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第１章 計画の趣旨 

 

１ 計画策定の背景 

人口減少や高齢化社会の到来、社会情勢の変化に伴い空家問題は、本町のみなら

ず全国的な問題としてクローズアップされるようになった。特に管理不十分な空家

は保安上の危険性や衛生上の有害性、景観及び生活環境の保全などの面から近隣住

民に深刻な影響を及ぼすため、一刻も早い解決が求められている。しかしながら、

これまでは、このような空家等に対する十分な法的措置がなく、空家等の所有者又

は管理者に対し、関係法令に基づいた指導や適切な管理の働きかけなどの対応にと

どまり、効果的な対策とはいえない状況にあった。 

このような中、平成２６年１１月２７日に、「空家等対策の推進に関する特別措

置法（以下「法」という。）」が公布され、適切な管理が行われていない空家等に

対して必要な助言・指導、勧告、命令等を行い適切な管理を促すとともに、それぞ

れの地域の活性化等の観点から空家等の有効利用を図る一方、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼす空家等について必要な措置を講ずることが可能となった。 

 

 

 

第２章 東伊豆町の人口と空家等の状況 

 

１ 人口の状況 

本町の総人口は、２０１５年（平成２７年）が１２，６２４人であったが、１９

８５年（昭和６０年）からの３０年間で４，４０９人減少している。特に２０１０

年（平成２２年）から２０１５年（平成２７年）の５年間は減少が１，４４０人と

多くなっている。 

さらには、少子高齢化も進んでおり、２０１５年（平成２７年）は年少人口比率

が８．４％、生産年齢人口比率が４９．２％、老年人口比率が４２．４％となって

いる。１９８５年から３０年間で年少人口比率は１２ポイント以上、生産年齢人口

比率は１８ポイント以上低下しているが、老年人口比率は３０ポイント以上上昇し

ている。国及び県と比較してみても、本町の少子高齢化が進んでいる状況がうかが

える。 

なお、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計では、

２０１５年（平成２７年）の総人口は１３，０５２人だが、「国勢調査」では、２

０１５年１０月１日現在の総人口は１２，６２４人となり、社人研の予測よりも人

口減少が進んでおり、今後も総人口は長期にわたって大きく減少し、少子高齢化も

一層進行すると考えられる。 

＊平成２７年１０月「国勢調査」より 
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２ 空家等の状況 

本町では、空家がどの程度あり、どのような空家が多いのかといった空家の状況

を総体的に把握するため、表－１（空家等調査）のとおり実態調査を実施した。 

表－１（空家等調査） 

 実態調査 

調査日 平成２６年３月３１日（成果品完成） 

調査内容 

臨時職員による調査（近傍目視調査） 

・調査件数５，９７９件に対し、空家、空店舗件数は 

１，０２７件 

・空家率は１７．２％ 

 

・内訳 

一部損壊２８９件（４．８%） 

損壊なし７１６件（１２％） 

確認不能２２件（０．４%） 

※確認不能とは、繁茂等により建物を確認できない状態 

調査対象 東伊豆町全域（別荘地、旅館、ホテルを除く） 

 

 

 

第３章 空家等に関する対策の基本方針 

 

１ 計画の目的 

この計画は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財

産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進

するため、空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、法第６条の規定に基づき、

国が定める基本方針に即して作成するものとする。 

２ 基本的事項 

（１）対象とする地区 

空家等は、町内各所に点在し、町民からの空家等に関する相談や苦情の対象と

なる空家等の箇所想定も困難であるため、本町全域を対象とする。 

（２）対象とする空家等の種類 

空家等は、その状態、管理の有無、所有者又は占有者（以下「所有者等」とい

う｡)の意向等により表－２（管理状況・空家の状態・所有者等の意向による分類
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表）のとおり分類され、その対策の必要性や内容も異なることから、全ての空家

等を対象とするのではなく、次に掲げる空家等を対象とする。 

ア 空家等の除却及び活用について、所有者等から相談があったもの 

イ 管理が不適切な空家等について、地域住民から相談若しくは苦情のあったも

の 

表－２（管理状況・空家の状態、所有者等の意向による分類表） 

管理状況 空家の状態 所有者の意向 対策の内容 

適切に管理

されている

空家 

 

そのままで

活用できる

状態 

活用等の計画がある。 対策の必要なし 

活用等の計画はなく、

対応に苦慮している。 

活用等の助言及び支援 

そのままで

は活用でき

ない状態 

活用等の計画がある。 対策の必要なし 

活用等の計画はなく、

対応に苦慮している。 

活用等の助言及び支援 

適切な管理

がなされて

いない空家 

地域の生活

環境に影響

を与えてい

ない状態 

活用の計画がある。 管理指導 

活用等の計画はなく、

対応に苦慮している。 

管理指導、活用等の助言及び支援 

所有者等の特定が困

難な状態。 

所有者等の調査、管理指導 

地域の生活

環境に影響

を与えてい

る状態 

活用の計画がある 除却等の助言及び指導 

活用等の計画はなく、

対応に苦慮している。 

除却及び活用等の助言及び指導 

所有者等の特定が困

難な状態。 

所有者等の調査、除却等の助言及び

指導、勧告、命令、代執行 

３ 計画期間 

計画期間は１０年間とし、町内における空家等の状況の変化を踏まえ、必要に応

じて内容の改訂を行うものとする。 

４ 空家等の調査 

（１）相談及び苦情のあった空家等に関する調査 

相談又は苦情のあった空家等については、その内容により次のとおり調査を実

施し、空家等相談受付台帳（様式１）に記入する。なお、調査は庁内関係各課の

協力の下、建設課が行うものとする。 

ア 空家等の除却、利活用等について、所有者等から相談のあった空家等に対す

る調査 

調 査 内 容 調 査 方 法 等 

空家等の所在地 相談を受けた時の聞き取り調査にて特定する。 

空家等（建物及びそ

の敷地）に関する権

利関係 

相談を受けた時の聞き取り調査により特定し、必要に応

じて不動産登記簿及び固定資産税課税台帳、住民基本台

帳及び戸籍等の情報により確認する。 

空家等の状況 相談を受けた時の聞き取り調査を基本とするが、必要に

応じて外観目視調査を実施し把握する。 
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相談者の意向 相談を受けた時の聞き取り調査にて把握する。 

イ 管理が不適切な空家等について、地域住民から相談又は苦情のあった空家等

に対する調査 

調 査 内 容 調 査 方 法 等 

空家等の所在地 相談等を受けた時の聞き取り調査にて特定する。 

空家等の管理状況 相談等を受けた時の聞き取り調査にて把握する。 

空家等による悪影

響の内容及びその

程度 

相談等を受けた時の聞き取り調査を基本とするが、必要

に応じて外観目視調査を実施し把握する。 

空家等（建物及びそ

の敷地）に関する権

利関係 

相談等を受けた時の聞き取り調査により特定し、必要に

応じて不動産登記簿及び固定資産税課税台帳、住民基本

台帳及び戸籍等の情報により確認する。 

所有者等の意向 所有者等が特定できた場合は、所有者等への聞き取り調

査又は文書による照会等により把握する。 

（２）空家等の実態を把握するための調査 

空家等の所在又は当該空家等の所有者等を把握するための調査（法第９条第１

項の規定による調査）は平成２５年度に実施済であるため、町による積極的な対

策が必要と判断した場合に再調査するものとする。 

５ 所有者等による空家等の適切な管理の促進 

空家等の管理は、第一義的には当該空家等の所有者又は占有者の責任において行

われるべきものである。そこで空家等の適切な管理に対する所有者等の意識を高め

るため、ホームページ、広報等により「空家等の適切な管理は所有者又は占有者の

義務である」ことを周知するものとし、周知に当たり、適切な管理を怠り他人に損

害を与えた場合の責任（民法第７１７条）、判例等を掲載することにより、その責

任の重大さを所有者等に訴えるものとする。 

また、空家等の管理に関する所有者等からの相談を受けるため、建設課に相談窓

口を設置し、相談の内容に応じ必要な助言を行うものとする。 

６ 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進 

（１）不動産の流通市場を活用した利活用 

空家等に係る跡地の活用については、第一義的には不動産の流通市場により利

活用を進めるものとし、東伊豆町が設置する空き家バンクや「静岡不動産流通活

性化協議会」が設置する相談窓口である「あんしん建物相談室“ミーナ葵”」※1

を紹介する。 

※1 官民一体で空き家対策に取組むため、不動産団体を中心とした民間団体が、

中古住宅の流通活性化を目的に組織した「静岡不動産流通活性化協議会」内に、

県、２１市町、民間団体により組織される「空き家対策部会」を平成２７年５

月に設置し、空き家対策に関する情報交換や活用などの検討を行うとともに、

平成２７年１２月に全市町と協議会による常設の「空き家相談窓口」を開設し

ている。相談の役割として、市町は苦情や所有者不明の空き家、特定空家の措

置等について主体となって対応し、協議会側の相談窓口は「あんしん建物相談

室“ミーナ葵”（協議会の構成団体である（一財）静岡県建築住宅まちづくり
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センター）が運営し、管理、活用、取り壊し、権利問題などの分野の相談に主

体となって対応している。） 

（２）町の政策課題に取り組むための資源としての利活用 

不動産の流通市場による利活用が不調に終わった場合は、町の政策課題に取り

組むための資源として利活用を検討するものとする。空家等の利活用については、

表－３（利活用例）に掲げるようなものが考えられるが、このような利活用につ

いては、空家等の所有者の意向が最優先されることとなるため、空家等の所有者

より空家等又は空家等除却後の跡地利用について相談があったとき、例に示すよ

うな利活用について同意を得た場合にのみ対応するものとし、次のとおり処理す

る。 

なお、関係課は、政策課題に取り組むための資源として空家等を利活用する場

合の支援制度等も検討し、利活用の推進を図るものとする。 

ア 相談窓口である企画調整課は、空家等の所有者が同意した用途への利活用に

ついて関係する課に対し、期限を付して利活用の意思確認のため照会する。 

イ 照会を受けた関係課は、自ら取り組む事業用としての利活用を検討するとと

もに関係団体等が行う事業用としての利活用についても確認し回答する。 

ウ 関係課より利活用したい旨の回答があった場合は、その旨を空家等の所有者

に企画調整課より報告する。 

表-３（利活用例） 

政 策 課 題 利 活 用 の 具 体 例 

地域交流及び地域振興 集会所、交流サロン、ポケットパーク他 

障害者支援 グループホーム、デイサービス他 

地域型保育 家庭型保育・小規模保育施設他 

農林水産業振興 就農支援、農業体験宿泊、農業用施設他 

観光商工業振興 店舗、事務所、駐車場他 

７ 特定空家等に対する措置 

（１）管理が不適切な空家等の調査 

管理が不適切な空家等として地域住民から相談若しくは苦情のあった空家等

については、当該空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周

辺の生活環境を保全するために必要な措置を講ずべき特定空家等に該当するか

否かについて判断するため、必要な調査を行うものとする。なお、空家等の所有

者等が、その状況を把握していない場合が考えられるため、調査に先立ち所有者

等に連絡し、放置された経緯等を聞き取るものとする。 

調査は、外観目視調査を基本とするが、敷地内若しくは建物内に立ち入って状

況を確認する必要がある場合は、法第９条第２項の規定に基づく立ち入り調査を

行うものとし、調査に当っては次の点に注意するものとする。 

ア 所有者等に調査の５日前（期間の初日不参入のため、実質６日前）までに通

知すること（通知できない場合を除く。）。 

イ 立ち入ろうとする者は、立入調査員証（様式２）を携帯すること。 

ウ 調査は必要最小限度の範囲とすること。 

エ 所有者等から明示的な拒否があった場合は、物理的強制力を行使してまで立
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入調査は行わない。 

オ 施錠等を壊し立ち入ることはできない。 

（２）特定空家等の判断基準及び認定 

特定空家等については、法第２条第２項により、次のア～エのような状態にあ

る空家等と定義されているが、いずれも将来の蓋然性を含む概念であり、定量的

な基準により判断することはなじまない。このため、特定空家等と認定し、措置

を講ずるか否かについては、周辺の建築物や通行人等に被害を与える状況にある

か、また、その程度が社会通念上許容される範囲を超えているか否かにより判断

するものとし、別紙（「特定空家等」と判断するための判定基準）を参考に「東

伊豆町空家等対策協議会」に諮り認定するものとする。 

ア そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

イ そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

エ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態 

（３）特定空家等に関する措置の方針 

特定空家等と認定された空家等については、その所有者等に対し、法第１４条

の規定に基づき、第１項の「助言又は指導」、第２項の「勧告」、第３項の「命

令」、第９項の「行政代執行」の順に必要な措置を講ずるものとする。 

また、特定空家等に所有権以外の権利（抵当権等の担保物権、賃貸借契約によ

る賃貸借権等）が設定されていることも考えられるが、特定空家等に対する法第

１４条の措置は、客観的事情により判断される「特定空家等」に対してなされる

措置であるため、措置等を行うに当たり、関係する権利者と必ずしも調整を行う

必要なく、基本的には抵当権者等と所有者等による解決に委ねられる。 

（４）助言又は指導  

所有者等からの聞き取り調査により把握した、放置された経緯、外観目視及び

立ち入り調査の結果を踏まえ、周辺への悪影響の程度や切迫性を考慮し、助言又

は指導の内容を検討する。なお、助言又は指導は口頭によることも許容されてい

るが、改善しなかった場合の措置を明確に示すため、助言･指導書（様式３）も

併せて交付するものとする。  

（５）勧告 

助言又は指導による措置の期限を経過しても特定空家等の状態が改善されな

いと認めるときは、相当の猶予期間を設けて必要な措置をとることを勧告するも

のとする。ただし、措置期間が経過しても所有者等の事情により、改善される見

込みがあると判断した場合は、所有者等の申し出による期限が経過するまで勧告

は行わないものとするが、措置の切迫性等を考慮し延々と延長することのないよ

う注意するものとする。 

勧告は、建物部分とその敷地とを切り離すことなく特定空家等の所有者等（所

有者等が複数いる場合は、その全て）に明確に示すため、勧告書（様式４）にて

行うものとし、勧告は相手方に到達することによって効果が生じるため、的確な

送達方法である配達証明かつ内容証明の郵便にて行うものとする。なお、勧告後

において所有者等に変更があった場合は、迅速に新たな所有者等に勧告するもの

とする。  
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また、勧告した場合は、固定資産税等の住宅用地特例の適用除外となるため、

勧告通知書（様式５）により、税務課に通知するものとする。 

（６）命令前の事前通知等  

特定空家等の所有者等が勧告にかかる措置を正当な理由がなく措置期限まで

に実施しなかった場合、勧告にかかる措置をとることを命令するため、法第１４

条第４項から第８項の規定による次の手続きを行うものとする。 

なお、正当な理由とは、所有者等の権限を越えた措置を内容とする勧告がなさ

れた場合を想定したものであり、単に措置を行うための資金がないことは、正当

な理由とはならない。 

ア 所有者等への事前通知（法第１４条第４項） 

勧告にかかる措置をとることを命令しようとする特定空家等の所有者等に有

利な証拠を提出する機会を与えるため、命令に先立ち所有者等又はその代理人

に命令に係る事前の通知書（様式６）を交付するものとし、交付は、的確な送

達方法である配達証明かつ内容証明の郵便にて行うものとする。 

イ 公開による意見の聴取（法第１４条第６項）  

事前通知の交付を受けた日から５日以内に所有者等から町長に対し、意見書

の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求された場合は、所有者

等又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行うものとする。  

この場合、法第１４条第７項の規定により、所有者等又はその代理人に対し、

意見の聴取の３日前までに公開による意見聴取通知書（様式７）を交付すると

ともに公告（様式８）するものとし、交付は、的確な送達方法である配達証明

かつ内容証明の郵便にて行うものとする。  

（７）命令  

事前通知に示した意見書の提出期限までに意見書の提出がなかった場合、又は

事前通知を受けた日から５日以内に公開による意見の聴取の請求がなかった場

合（請求があっても請求した者が出頭しなかった場合を含む。）は、命令を実施

するものとする。  

また、意見書の提出があった場合又は公開による意見の聴取を実施した場合は、

当該意見を付して、勧告にかかる措置の内容が不当か否かを東伊豆町空家等対策

協議会に諮り、不当でないと認められた場合は、命令を実施するものとする。 

なお、命令は、その内容を正確に相手方に伝えるため、命令書（様式９）にて

行うものとし、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規

定に基づき教示も記載する。また、相手方への命令書の到達を明確にするため、

配達証明かつ内容証明の郵便にて行うものとする。 

（８）標識の設置及び公示 

命令をした場合は、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止するため、

特定空家等に標識（様式１０）を設置するとともに、町の掲示板に命令を行った

旨を公示（様式１１）するものとする。 

（９）代執行  

特定空家等の所有者等が、命令に係る措置を履行しないとき、履行しても十分

でないとき、又は履行してもその期限までに完了する見込みがないときは、法第

１４条第９項の規定により代執行を行うものとし、次の手順により実施する。 
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ただし、行政代執行法第３条第３項の規定により、非常の場合又は危険切迫の

場合は､アからウは省略することができる。  

ア 文書による戒告 

代執行に先立ち相当の履行期間を定め、その期限までに命じようとする措置

（以下「義務」という。）の履行がなされないときは、代執行する旨を記載し

た戒告書（様式１２）を交付するものとし、交付は、的確な送達方法である配

達証明かつ内容証明の郵便にて行うものとする。 

イ 再戒告 

戒告において定められた履行期限までに義務が履行されないが、再戒告によ

り義務者自身による履行が期待できる場合は、再戒告書（様式１３）を交付す

るものとし、交付は、的確な送達方法である配達証明かつ内容証明の郵便にて

行うものとする。  

ウ 代執行令書の通知 

戒告又は再戒告において定められた期限までに義務が履行されないときは、

代執行するものとし、代執行の前に代執行の時期等を代執行令書（様式１４）

にて義務者に通知するものとする。  

なお、代執行令書には、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２

条第１項の規定に基づき教示も併せて記載するものとし、相手方への代執行令

書の到達を明確にするため、配達証明かつ内容証明の郵便にて行うものとする。 

エ 代執行  

代執行は、代執行権者である町長から委任された執行責任者の指示で実施す

るものとし、執行責任者は、執行責任者証（様式１５）を携帯し、相手方又は

関係人から要求された場合は、これを提示しなければならない。  

なお、代執行に当たり対象となる特定空家等の中に相当の価値のある動産が

存する場合は、代執行の前に義務者に連絡し、運び出してもらうことを原則と

するが、義務者が応じない場合は、保管期間（義務者の住所等を勘案し引き取

り可能な期間とする。）を定めて引き取りに来るよう連絡するものとする。 

オ 費用の徴収  

代執行に要した費用（代執行に至るまでの調査費や手数料等は含まない。）

は、義務者から徴収するものとし、義務者に納付額及び納期限を示した代執行

費用納付命令書（様式１６）により納付を命じるものとする。 

納付を命じても納付されない場合は、代執行費用納付督促状（様式１７）を

送付するものとし、督促してもなお納期限までに完納しないときは、国税徴収

法（昭和３４年法律第１４７号）第５章の滞納処分の例により処理するものと

する。ただし、義務者の事情等を勘案し町長が滞納処分することが不適当と認

めた場合は、この限りではない。 

カ 略式代執行 

不動産登記簿情報、住民票情報、固定資産税課税情報等を活用し所有者等の

特定に努めたが、助言、指導、勧告、命令すべき者の氏名及び住所を確知でき

ないときは、略式代執行を行うものとする。  

略式代執行を行う場合は、相当の期間（相手方に到達してからの措置の履行

ができる期間とし、公告等に要する期間を加算する。）を定め当該措置を行う
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べき旨とその期限までに当該措置を行わないときは代執行する旨を内容とする

公告（様式１８）をあらかじめ行うものとし、公告の方法は、町の掲示板に掲

示するものとする。  

公告の期間は、掲示板に掲示された日から３週間とし、その日に相手に到達

したものとみなす。（行政手続法第１５条第３項では、掲示を始めた日から２

週間となっている。）  

公告にかかる措置の履行期限が経過した場合は、エの代執行を行うものとす

る。なお、義務者の確知ができないため、オの費用の徴収はできないものとす

る。 
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空 家 等 対 策 計 画 

空
家
等
に
対
す
る
措
置 

様式１-P３-(１)  空家等相談受付台帳 

特 

定 

空 

家 

等 

に 
対 
す 

る 

措 

置 

※所在地、状況等の聞き取り調査 

補足調査 

様式２– P５-(１) –イ 立ち入り調査 

P６-(２) 特定空家等の判断基準及び認定 

苦情相談 P３-(２) 

※空家等相談受付台帳への追加 

※所有者等への通知（調査の６日前） 

※空家等対策協議会への諮問 

様式３- P６-(４) 助言又は指導 

 

様式４、５- P６-(５) 勧告 
【代執行の意思決定（決済）】 

※税務課に勧告したことの通知 

様式６- P７-(６) -ア 命令前の事前通知 

様式７、８- P７-(６) -イ 公開による意見聴取 

様式１８- P９-カ 略式代執行の公告 

様式９- P７-（７） 命令 

様式１０- P８-（８） 標識 

様式１１- P８-（８） 命令を行った旨の公示 

様式１２- P８-（９）-ア 文書による戒告 

様式１３- P８-（９）-イ 再戒告 

所
有
者
の
所
在
が
特
定
で
き
な
い
場
合 

※代執行に直接要した費用命令 

※意見聴取の請求があった場合のみ通知 

※通知する場合は公告が必要 

※意見内容は協議会に諮る 

様式１４- P８-（９）-ウ 代執行令書の通知 

行政代執行の手続きフロー 

様式１５- P８-（９）-エ 代執行 

P８-（９）-エ 動産の引き取り通知 

様式１６- P８-（９）-オ 代執行費用納付命令書 

様式１７- P８-（９）-オ 代執行費用納付督促状 

P９-（９）-オ 滞納処分 

※代執行時期の通知 

※国税徴収法の例による滞納処分 

※引き取り通知（動産保管した場合） 

※配達証明かつ内容証明の郵便（代執

行費用調査） 

※代執行の最後通告 

※執行責任者証の携帯 

※動産の保管 
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８ 住民等からの空家等に関する相談への対応方針 

（１）空家等の相談窓口 

空家等の相談窓口は、建設課とし、町のホームページに掲載するとともに、町

の広報誌にその旨を適宜掲載する。  

（２）相談に対する対応方針  

町民からの空家等に関する相談に対し、適正かつ迅速に対応するため、相談者

や相談の内容に応じた対応方針を表-４（相談に対する対応方針）のとおり定め

る。  

ただし、維持管理や活用、取り壊し等の相談で民間の専門家による対応が適当

である場合は、「静岡不動産流通活性化協議会」が設置する相談窓口である「あ

んしん建物相談室“ミーナ葵”」を紹介する。 

表-４（相談に対する対応方針） 

相談者 相 談 内 容 対 応 方 針 

空家等

の所有

者 

空家等の維持管

理に関する相談 

空家等が周辺住民の生活環境に深刻な影響を及

ぼさないための対策等について助言する。 

空家等の有効利

用に関する相談 

買手及び借手を探すため、移住促進施策として

企画調整課が推進している空家バンクへの登録又

は不動産の流通市場への掲載を提案する。 

空家等の解体に

関する相談 

空家等の解体に対する所有者の悩み等を聞き取

り、解体が最善策なのか所有者と共に検討し、解

体が最善策と判断した場合は、解体業者リストを

提示する。 

空家等

の周辺

住民 

倒壊等の恐れ又

は周辺の生活環

境に深刻な影響

を与えている特

定空家に関する

相談 

相談者から空家等の状態を聞き取るとともに当

該空家等を調査し、どのような措置が必要か検討

する。 

また、その所有者等を特定するための調査を行

い、特定空家等として法第１４条の措置を行うべ

きか「東伊豆町空家等対策協議会」に諮問する。 

諮問の結果、特定空家等と認定された場合は、

本計画７（３）から（９）の措置を講ずる。 

また、特定空家等と認定されなかった場合は、

所有者に苦情の内容等を伝え、適切に管理するよ

う指導する。 

９ 空家等に関する対策の実施体制 

（１）東伊豆町空家等対策協議会の役割 

空家等対策計画の策定及び変更、空家等の調査及び特定空家等と認められるも

のに対する立入調査の方針、空家等が特定空家等に該当するか否かの判断及び措

置内容に関する検討を行うために東伊豆町空家等対策協議会を置く。  

（２）空家等の対策に関係する課  
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空家等がもたらす問題は、多肢にわたり行政内部の様々な課が連携して対処す

べき政策課題であり、関係する課が協力して対策を実施するものとする。  

このため、対策の実施に当っては、表－５（関係課の役割）に示す事項につい

て、相互に協力し対応するものとする。 

表-５ （関係課の役割） 

関 係 課 役 割（対応すべき事項） 

建設課  ・空家等に関する相談に関すること。 

・空家等に関する法第９条第１項（空家等の所在、所有者等

特定等）及び第２項（立ち入り）の調査に関すること。 

・利活用可能な空家等のデータベース化に関すること。 

・特定空家等に係る措置（助言･指導･勧告・命令･行政代執行）

に関すること。 

税務課  ・空家に関する固定資産税情報の提供に関すること。 

・勧告した特定空家の固定資産税等の住宅用地特例の解除に

関すること。 

企画調整課  ・空家等対策計画の策定及び変更に関すること。 

・人口減少問題に対する移住定住促進施策としての空家等の

利活用に関すること。 

・自治会、町民団体からの空家等に対する相談（個別の空家

に関する相談を除く｡)に関すること。 

・地域交流及び地域振興への空家等の利活用に関すること。 

・東伊豆町空家等対策協議会の運営に関すること。 

住民福祉課 ・障害者支援施策としての空家等の利活用に関すること。 

・子育て支援施策としての空家等の利活用に関すること。 

・特定空家等が周辺の生活環境に与えている影響調査等に関

すること。 

・衛生上対策が必要な特定空家等に係る措置内容の検討に関

すること。 

・特定空家等に存するゴミの処理方法の検討に関すること。 

防災課  ・防災上対策が必要な特定空家等に係る措置内容の検討に関

すること。 

・火災対策が必要な特定空家等の措置内容の検討に関するこ

と。 

健康づくり課  ・高齢者支援施策としての空家等の利活用に関すること。 

農林水産課  ・農林水産業振興施策としての空家等の利活用に関すること。 

観光商工課  ・観光商工業振興施策としての空家等の利活用に関すること。 
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１０ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

（１）用語の定義 

用 語 定    義 

空家等 建築物(※１)又はこれに附随する工作物(※２)であって居

住その他の使用(※３)がなされていないことが常態(※４)で

あるもの及びその敷地 (※５)（国及び地方公共団体が所有し

又は管理するものを除く。） 

※１：建築物には、それに附随する建築設備、門塀等を含む。 

※２：看板等で建築設備、門塀以外のもの。 

※３：店舗、工場、倉庫等居住以外の使用。 

※４：概ね１年を通して使用されていない状態。 

※５：敷地には、立木や雑草も含む。 

（参考） 

・長屋及び共同住宅等で建築物の一部が使用されていない常態

は、空家等には該当しない。 

・年に数回換気に来ている状態は、管理のためであり、使用し

ているとはいえない。 

特定空家等 

 

空家等のうち次の状態にあるもので、東伊豆町空家等対策協

議会で認定されたものをいう。 

（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

それがある状態(※１)  

（２） そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれが

ある状態(※１)  

（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） 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 

※１：社会通念上予見可能な状態であって、実現性に乏しい可

能性まで含む概念ではない。 

（参考） 

・特定空家等の判断基準には防犯は含まれない。（不審者の対

策等は、法で措置するより、直接警察で対応するほうが適当

との考え） 

・（１）及び（２）に該当しない特定空家等については、建築

物を除去する措置を行うことはできない。 

（注） この定義は、「法」及び「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な方針」及び「同意見・回答」「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）」及び「同意見・

回答」より作成した。 

（２）固定資産税等の住宅用地特例について 

現在、居住の用に供する家屋の敷地のうち一定のものについては、地方税法第
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３４９条の３の２に基づき、当該敷地の面積に応じて、その固定資産税等の課税

標準額を減額する特例措置（固定資産税等の住宅用地特例）が講じられている。

（表－６（固定資産税等の住宅用地特例の概要）参照） 

この固定資産税等の住宅用地特例が、空家の除却や適正管理の阻害要因となっ

ている可能性があることから、法第１４条第２項に基づく勧告の対象となった特

定空家等に係る土地については、固定資産税等の住宅用地特例の適用対象から除

外されることとなった。（平成２７年５月２６日付け総税国第４１号） 

表－６（固定資産税等の住宅用地特例の概要） 

 小規模住宅用地 

（２００㎡以下の部分） 

一般住宅用地 

（２００㎡を超える部分） 

固定資産税の課税標準額  １/６に減額 １/３に減額 

※ アパート・マンション等の場合は、戸数×２００㎡以下の部分が小規模住宅用

地となる。 

※ 併用住宅の場合は、建物の構造、階数、住宅としての利用部分の割合により、

住宅用地となる面積が異なる。 

（３）空家等の管理に関係する法令 

法 令 名 条    文 

民法 （土地の工作物等の占有者及び所有者の責任） 

第７１７条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があること

によって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、

被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占

有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、

所有者がその損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合につ

いて準用する。 

３ 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任

を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対し

て求償権を行使することができる。 

建築基準法 （維持保全） 

第８条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の

敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように

努めなければならない。 

（違反建築物に対する措置） 

第９条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規

定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の

敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する

工事の請負人（請負工事の下請人を含む。）若しくは現場管

理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者

若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又

は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改

築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これら
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の規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置を

とることを命ずることができる。 

（保安上危険な建築物等に対する措置） 

第１０条 特定行政庁は、第６条第１項第１号に掲げる建築物

その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備（いず

れも第３条第２項の規定により第２章の規定又はこれに基づ

く命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。）に

ついて、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれ

ば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるお

それがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷

地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を

付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様

替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置

をとることを勧告することができる。 

消防法 （第２章 火災の予防） 

第３条 消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町

村長。第６章及び第３５条の３の２を除き、以下同じ。）、

消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危

険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認め

る物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になる

と認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有す

る者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ず

ることができる。 

（１）火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具

（物件に限る。）又はその使用に際し火災の発生のおそれの

ある設備若しくは器具（物件に限る。）の使用その他これら

に類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為

を行う場合の消火準備 

（２）残火、取灰又は火粉の始末 

（３）危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼

のおそれのある物件の除去その他の処理 

（４）放置され、又はみだりに存置された物件（前号の物件を

除く。）の整理又は除去 

道路法 （沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務） 

第４４条 道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防

し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路

に接続する区域を、条例（指定区間内の国道にあつては、政

令）で定める基準に従い、沿道区域として指定することがで

きる。但し、道路の各一側について幅２０メートルをこえる

区域を沿道区域として指定することはできない。 

２ 前項の規定により沿道区域を指定した場合においては、道
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路管理者は、遅滞なくその区域を公示しなければならない。 

３ 沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その

土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交

通に危険を及ぼす虞があると認められる場合においては、そ

の損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損

害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならな

い。 

４ 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するた

め特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木

又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、

その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべ

きことを命ずることができる。 

廃棄物の処

理及び清掃

に関する法

律 

（措置命令） 

第１９条の４ 一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあ

つては、特別管理一般廃棄物処理基準）に適合しない一般廃

棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環

境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められ

るときは、市町村長（前条第３号に掲げる場合にあつては、

環境大臣。第１９条の７において同じ。）は、必要な限度にお

いて、当該収集、運搬又は処分を行つた者（第６条の２第１

項の規定により当該収集、運搬又は処分を行つた市町村を除

くものとし、同条第６項若しくは第７項又は第７条第１４項

の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行わ

れたときは、当該委託をした者を含む。次条第１項及び第１

９条の７において「処分者等」という。）に対し、期限を定め

て、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置（以

下「支障の除去等の措置」という。）を講ずべきことを命ずる

ことができる。 

２ 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事

項を記載した命令書を交付しなければならない。 

（生活環境の保全上の支障の除去等の措置） 

第１９条の７ 第１９条の４第１項に規定する場合において、

生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、

かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、

市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を

講ずることができる。この場合において、第２号に該当する

と認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去

等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等

の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講

じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公

告しなければならない。 
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（１）第１９条の４第１項の規定により支障の除去等の措置を

講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期

限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十

分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。 

（２）第１９条の４第１項の規定により支障の除去等の措置を

講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなく

て当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知する

ことができないとき。 

（３）略 

（４）緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合にお

いて、第１９条の４第１項又は第１９条の４の２第１項の

規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるい

とまがないとき。 

災害対策基

本法 

（市町村の応急措置） 

第６２条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生

し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は地域

防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助その他災

害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するために必要な

応急措置（以下「応急措置」という。）をすみやかに実施し

なければならない。 

（応急公用負担等） 

第６４条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生

し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措

置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で

定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建

物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物

件を使用し、若しくは収用することができる。 

２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は

まさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施

するため緊急の必要があると認めるときは、現場の災害を受

けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるもの

（以下この条において「工作物等」という。）の除去その他必

要な措置をとることができる。この場合において、工作物等

を除去したときは、市町村長は、当該工作物等を保管しなけ

ればならない。 
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資料編 

１ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号） 

 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地

域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身

体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の

活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市

町村（特別区を含む。第１０条第２項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画

の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることに

より、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増

進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であっ

て居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木

その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有

し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適

切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺

の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認めら

れる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環

境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第４条 市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく

空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよ

う努めるものとする。 

（基本指針） 

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

（２） 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

（３） その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとすると

きは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 
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４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第６条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する

ため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対

策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の

空家等に関する対策に関する基本的な方針 

（２） 計画期間 

（３） 空家等の調査に関する事項 

（４） 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

（５） 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活

用の促進に関する事項 

（６） 特定空家等に対する措置（第１４条第１項の規定による助言若しくは指導、

同条第２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第９項若

しくは第１０項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等

への対処に関する事項 

（７） 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

（８） 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

（９） その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関

し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第７条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うた

めの協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市

町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その

他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第８条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に

関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の

提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努

めなければならない。 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有

者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調

査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第１４条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、
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当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさ

せることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められ

る場所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者

等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知するこ

とが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分

を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければな

らない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有

する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この

法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の

目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされている

もののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているものの

ために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等

の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたとき

は、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行

うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるとき

は、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に

関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、

又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼ

さないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第１３条までにおい

て同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握す

るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの

者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１３条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を

行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関す

る情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものと

する。 

（特定空家等に対する措置） 

第１４条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（その
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まま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生

上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除

く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定

空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対

し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境

の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に

係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者

に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずること

ができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措

置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見

書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとす

る者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなけれ

ばならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村

長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求するこ

とができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３

項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の

聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定

によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前

までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有

利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を

命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行

しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和２３

年法律第４３号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は

第三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて

その措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第１

項の助言若しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知することができ

ないため第３項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、

市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若

しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を

定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、

市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらか

じめ公告しなければならない。 

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

い。 

１２ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することがで

きる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒

み、又は妨げてはならない。 

１３ 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８号）第

３章（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実

施を図るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国

土交通省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第１５条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する

対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費

用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるも

のとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画

に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上

の措置その他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第１６条 第１４条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０万円以

下の過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、２０万円

以下の過料に処する。 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第９条第２項から第５項まで、第１４条及び第１６条

の規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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２ 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則（平成２７年総務省・国

土交通省令第１号） 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成２６年法律第１２７号)第１４条１１

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

る。 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法第１４条１１項の国土交通省令・総務省令で

定める方法は、市町村(特別区を含む。)の公報への掲載、インターネットの利用その

他の適切な方法とする。 

 

 

 

  附 則 

この省令は、家等対策の推進に関する特別措置法附則第１項ただし書に規定する規

定の施行の日(平成２７年５月２６日)から施行する。 
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３ 東伊豆町空家等対策協議会設置要綱 

 

東伊豆町空家等対策協議会設置要綱（平成２８年６月２０日要綱第４５号） 

 

(設置) 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127号。以下「法」

という。）第 7条第 1 項の規定に基づき、東伊豆町空家等対策協議会（以下｢協議

会｣という。）を置く。 

(定義) 

第２条 この要綱における用語の意味は、法において使用する用語の例による。 

(協議事項) 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

（１） 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。 

（２） 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関

すること。 

（３） 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。 

（４） 特定空家等に対する措置の方針に関すること。 

（５） その他協議会において必要と認められる事項 

(構成) 

第４条 協議会は、委員１０名以内とする。 

２ 前項の委員は、町長の職にある者のほか次に掲げる者のうちから、町長が委嘱す

る。 

（１） 地域住民の代表者 

（２） 町議会の議員 

（３） 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者 

（４） その他町長が必要と認める者 

(役員) 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

（１） 会長 １名 

（２） 副会長 １名 

２ 会長は、町長とする。 

３ 副会長は、委員の中から会長が指名する。 

(役員の職務) 

第６条 会長は、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 

 (任期) 

第７条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による任期は、前任

者の残任期間とする。 
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(会議) 

第８条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集し、会長が

議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 (事務局) 

第９条 協議会の事務局は、建設課内に置く。 

(その他) 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 


