉市「呉市空き家家財道具等処分支援事業チラシ」より一部抜粋し掲載） 

 

【事業概要】 

（１）対象者 

① 平成 28 年 4月 1日以降に市内にある空き家に残置する家財道具等を運搬・処分する 

空き家の所有者等。 

（２）補助対象経費 

① ごみ処理手数料 

② 自らが運搬する場合は、トラックなどの賃貸料等 

③ 呉市一般廃棄物処理業者によるごみの運搬・処分費用 

④ 特定家庭用機器(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機等)のリサイクル料金 

（家電販売店で引き取り）など 

※市のごみ処理施設で処理しないものがあるので注意が必要。 

（３）補助要件 

① 呉市空き家バンクに登録する又は宅地建物取引業者と仲介契約を締結すること。(３年以上) 

② 対象者が、本市の市税を滞納していないこと。 

③ 対象者が、暴力団員でないこと。 

※既に、賃貸されている物件は対象とならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：呉市「呉市空き家家財道具等処分支援事業チラシ」より一部抜粋し掲載） 
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【呉市空き家家財道具等処分支援事業 手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：呉市「呉市空き家家財道具等処分支援事業 手続きの流れ」より一部抜粋し掲載） 

参 考 

URL 

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/46/akiyakazaidougusyobun.html 

https://www.city.kure.lg.jp/uploaded/attachment/16018.pdf 

https://www.city.kure.lg.jp/uploaded/attachment/16593.pdf 

（出所：「呉市空き家家財道具等処分支援事業」（広島県呉市ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/46/akiyakazaidougusyobun.html
https://www.city.kure.lg.jp/uploaded/attachment/16018.pdf
https://www.city.kure.lg.jp/uploaded/attachment/16593.pdf
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【№17】空家等対策に関するネットワーク体制の構築（埼玉県深谷市） 

概 要  深谷市では、関係機関や団体と空家等に関するネットワーク体制を構築し、空き

家等対策に取り組んでいる。 

深谷市と自治会連合会は、「空き家等の見守りに関する協定」を、また、深谷市

と公益社団法人深谷市シルバー人材センターは、「空き家等の適正管理に関する協

定」を、それぞれ平成 27年 2月 5 日に締結。 

【深谷市空家等対策に関するネットワーク体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：深谷市「深谷市の空家等対策に関するネットワーク体制」より一部抜粋し掲載） 

 

【空き家等の見守り、適正管理に関する協定の締結】 

深谷市と自治会連合会は「空き家等の見守りに関する協定」を、また、深谷市と公益社団法

人深谷市シルバー人材センターは「空き家等の適正管理に関する協定」を、それぞれ締結。 

（１）自治会連合会との協定内容（空き家等の見守り） 

  ① 自治会連合会は地元地域の空家等の状況を把握し、市へ報告する。 

② 市は自治会からの報告をもとに空家等情報をデータベース化するとともに、地図上

でも管理する。 

（２）シルバー人材センターとの協定内容（空き家等の適正管理） 

① 市は市内にある空家等の所有者等から管理業務の相談を受けた場合は、シルバー人

材センターとの契約が円滑に締結できるよう協力を行う。また、市広報、市ホームペ

ージ等により、シルバー人材センターが行う空家等管理業務の PR に努める。 

② シルバー人材センターは所有者等との契約により空家等の見回り、除草、樹木の剪

定、伐採等、空家等の管理業務を行う。（シルバー人材センターが所有者等に代わって

家屋、及び敷地の管理を行うもので、料金については、空家等の状態によって変わる

場合もあるので、実際に現場を確認し見積書を作成する。） 

（出所：深谷市「空家等の見守り、適正管理に関する協定の締結」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 
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【深谷市空き家利活用ネットワーク制度】 

深谷市空き家利活用ネットワーク制度は、自治会の協力のもとに実施した空き家の実態調査

の結果を最大限活用しながら、空き家の所有者等にネットワークを通じた活用相談を提案し、

空き家の活用が進むことで、火災の発生や犯罪の温床、老朽化による危険空き家等発生の防止

につなげることを目的としている。 

 

1 自治会の協力による空き家の実態調査 

2 市から空き家の所有者等へ、相談窓口の案内を通知 

3 相談希望者と不動産関係団体との空き家の活用相談 

4 空き家バンクへの登録 

5 空き家の利用希望者が市に利用登録する 

6 市から利用登録者へ、空き家の情報等をメール配信 

7 利用登録者と不動産関係団体との空き家の利用相談 

8 希望の物件が見つかったときは、利用登録者が市に申込む 

9 不動産業者の仲介のもと、売買、賃貸借契約の成立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：深谷市「空き家利活用ネットワーク制度」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

参 考 

URL 

http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/jiti/tanto/akiya/1455528209668.html 

http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/jiti/tanto/akiya/1455069730794.html 

http://www.city.fukaya.saitama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/74/network.pdf 

http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/jiti/tanto/akiya/1423208505219.html 
http://www.city.fukaya.saitama.jp/topics/1459820445498.html 

（出所：「空家等対策」（埼玉県深谷市ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/jiti/tanto/akiya/1455528209668.html
http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/jiti/tanto/akiya/1455069730794.html
http://www.city.fukaya.saitama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/74/network.pdf
http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/jiti/tanto/akiya/1423208505219.html
http://www.city.fukaya.saitama.jp/topics/1459820445498.html
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【№18】空き家活用リフォーム推進事業（新潟県新潟市） 

概 要  空き家の利活用の促進を図るため、「福祉活動」及び「住み替え」といった新潟

市が進める施策において空き家を活用する場合に、そのリフォーム費用の一部を補

助する。  

【空き家活用リフォーム推進事業の概要】 

（１）対象となる空き家活用用途 

福祉活動活用タイプ                                

  ① 地域交流活動（地域の茶の間） 

    だれもが気軽に集まり交流することができる場所として、支えあう地域づくりの推進

を図るための活用。 

  ② 高齢者向け共同居住住宅（シェアハウスなど） 

    一人暮らし高齢者等の共同生活の場所として、家庭的な環境及び地域住民等との交流

の機会を創出するための活用。 

  ③ 共同生活援助（障がい者グループホーム） 

    グループホームとして障がい者が地域で居住するための空き家の活用。 

住み替え活用タイプ                                

    子育て世帯向け住宅 

     中学生以下の子どもまたは妊娠している者がいる世帯が住み替えるための活用 

    高齢者等世帯向け住宅 

     交付申請時に 60歳以上の高齢者世帯が住み替えるための活用 

  ④ 障がい者世帯向け住宅 

     身体障害者手帳 1～4級または療育手帳 Aを持つ者がいる世帯が住み替えるための活用 

    一般世帯向け住宅 

     一般の世帯が住み替えるための活用 

    マンション居住世帯向け住宅 

     マンションに住み替えるための活用 

（※対象となる要件の詳細は、各用途別概要及び本事業の要項及び要領による。） 

→ https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/h28akiyasuishin.html#cmsD67AE 

（２）補助率・補助上限額等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：新潟市「平成 28年度空き家活用リフォーム推進事業事業概要（チラシ）」より一部抜粋し掲載） 

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/h28akiyasuishin.html#cmsD67AE
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（３）補助金申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：深谷市「深谷市空き家利活用ネットワーク制度イメージ図」より抜粋し掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：新潟市「平成28年度空き家活用リフォーム推進事業」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

 

備 考 

 

 

参 考 

URL 

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/h28akiyasuishin.html 

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/h28akiyasuishin.files/H28gaiyo.pdf 

（出所：「平成28年度空き家活用リフォーム推進事業」（新潟県新潟市ホームページ）, 2017年2月28日閲覧） 

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/h28akiyasuishin.html
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/h28akiyasuishin.files/H28gaiyo.pdf
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③ 住み替え支援、移住定住に伴う支援、空き家を活用した定住対策事例 
【№19】空き家を活用した定住支援策（大分県豊後高田市） 

概 要  豊後高田市では、定住対策の一環として、地域の空き家や宅地の有効活用を図り、

地域が活性化されることを目的として、移住希望者など「豊後高田市に住みたい」

と希望される方に情報提供を行っている。 

【空き家バンク事業】 

（１）登録手続き             （２）利用希望登録手続き 

  

（出所：豊後高田市「IJU支援サイト（空き家バンクとは？）」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

 

【空き家リフォーム事業】 

（１）事業概要 

市内にある空き家の有効活用による定住促

進を図ることを目的として、空き家バンクに

登録した所有者等、または空き家バンク利用

者が、空き家の機能向上のための改修や不要

物の撤去を市内事業者により行う場合に補助

を行う。 

（２）補助金額 

①改修・・対象費用の 1/2（上限額 40 万円） 

②不要物の撤去・・・上限額 10 万円 

③仏壇等の撤去・・・上限額 5万円 

 ※いわゆる御霊抜きしたものが対象。 

④入居者決定後のハウスクリーニング・・上

限額 3万円 

（３）その他 

 上記以外にも対象要件等があるので、該当

するかどうかは担当課に必ず事前に要相談。 

 

 

（出所：豊後高田市「空き家リフォーム事業」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 
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【空き家バンク仲介手数料助成事業】 

（１）事業概要 

空き家バンクの物件について、トラブル防止

のために賃貸借契約等の手数料分を助成する。 

 

（２）内容 

空き家バンク利用者と登録物件所有者が、

市内の不動産事業者に賃貸借又は売買契約

の仲介を依頼し、手数料を支払う場合。 

  ＜助成金額 ・・・上限額 5万円＞ 

 

（出所：豊後高田市「空き家バンク仲介手数料助成事業」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

【空き家マッチング奨励事業】 

（１）事業概要 

居住可能な状態の空き家を市に紹介してい

ただき、空き家バンクへの登録に至った場合、

その紹介者等に対して奨励金を交付する。 

 

（２）内容 

空き家バンクに登録してもらえる物件を

市に紹介した場合。 

  ＜奨励金額・・・2万円＞ 

 

（出所：豊後高田市「空き家マッチング奨励事業」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

【その他、空き家に関連する事業】 

“お試し居住制度” 
市内の空き家物件で一定期間"お試し"居住し､豊後高田市での田
舎暮らしを体験しながら､移住の準備を行っていただく制度。 

｢半住半旅｣田舎暮らし
体験事業 

2 週間以内でコテージに滞在又は 2 泊 3 日以内で農家民泊しなが
ら空き家探しや移住の準備を行っていただく事業。 

レンタカー費用奨励金 
空き家バンク利用登録者が、空き家バンク登録物件を見学するた
めレンタカーを利用した場合レンタカー費用を助成。（上限 1 日
2,500 円×4 日分）。 

（出所：豊後高田市「平成 28年度版定住ガイドブック」より一部抜粋し掲載） 

参 考 

URL 

http://bungotakada-iju.jp/ 

http://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01348.html 

http://www.city.bungotakada.oita.jp/shigai/ 

http://www.city.bungotakada.oita.jp/shigai/akiyabankkanren/index.html 

http://bungotakada-iju.jp/akiya_bank/offer 

（出所：「IJU移住支援サイト」、「平成28年度版定住ガイドブック」（大分県豊後高田市ホームページ）, 2017年2月28日閲覧） 

http://bungotakada-iju.jp/
http://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01348.html
http://www.city.bungotakada.oita.jp/shigai/
http://www.city.bungotakada.oita.jp/shigai/akiyabankkanren/index.html
http://bungotakada-iju.jp/akiya_bank/offer
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【№20】空き家を改修したお試し居住施設「こたけ創造舎」（福岡県小竹町） 

概 要  町外から小竹町への移住を検討している方に対して、町内における生活を体験す

る機会を提供することにより、小竹町への移住促進を図り、人口の流入を促進する

こと及び町民との交流を促進すること、そして町民の生涯学習活動等の推進その他

住民福祉の向上を目的として、「こたけ創造舎（お試し居住体験施設及び地域交流

拠点施設）」を設置した。 

「こたけ創造舎」は、移住を検討されている方に、まずは小竹町でのお試し居住

を体験していただき、「小竹で暮らす」ことをイメージしてもらえるよう、スムー

ズな移住の実現をサポートすることを目的に、小竹駅から徒歩 5分の空き家を改修

して整備した施設。  

【こたけ創造舎お試し居住体験案内】 

（１）対象者 

① 小竹町に移住・二地域居住を検討されている方やそのご家族 

② 事業の主旨に賛同してアンケートや SNSによる情報発信にご協力いただける方 

（２）利用期間 1 週間以内（※1週間を超える滞在をご希望の方は要相談） 

（３）体験料金 

① 体験料金は 1人目 2,000 円／泊×日数 

② 2 人目以降 500 円／泊×人数×日数 

③ 小竹町までの旅費の半額程度を助成する。申込時に問い合わせが必要。 

（町内での生活費や行動費などの諸費用は利用者の負担となる） 

（４）利用申込み受付とその方法 

  ① 仮予約 

利用を希望する場合は、まず電話またはメールで空き状況の確認と仮予約を行って

もらう。仮予約後 2週間以内に申込書の提出がない場合は予約キャンセルとなる。 

② 利用申込み  

利用を希望する場合は、利用開始日の 1ヶ月前までに行ってもらう。 

申込みには以下の物をメールまたは郵送する。 

・こたけ創造舎お試し居住体験施設_利用申込書（様式第 1号） 

・免許証または住民基本台帳カード 

（５）提出先  小竹町役場まちづくり政策課 

=================================================================================== 
【利用方法】 

① 以下の品物は利用者でご用意ください。 
・食品、薬、洗面用品、その他施設内に無いもの 

② 施設内には以下の物が用意されています。 
・生活家電…洗濯機、テレビ、エアコン、ドライヤー、CDプレイヤー 
・調理家電…冷蔵庫、オーブンレンジ、炊飯器 
・掃除用具…掃除機、掃除用洗剤、掃除用具、町指定ゴミ袋、ゴミ箱 
・台所用品…包丁、まな板、鍋、フライパン、ザル、ボウル、箸、スプーン、フォーク、菜箸、 

フライ返し、お玉、しゃもじ、電気ポット、茶碗、皿、急須、湯のみ、やかん 
・物干竿、洗濯バサミ、ハンガー 
・トイレットペーパー、ティッシュペーパー 
・風呂用品…シャンプー、コンディショナー、ボディソープ 
・寝具…シングルベッド 2台（2名以上の利用の場合は布団のリースをご案内します） 
・自転車 
※滞在期間中の車のレンタルについてもご案内します。申込時にご相談ください。 

③ 利用開始は平日の 14時からです。（土日祝祭日を除く） 
利用終了は平日の午前 10時です。（土日祝祭日を除く） 

④ 近隣住宅（隣 2軒）に挨拶に行ってください。（町職員が同行します） 
⑤ 利用開始時には こたけ創造舎お試し居住体験施設_利用承認書を持参してください。 

鍵の受け渡しは現地で行います。 
    ※ こたけ創造舎お試し居住体験施設_利用承認書は申込後役場から郵送します。 
 

（出所：福岡県小竹町「こたけ創造舎のご案内ホームページ情報）」をもとに作成） 
=================================================================================== 
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【こたけ創造舎 オープニングイベントちらし】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出所：福岡県小竹町「こたけ創造舎オープニングイベントチラシ」から抜粋し掲載） 

参 考 

URL 

http://town.kotake.lg.jp/migration/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&type=top&id=1110 

http://town.kotake.lg.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=1110&sub_id=1&flid=1288 

http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&type=top&id=1103 

http://town.kotake.lg.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=1103&sub_id=1&flid=1257 

（出所：「こたけ創造舎のご案内」（福岡県小竹町ホームページ）, 2017年 2月 27日閲覧） 

http://town.kotake.lg.jp/migration/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&type=top&id=1110
http://town.kotake.lg.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=1110&sub_id=1&flid=1288
http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&type=top&id=1103
http://town.kotake.lg.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=1103&sub_id=1&flid=1257
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④ 宅建業者等の媒介・相談等の施策事例 
【№21】空き家相談事業（新潟県宅地建物取引業協会） 

概 要  新潟県宅建協会の県本部及び 11支部の県下 13 ヶ所に、常設の空き家無料相談所

を開設。空き家の有効活用を考えている家主（所有者）、空き家への入居を検討中

の消費者を対象に相談事業を行っている。 

協会の無料相談所は、国土交通省の平成 26年度空き家管理等基盤強化推進事業

の対象支援団体の決定を受け、新潟県の指導のもと県下 30 市町村と連携して事業

を推進している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：新潟県宅地建物取引業協会ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

【空き家相談の手順】 

（１）空き家の家主（所有者）への対応 

＜コンサルティングの具体例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

管理・解体 
草取り、除雪、定期的な巡回による建物価値の維持 
適切な管理、解体による防災害・防犯や地域の活性化 

売買・賃貸 

広い住宅を必要とする子育て世帯への住宅の提供 
近隣の世帯に提供することによって、二世帯住宅の実現 
リフォームをすることによって、快適な居住生活の実現 
行政による公営住宅としての借上げ 
地域の公民館としての借上げ 
大都市圏で退職をむかえた団塊世代の田舎暮らし 
セカンドハウス（別荘） 
老人いこいの家 
家庭菜園や海釣りなどの趣味の家 
災害の発生に備えた住宅 

（出所：新潟県宅地建物取引業協会「相談の手順（空き家の家主（所有者）の皆様へ）」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 
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（２）空き家の利用を考えている消費者への対応 

＜コンサルティングの具体例＞ 

 ・空き家に対して抱いている、消費者の「不安」への解消につとめている。 

具体例 

建築士等の建物検査、空き家の耐震性、水廻り、白アリ、
築年数、施工業者、建築図面の有無 
リフォーム履歴、居住の快適性等 

空き家を購入する場合の査定や
金融機関の住宅ローンの紹介 

提携している建築士、不動産鑑定士等の査定や、新潟県
宅建協会と住宅ローンの提携をしている機関を紹介。 

（出所：新潟県宅地建物取引業協会「相談事業（空き家の利用をお考えの消費者の皆様へ）」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

（３）専門家集団とのネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：新潟県宅地建物取引業協会「専門家集団とのネットワーク」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

【空き家無料相談所】 

（１）運営方針 

  新潟県宅建協会は、空き家は負の住宅資産ではなく、管理・解体・売買・賃貸等によって、

住宅を通して豊かさを実感できる社会の実現をめざしている。無料相談所の相談員は、実務

に精通した協会役員及び事務局が対応。 

（２）特色 

  相談者を、こちらの窓口、あちらの窓口とたらいまわしすることなく、原則として、新潟

県宅建協会の相談員が調査し、その結果を相談者に報告する。 

（出所：新潟県宅地建物取引業協会「無料相談所のご案内」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

参 考 

URL 

http://www.niigata-takken-akiya.jp/ 

http://www.niigata-takken-akiya.jp/step/ 

http://www.niigata-takken-akiya.jp/consultation_office/ 

http://www.niigata-takken-akiya.jp/network/ 

（出所：「空き家相談事業」（新潟県宅地建物取引業協会ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

http://www.niigata-takken-akiya.jp/
http://www.niigata-takken-akiya.jp/step/
http://www.niigata-takken-akiya.jp/consultation_office/
http://www.niigata-takken-akiya.jp/network/
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【№22】やまがた空き家利活用相談窓口（山形県空き家活用支援協議会） 

概 要  空き家の発生抑制と中古住宅の流通促進を図るため、官民協働による的確で迅速

な助言等ができる相談窓口を整備。 

空き家等に関する苦情や各種支援等の相談は市町村が対応し、適正管理や利活

用、解体等における専門的な相談は、不動産の相談実務の実績があり、市場や業界

等の事情に精通している宅建業 2団体〔公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会、

公益社団法人全日本不動産協会山形県本部〕が対応するなど、役割分担を明確にし

ながら官民協働によるきめ細かな相談に対応。 

（出所：「空き家活用支援協議会設立趣旨」から一部抜粋し掲載） 

【山形県空き家活用支援協議会の実施事業】 

（１）空き家活用相談体制の整備及び相談業務 

（２）空き家活用及び中古住宅流通促進 

【相談窓口の体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（出所：山形県空き家活用支援協議会「協議会について（相談窓口の体制）」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

 

＜窓口の役割（相談窓口で処理するもの及び行うこと）＞ 

  「山形県空き家活用支援協議会」が新設する相談窓口は、公益社団法人山形県宅地建物取

引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会山形県本部の本・支部併せて県内 16 箇所とな

る。この窓口では、空き家の適正管理や利活用、解体等の具体的な行為に対しての必要な情

報提供（事例紹介、事業者団体紹介、費用概算等）や、トラブル防止のポイント等について

アドバイスを行う。 

（出所：山形県空き家活用支援協議会「協議会について（窓口の役割）」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 
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【空き家所有者、移住・住み替え希望者からの相談の流れ（予約制）】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：山形県空き家活用支援協議会「パンフレット（空家をお持ちのみなさまへ）」より一部抜粋し掲載） 

参 考 
URL 

http://akiya.pref.yamagata.jp/ 
http://akiya.pref.yamagata.jp/wp-content/uploads/2015/11/8a7da42ba60c14793fb2
f8385dc6d18d.pdf 

（出所：「やまがた空き家利活用相談窓口」（山形県空き家活用支援協議会ホームページ）, 2017年2月28日閲覧） 

http://akiya.pref.yamagata.jp/
http://akiya.pref.yamagata.jp/wp-content/uploads/2015/11/8a7da42ba60c14793fb2f8385dc6d18d.pdf
http://akiya.pref.yamagata.jp/wp-content/uploads/2015/11/8a7da42ba60c14793fb2f8385dc6d18d.pdf
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⑤ 地域活性化につながる先駆的な利活用の事例 

【№23】マンガ家創業・雇用支援シェアハウスモデル事業（新潟県新潟市） 

概 要  新潟市は、著名なプロのマンガ家を多く輩出しており、独自のアマチュア創作活
動も盛んなマンガ都市である。 
 このマンガ文化について市民に認識を深めてもらうとともに、「マンガ・アニメ
のまち にいがた」としての魅力をさらに高めるため、マンガ家志望者の創作継続
のための支援を行うほか、関連産業の持続的発展を支援し、新潟市の活性化を図る
こととしている。 
平成 23年度に策定した「マンガ・アニメを活用したまちづくり構想」の重点プ

ロジェクトに位置付けている、マンガ・アニメ関連インキュベーション（創業支援）
として、平成 26年度より本事業をモデル事業として取り組んだ。 
（空き家となっていた物件を改修し、マンガ家を目指す若者が共同生活するシェア
ハウス「古町（こまち）ハウス」として活用。すでに定員（4名）に達し、募集は
終了している。） 

【シェアハウス「古町（こまち）ハウス」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

＜事業概要＞ 

マンガ家を目指す若者のためシェアハウスを開設し、以下の支援を行う。 

（１）環境支援 

・家賃負担がないシェアハウスによる経済的負担の軽減とそれによる創作活動の継続 

・同じ志をもつ者同士が切磋琢磨、相互協力することによる知識や技術の習得 

（２）技術・創業支援 

・日本アニメ・マンガ専門学校（JAM）協力による作画指導、活動計画指導 

・起業家向けセミナーへの参加 

・マンガの家、マンガ・アニメ情報館、マンガ・アニメ関連事業に協力することによる経

験の習得、関連業界とのネットワーク形成 

（出所：新潟市「シェアハウス「古町（こまち）ハウス」入居者募集（募集終了）」ホームページ情報よ

り一部抜粋し掲載） 

 

参考 URL http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/mangaanime_mati/manga-syeahausu.html 

（出所：「シェアハウス「古町（こまち）ハウス」入居者募集（募集終了）」（新潟県新潟市ホームページ）, 2017年2月28日閲覧） 

http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/mangaanime_mati/manga-syeahausu.html
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⑥ 市街化調整区域の空き家活用に関する事例 

【№24】市街化調整区域内において空き家の賃貸化を認める特例（山口県） 

概 要  山口県では、ＵＪＩターンの更なる促進を図るため、市街化調整区域においても

一定の基準を満たす場 合には、開発許可制度の特例として、空き家の賃貸化を認

めることとした（平成 28年 4月 1 日施行）。 

平成 19年 11月に発行した「開発許可ハンドブック［平成 19年（2007年）版］

について、山口県開発審査会付議基準の追加等に伴い一部改正し、平成 28年 4月

1 日から施行。 

【市街化調整区域内における開発許可制度特例の概要】 

＜対象となる方＞ 

 ■空き家所有者等（貸す人） 

 ⇒ 市街化調整区域に空き家を所有している方 

（その他の権利により賃貸等を行う権利をお持ちの方を含む。） 

■ＵＪＩターン者（借りる人） 

⇒ 県外から移住を希望される方 

 ⇒ 県外から移住して２年以内の方（県内の大学等を卒業後、２年以内の方を含む。） 

 ＜住宅の要件＞ 

 ⇒ 適法に建築された自己用住宅のうち、戸建て専用住宅、農家等住宅、日常生活に必要な

販売等を行う店舗等兼用住宅のいずれかの目的で使用されること。 

（※許可の適否については、個別の住宅ごとに判断することになるので、市（町）問い合わせが必要。） 

（出所：山口県「開発許可制度の特例（概要）（市街化調整区域内の空き家の賃貸をお考えの方へ）」より一部抜粋し掲載） 

【空き家の賃貸の流れ パターン１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：山口県「開発許可制度の特例（概要）（市街化調整区域内の空き家の賃貸をお考えの方へ）」より一部抜粋し掲載） 
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【空き家の賃貸の流れ パターン２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：山口県「開発許可制度の特例（概要）（市街化調整区域内の空き家の賃貸をお考えの方へ）」より一部抜粋し掲載） 

 

【概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：山口県「開発許可制度の特例（概要）（市街化調整区域内の空き家の賃貸をお考えの方へ）」より一部抜粋し掲載） 

参 考 

URL 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18800/kaihatu/kaihatu15.html 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/b/7/9/b793e3373d02af4eb5abc83bbb865ef6.pdf 

（出所：「～UIJターンの更なる促進のための取組み～市街化調整区域内の空き家の賃貸を可能とする特例を

創設！」（山口県ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18800/kaihatu/kaihatu15.html
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/b/7/9/b793e3373d02af4eb5abc83bbb865ef6.pdf
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/b/7/9/b793e3373d02af4eb5abc83bbb865ef6.pdf
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【№25】市街化調整区域で“住”むこと（福岡県福岡市） 

概 要  福岡市では、既存集落における地域コミュニティの維持及び活性化を目的に、住
宅を中心に小規模な建築物の立地が可能となる制度を創設した。 
市街化調整区域において既存住宅を賃貸住宅とすることはこれまで認められてい

なかったが、定住化対策などに取り組んでいる地域において、地域の合意形成がな
されているなど、一定の要件が満たすものについては、既存住宅の賃貸化を許容す
る制度の改正【平成 26年 10 月 1 日】を行った。 
（※詳細は「福岡市市街化調整区域既存住宅賃貸化実施要綱」を参照  

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/45627/1/chintai_yokou.pdf） 

【市街化調整区域内の新制度の概要】 

一定の要件を満たす指定既存集落内で、区域及び許容する建物（一戸建て住宅を基本とし

て追加可能な用途あり）を指定（指定区域）することで、誰でも建築が可能となるもの。 

〈新制度の適用により可能となる要件〉 

〇指定区域内であれば、空き地に誰でも住宅等を建てることができる。（※「農地」の場合

は別途転用許可要） 

〇指定区域内であれば、敷地の余剰部分を分割して宅地として活用できる。（※宅地規模に

制限あり） 

〇指定区域内であれば、空き家を賃貸住宅や店舗として第三者に貸すことができる。など 

（※制度の運用にあたっては所定の手続きが必要なので、詳しくはリーフレット「市街化調整区域で

“住”むこと（新制度版）」を参照のうえ、担当課に要相談。） 

【市街化調整区域内の新制度の手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：福岡市「「市街化調整区域で“住”むこと」リーフレット（新制度版）」より一部抜粋し掲載） 

参考 
URL 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/chiikikeikaku/chikeihp/topics/shigaikachouseikuiki_leaflet.html 
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/45627/1/leaflet_green.pdf 
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/45627/1/leaflet_red.pdf 

（出所：「市街化調整区域で“住”むこと」（福岡県福岡市ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/45627/1/chintai_yokou.pdf
http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/chiikikeikaku/chikeihp/topics/shigaikachouseikuiki_leaflet.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/45627/1/leaflet_green.pdf
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/45627/1/leaflet_red.pdf
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/45627/1/leaflet_red.pdf
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⑦ 高齢者のサロン活動や子供たちの学童保育、交流施設などへの活用事例 

【№26】地域サロン改修費用・家賃助成による空き家活用支援（群馬県高崎市） 

概 要  高崎市は、空き家を自治会・町内会等の地域社会の活性化を図るため、高齢者同
士の集まりや小さな子どもを持つ家族の交流の場として気軽に利用できるサロン
の運営を目的として改修する場合や、サロンの運営団体が借りる場合、その改修費
用や家賃の一部を予算の範囲内で助成する制度を実施している（※平成 28年度の
受け付けは終了した）。 

【地域サロン改修助成金】 
空き家を、自治会、町内会等の地域社会の活性化を図るため、高齢者同士の集まりや小さな

子どもを持つ家族の交流の場として気軽に利用できるサロンの運営を目的として改修する場
合に、改修費用の一部を予算の範囲内で助成する。  
（※助成を受けられる工事等の要件、申請から支払いまでの要件、注意事項は記載を省略） 

＜助成金の額＞ 
⇒ 助成対象経費（消費税及び地方消費税含む）に 3分の2を乗じて得た額、上限額は500万円 
 
＜地域サロンについて＞ 
地域サロン改修助成金における「地域サロン」とは、次のいずれにも該当するもの。 
⇒ 営利目的な活動でないもの 
⇒ 開設計画の内容が具体的で、かつ地域サロンの開設が対象地域の住民同士の交流機会

等の確保に寄与すると見込まれるもの 
⇒ 公益を害するおそれがなく、公序良俗に反しないものなど 
 
＜助成を受けられる空き家＞ 
高崎市内にある建築物で、おおむね 1年以上無人または使用されていないもので、下記に該

当するもの(原則、店舗が主体のビルやマンション等の空き室は対象にならない) 
⇒ 戸建て住宅の空き家 
⇒ 戸建て貸家の空き家 
⇒ 併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること) 等 
（※市の開発基準やその他関連する法律により、地域サロンとして改修、利用できない場合があるた
め、本助成金の申請前に、必ず市建築住宅課及び関連部署(開発指導課や建築指導課等)で(特に空き
家の所在地が市街化調整区域の場合、申請前に必ず市開発指導課へ)事前相談が必要） 

 
＜助成を受けられる人（申請者）＞ 
⇒ 地域サロンの運営団体及び個人 
⇒ 空き家の所有者(地域サロンの運営団体へ貸し出すことが前提) 
 
＜助成を受けられる主な要件（下記の要件を全て満たすこと）＞ 
⇒ 高崎市内の空き家を改修し、地域サロンの運営団体が地域サロンを開設、運営すること 
⇒ 地域サロンの運営団体は次のいずれにも該当するものであること 

・団体の構成員全員が、高崎市暴力団排除条例第 2条第 1項第 1号から第 3号に該当していないこと 

・宗教活動、政治活動または選挙活動を行うことを目的としないこと 
⇒ 市税の滞納がないこと 
⇒ 地域サロンの運営を一定期間継続することができる見込みがあること 
⇒ 本助成金の交付を受けた者は、平成 28年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を

受けることは不可 
 
＜手続きの流れ＞（書類の提出及びお問い合わせは土、日、祝日を除く）  

（１）申し込み（申請者（サロン運営団体・空き家所有者等）→本庁建築住宅課） 
（２）書類の審査（本庁建築住宅課） 
（３）審査結果のお知らせ（本庁建築住宅課→申請者） 
（４）改修工事着工 
（５）改修工事の完了報告書類の提出（申請者→本庁建築住宅課） 
（６）サロンの運営開始 



62 
 

（７）書類の審査・現地確認（本庁建築住宅課） 
（８）助成金支払い（本庁建築住宅課→申請者）  

（出所：高崎市「高崎市空き家緊急総合対策について（地域サロン改修助成金）」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

 

 

【地域サロン家賃助成金】 

自治会、町内会等の地域社会の活性化を図るため、高齢者同士の集まりや小さな子どもを持

つ家族の交流の場として気軽に利用できるサロンの運営を目的として空き家を借りる場合に、

家賃の一部を予算の範囲内で助成する。 

（※申請から支払いまでの要件、注意事項は記載を省略） 

＜助成金の額＞ 
⇒ 月額家賃額に 5分の 4を乗じて得た額、上限額は月額 5万円 
⇒ 月額家賃額には、管理費や駐車場費等は含まない 
⇒ 家賃発生日の翌月分から起算した月数で、平成 28 年 4 月分から平成 29 年 3 月分まで

の家賃が対象（※家賃発生日が 1日の場合は当月分から対象になる） 

＜助成を受けられる空き家＞ 
上記「地域サロン改修助成金」に同じ。 

＜助成を受けられる人（申請者）＞ 
⇒ 地域サロンの運営団体及び個人 

＜助成を受けられる主な要件（下記の要件を全て満たすこと）＞ 
⇒ 高崎市内の空き家を借り、地域サロンの運営団体が地域サロンを開設、運営すること 
⇒ 地域サロンの運営団体は次のいずれにも該当するものであること 

・団体の構成員全員が、高崎市暴力団排除条例第 2条第 1項第 1号から第 3号に該当していないこと 

・宗教活動、政治活動または選挙活動を行うことを目的としないこと 
⇒ 市税の滞納がないこと 
⇒ 本助成金の交付を受けた者は、平成 28年度中及び次年度以降他の空き家で再度本助成

金の交付を受けることは不可 など 

＜手続きの流れ＞（書類の提出及びお問い合わせは土、日、祝日を除く）  
（１）申し込み（申請者（地域サロン運営団体）→本庁建築住宅課） 
（２）書類の審査（本庁建築住宅課）  

（３）審査結果のお知らせ（本庁建築住宅課→申請者） 

（４）賃貸借契約の締結  

（５）地域サロンの運営開始 

（６）家賃支払後必要な書類の提出（申請者→本庁建築住宅課） 

（７）書類の審査（本庁建築住宅課） 

（８）助成金支払い（本庁建築住宅課→申請者） 

（出所：高崎市「高崎市空き家緊急総合対策について（地域サロン家賃助成金）」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

 

参 考 

URL 

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014060600030/ 

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014060600085/ 

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014060600092/ 

（出所：「高崎市空き家緊急総合対策について」（群馬県高崎市ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014060600030/
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014060600085/
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014060600092/
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014060600092/
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【№27】「空き家×シェアハウス×こども食堂」（つくろい東京ファンド） 

概 要  一般社団法人つくろい東京ファンドは、全国に増え続ける空き家と子どもの貧
困、これらの状況から、「増え続ける空き家を貧困問題の解決のために活用できな
いのか？」という発想のもと、「住まいの問題」と「子どもたちの問題」を同時に
解決するために新たな空き家活用プロジェクトに乗り出した。 
墨田区にあるファミリー向けの一軒家を借り上げて、東京の家賃の高さに悩む若

者向けのシェアハウス（定員３名）として活用。 

【空き家×シェアハウス×こども食堂】 
「こども食堂」は、子どもが一人でも立ち寄ることができ、おいしい食事をみんなで作って

食べながら、地域とのつながりを実感できる居場所にしていきたいと考えている。 
（出所：つくろい東京ファンド「「こども食堂」事業」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

＜こども食堂の概要＞ 
・名称：ことといこども食堂  

 ・日時：第２・第４木曜日 夜６時〜７時半 
 ・場所：東京都墨田区向島 5-21-6 

・参加費：大人・こども共に無料、参加対象：幼児〜高校生 
（※「見学」をご希望の方は、事前に連絡が必要。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：つくろい東京ファンド「ことといこども食堂チラシ」より一部抜粋し掲載） 

 

 

 

 

 

 

※「一般社団法人つくろい東京ファンド」とは 

2014年 6月、「市民の力でセーフティネットのほころびを修繕しよう！」を合言葉に、東京都内で生

活困窮者の支援活動をおこなってきた複数の団体のメンバーが集まり、設立された。 

参 考 

URL 

http://tsukuroi.tokyo/kodomoshokudou/ 

http://tsukuroi.tokyo/wp-content/uploads/2016/03/kototoi20160307.pdf 

http://www.asahi.com/topics/word/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E9%A3%9F%E5%A0%82.html 

（出所：「「こども食堂」事業」（つくろい東京ファンドホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

子ども食堂とは 

 地域の大人が子どもに無料や安価で食事を提供する、民間発の取り組み。貧困家庭や孤食の子どもに
食事を提供し、安心して過ごせる場所として始まった。そうした活動は古くからあるが、「子ども食堂」という
名前が使われ始めたのは２０１２年。最近は、地域のすべての子どもや親、地域の大人など、対象を限定し
ない食堂が増えている。食堂という形を取らず、子どもが放課後に自宅以外で過ごす居場所の中で食事
を出しているところもある。（朝日新聞 DIGITAL ニュース「子ども食堂に関するトピックス」）より引用） 

 

http://tsukuroi.tokyo/kodomoshokudou/
http://tsukuroi.tokyo/wp-content/uploads/2016/03/kototoi20160307.pdf
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E9%A3%9F%E5%A0%82.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E9%A3%9F%E5%A0%82.html
http://www.asahi.com/articles/ASJ6G0PCCJ6FPTFC036.html
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【№28】住民の発案から生まれた地域コミュニティ「空き家・空き店舗を活用

した地域再生」（佐賀県江北町） 

概 要  佐賀県江北町は、古くから九州の交通の要衝として栄え、佐賀県のほぼ中央にあ
ることから、「へそのまち」の名称で知られている。 

恵まれた立地の江北町であるが、近年の少子高齢化による人口減少は避けられ
ず、人口減少が進むことにより空き家や、空き店舗も増加。地域コミュニティも希
薄化しており、町に元気がなくなっていった。 

そこで、町に元気を取り戻し、再生させたいと地域住民が立ち上がり、「まちづ
くり座談会」として住民達が意見を出し合う取り組みが始まり、考え出されたのが、
空き家・空き店舗を活用し地域を再生させる事だった。 

空き店舗を活用したコミュニティスペースづくりで地域コミュニティの輪を広
げ、江北町への移住希望者に向けた移住支援や子育て支援を設け、子育てがしやす
い環境を整え、安心して暮らせるまちづくりにより、活性化を図ろうといった取り
組みである。 

その取り組み内容に町が協力し、住民から発信された取り組み内容を町全体で盛
り上げていくこととなった。近年の少子高齢化で生まれた空き家・空き店舗を活用
し、町に元気を取り戻したいと地域住民と町が一体となった事で江北町はかつての
にぎわいを取り戻す事を目指した。 

【取り組みの特徴】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【地域住民が発案～地域住民による「まちづくり座談会」～】 

再生した古民家で毎月 1回開催されている「まちづくり座談会」には、多様な職業のメンバ

ーが集い、今後の取り組みについて活発な議論が交わされている。 

 

【空き店舗から町のパン屋さんへ】 

町の中に元々は薬局だった空き店舗があった。現在この空き店舗はパン屋へと生まれ変わっ

て、江北町の空き店舗活用の取り組みで生まれた店舗である。 
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【交流スペース「おへそのおへそ」】 

 江北町には子供からお年寄りまで気軽に立ち寄れる寄合処がある。 

その名も「おへそのおへそ」である。佐賀県のほぼ中心である江北町の中心部に位置してい

ることからその名がついた。地域のコミュニティスペースの場にしたいと空き店舗を改修し、

交流スペースに改装した。月に 1度、地元高校の生徒達がケーキカフェを運営し、平成 25年

に始まったこの取り組みは、町内外から人が集まり、大盛況となっている。 

また、地元大学の大学生プロデュースによる、江北町の野菜を使ったワンプレートランチの

カフェを不定期に開催する等、地元住民はもちろん、町外の人を含めた交流が多く生まれてい

る。 

また、「おへそのおへそ」は地域おこし協力隊の活動拠点としての一面もあり、町の人たち

の手作り雑貨の販売の他、空き家・空き店舗の情報窓口としての顔もある。手作り雑貨の販売

では出品したい人の相談も受け付けている。また、有料で、1日この施設を借りて、限定ショ

ップを開店したり、打ち合わせ場所に使ったりと使用用途は利用者で多岐の選択の中から選ぶ

ことができる。 

「様々な用途に変化する交流スペース「おへそのおへそ」は町内外から支持を受け、地元住

民だけでなく、町外の住民にとってもなくてはならない寄合処となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：内閣府「地方創生に向けた事例集 佐賀県」-住民の発案から生まれた地域コミュニティ「空き

家・空き店舗を活用した地域再生」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

 

 

 

参 考 

URL 

http://www.cao.go.jp/chihousousei_info/jireisyu/saga/saga.html 

http://www.k-akiyakurashi.saga.jp/ 

（出所：「地方創生に向けた事例集 佐賀県」-住民の発案から生まれた地域コミュニティ「空き家・空き店

舗を活用した地域再生」 佐賀県 江北町」（内閣府ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

http://www.cao.go.jp/chihousousei_info/jireisyu/saga/saga.html
http://www.k-akiyakurashi.saga.jp/
http://www.k-akiyakurashi.saga.jp/
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⑧ 高齢化や過疎化等の他の課題解決につながる事例 

【№29】空き家を活用したグループハウスを設置・運営する事業者を募集（兵庫県） 

概 要  兵庫県では、空き家を活用して、以下の条件を満たすグループハウスを設置・運

営する事業者に対して、改修工事費等の補助を行っている。要介護 2 以下で、1人

暮らし等のために自宅生活に不安のある高齢者が、見守り等の支援を受けつつ、家

事や掃除等を分担するなど入居者同士が助け合いながら共同生活を行う空き家を

活用した「グループハウス」について、設置を希望する事業所に対して、補助を行

うことにより、高齢者の多様なニーズに対応した住居の確保を図る。 

（※詳細は「空き家を活用したグループハウス設置運営要領」を参照  

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/grouphouse.pdf） 

【事業の概要】 

＜事業の対象者＞ 

 ・NPO法人、社会福祉法人、生活協同組合、農業協同組合等 

  

＜事業の内容等＞ 

 既存の空き家を活用してグループハウスを設置するために必要な以下の改修工事費等につ

いて、入居定員に応じた上限額まで、必要経費を補助する。 

（１）補助対象経費 

①バリアフリー改修工事（段差解消、手すりの設置等、緊急通報装置の設置を含む） 

②建築基準法適合工事（建築基準法上の耐震基準及び「寄宿舎」の基準に適合するための工事） 

③火災報知器・スプリンクラー設置工事 

④建築の専門家派遣等による空き家診断 

⑤その他知事が必要と認める工事 

（２）補助上限額 

入居人数 5 人 6 人 7 人 8 人 9 人 

補助額 3,750 千円 4,500 千円 5,250 千円 6,000 千円 6,750 千円 

 

＜設置基準＞ 

（１）入居定員 

5 人から 9人まで（ただし、夫婦で 1部屋に入居する場合は 1 人とみなす） 

（２）対象物件 

  住居として必要な次の機能を備えている空き家の一戸建て又はアパート（賃貸、自己所有

は問わない）（※ただし、政令市・中核市を除く） 

①食堂、②キッチン、③リビング、④浴室、⑤洗面所、⑥トイレ、⑦収納等 

（３）建物構造・設備等 

①バリアフリー構造であるなど、高齢者の利用に配慮したものであること。 

②緊急通報装置の設置（24時間運営主体に通報可能なもの）など、緊急時の連絡体制を整

備すること。 

③建築基準法上の耐震基準、廊下幅や間仕切壁の準耐火構造等で「寄宿舎」に該当する基

準をみたしていること。 

④消防法に定める火災報知器等を設置すること。 

（４）居室等 

入居者全員に対して専用の個室（標準 6 畳）を確保すること（なお、夫婦入居の場合は 2

人で 1室も可とする）。 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/grouphouse.pdf


67 
 

＜運営基準＞ 

（１）運営主体 

設置主体と同一法人とする（他の事業者への委託等による運営は不可）。 

（２）入居者 

  自立生活が可能な要介護 2 以下の高齢者（65 歳以上）であって、調理、掃除等を分担し

ながら、お互いが助け合って共同生活ができる者とする。 

（３）基本サービス 

  ア 見守り・安否確認 

①日中：1名以上が常駐又は定期巡回を行い、見守り・安否確認を行う。 

②夜間：緊急時の連絡体制を確保するとともに、緊急時には、家族、関係機関等への速

やかな連絡を行う。 

イ 相談支援 

   生活全般にわたる相談支援を行う。 

（４）運営費（利用料） 

①運営費は、原則、利用料でまかなうこと。 

②入居者の負担する利用料（居住費、共益費、光熱水費、基本サービス提供に係る費用）は、

できる限り、国民年金の年間平均受給額相当者でも利用が可能となるよう設定すること。 

③日常生活に係る食費、消耗品費（トイレットペーパー・石けん等）は利用者の自己負担

とするが、運営主体が調整の上、入居者同士で取り決めるものとする。 

（５）入居者の要介護度が悪化した場合の取り扱い 

入居者の要介護度の悪化により、特別養護老人ホーム等他の施設への入所が必要となっ

た場合においても、当該入居者が施設に入所するまでの間は、居宅介護サービス等を利用

しながら、グループハウスでの生活を継続させることとする。 

（６）運営会議 

  グループハウス運営主体で構成する運営会議を定期的に開催し、グループハウスの運営の

あり方等について検討を行う。 

 

（出所：兵庫県「空き家を活用したグループハウスを設置・運営する事業者を募集しています」より一部抜粋し掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 

URL 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/group-house.html 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/grouphouse.pdf 

（出所：「空き家を活用したグループハウスを設置・運営する事業者を募集しています」（兵庫県ホームペー

ジ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/group-house.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/grouphouse.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/grouphouse.pdf
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⑨ 店舗や交流・体験施設としての活用事例 

【№30】まちなかパワーアップ空き店舗等活用事業補助金（長野県長野市） 

概 要  長野市は、中心市街地における商店街の活力と賑わいを創出し、活性化を図るた

め、中心市街地の空き店舗、空き家、空き倉庫等を活用して出店する事業者に対し

て、「まちなかパワーアップ空き店舗等活用事業補助金」を交付している。 

（※予算額に達したため、平成 28年度の申請書の受付を終了している。） 

【事業の概要】 

＜補助対象物件＞ 

  中心市街地（長野、篠ノ井、松代の各地区）にある建物１階部分の空き店舗、空き家、空

き倉庫等で、次の要件を全て満たす物件 

ア 正面部分（主な出入口）が道路に面していること。 

イ ３カ月以上の間空いている又は閉鎖の状態であること。  

 ＜補助金額＞ 

・補助率    改修費又は改築費及び附帯設備の設置に要する経費の１/２ 

・補助限度額   １件３０万円。ただし、当市が指定した通り（別紙エリア地図の赤色

の通り）への出店の場合は、補助限度額を１件５０万円とする。 

（※ 事業者本人が改修又は改築工事を行う場合は、材料費のみ対象） 

＜補助対象者＞ 

  個人及び法人事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭 

和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗

関連特殊営業、同条第 11 項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第 13 項に規定する接

客業務受託営業を行うために出店する者を除く。 

＜空き店舗等活用事業検討委員会＞ 

空き店舗等活用事業検討委員会は、経営指導の専門家などで構成される委員会で、申請 

者同席のもとで開催し、事業内容について確認や必要に応じて申請者へ助言等を行います。 

なお、委員会への申請者出席は、補助金交付の条件となっています。 

＜補助対象事業＞ 

  次の要件を全て満たす事業に補助金を交付します。 

ア 中心市街地のエリア内（長野、篠ノ井、松代の各地区）での出店であること。 

イ 年度内に事業が完了（開店）すること。 

ウ ２年以上営業すること。 

エ 不特定多数の者が自由に出入りできること。 

オ 営業時間について午前 10 時～午後 4 時の間の１時間以上が含まれていること。 

カ 店舗が所在する区域の商店街団体に加入すること。 

キ 経営指導員の指導を継続的に受けること。 

ク 空き店舗等貸主の親族（２親等以内）や貸主経営会社の役員でないこと。 

ケ 中心市街地内での店舗を移転する者でないこと。 

コ 市税の滞納がないこと。 

サ 建築基準法、消防法その他の法令の規定に適合していること。（注） 
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＜補助金交付手続きの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他＞ 

● 出店後１年を経過した時点で、経営指導員と面談を実施していただき、経営実績等 

報告書（様式あり）・決算書コピーを提出いただく必要があります。 

● 事業開始から２年以内で閉店した場合、補助金を返還していただくことがあります。 

● その他、詳細については長野市商業振興事業補助金交付要綱を参照、及び担当まで 

お問合せください。 

（出所：長野市「平成28年度版まちなかパワーアップ空き店舗等活用事業補助金【概要版】」より一部抜粋し掲載） 

 

参 考 

URL 

https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/sangyou/87276.html 

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/110263.pdf 

（出所：「まちなかパワーアップ空き店舗等活用事業補助金について」（長野県長野市ホームページ）, 2017

年 2月 28日閲覧） 

https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/sangyou/87276.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/110263.pdf


70 
 

【№31】空き家を活用した「お試し暮らし体験施設」（島根県益田市） 

概 要  都市部在住の「家族を伴い移住を希望する方」等の「地方の市街地で滞在してみ

たい」というニーズに応えるため、ふるさと島根定住財団は、県内市街地の空き家

を「しまね暮らしお試し体験施設」として県外在住の移住希望者に短期間貸し出し

ている。 

【しまねお試し暮らし体験施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：ふるさと島根定住財団「しまねお試し暮らし体験施設」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

＜事業の概要＞ 

（１）定住財団が県内市街地の空き家を借り上げ設置した「移住生活体験施設」を県外在住の

ＵＩターン希望者に貸し出します。（利用者からは利用料をいただきます）。 

（２）利用期間は原則１週間以上３か月以内。 

（３）体験施設の貸し出しにあわせ、ご希望に応じて就業や住宅相談などにも対応します。 

 

＜体験施設利用料（１件あたりの金額、光熱水費などの必要経費を含む）＞ 

  

利用期間 利用料（１施設あたり） 

６泊（１週間）まで 

７泊以上１３泊（２週間）まで 

１４泊以上２７泊（４週間）まで 

２８泊以上 

１５，０００円 

１泊あたり２，０００円を加算 

１泊あたり１，５００円を加算 

１泊あたり１，０００円を加算 

（利用料は体験施設利用最終日までに口座振込によりお支払いいただく。） 

 

＜申し込み方法＞ 

移住生活体験施設利用を希望する方は、ふるさと島根定住財団にご連絡ください。施設

利用目的などをお伺いし、空き状況の確認を行います。その後、施設の「利用申込書」に

必要事項を記入いただき、定住財団に提出いただきます。（利用状況や使用目的によっては

施設利用をお断りする場合もありますのであらかじめご了承願います。） 

東京・大阪・広島にあります島根県ふるさと定住・雇用情報コーナーにも「利用申込書」

などの書類がありますので、お気軽にご相談にお越しください。 

（出所：ふるさと島根定住財団「しまねお試し暮らし体験施設」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 
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＜体験施設の一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：ふるさと島根定住財団「しまねお試し暮らし体験施設」ちらしより一部抜粋し掲載） 

参 考 

URL 

https://www.city.masuda.lg.jp/site/teiju/25.html 

http://www.kurashimanet.jp/lifestyle/support/experience/ijyuseikatu/ 

http://www.kurashimanet.jp/lifestyle/support/experience/ijyuseikatu/index.data/ne

w290125otameshi.pdf 

（出所：「益田市内にある「お試し暮らし体験施設」」（島根県益田市ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

https://www.city.masuda.lg.jp/site/teiju/25.html
http://www.kurashimanet.jp/lifestyle/support/experience/ijyuseikatu/
http://www.kurashimanet.jp/lifestyle/support/experience/ijyuseikatu/index.data/new290125otameshi.pdf
http://www.kurashimanet.jp/lifestyle/support/experience/ijyuseikatu/index.data/new290125otameshi.pdf
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【№32】福知山市空店舗等ストックバンク制度（京都府福知山市） 

概 要  福知山市の中心市街地における空き店舗等（空き家、空き店舗及び空き地）の有

効活用による商業振興及び定住等の促進による地域の活性化を目的として、中心市

街地の空き店舗等で商業を営むこと、定住することを希望される方に空き店舗等の

情報を提供する福知山市空き家、空き店舗等ストックバンク制度（以下「空き家、

空き店舗等ストックバンク」）の運用を開始した。 

 

（※詳細は「福知山市空き家、空き店舗等ストックバンク制度要綱」を参照  

http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/work/docs/%E8%A6%81%E7%B6%B1%E3%80%80%EF%

BC%88%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%8823.12.5%EF%BC%89.pdf）  

【福知山市の空き家、空き店舗等ストックバンクの概要】 

福知山市の中心市街地にある空き店舗等をお持ちの人（所有者）に、空き店舗等の情報を登

録してもらい、市の中心市街地内で商業を営むことや定住することを希望される人（利用希望

者）に空き店舗等の情報を提供する制度。 

利用希望者の希望と登録されている物件内容が適合した際に、登録いただいた所有者、利用

希望者に市担当課よりそれぞれ連絡をする。登録された空き店舗等の情報提供は、情報登録者

からの登録取り消しの申し出がない限り、引き続き行われる。 

 

【空き家、空き店舗等ストックバンクの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：福知山市「空き家、空き店舗等ストックバンクのパンフレット」より一部抜粋し掲載） 

 

＜申し込み・登録手続きについて＞ 

（１）所有者の人は、様式第 1号を記入の上、申し込みをする。（郵送可） 

（２）利用希望者の人は、様式第 6 号、誓約書を記入の上、申し込みをする。（郵送可） 

 

 

 

 

 

http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/work/docs/%E8%A6%81%E7%B6%B1%E3%80%80%EF%BC%88%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%8823.12.5%EF%BC%89.pdf
http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/work/docs/%E8%A6%81%E7%B6%B1%E3%80%80%EF%BC%88%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%8823.12.5%EF%BC%89.pdf
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＜空き家、空き店舗等ストックバンクの手続き＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：福知山市「空き家、空き店舗等ストックバンクのパンフレット」より一部抜粋し掲載） 

 

 

参 考 

URL 

http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/work/entries/001006.html 

http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/work/docs/2402akitenpo.pdf 

（出所：「福知山市空店舗等ストックバンク制度」（京都府福知山市ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/work/entries/001006.html
http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/work/docs/2402akitenpo.pdf


74 
 

（３）その他の参考事例、参考情報等 

① 特定空家の判断基準（選定基準や方法） 

【№33】特定空家等の判断基準（国土交通省ガイドラインにおける見解） 

概 要 特措法で定められている「特定空家等」の判断基準 

「特定空家等」とは、「空家等」のうち、特措法第 2条第 2項において示すとおり、以下の状

態にあると認められる「空家等」と定義されている。 

（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 

 

また、国土交通省が定めた「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために

必要な指針（ガイドライン）」により、以下のとおり具体的な判断基準が示されている。 

【特定空家等の判断に際して参考となる基準の具体例】 

（１）倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態とは、 

① 建築物が著しく保安上危険となるおそれ（建築物の倒壊等、屋根や外壁等の脱落・飛

散等）がある場合。 

② 擁壁が老朽化し危険となるおそれがある場合。 

（２）著しく衛生上有害となるおそれのある状態とは、 

① 建築物又は設備等の破損等が原因で吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状

況や、浄化槽等の放置破損等による汚物の流出・臭気の発生があり、地域住民の日常生

活に支障を及ぼしている状態。 

② ごみ等の放置・不法投棄が原因で臭気の発生があり、多数のねずみ・はえ・蚊等が発

生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状態。 

（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とは、 

① 既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態。 

② 屋根、外壁等が汚物や落書き等で外見上大きく傷み汚れたまま放置されている、多数

の窓ガラスが割れたまま放置されている、敷地内にごみ等が散乱、山積みしたまま放置

されている場合等。 

（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とは、 

① 立木の腐朽・倒壊・枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散ら

ばっている状態。 

② 空家等に住みついた動物等が原因で地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状態。 

③ 建築物等の不適切な管理等が原因で不特定の者が容易に侵入できる状態で放置され

ている、屋根の雪止めの破損等不適切な管理により空家からの落雪が発生し歩行者等の

通行を妨げている、周辺の道路・空き家の敷地等に土砂等が大量に流出している場合等。 

 

参 考 

URL 

http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000100.html 

http://www.mlit.go.jp/common/001090477.pdf 

（出所：「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）」（国土交通省

ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000100.html
http://www.mlit.go.jp/common/001090477.pdf
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② 空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等 

【№34】空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況（国土交通省） 

～空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～空家等対策計画策定済み市区町村（都道府県別市区町村数）～ 
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～空家等対策計画策定済み市区町村～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～勧告、命令、代執行等の措置実績がある市区町村（その 1）～ 
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～勧告、命令、代執行等の措置実績がある市区町村（その 2）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～勧告、命令、代執行等の措置実績がある市区町村（その 3）～ 
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～法定協議会を設置済みの市区町村（その 1）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～法定協議会を設置済みの市区町村（その 2）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※埼玉県以降については、掲載を省略する） 

参 考 

URL 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html 

http://www.mlit.go.jp/common/001157388.pdf 

（出所：「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況について（平成28年10月1日時点）（国土交通省）, 2017

年2月28日閲覧） 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
http://www.mlit.go.jp/common/001157388.pdf
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③ 空き家等実態調査の方法 

【№35】豊島区空き家実態調査（東京都豊島区） 

概 要 空き家・空き室の実態と所有者の意向を把握するため、豊島区住宅マスタープラ

ン（平成 21年 3月策定）による重点プロジェクトを推進するため実施された空き家

実態調査。 

（１）調査の実施項目と手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）現地調査の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：「豊島区空き家実態調査報告書【概要版】」より一部抜粋し掲載） 

【事例の特徴】 

（１）空き家実態調査に先立ち、調査対象地区の抽出とその概況把握、事前調査、調査対象と

する空き家の定義の確認を行った。また、区を通じて調査概要を対象地域の住民へ事前に

周知した。 

（２）現地調査では、空き家判定の項目についてチェックし、空き家の可能性の高い建物につ

いて、対象物の区分（建て方、構造、階数）、建物の状況（外壁、窓ガラス、出入り口の状

況）、敷地の状況（門扉、塀、雑草の状況）、危険度、周辺の状況（接道状況、募集の有無）

を調査した。 

（３）空き家が活用されていない理由や所有者が抱える悩み・課題、今後の活用の意向を把握

することを目的に、現地調査で把握した「空き家の可能性が高い建物」の所有者を対象に、

アンケート及びヒアリング調査を行った。また、空き家の利活用に対する意向や、課題等

の生の声を把握するため、アンケート回答者のうち 25 名に電話ヒアリングを行い、16 名

から有効な回答を得た。 

（４）空き家の立地状況と利活用の意向などが一目で分かるように、空き家立地状況図を作成

した。東京デジタルマップ（TDM：縮尺 1/2,500）地形図をベースに、現地調査の結果とし

て整理した空き家の概況及び建物の位置を表示した。 

 

参 考 

URL 

http://www.city.toshima.lg.jp/310/machizukuri/sumai/kekaku/027308.html 

http://www.city.toshima.lg.jp/310/machizukuri/sumai/kekaku/documents/akiyajittaichousa.pdf 

http://www.city.toshima.lg.jp/310/machizukuri/sumai/kekaku/documents/akiyajittaichousagaiyoubann.pdf 

（出所：「豊島区空き家実態調査」（東京都豊島区ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

http://www.city.toshima.lg.jp/310/machizukuri/sumai/kekaku/027308.html
http://www.city.toshima.lg.jp/310/machizukuri/sumai/kekaku/documents/akiyajittaichousa.pdf
http://www.city.toshima.lg.jp/310/machizukuri/sumai/kekaku/documents/akiyajittaichousagaiyoubann.pdf
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【№36】空き家実態調査の手法モデル（国土交通省） 

～空家調査の進め方（空家調査の標準的な実施手順）～ 

 空家調査の方法は、準備段階、実施段階ごとに決定していくこととなりますが、大まかな

調査の流れは以下のとおりです。 

 ただし、実際に空家調査を実施する際には、調査目的や地域の状況等に応じて、複数の手

順を組み合わせたり、同時に実施したり、ある特定の手順だけ実施したり、下図のプロセス

を入れ替えたりすることもあります。いずれにせよ、調査の準備段階で事前調査をきちんと

行い、収集できる情報やその情報の入手方法等について早い段階で見極めることがポイント

になります。 

 

（出所：国土交通省「地方公共団体における空家調査の手引き（Ver.1）」14ページ、第2章「空家調査の実施手順と

各段階におけるポイント 2-1空家調査の進め方」より抜粋し掲載） 

（参考URL: http://www.mlit.go.jp/common/001125954.pdf） 

（出所：国土交通省住宅局 平成 24年 6月「地方公共団体における空家調査の手引き（Ver.1）） 

http://www.mlit.go.jp/common/001125954.pdf
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④ 空き家等を活用した住宅セーフティネット機能の強化について 

【№37】「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部

を改正する法律案」を閣議決定（国土交通省） 

概 要 民間の空き家・空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確
保要配慮者※の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、住宅セーフテ
ィネット機能を強化するための「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進
に関する法律の一部を改正する法律案」が、平成 29年 2月 3 日に閣議決定された。 

（※ 高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者） 

１．背景 
住宅確保要配慮者については、例えば単身高齢者について今後 10 年間で 100 万世帯の増加

が見込まれるなど、安心して暮らせる住宅の確保を可能とする住宅セーフティネット機能の強
化が重要な政策課題となっている。一方、住宅ストックの状況については、空き家等が多く存
在し、引き続き増加が見込まれていることから、こうした空き家等の有効活用が課題となって
いる。このため、空き家等を活用した住宅セーフティネット機能の強化を図る必要がある。 
 
２．概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：国土交通省報道発表「平成 29年 2月 3日「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定」 概要から一部抜粋） 
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【空き家等を活用した住宅セーフティネット機能の強化】 

単身の高齢者などは賃貸住宅への入居を拒まれるケースが多いことから、入居を拒まない民

間の登録住宅を増やし公営住宅の不足を補うために法の一部改正が行われる。 

国土交通省は、2020 年度末までに子育て世帯や高齢者、低所得者向け賃貸住宅として、空

き家 17万５千戸の登録をめざす方針を決めた。 

具体的には、「空き家を住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として賃貸人が自治体

に登録」し、その「登録された空き家の改修費用について補助金を交付する、登録住宅の改修

費を住宅金融支援機構の融資対象に追加する」、さらに「入居者への家賃補助など」が検討さ

れている。 

 

【居住支援協議会による支援の強化】 

 また、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方自治体や不

動産関係団体、社会福祉法人等の居住支援団体が連携し、「住宅情報の提供」、「入居相談・援

助」、「家賃債務保証の円滑化」「見守りサービスの紹介」等の支援に取り組むこととしている

（実施する主体は居住支援協議会）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 URL http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000165.html 

http://www.mlit.go.jp/common/001171047.pdf 

（出所：「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議

決定（国土交通省ホームページ）） 

http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000165.html
http://www.mlit.go.jp/common/001171047.pdf


83 
 

⑤ 空き家所有者を確認し特定する場合の対応策 

【№38】空き家の所有者を確認する流れ等について（山形県） 

概 要 空き家の対応策には「除却」と「利活用」という大きな二つの方法があるが、該

当空き家で相続が発生した場合や、所有者を確認し必要な手続きを進めていく場合

等、対応に苦慮するケースが考えられる。 

ここでは、山形県県土整備部が平成 27 年 3月に作成した「やまがたの空き家対

策の手引き」を参考にし、「空き家の所有者を確認する流れ」などに関する事務手

続きについて紹介する。 

（※詳細は山形県県土整備部「やまがたの空き家対策の手引き」を参照  

https://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180032/tochi/akiyatebiki/akiyatebiki.html） 

空き家が相続財産となった場合、その取扱いについては法令に基づいて手続きが進められる

こととなる（適正な遺言書がある場合は、その遺言に従って相続手続きが進められる。また、

遺言書がない場合は、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」といった選択肢の中から手段が

選択され、相続手続きが進められる。）。 

しかし、相続人の中に行方不明の人や生死すらわからない人がいる場合、遺産分割協議や法

的整理ができないなど空き家を処分するのが困難な状況に陥ってしまうケースが考えられる。 

 

（１）空き家の相続放棄について 

 相続放棄すれば相続財産について何も責任を負わないというわけではない。民法第 940 条で 

 

【民法第９４０条】 

相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財

産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 

 

と規定されていて、「自分の財産ではないものの、一定の管理をしなければならない」こと

になっている。 

相続を放棄した財産（空き家）は、多くの場合「保留状態」におかれる（いわゆる「放置」）。 

しかし、「管理義務」は継続する。 

 

「管理義務とは」・・・相続人全員が相続放棄を行った場合、相続放棄を最後に行った、最終順位の相続人は、相続

財産を自分の財産と同じような意識をもって管理する義務がある。 

 

たとえば、空き家の倒壊によって負傷者や物的な損害が発生した場合は損害賠償の責任を問

われる可能性がある。また、相続放棄した者には空き家の管理義務があるとして、文書による

通知や解体撤去の要請がなされる可能性がある。 

こういったリスクを回避するためには、相続財産管理制度により「相続財産管理人」を選任

することとなる。しかし、相続財産管理人の選任には、避けて通れない予納金等のコストの問

題が生じる。 

https://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180032/tochi/akiyatebiki/akiyatebiki.html
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（２）空き家の所有者を確認する流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：山形県県土整備部「やまがたの空き家対策の手引き」23ページから抜粋し掲載） 
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（３）空き家の所有者不在の手続きの流れ【不在者財産管理制度手続きの流れ】 

（※(1)概要～(4)効果および(7)補足説明については、「やまがたの空き家対策の手引き24～26頁」を参照いただきたい。） 

 

（出所：山形県県土整備部「やまがたの空き家対策の手引き」24,25ページから一部抜粋し掲載） 
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（４）空き家の相続人不明の場合の流れ【相続財産管理制度手続きの流れ】 

（※(1)概要～(4)効果および(7)補足説明については、「やまがたの空き家対策の手引き27～29頁」を参照いただきたい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：山形県県土整備部「やまがたの空き家対策の手引き」27,28ページから一部抜粋し掲載） 

参 考 
URL 

https://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180032/tochi/akiyatebiki/akiyatebiki.html 
https://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180032/tochi/akiyatebiki/tebiki02.pdf 
https://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180032/tochi/akiyatebiki/tebiki03.pdf 

（出所：「やまがたの空き家対策の手引き」（山形県ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

https://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180032/tochi/akiyatebiki/akiyatebiki.html
https://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180032/tochi/akiyatebiki/tebiki02.pdf
https://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180032/tochi/akiyatebiki/tebiki03.pdf
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⑥ 既存住宅現況検査、既存住宅売買瑕疵保険に関する補助の状況 

【№39】既存住宅現況検査(インスペクション)・売買瑕疵保険の補助制度（兵

庫県神戸市） 

概 要 神戸市では、中古住宅の品質等に対する不安を払拭し、安心して中古住宅の売買
が行えるよう、現況検査に関する経費と売買瑕疵保険に関する経費について、費用
の一部を補助している。（申請書類の提出・相談先は「神戸市すまいとまちの安心
支援センター（すまいるネット）」） 

（※平成 28年度の補助の受付は、平成 29年 1月末をもって終了している。） 

【補助制度の概要】 

（１）現況検査（インスペクション）補助の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：神戸市「既存住宅現況検査(インスペクション)・売買瑕疵保険の補助制度」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

（２）売買瑕疵保険補助の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：神戸市「既存住宅現況検査(インスペクション)・売買瑕疵保険の補助制度」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 
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（３）申込みにあたっての主な注意事項 

●補助金交付決定を受ける前に検査や保険法人への申込みした場合は、補助の対象となりません。  

●売買瑕疵保険の補助を申請される場合は、原則、現況検査の補助と同時に申請してください。  

●交付申請は、補助対象住宅につき、１回限りとする。（補助対象が異なる場合は申請可能です）。  

●必要書類に不備がある場合は、補助金を交付できない場合があります。 

●申請時に提出された書類はお返しできません。 

（※提出書類は事前に連絡のうえ、「すまいるネット」までご持参ください。） 

 

（４）申請書類の提出・お問い合わせ先 

午前１０時〜午後５時まで(水・日・祝日を除く)  

神戸市すまいとまちの安心支援センター「すまいるネット」 

事務局（企画係）： 078-222-0186 

神戸市中央区雲井通 5-3-1 サンパル 4 階 

 

（５）補助「申込みの流れ」および「注意事項」 

 ＜注意事項＞ 

●補助金交付決定を受ける前に検査や保険事業者へ

申込みした場合は、補助の対象となりません 

●売買瑕疵保険の補助を申請される場合は、原則、

現況検査の補助と同時に申請してください 

●交付申請は、補助対象住宅につき、１回限りとし

ます。（申請者が異なる場合は申請可能です） 

●必要書類に不備がある場合は、補助金を交付でき

ない場合があります 

●申請時に提出された書類はお返しできません 

 

 

 

 

 

 

（出所：神戸市「既存住宅現況検査(インスペクション)・売買瑕疵保険補助パンフレット」より一部抜粋し掲載） 

 
※詳細は以下を参照されたい。 

「神戸市既存住宅現況検査補助金交付要綱」 

https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/11/inspection.pdf 

「神戸市既存住宅売買瑕疵保険加入促進補助金交付要綱」  

https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/11/kashihoken.pdf 

 

 

参 考 

URL 

https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/hojyo/kensahoken.html 

https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/inspe1209.pdf 

http://www.kobe-sumai-machi.or.jp/individual/sumai-machi/smilenet/ 

（出所：「既存住宅現況検査(インスペクション)・売買瑕疵保険の補助制度」（神戸市すまいとまちの安心

支援センター「すまいるネット」ホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/11/inspection.pdf
https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/11/kashihoken.pdf
https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/hojyo/kensahoken.html
https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/inspe1209.pdf
http://www.kobe-sumai-machi.or.jp/individual/sumai-machi/smilenet/
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⑦ 官民連携による空き家・空き地の再生 

【№40】空き家、空き地、狭あい道路対策を一体的に整備するランド・バンク事業

（山形県鶴岡市 NPO法人つるおかランド・バンク） 

概 要 山形県鶴岡市にある NPO法人つるおかランド・バンクは、中心市街地の空洞化を
おこしている居住地域を活性化させ、元気な街にさせていく事を目的とし活動を行
っている。 

具体的には、空き家・空き地・狭あい道路を一体の問題として捉え、空き家・空
き地が動くそのチャンスに、街の将来像を見据えて、複数の問題を一体的に解決し
ていく「ランド・バンク事業（小規模連鎖型区画再編事業）」に取り組んでいる。  

【山形県鶴岡市 NPO法人つるおかランド・バンクによる空き家対策】 
 山形県鶴岡市では、平成 25 年 4月から「鶴岡市空き家等の管理と活用に関する条例」を 
施行するとともに、空き家の有効活用策として「ランド・バンク事業（小規模連鎖型区画再 
編事業）」を開始している。 
 平成 25年に設立された「NPO 法人つるおかランド・バンク」が、「ランド・バンクファンド
による助成事業」、「空き家委託管理事業」、「空き家コンバージョン事業」、「空き家バンク事業」、
「ランド・バンク事業」に取り組み、街の将来を見据えた「行政と民間のベクトルを共有化し
公益に貢献する活動」を実施している。 

 

＜ランド・バンク事業の目的＞ 

 中心市街地及び沿岸住宅地の密集住宅地について、市街地再開発や都市再生区画整理等の大
規模開発に拠らない小規模連鎖型の区画再編成事業により、快適で良好な住環境を整備する。 
（出所：つるおかランド・バンク「ランド・バンク事業の目的」ホームページ情報より一部抜粋し掲載） 

 

＜ランド・バンク事業の概要＞ 

 「ランド・バンク事業」とは、小規模宅地において、空き家や空き地の所有者から当該不動
産を「まちづくり」に提供してもらうことで、空き家、空き地、狭隘道路を一体的に整備する
手法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：平成26年3月 公益財団法人東京市町村自治調査会「自治体の空き家対策に 

関する調査研究報告書」66頁②鶴岡市「ランド・バンク事業」より一部抜粋し掲載） 

 

参 考 

URL 

http://t-landbank.org/ 

https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/376/ALL_L.pdf#search='%E7%

A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6+%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E7%AD%96' 

（出所：「ランド・バンク事業」（NPO法人つるおかランド・バンクホームページ）, 2017年 2月 28日閲覧） 

「空き家の除却」 

＋ 

「跡地の再利用」 

＋ 

「狭隘道路拡幅」 

除却と区画再編を

同時に実現！ 

http://t-landbank.org/
https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/376/ALL_L.pdf#search='%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6+%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E7%AD%96
https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/376/ALL_L.pdf#search='%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6+%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E7%AD%96
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７ 全国の自治体における空き家対策情報 

これまで取り上げてきた事例の他に、全国の自治体のうち「人口 5 万人以上

の市」の中から各都道府県 5 市程度（福島県内、東京 23 区は除く）抽出し、

「空き家等対策（空家等対策計画の策定状況、各種補助制度等）」に関して情

報収集を行った（各市のホームページを参照）。URL 等を掲載するので、各

種調査等の参考としていただきたい。（※なお、各情報についてはホームペー

ジ閲覧時の情報であるため、その点をご了承いただきたい。【閲覧期間 

H29.2.15～H29.2.20】） 

№ 自治体名 
空き家等対策計画、各種補助制度等 

（ホームページ URL） 

1 
北海道 

札幌市 

・札幌市の空き家対策について 

（http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/akiya-tekiseikannri.html） 

・札幌市空家等対策計画について公表しました 

（http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/akiya/akiyakeikaku.html） 

・危険な空き家の除却補助制度のご案内 

（http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/akiya/akiyahojyo.html） 

2 
北海道 

函館市 

・北海道函館市「新着情報外」 

（http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/soshiki/juutaku/） 

・函館市空家等対策計画 

（http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016041800088/） 

・空家除却費補助 －空家等対策支援補助金－ 

（http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016042700059/） 

・空家改修費補助 －空家等対策支援補助金－ 

（http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016042700011/） 

3 
北海道 

旭川市 

・空家等対策について（2016/4/1） 

（http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053189.html） 

・旭川市不良空き家住宅除却費補助制度（平成 28 年度の受付は終了しました） 

（http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053128.html） 

・附属機関の情報「 旭川市空家等対策協議会」 

（http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053036.html） 

4 
北海道 

室蘭市 

・室蘭市の空家対策について 

（http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/akiya.html） 

・『室蘭市空家等対策計画』を作成しました！ 

（http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/akiya-taisaku-pabukome.html） 

・室蘭市空き家バンク 

（http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/bank.html） 

・室蘭市空家情報冊子「あなたの空き家大丈夫ですか？」を発行しました。 

（http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/akiyajohosasshi.html） 

5 
北海道 

苫小牧市 

・空き家対策について 

（http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/akiyataisaku/akiyataisaku.html） 

・NPO 法人 空き家・廃屋対策ネットワーク」のご案内 

（http://www.akiyanet.org/index.html） 

6 
北海道 

北広島市 

・空き家対策 

（http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/category/792.html） 

・北広島市空き家等解体補助金の募集は締め切りました。 

（http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00124674.html） 

・北広島市 空き地・空き家バンク 

（http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00121264.html） 

 

http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/akiya-tekiseikannri.html
http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/akiya/akiyakeikaku.html
http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/akiya/akiyahojyo.html
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/soshiki/juutaku/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016041800088/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016042700059/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016042700011/
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053189.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053128.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053036.html
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/akiya.html
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/akiya-taisaku-pabukome.html
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/bank.html
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/akiyajohosasshi.html
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/akiyataisaku/akiyataisaku.html
http://www.akiyanet.org/index.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/category/792.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00124674.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00121264.html


91 
 

№ 自治体名 
空き家等対策計画、各種補助制度等 

（ホームページ URL） 

7 
北海道 

石狩市 

・空家等対策について 

（http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/kenchiku/16808.html） 

・石狩市空家等対策計画について 

（http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/kenchiku/16808.html） 

・空き家利活用促進制度の受付終了について 

（http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/kenchiku/15515.html） 

8 
青森県 

弘前市 

・空き家・空き地対策 

（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/akiya/） 

・空き家・空き地バンク 

（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/akiya-bank/） 

・弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金 

（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/akiya/2015-1008-1749-45.html） 

9 
岩手県 

盛岡市 

・盛岡市空き家等対策計画 

（http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/keikaku/sogotekiplan/1009855.html） 

・空き家等バンク制度 

（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/sumai/akiya/index.html） 

10 
岩手県 

花巻市 

・花巻市空き家バンク 

（https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/168/169/p006253.html） 

・花巻市空家等対策計画を策定しました 

（https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/168/169/p007096.html） 

11 
岩手県 

北上市 

・北上市空家等対策計画を策定しました。 

（http://www.city.kitakami.iwate.jp/docs/2016042600052/） 

・暮らしと住まいの情報サイト 北上市空き家バンク 

（http://kitakami-akiya.net/） 

12 
宮城県 

登米市 

・登米市空家等対策計画を策定しました 

（http://www.city.tome.miyagi.jp/keikaku/bousai/akiyatoutaisakukeikaku.html） 

・登米市空き家情報バンク 

（http://www.city.tome.miyagi.jp/kurashi/iju-teiju/akiyabank.html） 

・登米市空き家改修事業補助金 

（http://www.city.tome.miyagi.jp/kurashi/iju-teiju/akiyakaisyu.html） 

13 
秋田県 

秋田市 

・秋田市空き家バンクホームページ 

（http://www.city.akita.akita.jp/ciTy///cs/hs/akiyabank/default.htm） 

・平成２８年度 秋田市空き家定住推進事業 

（http://www.city.akita.akita.jp/ciTy///cs/hs/akiyateijyu/default.htm） 

14 
秋田県 

能代市 

・能代市空き家バンクのお知らせ 

（http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=10074） 

・移住促進空き家改修事業のお知らせ 

（http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=11083） 

15 
秋田県 

横手市 

・空家に関する取り組み 

（http://www.city.yokote.lg.jp/kikikanri/page00000005.html） 

・横手市空家等対策計画 

（http://www.city.yokote.lg.jp/files/000111511.pdf） 

・空き家バンク 

（http://www.city.yokote.lg.jp/kikikanri/page00000006.html） 

16 
秋田県 

大館市 

・空家等の対策 

（http://www.city.odate.akita.jp/dcity/bousai/31-7905.html） 

・大館市空家等対策計画を公表します。 

（http://www.city.odate.akita.jp/dcity/bousai/31-7857.html） 

・大館市空き家バンク 

（http://www.city.odate.akita.jp/akiya-bank/） 

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/kenchiku/16808.html
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/kenchiku/16808.html
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/kenchiku/15515.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/akiya/
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/akiya-bank/
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/akiya/2015-1008-1749-45.html
http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/keikaku/sogotekiplan/1009855.html
http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/sumai/akiya/index.html
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/168/169/p006253.html
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/168/169/p007096.html
http://www.city.kitakami.iwate.jp/docs/2016042600052/
http://kitakami-akiya.net/
http://www.city.tome.miyagi.jp/keikaku/bousai/akiyatoutaisakukeikaku.html
http://www.city.tome.miyagi.jp/kurashi/iju-teiju/akiyabank.html
http://www.city.tome.miyagi.jp/kurashi/iju-teiju/akiyakaisyu.html
http://www.city.akita.akita.jp/ciTy/cs/hs/akiyabank/default.htm
http://www.city.akita.akita.jp/ciTy/cs/hs/akiyateijyu/default.htm
http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=10074
http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=11083
http://www.city.yokote.lg.jp/kikikanri/page00000005.html
http://www.city.yokote.lg.jp/files/000111511.pdf
http://www.city.yokote.lg.jp/kikikanri/page00000006.html
http://www.city.odate.akita.jp/dcity/bousai/31-7905.html
http://www.city.odate.akita.jp/dcity/bousai/31-7857.html
http://www.city.odate.akita.jp/akiya-bank/
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17 
山形県 

山形市 

・空き家等対策 

（https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/machizukuri/kanri/sogo/akiyatou_taisaku/） 

・山形市空き家バンクを開設します 

（ https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/machizukuri/kanri/sogo/akiyatou_taisaku/aki

yabank.html） 

・老朽危険空き家対策事業 

（https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/machizukuri/kanri/sogo/akiyatou_taisaku/rou

kyukikenakiyataisakujigyo.html） 

18 
山形県 

米沢市 

・空き家対策に関すること 

（http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/5289.htm） 

・米沢市不良住宅除却促進事業費補助金制度のご案内 

（http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/5291.htm） 

19 
山形県 

鶴岡市 

・住まい 

（http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/sumai/index.html） 

・老朽危険空き家の寄付を受け付けます 鶴岡市中心市街地居住促進事業 

（http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/sumai/kenthiku150428.html） 

・H23 鶴岡市空き家所有者等アンケート調査報告書 

（http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/sumai/akiyahoukokusho.html） 

20 
山形県 

酒田市 

・酒田市空き家総合窓口サイト 

（http://www.city.sakata.lg.jp/jyutaku/jyutaku/akiya/akiya_akichinosoudan.html） 

・平成 28 年度空き家改修費補助金のご案内 

（http://www.city.sakata.lg.jp/shisei/ijyu/akiyakaisyuhi.html） 

21 
山形県 
天童市 

・空き家対策 

（http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/akiyataisaku.html） 

22 
茨城県 

土浦市 

・空き家対策について 

（http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page006966.html） 

・土浦市空き家等審議会 

（https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/dir006950.html） 

23 
茨城県 

常陸太田市 

・空き家バンク 

（http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/dir004168.html） 

・空き家リフォーム工事助成金 

（http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page003097.html） 

・空き家家財道具等処理費用助成金 

（http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page003669.html） 

24 
茨城県 

笠間市 

・空き家等の適正管理について 

（http://www.city.kasama.lg.jp/page/page004834.html） 

・空き家活用支援補助金 

（http://www.city.kasama.lg.jp/page/page003291.html） 

25 
茨城県 

守谷市 

・空き家等活用コミュニティ推進事業（コミュニティ・サロン事業） 

（http://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/tiiki/komyu_saron/CommunitySalon.html） 

・空き家等活用コミュニティ推進事業（コミュニティ・サロン事業）募集要項 

（ http://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/tiiki/komyu_saron/CommunitySalon.files/

kokyuniteisaronn2016.pdf） 

26 
栃木県 

宇都宮市 

・宇都宮市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例等に係る処分基準 

（http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/741/kaisei-syobun.pdf） 

・空き家を所有されている方へ（空き家の総合相談） 

（http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/machi/jutaku/1005667.html） 

27 
栃木県 

佐野市 

・都市建設部 空き家対策室 

（http://www.city.sano.lg.jp/kakuka/akiya.html） 

・佐野市空家等対策計画 

（http://www.city.sano.lg.jp/gyousei/project/akiya/index.html） 

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/machizukuri/kanri/sogo/akiyatou_taisaku/
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/machizukuri/kanri/sogo/akiyatou_taisaku/akiyabank.html
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/machizukuri/kanri/sogo/akiyatou_taisaku/akiyabank.html
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/machizukuri/kanri/sogo/akiyatou_taisaku/roukyukikenakiyataisakujigyo.html
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/machizukuri/kanri/sogo/akiyatou_taisaku/roukyukikenakiyataisakujigyo.html
http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/5289.htm
http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/5291.htm
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/sumai/index.html
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/sumai/kenthiku150428.html
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/sumai/akiyahoukokusho.html
http://www.city.sakata.lg.jp/jyutaku/jyutaku/akiya/akiya_akichinosoudan.html
http://www.city.sakata.lg.jp/shisei/ijyu/akiyakaisyuhi.html
http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/akiyataisaku.html
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page006966.html
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/dir006950.html
http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/dir004168.html
http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page003097.html
http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page003669.html
http://www.city.kasama.lg.jp/page/page004834.html
http://www.city.kasama.lg.jp/page/page003291.html
http://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/tiiki/komyu_saron/CommunitySalon.html
http://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/tiiki/komyu_saron/CommunitySalon.files/kokyuniteisaronn2016.pdf
http://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/tiiki/komyu_saron/CommunitySalon.files/kokyuniteisaronn2016.pdf
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/741/kaisei-syobun.pdf
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/machi/jutaku/1005667.html
http://www.city.sano.lg.jp/kakuka/akiya.html
http://www.city.sano.lg.jp/gyousei/project/akiya/index.html
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28 
栃木県 

那須塩原市 

・空き家 

（http://www.city.nasushiobara.lg.jp/kurashi/d09/k05/index.html） 

・空家等の適正管理に関する協定を締結しました 

（http://www.city.nasushiobara.lg.jp/24/008199.html） 

29 
群馬県 

前橋市 

・前橋市空家等対策計画を策定しました 

（http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p015792.html） 

・前橋市空き家利活用ネットワーク事業がスタート 

（http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p015169.html） 

・平成２８年度前橋市空家等対策支援事業（空家等を活用した二世代近居 同居 住宅支

援事業）補助金交付要項 

（http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p014998_d/fil/nisetai_youkou.pdf） 

30 
群馬県 

高崎市 

・高崎市空き家緊急総合対策について 

（http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014060600030/） 

・空き家事務所・店舗改修助成金 

（http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2016040800034/） 

31 
群馬県 

館林市 

・館林市空家等対策基本計画 

（http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2017012000018/） 

・館林市まちなか空き店舗情報 

（http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2016031000030/） 

32 
群馬県 

渋川市 

・渋川市空家等対策計画の策定について 

（http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/sumai/akiya/p004482.html） 

・一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会との協定について 

（http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/bousai_syoubou_anzenansin/akiyataisaku/p004674.html） 

33 
埼玉県 

熊谷市 

・空き家対策 

（https://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/bosai/bohan_kotsu/akiyataisaku/index.html） 

・熊谷市空き家等の適正管理に関する協定（熊谷市造園業協力会） 

（https://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/bosai/bohan_kotsu/akiyataisaku/signing_c

ompanies.html） 

34 
埼玉県 
所沢市 

・空き家等の適正管理について 

（http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/moshimo/bohan/bohan_machi/bouhanjourei.html） 

35 
埼玉県 
飯能市 

・飯能市空き家バンク 

（http://www.city.hanno.saitama.jp/0000009678.html）・ 

36 
埼玉県 

加須市 

・加須市空家等対策計画を策定しました 

（https://www.city.kazo.lg.jp/cont/s205000/d205100/20170125150037.html） 

・「空家等の適正管理に関する協定」を締結しました 

（https://www.city.kazo.lg.jp/cont/s205000/d205100/20160422162917.html） 

37 
埼玉県 

本庄市 

・空き家に関する取り組み 

（http://www.city.honjo.lg.jp/kurashi/sumai/akiyaakiti/1468299340914.html） 

・空き家等の適正管理に関する代行措置 

（http://www.city.honjo.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/25/daikousoti.pdf） 

38 
埼玉県 

深谷市 

・空き家対策 

（http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/kurashi/sumai_pet/akiya_taisaku/） 

・空き家等の見守り、適正管理に関する協定の締結 

（ http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/kurashi/sumai_pet/akiya_taisaku/14557

59798348.html） 

39 
埼玉県 

志木市 

・志木市空き家等対策計画 

（http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/51,0,208,1378,html） 

・志木市空き家バンクへの登録について 

（https://www.city.shiki.lg.jp/sp/index.cfm/37,68654,161,1377,html） 

・不動産無料相談会の実施について 

（http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,66702,144,html） 

http://www.city.nasushiobara.lg.jp/kurashi/d09/k05/index.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/24/008199.html
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p015792.html
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p015169.html
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p014998_d/fil/nisetai_youkou.pdf
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014060600030/
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2016040800034/
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2017012000018/
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2016031000030/
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/sumai/akiya/p004482.html
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/bousai_syoubou_anzenansin/akiyataisaku/p004674.html
https://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/bosai/bohan_kotsu/akiyataisaku/index.html
https://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/bosai/bohan_kotsu/akiyataisaku/signing_companies.html
https://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/bosai/bohan_kotsu/akiyataisaku/signing_companies.html
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/moshimo/bohan/bohan_machi/bouhanjourei.html
http://www.city.hanno.saitama.jp/0000009678.html
https://www.city.kazo.lg.jp/cont/s205000/d205100/20170125150037.html
https://www.city.kazo.lg.jp/cont/s205000/d205100/20160422162917.html
http://www.city.honjo.lg.jp/kurashi/sumai/akiyaakiti/1468299340914.html
http://www.city.honjo.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/25/daikousoti.pdf
http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/kurashi/sumai_pet/akiya_taisaku/
http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/kurashi/sumai_pet/akiya_taisaku/1455759798348.html
http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/kurashi/sumai_pet/akiya_taisaku/1455759798348.html
http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/51,0,208,1378,html
https://www.city.shiki.lg.jp/sp/index.cfm/37,68654,161,1377,html
http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,66702,144,html
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40 
埼玉県 

八潮市 

・「八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例」等を制定しました 

（https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/machizukuri/akiyataisakusuisin/suishin.html） 

・「八潮市まちの景観と空家等の対策に関する協定」を締結しました 

（https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/machizukuri/akiyataisakusuisin/akiyakyoutei.html） 

41 
千葉県 

千葉市 

・空き家の有効活用 

（http://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseisaku/02_akiya-yukoukatsuyou.html） 

・空き家活用相談員の現地派遣を始めました 

（ http://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseisaku/10_akiyakatsuyousoudan-ha

ken.html） 

42 
千葉県 

銚子市 

・住まなくなった家を貸し出してみませんか。 

（https://www.city.choshi.chiba.jp/osirase/2015/akiyabank.html） 

・空き家を探しています 

（https://www.city.choshi.chiba.jp/sisei/kairan/files/27.7.1.02.pdf） 

43 
千葉県 

野田市 

・空家等の対策（特定空家等の寄附受入れ） 

（http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/anzen/bouhan/1000322.html） 

・野田市特定空家等寄附申出書 

（ http://www.city.noda.chiba.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/322/a

kiyakifumousidesyo.pdf） 

44 
東京都 

八王子市 

・八王子市空き家利活用促進整備補助金のご案内 

（http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/004/p014381.html） 

45 
東京都 

三鷹市 

・三鷹市空き家等調査報告書 

（http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/040/040460.html） 

46 
東京都 

青梅市 

・青梅市空家等活用支援事業 

（https://www.city.ome.tokyo.jp/jutaku/akiyyakatuyousienjigyou.html） 

・青梅市空家バンク 

（https://www.city.ome.tokyo.jp/jutaku/akiyabanku.html） 

47 
東京都 

町田市 

・町田市空家 0 計画を策定しました 

（ https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/akiyataisaku/keikakusaku

tei.html） 

・空家の不動産流通の促進に向けた取り組み 

（https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/akiyataisaku/hudousann.html） 

・空家対策の推進のための協定を締結しました 

（ https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/akiyataisaku/kyouteiteike

tu.html） 

48 
東京都 

小金井市 

・小金井市と地域の８団体が「小金井市における空き家の有効活用、適正管理等の推進

に関する協定」を締結しました 

（ https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/seisakukeikaku/machitoshi/jutaku_shien/akiy

asoudan.html） 

・市内の空き家を起業家の拠点に「空き家を地域に活かす事例勉強会」を開催します（平

成 27 年 11 月 16 日報道発表） 

（https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/461/pressrelease/h27/ko-tobenkyoukai.html） 

49 
東京都 

日野市 

・空き家を活用したい人・団体を募集します 

（http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/196,142969,351,2117,html）・ 

50 
東京都 

福生市 

・住宅建替促進のための空き家住宅除却助成事業 

（http://www.city.fussa.tokyo.jp/life/residence/house/1002899.html） 

・福生市住宅建替促進のための空き家住宅除却助成金交付要綱 

（ http://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/899/

m1cpmb0000036yaq.pdf） 

https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/machizukuri/akiyataisakusuisin/suishin.html
https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/machizukuri/akiyataisakusuisin/akiyakyoutei.html
http://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseisaku/02_akiya-yukoukatsuyou.html
http://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseisaku/10_akiyakatsuyousoudan-haken.html
http://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseisaku/10_akiyakatsuyousoudan-haken.html
https://www.city.choshi.chiba.jp/osirase/2015/akiyabank.html
https://www.city.choshi.chiba.jp/sisei/kairan/files/27.7.1.02.pdf
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/anzen/bouhan/1000322.html
http://www.city.noda.chiba.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/322/akiyakifumousidesyo.pdf
http://www.city.noda.chiba.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/322/akiyakifumousidesyo.pdf
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/004/p014381.html
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/040/040460.html
https://www.city.ome.tokyo.jp/jutaku/akiyyakatuyousienjigyou.html
https://www.city.ome.tokyo.jp/jutaku/akiyabanku.html
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/akiyataisaku/keikakusakutei.html
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/akiyataisaku/keikakusakutei.html
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/akiyataisaku/hudousann.html
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/akiyataisaku/kyouteiteiketu.html
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/akiyataisaku/kyouteiteiketu.html
https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/seisakukeikaku/machitoshi/jutaku_shien/akiyasoudan.html
https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/seisakukeikaku/machitoshi/jutaku_shien/akiyasoudan.html
https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/461/pressrelease/h27/ko-tobenkyoukai.html
http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/196,142969,351,2117,html
http://www.city.fussa.tokyo.jp/life/residence/house/1002899.html
http://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/899/m1cpmb0000036yaq.pdf
http://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/899/m1cpmb0000036yaq.pdf
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51 
神奈川県 

横浜市 

・横浜市空家等対策計画を策定しました！！ 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/akiya-akichi/keikaku/201602.html） 

・京浜急行電鉄×横浜市立大学×横浜市金沢区 空き家利活用プロジェクト始動！ 

（http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201606/20160603-006-23320.html） 

・空家の流通・活用の手引き」を策定しました！ 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/akiya-akichi/katsuyou-tebiki.pdf） 

・横浜市と東京地方税理士会が「空家等対策に関する協定」を締結 

（http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201701/20170130-040-24766.html） 

52 
神奈川県 

横須賀市 

・空き家活用に関する取り組みを推進～定住を促す魅力的な都市環境をつくります！ 

（https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4805/nagekomi/2016041901.html） 

・子育てファミリー等応援住宅バンク助成制度 

（https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4805/nagekomi/documents/tempu2.pdf） 

・学生シェア居住助成制度 

（https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4805/nagekomi/documents/tempu3.pdf） 

・社宅転用リフォーム助成制度 

（https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4805/nagekomi/documents/tempu4.pdf） 

53 
神奈川県 

鎌倉市 

・空き家空き店舗等情報登録制度 

（https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/fukushi/seisaku/kenkopln/akiya.html） 

・空き家空き店舗等情報登録制度（パンフレット） 

（https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/fukushi/seisaku/kenkopln/documents/panf.pdf） 

54 
神奈川県 

小田原市 

・小田原市空き家バンクについて 

（http://www.city.odawara.kanagawa.jp/lifeevent/residence/unoccupied-house/bank.html） 

・小田原市空き家バンク実施要綱 

（http://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/206054/1-20150327162748.pdf） 

55 
神奈川県 

茅ヶ崎市 

・空き家活用等マッチング制度とは 

（http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/machidukuri/1021649/1021619.html） 

・「住まい制度」ガイドブック 

（ http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/0

18/788/gaidobukku.pdf） 

56 
新潟県 

新潟市 

・平成 28 年度空き家活用リフォーム推進事業 

（https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/h28akiyasuishin.html） 

・地域提案型空き家活用事業 

（https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/tiikiteiangataakiy

a/index.html） 

57 
新潟県 
三条市 

・平成２８年度 三条市中心市街地空き家改修事業等補助金（新規出店事業） 

（http://www.city.sanjo.niigata.jp/chiikikeiei/page00150.html） 

58 
新潟県 

燕市 

・燕市空家等対策計画 

（http://www.city.tsubame.niigata.jp/lifeline/041001009.html） 

・燕市空き家・空き地活用バンク 

（http://www.city.tsubame.niigata.jp/lifeline/019001000.html） 

59 
富山県 

射水市 

・～空き家の購入費用を支援します！～ 「きららか射水住宅取得支援補助金」 

（http://www.city.imizu.toyama.jp/appupload/EDIT/029/029400.pdf） 

・～定住を目的として空き家を購入する方を支援します！～きららか射水移住支援事業

補助金制度 

（http://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svguidedtl.aspx?servno=9680） 

60 
石川県 

七尾市 

・空き家情報（空き家バンク） 

（https://www.city.nanao.lg.jp/nanaokurashi/myhome/aboutbank.html） 

・七尾市空き家情報登録活用制度実施要綱 

（ https://www.city.nanao.lg.jp/nanaokurashi/myhome/documents/nanaoshiakiyazyou

houtourokukatuyouseidozishiyoukou.pdf） 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/akiya-akichi/keikaku/201602.html
http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201606/20160603-006-23320.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/akiya-akichi/katsuyou-tebiki.pdf
http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201701/20170130-040-24766.html
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4805/nagekomi/2016041901.html
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4805/nagekomi/documents/tempu2.pdf
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4805/nagekomi/documents/tempu3.pdf
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4805/nagekomi/documents/tempu4.pdf
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/fukushi/seisaku/kenkopln/akiya.html
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/fukushi/seisaku/kenkopln/documents/panf.pdf
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/lifeevent/residence/unoccupied-house/bank.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/206054/1-20150327162748.pdf
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/machidukuri/1021649/1021619.html
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/018/788/gaidobukku.pdf
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/018/788/gaidobukku.pdf
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/h28akiyasuishin.html
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/tiikiteiangataakiya/index.html
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/tiikiteiangataakiya/index.html
http://www.city.sanjo.niigata.jp/chiikikeiei/page00150.html
http://www.city.tsubame.niigata.jp/lifeline/041001009.html
http://www.city.tsubame.niigata.jp/lifeline/019001000.html
http://www.city.imizu.toyama.jp/appupload/EDIT/029/029400.pdf
http://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svguidedtl.aspx?servno=9680
https://www.city.nanao.lg.jp/nanaokurashi/myhome/aboutbank.html
https://www.city.nanao.lg.jp/nanaokurashi/myhome/documents/nanaoshiakiyazyouhoutourokukatuyouseidozishiyoukou.pdf
https://www.city.nanao.lg.jp/nanaokurashi/myhome/documents/nanaoshiakiyazyouhoutourokukatuyouseidozishiyoukou.pdf
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61 
石川県 

小松市 

・空き家有効活用家賃補助金制度 

（http://www.city.komatsu.lg.jp/6718.htm） 

・空き家有効活用奨励金制度 

（http://www.city.komatsu.lg.jp/6716.htm） 

62 
福井県 

福井市 

・Ｕ・Ｉターン世帯空き家取得・家賃支援 

（http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/hojyo/kurasi/ui_akiya.html） 

・空き家流通アドバイザー派遣事業 

（http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/akiyataisaku/akiya_ad.html） 

63 
福井県 

越前市 

・越前市空き家解体支援事業補助金制度 

（http://www.city.echizen.lg.jp/office/070/040/teijyu/akiya.html） 

・越前市おうちナビ 

（http://www.echizen-ouchinavi.jp/） 

64 
福井県 

坂井市 

・坂井市空家取得支援事業 

（ http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/toshi-keikaku/kurashi/sumai/sumai/hojo/teiju-aki

ya.html） 

・坂井市空家改修支援事業 

（ http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/toshi-keikaku/kurashi/sumai/sumai/hojo/akiya-re

form.html） 

65 
山梨県 

甲府市 

・甲府市まちなか不動産バンク 

（http://www.city.kofu.yamanashi.jp/shigaichi/shise/shisaku/machi/toshi/bank.html） 

・甲府市空き家バンク 

（http://www.city.kofu.yamanashi.jp/nanboku/machi/sumai/kekaku/aki.html） 

66 
長野県 

長野市 

・長野市空き家バンク及び中山間地域空き家改修等補助について 

（https://www.city.nagano.nagano.jp/site/iju/121567.html） 

・中山間地域空き家改修等補助事業の概要 

（https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/94719.pdf） 

67 
長野県 

須坂市 

・空き家バンク見学会！２月２６日（日） 

（http://www.city.suzaka.nagano.jp/kurasuzaka/event.php?id=101） 

・３月４日（土）空き家見学会＆仕事（企業、就職相談） 

（http://www.city.suzaka.nagano.jp/kurasuzaka/event.php?id=102） 

68 
岐阜県 

高山市 

・移住希望者向け空き家バンク 

（http://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1003917/1003924.html） 

・飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金 

（http://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1003917/1003942.html） 

69 
岐阜県 

多治見市 

・多治見市郊外空き家再生補助事業（平成 28 年 4 月 1 日から） 

（http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/toshikekaku/kekaku/jutakushisaku/） 

・多治見市郊外空き家再生補助事業のご案内 

（ http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/toshikekaku/kekaku/jutakushisaku/documents

/20160816akiyahojo-pr.pdf） 

70 
岐阜県 

各務原市 

・DIY 型空き家リノベーション事業 

（http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/sumai/017180.html） 

・暮らし DIY リノベ 

（http://kakamigahara-diyrenovation.com/） 

71 
静岡県 

静岡市 

・静岡市空き家情報バンクを開始しました！ 

（http://www.city.shizuoka.jp/412_000029.html） 

72 
愛知県 

瀬戸市 

・瀬戸市空家等対策計画～せとで住もまいプロジェクト～ 

（https://seto-life.jp/measure/project/） 

・瀬戸市空家等対策計画～せとで住もまいプロジェクト～を策定しました。 

（http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2016032300085/） 

http://www.city.komatsu.lg.jp/6718.htm
http://www.city.komatsu.lg.jp/6716.htm
http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/hojyo/kurasi/ui_akiya.html
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/akiyataisaku/akiya_ad.html
http://www.city.echizen.lg.jp/office/070/040/teijyu/akiya.html
http://www.echizen-ouchinavi.jp/
http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/toshi-keikaku/kurashi/sumai/sumai/hojo/teiju-akiya.html
http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/toshi-keikaku/kurashi/sumai/sumai/hojo/teiju-akiya.html
http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/toshi-keikaku/kurashi/sumai/sumai/hojo/akiya-reform.html
http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/toshi-keikaku/kurashi/sumai/sumai/hojo/akiya-reform.html
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/shigaichi/shise/shisaku/machi/toshi/bank.html
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/nanboku/machi/sumai/kekaku/aki.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/site/iju/121567.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/94719.pdf
http://www.city.suzaka.nagano.jp/kurasuzaka/event.php?id=101
http://www.city.suzaka.nagano.jp/kurasuzaka/event.php?id=102
http://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1003917/1003924.html
http://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1003917/1003942.html
http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/toshikekaku/kekaku/jutakushisaku/
http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/toshikekaku/kekaku/jutakushisaku/documents/20160816akiyahojo-pr.pdf
http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/toshikekaku/kekaku/jutakushisaku/documents/20160816akiyahojo-pr.pdf
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/sumai/017180.html
http://kakamigahara-diyrenovation.com/
http://www.city.shizuoka.jp/412_000029.html
https://seto-life.jp/measure/project/
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2016032300085/
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73 
愛知県 

春日井市 

・春日井市空き家等対策計画 

（ http://www.city.kasugai.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/027/134/kasug

ai_akiya_keikaku.pdf） 

・シルバー人材センター空き家見回り事業 

（http://www.city.kasugai.lg.jp/gomi/27182/027185.html） 

74 
三重県 
四日市市 

・住み替え支援制度 四日市市空き家バンク 

（http://www.city.yokkaichi.mie.jp/city-planning/akb/） 

75 
滋賀県 
彦根市 

・空き家の所有者等への指導について 

（http://www.city.hikone.shiga.jp/0000007895.html） 

76 
滋賀県 

高島市 

・そうだ！高島で暮らそう！～高島市空き家紹介システムのご案内～ 

（http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1364358681852/index.html） 

・高島市空き家紹介システムの概要 

（http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1364358681852/files/akiya01.pdf） 

77 
京都府 

京都市 

・京都市空き家対策のフェイスブックページもできました「京都市あきやん情報局」 

（https://www.facebook.com/akiyankyoto） 

・『空き家の便利帳』について 

（http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000181061.html） 

・「おしかけ講座」について 

（http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000167926.html） 

・京都市空き家活用・流通支援専門家派遣制度について 

（http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000168674.html） 

・補助金を利用した空き家の活用事例集 

（http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000168/168988/zirei.pdf） 

・京都市地域連携型空き家流通促進事業（空き家×地域まちづくり応援事業） 

（http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000196840.html） 

78 
大阪府 
大阪市 

・大阪市内における空家等の活用の事例集を作成しました。 

（http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000337763.html） 

79 
大阪府 
堺市 

・戸建て住宅ストックの活用 

（http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/senbokusaisei/stock/index.html） 

80 
大阪府 

東大阪市 

・管理不全な空き家に係る緊急措置協力業者登録制度 

（http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000013604.html） 

・東大阪市管理不全な空き家に係る緊急措置協力業者登録要綱 

（http://www.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/contents/0000013/13604/akiya_youkou.pdf） 

81 
兵庫県 

神戸市 

・神戸市空家等対策計画 

（ http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/img/akiyataisa

kukeikaku.pdf） 

・神戸市空家空地対策の推進に関する条例(公布文) 

（ http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/rule/h280628jyourei

kouhubun.pdf） 

・「神戸市空家空地対策の推進に関する条例（逐条解説）」について 

（http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/jyoureitikujyou.pdf） 

・「特定類似空家等判断基準」について 

（http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/tokuteiruijikijyun.pdf） 

・「特定類似空家等の例」について 

（http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/ruijiakiyarei.pdf） 

・「特定空地等判断基準」について 

（http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/akitihandankijun.pdf） 

・「特定空地等の例」について 

（http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/akitirei.pdf） 

 

http://www.city.kasugai.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/027/134/kasugai_akiya_keikaku.pdf
http://www.city.kasugai.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/027/134/kasugai_akiya_keikaku.pdf
http://www.city.kasugai.lg.jp/gomi/27182/027185.html
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/city-planning/akb/
http://www.city.hikone.shiga.jp/0000007895.html
http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1364358681852/index.html
http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1364358681852/files/akiya01.pdf
https://www.facebook.com/akiyankyoto
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000181061.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000167926.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000168674.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000168/168988/zirei.pdf
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000196840.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000337763.html
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/senbokusaisei/stock/index.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000013604.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/contents/0000013/13604/akiya_youkou.pdf
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/img/akiyataisakukeikaku.pdf
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/img/akiyataisakukeikaku.pdf
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/rule/h280628jyoureikouhubun.pdf
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/rule/h280628jyoureikouhubun.pdf
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/jyoureitikujyou.pdf
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/tokuteiruijikijyun.pdf
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/ruijiakiyarei.pdf
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/akitihandankijun.pdf
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/akitirei.pdf
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82 
兵庫県 

姫路市 

・空き家改修支援事業のご案内 

（http://www.city.himeji.lg.jp/s70/2212632/_36840/_37776.html） 

・姫路市空き家バンクについて 

（http://www.city.himeji.lg.jp/s70/2212632/_36840/_35197.html） 

83 
兵庫県 

尼崎市 

・老朽危険空家等対策に関することについて 

（http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/tosi_seibi/izi_hozen/035425.html） 

・略式代執行による除却について 

（ http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/035/425

/siryou.pdf） 

・略式代執行に伴う公告について 

（ http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/035/425

/koukoku.pdf） 

84 
兵庫県 

西宮市 

・空き家等公益利用情報提供事業（コミュニティ活動を利用目的とした空き家・空き室情

報バンク） 

（http://www.nishi.or.jp/print/0003772400030002900244.html） 

・西宮市空き家等公益利用情報提供事業実施要綱 

（http://www.nishi.or.jp/media/2016/160428kouekiriyoujyouhouyoukou.pdf） 

85 
兵庫県 

伊丹市 

・空家等対策について 

（ http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/KENTIKUSIDO/itamishi_akiy

atou_taisakukyougikai/） 

・空き家で困らないために（チラシ） 

（http://www.city.itami.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/54/akiyathirashi.pdf） 

86 
兵庫県 

豊岡市 

・市内の空き店舗・空き家を使って開業する方を支援します 

（http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1432513084084/index.html） 

・豊岡市「空き家バンク」制度を廃止・移行します 

（http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1474870899471/index.html） 

87 
奈良県 
奈良市 

・奈良市空き家・町家バンクホームページを開設しました 

（http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1449549543650/index.html） 

・「奈良市空き家・町家バンク活用住宅支援補助金」のご案内 

（http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1454283441694/index.html） 

・奈良市空き家・町家バンク活用住宅支援補助金（改修） 

（http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1454494012912/index.html） 

・奈良市空き家・町家バンク活用住宅支援補助金（荷物撤去） 

（http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1454495622474/index.html） 

・「奈良市空き家・町家バンク活用住宅支援補助金（住宅購入）」 

（http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1454289315168/index.html） 

88 
和歌山県 
和歌山市 

・空家を活用した三世代同居・近居に係る補助金の交付事業 

（ http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/sumai_jyougesuidou/1001110/10

10373/1011657.html） 

89 
和歌山県 
田辺市 

・移住推進に活用する空き家登録にご協力ください 

（http://www.city.tanabe.lg.jp/sanson/akiya.html） 

90 
鳥取県 

鳥取市 

・空き家情報 

（http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190789765413/index.html） 

・「鳥取市空き家情報」の取り扱いについて 

（ http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190789765413/activesqr/common/ot

her/5847d468002.pdf） 

91 
鳥取県 
米子市 

・空き家古民家情報を教えてください！（募集は終了しました） 

（http://www.city.yonago.lg.jp/5157.htm） 

http://www.city.himeji.lg.jp/s70/2212632/_36840/_37776.html
http://www.city.himeji.lg.jp/s70/2212632/_36840/_35197.html
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/tosi_seibi/izi_hozen/035425.html
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/035/425/siryou.pdf
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/035/425/siryou.pdf
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/035/425/koukoku.pdf
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/035/425/koukoku.pdf
http://www.nishi.or.jp/print/0003772400030002900244.html
http://www.nishi.or.jp/media/2016/160428kouekiriyoujyouhouyoukou.pdf
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/KENTIKUSIDO/itamishi_akiyatou_taisakukyougikai/
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/KENTIKUSIDO/itamishi_akiyatou_taisakukyougikai/
http://www.city.itami.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/54/akiyathirashi.pdf
http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1432513084084/index.html
http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1474870899471/index.html
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1449549543650/index.html
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1454283441694/index.html
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1454494012912/index.html
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1454495622474/index.html
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1454289315168/index.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/sumai_jyougesuidou/1001110/1010373/1011657.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/sumai_jyougesuidou/1001110/1010373/1011657.html
http://www.city.tanabe.lg.jp/sanson/akiya.html
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190789765413/index.html
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190789765413/activesqr/common/other/5847d468002.pdf
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190789765413/activesqr/common/other/5847d468002.pdf
http://www.city.yonago.lg.jp/5157.htm
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92 
島根県 
出雲市 

・定住支援情報（いずも空き家バンク） 

（http://izumonakurashi.jp/teiju/） 

93 
岡山県 

岡山市 

・空家等適正管理支援事業（リフォーム）〔地域活性化〕 

（http://www.city.okayama.jp/toshi/jutaku/jutaku_00250.html） 

・空家等適正管理支援事業（除却）〔地域活性化〕 

（http://www.city.okayama.jp/toshi/jutaku/jutaku_00251.html） 

94 
岡山県 

玉野市 

・玉野市空き家改修事業補助制度 

（http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014021000404/） 

・玉野市空き家改修事業補助金交付要綱 

（http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014021000404/files/koufuyoukou.pdf） 

95 
広島県 

呉市 

・呉市空き家バンク トップページ 

（https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/46/akiyabankutopepezi.html） 

・危険空き家の除却に助成（危険建物除却促進事業） 

（https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/22/index13.html） 

・呉市空き家家財道具等処分支援事業 

（https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/46/akiyakazaidougusyobun.html） 

96 
広島県 
福山市 

・福山市空家等対策計画 

（http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/78186.pdf） 

97 
広島県 

三次市 

・三次市空き家購入サポート事業補助金 

（http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/teijyu_m/oasis_miyoshi/news__2.html） 

・三次市空き家購入サポート事業補助金交付要綱 

（http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/data/open/cnt/3/11029/1/suport.pdf） 

・運用マニュアル 

（http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/data/open/cnt/3/11029/1/manual-saport.pdf） 

98 
山口県 
下関市 

・下関市の空き家対策について 

（http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1447206654707/index.html） 

・下関市空家等対策計画 

（http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1447206654707/files/keikaku.pdf） 

・パンフレット（空き家のお手入れやっちょる～？） 

（http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1447206654707/files/6-1akiyapanfu1.pdf） 

・パンフレット（住宅をお持ちのみなさまへ） 

（http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1447206654707/files/6-2akiyapanfu2.pdf） 

・空き家管理・流通促進支援事業補助金について 

（http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1441074490013/index.html） 

99 
山口県 

宇部市 

・宇部市空き家家財撤去費助成金 

（http://www.city.ube.yamaguchi.jp/boshuu/sougou_seisaku/akiyakazaitekkyo.html） 

・空き家の利活用 

（http://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/uij/akiya.html） 

100 
徳島県 

鳴門市 

・老朽危険空き家除却支援事業 

（http://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/sumai/joho/sumai/rokyu.html） 

・鳴門市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱 

（http://www.city.naruto.tokushima.jp/_files/00080965/yoko_akiya.pdf） 

101 
香川県 

高松市 

・空き家等対策トップページ 

（https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/25794s.html） 

・高松市における総合的な空き家等対策の取組方針 

（https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/25794_L13_houshin.pdf） 

・高松市空家等対策計画 

（https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/25794_L14_keikaku.pdf） 

http://izumonakurashi.jp/teiju/
http://www.city.okayama.jp/toshi/jutaku/jutaku_00250.html
http://www.city.okayama.jp/toshi/jutaku/jutaku_00251.html
http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014021000404/
http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014021000404/files/koufuyoukou.pdf
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/46/akiyabankutopepezi.html
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/22/index13.html
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/46/akiyakazaidougusyobun.html
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/78186.pdf
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/teijyu_m/oasis_miyoshi/news__2.html
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/data/open/cnt/3/11029/1/suport.pdf
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/data/open/cnt/3/11029/1/manual-saport.pdf
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1447206654707/index.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1447206654707/files/keikaku.pdf
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1447206654707/files/6-1akiyapanfu1.pdf
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1447206654707/files/6-2akiyapanfu2.pdf
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1441074490013/index.html
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/boshuu/sougou_seisaku/akiyakazaitekkyo.html
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/uij/akiya.html
http://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/sumai/joho/sumai/rokyu.html
http://www.city.naruto.tokushima.jp/_files/00080965/yoko_akiya.pdf
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/25794s.html
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/25794_L13_houshin.pdf
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/25794_L14_keikaku.pdf
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102 
香川県 

さぬき市 

・老朽危険空き家除却支援事業 

（http://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/superannuation_danger_unoccupied_hous

e_removal） 

・さぬき市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱 

（ http://www.city.sanuki.kagawa.jp/wp-content/uploads/2015/07/hojyokinkouhuyou

kou_roukyuukikenakiyajyokyakusien.pdf） 

103 
愛媛県 

宇和島市 

・宇和島市～空き家の基礎知識 

（https://www.city.uwajima.ehime.jp/site/teijyu/syoukou4.html） 

・宇和島市空き家紹介～空き家紹介に関する注意 

（https://www.city.uwajima.ehime.jp/site/teijyu/syoukou5.html） 

104 
高知県 

高知市 

・高知市老朽住宅除却事業の受付について 

（http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/58/roukyuh271011.html） 

・老朽住宅除却事業パンフレット 

（http://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachment/48177.pdf） 

105 
福岡県 

北九州市 

・老朽空き家等除却促進事業 

（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07200004.html） 

・北九州市老朽空き家等除却促進事業補助金交付要綱 

（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000736855.pdf） 

106 
福岡県 

大牟田市 

・「特集 生まれ変わる空き家が地域をつなぐ」（広報おおむた 2015年3月1日号<№1154>） 

（http://www.city.omuta.lg.jp/kouhou-web/15-03-01/tokusyu_01.htm） 

・大牟田市空き地及び空家等対策審議会について 

（http://www.city.omuta.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=8383） 

107 
福岡県 
宗像市 

・古家購入建替え補助制度 

（http://munakata-live.com/support10.html） 

108 
佐賀県 

佐賀市 

・空き家バンク制度のご案内 

（https://www.city.saga.lg.jp/main.php/4177.html） 

・佐賀市空き家バンク制度要綱 

（ https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s25557_20101018074

459.pdf） 

・空き家改修費助成制度について 

（https://www.city.saga.lg.jp/main.php/14606.html） 

109 
長崎県 

長崎市 

・長崎市空き家・空き地情報バンク 

（http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/620000/629004/p028411.html） 

・老朽危険空き家除却費補助金 

（http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/620000/625000/p004268.html） 

110 
長崎県 

佐世保市 

・老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金 

（http://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/kentiku/rokyu.html） 

・補助のイメージ図 

（http://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/kentiku/documents/h28image.pdf） 

111 
熊本県 

熊本市 

・空家所有者の方へ 空家の活用などの相談ができます 

（https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=12265&e_id=1） 

・空家活用など相談窓口のご案内 

（ https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=12265&sub_i

d=2&flid=82484） 

112 
熊本県 

八代市 

・危険空き家の解体費用の一部を補助します 

（http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0031684/index.html） 

・事業のお知らせ（〜 老朽化し危険な空き家の解体を応援します。 〜） 

（http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0031684/3_1684_2927_up_itoe1sk8.pdf） 

・八代市老朽危険空き家等除却推進事業 補助制度利用の手引き（平成 28 年度版） 

（http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0031684/3_1684_3150_up_w5asvcek.pdf） 

http://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/superannuation_danger_unoccupied_house_removal
http://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/superannuation_danger_unoccupied_house_removal
http://www.city.sanuki.kagawa.jp/wp-content/uploads/2015/07/hojyokinkouhuyoukou_roukyuukikenakiyajyokyakusien.pdf
http://www.city.sanuki.kagawa.jp/wp-content/uploads/2015/07/hojyokinkouhuyoukou_roukyuukikenakiyajyokyakusien.pdf
https://www.city.uwajima.ehime.jp/site/teijyu/syoukou4.html
https://www.city.uwajima.ehime.jp/site/teijyu/syoukou5.html
http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/58/roukyuh271011.html
http://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachment/48177.pdf
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07200004.html
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000736855.pdf
http://www.city.omuta.lg.jp/kouhou-web/15-03-01/tokusyu_01.htm
http://www.city.omuta.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=8383
http://munakata-live.com/support10.html
https://www.city.saga.lg.jp/main.php/4177.html
https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s25557_20101018074459.pdf
https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s25557_20101018074459.pdf
https://www.city.saga.lg.jp/main.php/14606.html
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/620000/629004/p028411.html
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/620000/625000/p004268.html
http://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/kentiku/rokyu.html
http://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/kentiku/documents/h28image.pdf
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=12265&e_id=1
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=12265&sub_id=2&flid=82484
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=12265&sub_id=2&flid=82484
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0031684/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0031684/3_1684_2927_up_itoe1sk8.pdf
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0031684/3_1684_3150_up_w5asvcek.pdf
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№ 自治体名 
空き家等対策計画、各種補助制度等 

（ホームページ URL） 

113 
大分県 

大分市 

・「大分市空家等対策計画」を策定しました 

（http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1482739069719/） 

・「大分市空家等対策計画」 

（http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1482739069719/files/keikaku-zennbunn.pdf） 

・公益社団法人大分市シルバー人材センターと空家等の適正な管理の推進に関する協

定を締結しました 

（http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1443572168865/index.html） 

114 
大分県 
別府市 

・別府市空き家バンク 

（https://www.city.beppu.oita.jp/sisei/ijyuu/detail2.html） 

115 
宮崎県 

宮崎市 

・『宮崎市空き家等対策基本計画』を策定しました 

（http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/architecture/building/akiya.html） 

・『宮崎市空き家等対策基本計画』 

（http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/20219/kihon.pdf） 

・空き家に関する情報提供（宮崎市空き家バンク） 

（http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/house/dwelling/80647.html） 

116 
宮崎県 

都城市 

・移住者向けの空き家リフォーム等補助金 

（http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=150825075522） 

・都城市空き家等情報バンク制度 

（http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=150716234546） 

117 
鹿児島県 

鹿児島市 

・老朽建築・空き家等対策 

（http://www.city.kagoshima.lg.jp/machizukuri/kaihatsu/kenchiku/rokyu/index.html） 

・危険空家解体工事補助事業 

（http://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/machizukuri/kaihatsu/

kenchiku/rokyu/hojo.html） 

118 
鹿児島県 

鹿屋市 

・空き家バンクへの登録前に利用可能な補助金 

（http://www.e-kanoya.net/htmbox/chiiki/ijyuu/hojyokin.html） 

・鹿屋市空き家バンク登録物件改修事業補助金交付要綱（改修費補助） 

（http://www.e-kanoya.net/htmbox/chiiki/ijyuu/data/kaisyuu.pdf） 

・鹿屋市空き家バンク活用促進事業補助金交付要綱（家具等処分支援補助） 

（http://www.e-kanoya.net/htmbox/chiiki/ijyuu/data/kagusyobun.pdf） 

・鹿屋市空き家バンク活用者支援事業補助金交付要綱（家賃・車両燃料費等） 

（http://www.e-kanoya.net/htmbox/chiiki/ijyuu/data/teijyuusien.pdf） 

119 
鹿児島県 

霧島市 

・霧島市空き家バンク制度を始めました 

（http://www.city-kirishima.jp/kyodo/shise/ijuteju/akiya/akiyabankhajimemasita.html） 

・霧島市空き店舗等ストックバンク事業 

（ http://www.city-kirishima.jp/shoukoushinkou/machizukuri/shokogyo/akitenpo/stoc

kbank/kirishimashi.html） 

・霧島市空き店舗等活用賑わい創出支援事業補助金 

（ http://www.city-kirishima.jp/shoukoushinkou/machizukuri/shokogyo/akitenpo/hojo

kin.html） 

120 
沖縄県 

那覇市 

・『那覇市住宅ストック活用モデル事業』参加者募集について 

（http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/kensetuk/osirase/h28moderuzigyou.html） 

・まちなかの空き家活用推進します。（チラシ） 

（http://www.city.naha.okinawa.jp/cms/kakuka/kensetuk/osirase/zigyo-tirasi.pdf） 

・リノベーションまちづくりでまちなかに暮らそう～空き家・空室活用のすすめ（チラシ） 

（http://www.city.naha.okinawa.jp/cms/kakuka/kensetuk/osirase/H28ri-huretto.pdf） 

 

http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1482739069719/
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1482739069719/files/keikaku-zennbunn.pdf
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1443572168865/index.html
https://www.city.beppu.oita.jp/sisei/ijyuu/detail2.html
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/architecture/building/akiya.html
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/20219/kihon.pdf
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/house/dwelling/80647.html
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=150825075522
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=150716234546
http://www.city.kagoshima.lg.jp/machizukuri/kaihatsu/kenchiku/rokyu/index.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/machizukuri/kaihatsu/kenchiku/rokyu/hojo.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/machizukuri/kaihatsu/kenchiku/rokyu/hojo.html
http://www.e-kanoya.net/htmbox/chiiki/ijyuu/hojyokin.html
http://www.e-kanoya.net/htmbox/chiiki/ijyuu/data/kaisyuu.pdf
http://www.e-kanoya.net/htmbox/chiiki/ijyuu/data/kagusyobun.pdf
http://www.e-kanoya.net/htmbox/chiiki/ijyuu/data/teijyuusien.pdf
http://www.city-kirishima.jp/kyodo/shise/ijuteju/akiya/akiyabankhajimemasita.html
http://www.city-kirishima.jp/shoukoushinkou/machizukuri/shokogyo/akitenpo/stockbank/kirishimashi.html
http://www.city-kirishima.jp/shoukoushinkou/machizukuri/shokogyo/akitenpo/stockbank/kirishimashi.html
http://www.city-kirishima.jp/shoukoushinkou/machizukuri/shokogyo/akitenpo/hojokin.html
http://www.city-kirishima.jp/shoukoushinkou/machizukuri/shokogyo/akitenpo/hojokin.html
http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/kensetuk/osirase/h28moderuzigyou.html
http://www.city.naha.okinawa.jp/cms/kakuka/kensetuk/osirase/zigyo-tirasi.pdf
http://www.city.naha.okinawa.jp/cms/kakuka/kensetuk/osirase/H28ri-huretto.pdf
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８ 文献等の調査（主要参考文献、自治体ウェブサイト等） 

○「平成 25 年住宅・土地統計調査（確報集計）」（平成 25 年 2 月 総務省統計局）  

（http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/gaiyou.htm） 

○「平成 26 年空家実態調査 集計結果」（平成 27 年 11 月 国土交通省住宅局） 

（http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000088.html） 

○「平成 26 年空家実態調査 調査結果の概要」（平成 27 年 11 月 国土交通省住宅局） 

（http://www.mlit.go.jp/common/001109892.pdf） 

○「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」（平成 28 年 5 月 国土交通省住宅局） 

（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html） 

○「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について」（平成 27

年 5 月 国土交通省住宅局） 

（http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000100.html） 

○「空き家対策ガイドライン本編１」（平成 26 年 2 月 兵庫県地域住宅政策協議会）  

（https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/ju-so-kei/documents/akiya_guideline_honpen_1.pdf） 

○「空き家対策に係る対応指針」（平成 24 年 10 月 山形県空き家対策検討会）  

（http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180001/akiyataisaku/akiyahonbun1.pdf） 

○「鹿児島県空き家対策マニュアル【空き家問題への進め方と取組事例】」（平成28年 4月 鹿児

島県建築・住宅行政連絡協議会）  

（https://www.pref.kagoshima.jp/ah14/kurashi-kankyo/sumai/info/akiya_kanri/documents/4

4621_20160503155755-1.pdf） 

○「やまがたの空き家対策の手引き」（平成 27 年 3 月 山形県県土整備部）  

（http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180032/tochi/akiyatebiki/tebiki01.pdf） 

○「空き家の有効活用等に関する情報提供」（国土交通省） 

（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000042.html） 

○「空き家の現状と課題」（国土交通省） 

（http://www.mlit.go.jp/common/001125948.pdf） 

○「地方公共団体等の取組み事例」（国土交通省） 

（http://www.mlit.go.jp/common/001125950.pdf） 

○「Ｑ＆Ａ 自治体のための空家対策ハンドブック（西口 元、秋山一弘、帖佐直美、霜垣慎治／

共著）」（平成２８年３月発行 株式会社ぎょうせい）  

○「よくわかる空き家対策と特措法の手引き 空き家のないまちへ（弁護士法人リレーション／編

著）」（平成２７年１２月発行 日本加除出版株式会社）  

○「地域づくり別冊 平成２７年度地域活性化事例集～空き家・空き店舗への特色ある対応～」

（平成２８年１月 一般財団法人 地域活性化センター 編集・発行）  

 

http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/gaiyou.htm
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000088.html
http://www.mlit.go.jp/common/001109892.pdf
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000100.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/ju-so-kei/documents/akiya_guideline_honpen_1.pdf
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180001/akiyataisaku/akiyahonbun1.pdf
https://www.pref.kagoshima.jp/ah14/kurashi-kankyo/sumai/info/akiya_kanri/documents/44621_20160503155755-1.pdf
https://www.pref.kagoshima.jp/ah14/kurashi-kankyo/sumai/info/akiya_kanri/documents/44621_20160503155755-1.pdf
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180032/tochi/akiyatebiki/tebiki01.pdf
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000042.html
http://www.mlit.go.jp/common/001125948.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001125950.pdf
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（１）空き家の解体・除却に関する事例 

○「前橋市空家対策補助制度を実施しています」（群馬県前橋市） 

（http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p014998.html） 

○「新上五島町老朽危険空き家除却費補助事業について」（長崎県新上五島町） 

（http://official.shinkamigoto.net/goto_full.php?eid=00607&g3=1&ccid6=c6x00022x0&bcid=100） 

○「古家購入建替え補助制度」（福岡県宗像市） 

（http://munakata-live.com/support10.html） 

○「空き家の解体費用を補助します」（石川県七尾市） 

（http://www.city.nanao.lg.jp/toshikenchiku/kurashi/sumai/sumai/akiyakaitai.html） 

○「旭川市不良空き家住宅除却費補助制度」（北海道旭川市） 

（http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053128.html） 

○「特定空家等に対する代執行による解体・撤去について」（北海道室蘭市） 

（http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/akiya-daisikkou.html） 

○「全国初、「空家対策特別措置法」完全施行後、所有者が特定される特定空家等に対する行政

代執行を実施」（東京都葛飾区） 

（http://www.city.katsushika.lg.jp/information/kouho/1005541/1010757.html） 

○「福井県空き家対策マニュアルについて」（福井県） 

（https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/akiyamanyuaru2.html） 

○「特定空家等に対する代執行による解体・撤去について」（群馬県前橋市） 

（http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p015727.html） 

○「老朽危険空き家の寄付を受け付けます 鶴岡市中心市街地居住促進事業」（山形県鶴岡市） 

（https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/sumai/kenthiku150428.html） 

 

（２）空き家の利活用に関する事例 

○「南山城村空き家バンクのご案内」（京都府南山城村） 

（http://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=1383） 

○「村上市空き家バンク」（新潟県村上市） 

（http://www.city.murakami.lg.jp/site/akiya-bank/） 

○「竹田市 移住・定住支援サイト 竹田市空き家バンク」（大分県竹田市） 

（https://www.city.taketa.oita.jp/nouson/live/empty/bank/?action=list） 

○「空き家対策」（山形県天童市） 

（http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/akiyataisaku.html） 

○「呉市空き家家財道具等処分支援事業」（広島県呉市） 

（https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/46/akiyakazaidougusyobun.html） 

○「空家等対策」（埼玉県深谷市） 

（http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/jiti/tanto/akiya/1455528209668.html） 

http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p014998.html
http://official.shinkamigoto.net/goto_full.php?eid=00607&g3=1&ccid6=c6x00022x0&bcid=100
http://munakata-live.com/support10.html
http://www.city.nanao.lg.jp/toshikenchiku/kurashi/sumai/sumai/akiyakaitai.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053128.html
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/akiya-daisikkou.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/information/kouho/1005541/1010757.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/akiyamanyuaru2.html
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/279/p015727.html
https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/sumai/kenthiku150428.html
http://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=1383
http://www.city.murakami.lg.jp/site/akiya-bank/
https://www.city.taketa.oita.jp/nouson/live/empty/bank/?action=list
http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/akiyataisaku.html
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/46/akiyakazaidougusyobun.html
http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/jiti/tanto/akiya/1455528209668.html
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○「新潟市平成 28 年度空き家活用リフォーム推進事業」（新潟県新潟市） 

（https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/h28akiyasuishin.html） 

○「平成 28 年度版 定住ガイドブック」（大分県豊後高田市） 

（http://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01348.html） 

○「空き家バンク」（大分県豊後高田市） 

（http://www.city.bungotakada.oita.jp/shigai/akiyabankkanren/index.html） 

○「こたけ創造舎のご案内」（福岡県小竹町） 

（http://town.kotake.lg.jp/migration/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&type=top&id=1110） 

○「空き家相談事業」（新潟県宅地建物取引業協会） 

（http://www.niigata-takken-akiya.jp/） 

○「やまがた空き家利活用相談窓口」（山形県空き家活用支援協議会） 

（http://akiya.pref.yamagata.jp/） 

○「マンガ家創業・雇用支援シェアハウスモデル事業」（新潟県新潟市） 

（http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/mangaanime_mati/manga-syeahausu.html） 

○「～UIJ ターンの更なる促進のための取組み～市街化調整区域内の空き家の賃貸を可能とす

る特例を創設！」（山口県） 

（http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18800/kaihatu/kaihatu15.html） 

○「市街化調整区域で“住”むこと」（福岡県福岡市） 

（http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/chiikikeikaku/chikeihp/topics/shigaikachouseikuiki_leaflet.html） 

○「高崎市空き家緊急総合対策について」（群馬県高崎市） 

（https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014060600030/） 

○「「こども食堂」事業」（一般社団法人つくろい東京ファンド） 

（http://tsukuroi.tokyo/kodomoshokudou/） 

○「「地方創生に向けた事例集 佐賀県」-住民の発案から生まれた地域コミュニティ「空き家・空き

店舗を活用した地域再生 佐賀県江北町」」（内閣府） 

（http://www.cao.go.jp/chihousousei_info/jireisyu/saga/saga.html） 

○「空き家を活用したグループハウスを設置・運営する事業者を募集」（兵庫県） 

（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/group-house.html） 

○「まちなかパワーアップ空き店舗等活用事業補助金について」（長野県長野市） 

（https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/sangyou/87276.html） 

○「益田市内にある「お試し暮らし体験施設」」（島根県益田市） 

（https://www.city.masuda.lg.jp/site/teiju/25.html） 

○「くらしまねっと」（公益財団法人ふるさと島根定住財団） 

（http://www.kurashimanet.jp/lifestyle/support/experience/ijyuseikatu/） 

○「福知山市空店舗等ストックバンク制度」（京都府福知山市） 

（http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/work/entries/001006.html） 

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/jukankyo/03sumai/h28akiyasuishin.html
http://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01348.html
http://www.city.bungotakada.oita.jp/shigai/akiyabankkanren/index.html
http://town.kotake.lg.jp/migration/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&type=top&id=1110
http://www.niigata-takken-akiya.jp/
http://akiya.pref.yamagata.jp/
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/mangaanime_mati/manga-syeahausu.html
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18800/kaihatu/kaihatu15.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/chiikikeikaku/chikeihp/topics/shigaikachouseikuiki_leaflet.html
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014060600030/
http://tsukuroi.tokyo/kodomoshokudou/
http://www.cao.go.jp/chihousousei_info/jireisyu/saga/saga.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/group-house.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/sangyou/87276.html
https://www.city.masuda.lg.jp/site/teiju/25.html
http://www.kurashimanet.jp/lifestyle/support/experience/ijyuseikatu/
http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/work/entries/001006.html
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（３）その他の参考事例、参考情報等 

○「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況について （平成２８年１０月１日時点）」

（国土交通省） 

（http://www.mlit.go.jp/common/001157388.pdf） 

○「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 国土交通省住宅局） 

（http://www.mlit.go.jp/common/001090470.pdf） 

○「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）【概

要】」（平成 27 年 5 月 国土交通省住宅局） 

（http://www.mlit.go.jp/common/001090477.pdf） 

○「豊島区空き家実態調査」（東京都豊島区） 

（http://www.city.toshima.lg.jp/310/machizukuri/sumai/kekaku/027308.html） 

○「地方公共団体における空家調査の手引き（Ver.1）」（平成 24 年 6 月 国土交通省） 

（http://www.mlit.go.jp/common/001125954.pdf） 

○「平成 29 年 2 月 3 日「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一

部を改正する法律案」を閣議決定」（国土交通省） 

（http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000165.html） 

○「やまがたの空き家対策の手引き」（平成 27 年 3 月 山形県県土整備部）  

（http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180032/tochi/akiyatebiki/tebiki01.pdf） 

○「既存住宅現況検査(インスペクション)・売買瑕疵保険の補助制度」（神戸市すまいとまちの安

心支援センター「すまいるネット」） 

（https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/hojyo/kensahoken.html） 

○「ランド・バンク事業」（山形県鶴岡市 NPO 法人つるおかランド・バンク） 

（http://t-landbank.org/） 

○「自治体の空き家対策に関する調査研究報告書」（平成 26 年 3 月 公益財団法人東京市町村

自治調査会） 

（ https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/376/ALL_L.pdf#search='%E7%A9%

BA%E3%81%8D%E5%AE%B6+%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E7%AD%96'） 
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