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第１章 計画の基本的な事項 
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１．計画の背景と目的 

 

近年、地域における人口及び世帯数の減少や既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、使用

されていない住宅・建築物が年々増加してきています。総務省の平成３０年住宅・土地統計

調査では、全国の空家数は約８４６万戸と推計され、総住宅数に占める空家率は１３．6％

という数字となっています。空家となったにも関わらず、適切な管理が行われないまま放置

されている状態の空家は、防災・防犯・環境・景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、

ひいては地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあり、早急な対策の実施が求

められています。 

こうした中、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」

という。）が公布され、平成２７年５月から完全施行されました。それとともに、平成２７

年２月に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が定めら

れ、市町村の役割として空家等対策の体制整備や取組みの推進に併せ、必要に応じて空家等

対策計画を策定することが示されました。 

空家等は、管理不全により安全・景観・防犯の面で近隣住民の生活環境に影響を及ぼす「特

定空家等」の問題をはじめ、空家等が増加することによる地域コミュニティの衰退等も懸念

されています。 

本村でも例外ではなく、過疎化に伴う空家・空地等の増加が懸念されており、また、平成

２８年に発生した熊本地震の影響により人口流出に歯止めが利かなくなってきています。 

このような中、本村では令和元年６月に、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に取り

組むことを目的とし、南阿蘇村空家等対策の推進に関する条例（以下「条例」という。）が

制定されました。 

これに伴い、法第６条第１項の規定に基づき、「南阿蘇村空家等対策計画」を策定し、村

内の空家等の解消に向けた取組みを計画的に実施することにより、管理不全による近隣住

民の生活環境に影響する空家等の解消や、増加する空家等による地域コミュニティの衰退

を防止することで、村民の生活環境の保全を図っていくことを目的とします。 

 

２．計画の位置付け 

 

この計画は、特措法第６条第１項に基づき、国が定めた基本方針に即して定めたもので、

空家対策を効果的かつ効率的に推進するために、本村の実情に合わせ、総合的かつ計画的に

実施するために策定するものであります。 

なお、計画にあたっては「第 2 次南阿蘇村総合計画」「南阿蘇村人口ビジョン・総合戦略」

「南阿蘇村復興むらづくり計画」に定めている関連施策との整合・調整を図りながら、空家

等対策の推進を重要課題のひとつと捉え、防災・衛生・環境といった生活環境に影響を及ぼ

す特定空家等の対策を推進し、利活用が見込まれる空家についての円滑な流通を促進する

等の取組みを進めるものとします。 
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３．計画の期間 

 

本計画の期間は、第 2 次南阿蘇村総合計画、南阿蘇村人口ビジョン・総合戦略、南阿蘇

村復興むらづくり計画の期間を考慮し、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。 

ただし、社会・経済状況の変化や国・県の動向、村の関連計画等や、空家の実態の状況の変

化など、必要に応じて見直しを行ないます。 

 

計画名 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 

第 2 次南阿蘇村総合計画（前期）（後期予定）          

南阿蘇村復興むらづくり計画          

南阿蘇村人口ﾋﾞｼﾞｮﾝ・総合戦略（H27～）          

南阿蘇村空家等対策計画          

※緑点矢印は予定 

 

４．計画の対象とする空家等 

 

本計画の対象とする空家等は、特措法第２条１項の「空家等」及び同条第２項で規定する

「特定空家等」を対象とします。 

特定空家等の判断基準は、『「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）』に記載のある『「特定空家等」の判断の参考となる基準』を踏

第 2 次南阿蘇村総合計画 

南阿蘇村人口ビジョン・総合戦略 

南阿蘇村復興むらづくり計画 

南阿蘇村空家等対策計画 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

（基本指針・ガイドライン） 

整合 

整合 

根拠 

【関連計画・施策等】 

 総合計画     ：信頼と連携で力を合わせるむらづくり 

 復興むらづくり計画：南阿蘇らしい暮らしやすさに配慮した住まいの復興と、移

住・定住の促進 

 総合戦略     ：南阿蘇地域への誘客の流れをつくり、人の流出を抑止する 
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まえ、南阿蘇村において判断基準を設定します。 

特措法で定める「空家等」については、「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。」となっていますが、本計画においては、附属する工作物より、

「一戸建住宅」「併用住宅」「店舗」「旅館」を優先的に扱うこととします。（ただし、附属す

る工作物の危険性によっては、この限りではありません。） 

また、空家等の利活用や適切な維持・管理等の対策は、空家化の予防対策という側面もあ

るため、特措法で規定する「空家等」に該当しない、現に居住の実態のある住宅や、空家等

となる見込みのある住宅等も対象となる場合があります。 

 

５．計画の対象とするエリア 

 

南阿蘇村は、地理的には阿蘇五岳と外輪山に挟まれた南郷谷に位置し、白川の両側には住

宅地や商業地、耕地が広がる田園風景となっている一方、標高600m以上は大部分を山林、

原野で占めています。住宅地、商業地の他に山麓エリアにも居住に用いられている家屋等が

あるという実態があります。このようなことから、本計画の対象とするエリアについては、

村内全域とします。 
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第２章 空家等の現状 

１．人口、世帯数の推移 

 

本村の総人口は、国勢調査統計より、昭和４０年（１９６５年）には１４,６３６人でし

たが、その 5 年後の昭和４５年（１９７０年）に大幅減少した後、微減・微増を繰り返し

ながら、平成２７年（２０１５年）には１１,５０３人となり、昭和４０年の人口と比べる

と約２割の３,１００人減となっています。 

平成１７年（２００５年）以降は大幅ではないものの、前年比２～３％の減少が続いて

おり、人口減少に歯止めがかからない状況であり、熊本地震後の平成２９年（１０月１日

時点）の住民基本台帳では１０,８４４人となっており、減少がさらに進んでいる状況で、

熊本地震が人口減少に影響していることがうかがえます。 

世帯数においては、人口減少に伴い、減少傾向にあり、世帯人員数は昭和４０年（１９

６５年）から５０年あまりで４.７人から２.４人まで減少しています。しかしながら昭和４

０年（１９６５年）の３,１１４世帯から平成２９年（２０１７年）の４,４８５世帯と増加

していることから、核家族化や単身化が進行していることが判断できます。 

本村においては、平成２５年までに空家調査の把握が出来ておらず、過去のデータ比較

が出来ない状況にあります。 

また、少子高齢化等による人口減少や熊本地震等の影響により、急速に空家等の増加が

増えつつあります。このことにより、色々な媒体を活用しながら空家等の調査、現状把握

を進める必要があると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●人口総数の推移 
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２．空家等の数 

 

平成３０年１０月から１２月にかけて地域おこし協力隊及び定住支援員の現地確認によ

る空家数把握の調査（外観や地域での聞き取りによる）が行なわれた（※）ところ、村内

全体で４０１戸（旧久木野村地域９８戸、旧白水村地域１７９戸、旧長陽村地域１２４

戸）となりました。 

 

●平成３０年の空家数把握の調査結果 

調査内訳 

旧久木野村地域 旧白水村地域 旧長陽村地域 

第１駐在 １２ 両併１ １４ 東下田 １１ 

第２駐在 ９ 両併２ ８ 下田 ６ 

第３駐在 ８ 両併３ ６ 加勢 ３ 

第４駐在 ２１ 白川 ４３ 川後田 ４ 

第５駐在 １２ 吉田１ ３５ 喜多 ７ 

第６駐在 ５ 吉田２ ３ 栃木 ９ 

第７駐在 ７ 吉田３ ２０ 袴野 ５ 

第８駐在 １７ 一関１ １１ 長野 ２７ 

第９駐在 ７ 一関２ ６ 乙ヶ瀬 ０ 

  中松１ ９ 沢津野 １５ 

  中松２ １４ 黒川 ２ 

  中松３ １０ 下野 １４ 

    立野 ５ 

    新所 ９ 

    赤瀬 ５ 

    立野駅 ２ 

計 ９８ 計 １７９ 計 １２４ 

●世帯数、世帯員数の推移 
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※平成２５年までに空家調査の把握が出来ておらず、過去のデータ比較が出来ない状況

にありますが、平成２８年に空き家・空き地バンク、移住サイトが稼動し、平成２９年よ

り、地域おこし協力隊、定住支援員とともに移住・定住の促進への取組みが行なわれ始め

たことに伴い、調査が実施されました。 

 

３．空家等の課題 

 

空家等対策における課題として、以下のことが挙げられます。 

 

●居住者不在による劣化、管理不全 

高齢者世帯等が、施設への入居や、子や孫の居住地への移住、または死亡等によ

り、居住の実態がなくなることで、管理不全もしくはそれに近い状態に陥り、適正な

管理がなされずに、周辺景観、環境、衛生、防災などに悪影響を及ぼす可能性が高ま

ります。 

家屋（建物）は個人の財産であり、所有者がその責任のもとに適正に管理、及び処

分することが求められています。 

これから空家等になる可能性があると思われる家屋、既に空家等になっている家

屋、これら両面の視点から、広くアプローチしていくことが必要だと考えます。 

 

●所有者等の意向 

空家等の所有者には、「売買」「賃貸」「解体撤去」「相続問題」「管理問題」「活用」

等の様々な課題があると考えます。 

これらの課題は行政だけで対応しいくのは困難であるため、地域や関係団体等と連

携を図りながら、情報提供や相談窓口を充実させ、多様化する空家問題に取り組む必

要があると考えます。 

 

●手間、コストの増大 

空家等は、放置され、老朽化が進むにつれ、所有者等を探索する手間がかかること

や、除去に要するコストが増大します。 

人口減少や少子高齢化がより一層進むと予測される中、空家等も増加する可能性が

高く、適正管理、利活用や除去等を促進しなければ、より大きな社会問題となり、手

間、コストともに増大していくことが懸念されます。 

行政と地域や各種関係団体と連携を図る総合的な空家対策に取り組むことが求めら

れます。 
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第３章 空家等対策における方針 
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第３章 空家等対策における方針 

１．基本方針 

前章で述べた空家等の現状や課題への対策とし、本村では以下を基本的な考えとし、取

組みを進めます。 

 

●空家等の発生の抑制、適正管理の促進 

空家等の増加は今後も増え続けるものと思われるため、既存の空家等に限らず、新

たに発生すると思われる物件においても未然に防ぐ対策を講じることが必要です。 

所有者（所有者が死亡している場合で相続人が遠方に居住している場合も含む）

に、所有者としての管理意識（維持管理だけでなく、処分に対しても）をより一層強

く持って頂く事や、「自分が居住している家屋がいずれ空家等になるかも知れない」

という当事者意識を持っていただけるように、空家等対策の取組に関する情報を村民

に広く周知し、家屋の適正な管理を促すとともに、空家等対策に向けた意識向上の啓

発活動を実施していきます。 

 

●空家等及び空家等の跡地の有効活用 

現在、空家等の有効活用については、南阿蘇村空き家・空き地バンク（平成２８年

度～）を活用し、売却・賃貸に係る希望条件のマッチングを進めています。今後も移

住・定住の観点から、南阿蘇村空き家・空き地バンクの活用を積極的に推進し、空家

等、さらには空き地等の荒廃を防ぐよう取り組みます。 

また、空家等が除去されたりした場合の跡地利用についても、土地所有者や地域に

とっても有効に活用されるよう、関係者や地域と連携・協力し、利活用を進めていき

ます。 

公共施設においては、南阿蘇村公共施設等総合管理計画に基づき、適切な維持・管

理、更新、集約化、廃止などを進めていきます 

 

●特定空家等への取組み 

倒壊、火災の危険性、雑草の繁茂、害虫の繁殖、害獣の寝床、景観の阻害など、地

域住民の生活環境に悪影響を与える可能性がある空家等については、別に設定した判

断基準に基づき、「特定空家等」への認定を進めると同時に、所有者（所有者が死亡

している場合には相続人）を調査し、管理に関する意向などを確認するとともに、適

切な管理を促します。 

また、それぞれ（所有者の意向や建物・敷地等）の状況に応じて、特措法に基づい

た助言・指導、勧告、命令等の措置を講ずることに努めます。 

 

２．各主体の役割 

 

空家等の課題に対策していくにあたり、それぞれの主体が求められる役割を果たし、そ

れぞれが協力しながら取り組むことが重要です。本村が考える各主体の役割は以下のとお

りとなります。 
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第３章 空家等対策における方針 

（１）所有者等の役割 

特措法第３条の「空家等の所有者の責務」において、空家等の所有者又は管理者

は、「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるもの

とする。」とされており、所有する空家等が管理不全な状態に陥らないよう、所有者

等が責任を持って適切に管理することが求められます。 

所有者等には、特措法以外にも建築基準法では建築物の管理責任、民法では工作物

責任等が規定されています。 

 

●その他の法令による所有者等の管理責任 

項 目 法 令 概 要 

建物の管理 【民法】 

第７１７条 

建物が倒壊したり、瓦の落下等によって、他人

に被害を及ぼした場合、建物の所有者は損害を

賠償しなければならない。 

【民法】 

第９１８条 

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注

意をもって、相続財産を管理しなければならな

い。ただし、相続の承認又は放棄したときは、

この限りではない。 

【民法】 

第９４０条 

相続の放棄をした者は、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、自己の財産と同一の注意をもっ

て、管理を継続しなければならない。 

【建築基準法】 

第８条 

所有者は、建築物や敷地を常に適法な状態に維

持するよう努めなければならない。 

【建築基準法】 

第１０条 

建築物が、著しく保安上危険又は衛生上有害と

なるおそれがあると認められるとき、除去等の

必要な措置を命じられる場合がある。 

失火の防止 失火責任法 失火に重大な過失があった場合、建物の所有者

は賠償する責任を負う。 

樹木等の管理 【民法】 

第２３３条 

敷地内の樹木の枝葉等が境界線を越えるとき

は、その切除を求められる場合がある。 

 

 

（２）村の役割 

村の役割は、特措法第４条の「市町村の責務」において、「空家等対策計画を作成

し、これに基づく空家等に関する対策を実施することと、必要な措置を適切に講ずる

よう努めること」が求められています。 

地域住民から提供される空家等の情報や、様々な相談への対応にあたっては、総合

的な窓口としての役割を担うとともに、各種取組の情報提供や空家等の対策における

必要な支援を行ないます。  
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第３章 空家等対策における方針 

（３）地域の役割 

良好な地域環境を維持するとともに、地域コミュニティ内の連携を強化するなど、

空家等の発生・放置が発生しないよう、良好な地域住民間の関係を築くことが求めら

れています。 

また、地域内の空家等の情報提供や空家等の適正管理や利活用にあたって、村や所

有者と連携して取り組むことが必要です。 

 

３．空家等対策協議会の役割 

 

空家等対策協議会（以下「協議会」という。）については、特措法第７条第１項におい

て「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なうための協

議会を組織することができる」とあり、条例第１１条第２項において、空家等対策計画の

作成・変更・実施、特定空家等の措置に関すること、特定空家等の認定に関すること、等

について、調査・協議を行なうとされており、以下のことについて協議・決定する場とし

て設置します。 

 

（１）空家等対策計画の作成・変更・実施（条例第１１条第２項第１号） 

空家等対策計画の策定にあたり、方針や施策内容、体制など、空家等対策を進めて

いくにあたり必要となる事項について、協議・決定し、また、必要に応じて計画の見

直しや変更及び更新等を協議、決定します。 

また、各施策の実施状況等を確認し、この空家等対策計画が、より効果的に実施さ

れるよう協議・運用していきます。 

 

（２）特定空家等の認定に関する協議（条例第１１条第２項第３号、条例第８条） 

特定空家等に該当する可能性がある建物に対し、特措法第９条に基づく調査や、別

に設定した判断基準に基づく調査を経た空家等について、特定空家等に認定すべきか

どうかを協議します。協議会での協議を経て、最終的に村長が特定空家等として認定

します。 

 

（３）特定空家等に対する措置に関する協議（条例第１１条第２項第２号） 

特定空家等に認定された空家等の所有者等に対し、特措法第１４条に規定されてい

る周辺の生活環境の保全を図るために必要な、助言又は指導、勧告、命令、行政代執

行等の措置を実施・執行するべきかどうかを協議・決定します。 

また、勧告、命令、特措法第１４条第１０項に規定する公示、に関しては、特措法

に記載のある「相当の猶予期限」「相当の期限」について協議したうえで期限を定め

ます。 

なお、条例第９条に規定のある、村が講ずる緊急安全措置については、協議会を招

集する余裕がない場合に備えた措置ととらえ、協議会を経ずに講じるものとします。 
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第３章 空家等対策における方針 

協議会は、村長をはじめ、地域住民や村議会議員、法務や不動産、建築、また、警察・

消防関係者等、１４名以内の委員で構成されます。 

 

４．庁内の実施体制 

 

空家等対策は、防災、衛生、景観等の側面や、空家等及びその土地の所有者や相続人の

調査等の側面、特定空家等に認定された場合の税制上の措置等を行なう側面、より一層の

管理意識を促す空家化の防止・啓発活動という側面、空家等を移住促進や店舗利用等とし

て有効に活用する側面、等の多様な側面があることから、庁内の様々な部署がそれぞれの

役割に応じて連携し、また、地域住民や民間事業者と協力し、総合的に対策を進めていく

ことが重要であります。下表のとおり、関係課で役割分担し、部会を構成します。 

 

●庁内で構成する部会（令和２年２月時点） 

部会名 役割 

空家等調査部会 空家等の把握に関すること 

予防活動部会 家屋の適正管理（先々の）や空家等問題の意識啓発に関すること 

利活用部会 空き家・空き地バンク、空家等除去後の土地の利活用に関すること 

所有者調査部会 空家等の所有者、相続人等の権利者の確認・特定に関すること 

管理不全対策部会 管理不全状態に陥った空家等に関すること 

 

●関係課での役割分担（令和２年２月時点） 

課名 所属部会 役割 

総務課 利活用部会 

管理不全対策部会 

空家、空き地の無償譲渡（寄付）の検討、安

全・防災の面からの管理不全対策、各種財政

支援の確認・調整 

政策企画課 利活用部会 空家等を活用した企業誘致や地域づくり、跡

地利用方法の検討 

産業観光課 利活用部会 空家等の観光業・商業への活用の検討 

次世代定住課 空家等調査部会 

予防活動部会 

利活用部会 

空家等の把握、空き家・空き地バンクの運

用・利用促進、跡地利用方法の検討 

住民福祉課 所有者調査部会 所有者・相続人の追跡（住民・戸籍情報） 

税務課 所有者調査部会 

管理不全対策部会 

所有者の確認・特定、固定資産税情報の利

用、特定空家等の税制上の措置 

健康推進課 予防活動部 高齢者世帯等への空家対策等の情報提供 

建設課 管理不全対策部会 道路の安全管理面からの管理不全対策 

環境対策課 空家等調査部会 

管理不全対策部会 

空家等の把握、衛生・景観面からの管理不全

対策 
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第３章 空家等対策における方針 

５．各主体、協議会、庁内体制の相関 

 

各主体や協議会、庁内の実施体制について、相関関係を次のとおりとします。 

 

●各主体、協議会、庁内体制の相関関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所
有
者 

協
議
会 

（管理不全な空家等） 
（空家等） 

地
域 

（空家化の可能性） 

（居住のある家屋等） 

・所有者としての管理責任 

・空き家・空き地バンクの活用 

・良好な地域環境の維持 

・村との連携 

・計画の策定、変更 

・特定空家等の認定、措置に関する協議・決定 

情報提供、相談 

調査、意向確認、情報提供、啓発 

必要な措置、助言又は指導、命令、代執行 

報告、連絡、相談、助言、協議 

空家等調査部会 管理不全対策部会 

村
・
庁
内
部
会 

利活用部会 

予防活動部会 所有者調査部会 

・空家等への対策の実行 

・必要な措置 

・各種支援 
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南阿蘇村空家等対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 空家等対策における取組み 
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第４章 空家等対策における取組み 

１．空家等の相談への対応 

 

第３章で述べた基本方針に従い、空家等への対策を行なうにあたり、所有者・管理者等

からの相談や地域住民からの相談に応じるための窓口を設置します。 

 

（１）空家等への相談窓口 

空家等対策の一つとして、相談窓口を設置します。窓口は２種類設置し、空き家化

の防止・空家等の利活用に関しては次世代定住課、特定空家等に該当する可能性があ

る管理不全状態に陥っている空家等については環境対策課に窓口を設置します。 

 

（２）相談への対応 

●空き家化の防止・空家等の利活用 

この窓口では、空き家・空き地バンクや家屋の利活用に係る補助制度等につい

て案内を行い、予防活動部会や利活用部会と連携し、相談があった家屋が空家等

として放置されることを防止し、有効に活用されていくよう努めます。 

 

●管理不全状態に陥っている空家等 

この窓口では、管理不全状態に陥っている空家等が、特定空家等に認定される

までの流れや、認定された場合の措置等を、特措法や条例、本計画に基づいて説

明を行い、所有者調査部会や管理不全対策部会と連携し、当該空家等が適正に管

理（状態によっては建物の除去）されるよう努めます。 

 

２．空家等の調査、実態把握、意向調査 

 

空家等の調査については、空家等調査部会が実施します。具体的には、平成３０年に行

なわれた調査同様、地域おこし協力隊及び定住支援員等が村内を回り、随時、最新の実態

を把握できるよう努めます。 

また、窓口で相談のあった空家等や地域から寄せられた情報等についても現地確認（敷

地外から実施）を行います。 

現地確認や近隣からの聞き取り等も行ない、所有者や管理者等の把握が容易でない場

合、所有者調査部会により、各種情報を収集し、利活用部会や管理不全対策部会が所有者

等（所有者が既に死亡している場合は相続人等）にコンタクトをとり、管理についての意

向等を確認します。 

なお、調査にて把握された実態は、適宜協議会に報告されるとともに、庁内関係各課等

との連携により、情報共有を行ないます。 
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第４章 空家等対策における取組み 

３．空家等に関するデータベースの整備 

 

空家等の調査により取得した情報及び当該空家等対策を行なうにあたり、必要な情報に

ついて、データベースを整備し、空家等情報の適切な管理に努めます。 

また、関係部署での情報共有と有効活用する仕組みづくりに努めます。 

なお、空家等の所有者等は売買、相続等により常に異動するほか、相続手続きがなされ

ていない所有者等の特定は困難であること、空家等の状態は常に変化するものであること

から、データベースの整備及び活用にあたっては、これらに留意します。 

 

４．空家等の予防・発生の抑制 

 

空家等の増加は、地域の魅力を損ない、地域の活力を低下させ、居住者の減少や、安全

面や衛生面での悪影響を引き起こすといった問題を招きかねません。 

建物は使用されていない状態が続くと急速に痛みが進んでしまうことから、建物を使い続

けることが最も重要な予防策です。 

このようなことから、空家等の発生をできるだけ抑制するため、建物が使用されている

段階から、村民に対し、空家等が地域社会、生活環境に及ぼす影響や問題等を様々な機会

を通じて広く情報発信し、地域と連携・協力し、将来の空家等の発生を防止するととも

に、日常的な建物の維持管理の必要性等の意識向上を図ります。 

 

（１）問題意識の啓発 

空家等が発生し放置される要因として、所有者等の死後、相続が適切に行なわれず、

多数の相続人が生じるなどした結果、管理意識が乏しくなる、意思決定が困難になると

いったことが挙げられます。こうした状況を予防するため、相続発生時に速やかに登記

の名義を変更することや、住まいを次代へ適切に引き継いでいくことの必要性や意義に

ついて、広報誌やホームページ、チラシ等の配布や呼びかけを通じて、周知・啓発を図

ります。 

 

（２）予防意識の啓発 

空家等の中には、独居高齢者が介護施設へ入所するなどによって長期間使用されてい

ないものもあり、不在となった高齢世帯が空家等の発生する要因の一つとなっていま

す。こうしたことから、成年後見人制度の活用や、普段から子ども世帯と後々の家屋の

管理等について話し合っていただけるように誘導することに努めます。 

 

（３）住民と接する機会の活用 

問題意識の啓発や、予防意識の啓発について、従来から実施されている地域の集まり

（老人会、敬老会、各種見守り活動等）や、住民宅へ訪問する機会（空き家対策に関係

ない訪問等）等、住民と接する機会を活用し、問題意識や予防意識が浸透していくよう

に努めます。 
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第４章 空家等対策における取組み 

５．空家等の利活用 

 

空家等の所有者等や新たな所有者等によって空家等が再利用されることは、定住の促進や

地域の活性化にもつながり、良好な景観や生活環境を維持・保全されることにつながりま

す。 

地域や関係団体、関係各課と連携し、所有者等に利活用等の支援を行ないます。 

 

（１）空き家・空き地バンクの運用、利用推進 

空家となった家屋は、資産価値が低下していき、売却も賃貸も困難となってしまい

ます。そのような状態に陥る前に資産としての運用を図ることで、個人の資産として

だけでなく、地域の資源として地域の活性化につながり、コミュニティの維持が図ら

れます。 

こうした資産運用の手法としての「空き家バンク制度」が全国的に普及し、本村に

おいても平成２８年より南阿蘇村空き家・空き地バンクが設置され、運用が開始され

ました。 

空き家・空き地バンクの実効性を高め、管理不全の防止や移住促進の面からも、利

用推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所有者 

空家等 

空き家・空き地バンク 

定住支援員等 

利用希望者 

相談 

物件登録 

相談 

利用者登録 

【登録・利用条件】 

空き家バンクに登録できる空き家等とは、個人又は法人等が居住を目的として

建築し、現に居住していない（近く居住しなくなる予定の建物も含む）村内に存

在する建物又は住宅等の建築に適当な面積を有する良好な管理状態にあり、現に

居住の用に供する建物がない（近く使用しなくなる予定のものを含む）売買又は

賃貸可能な物件です。空き家バンクを利用し、空き家等の紹介を受けようとする

ものは、利用登録が必要となります。 
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第４章 空家等対策における取組み 

（２）空家に関する補助金等の整備 

空家等を利活用するにあたり、利用者（居住希望者）にとってより魅力的な物件と

なるよう、空き家・空き地バンクに登録された家屋内の家財の処分や、建物の改修に

係る費用について補助するとともに、その他必要な支援等を検討します。 

現在、整備されている補助金は次のとおりです。 

 

●南阿蘇村空き家バンク家財道具等処分事業補助金 

【概要】 

南阿蘇村空き家バンクにおいて売買又は賃貸借に関する契約を締結した物件

に入居があった場合、成約物件の家財道具の処分費用の一部を支援する。 

【対象、条件】 

・家財道具処分後、5 年以上空き家に居住する見込みがあること 

・村税等に滞納がないこと 

・成約後 6ヶ月以内であること 

【補助金の額】 

対象経費の 1/2 ※10万円限度額 

 

●南阿蘇村空き家バンク活用支援事業補助金 

【概要】 

南阿蘇村空き家バンクにおいて売買又は賃貸借に関する契約を締結した物件

に入居があった場合、空き家の所有者に対し成約物件を購入、賃貸借するた

めの改修費の一部を負担する。 

【対象、条件】 

・空き家の所有者(賃貸借物件の所有者は除く)及び居住者は、南阿蘇村内に生

活拠点を移すため、村内に住民票を異動させた者又は 6 ヶ月以内に異動予

定の者であること。 

・当該補助金の交付後 5 年以上、当該空き家に居住又は当該空き家を南阿蘇

村空き家空き地バンクに登録し賃貸借物件として使用すること。 

・税等に滞納のないこと。 

・空き家の改修に関して国、県又は村等の公的機関から他の補助金等を受けて

いない、若しくは見込まれないこと。 

・成約物件に入居した日から 6 ヶ月以内であること。 

【補助金の額】 

対象経費の 1/2 ※100 万円限度額 

 

（３）その他 

本村では空家を地域の資源と捉え、農村景観の維持の活性化を図る目的として、本

村が集落における空家を借り上げ、移住定住希望者向けの空き家住宅として活用する

「南阿蘇地域移定住空き家活用事業」を実施しています。  
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第４章 空家等対策における取組み 

６．空家等の適正管理の促進 

 

空家等の老朽化を防ぐためには、定期的な維持管理を行うことが必要不可欠です。 

空家等の所有者等に対し、管理責任が所有者等自身にあることを明確に認識してもらうと

ともに、空家等に関する理解を深め、適切な管理を促すよう努めます。 

 

（１）適正管理の周知 

空家等を放置することで、第三者へ危害が及んだ場合に生じる所有者等の賠償など

のリスクに係る啓発や村が行なう空家等対策の周知を行うため、所有者等の管理責任

や適正管理に関するビラやリーフレット等を作成・配布し、所有者等自ら空家等を適

切に管理するよう促していきます。 

 

（２）管理不全に陥った空家等への対応 

管理不全に陥り、周辺環境に悪影響を与える可能性がある空家等については、既に

所有者の確認等が困難な状況にあるケースが予想されます。現地確認や近隣からの聞

き取り等や所有者調査部会により、各種情報を収集し、利活用部会や管理不全対策部

会が所有者等（所有者が既に死亡している場合は相続人等）にコンタクトをとり、状

況を伝え、管理についての意向等を確認するとともに、適正な管理を促します。 

また、状況に応じて見識を持つ協議会委員や専門家、管理不全対策部会で特定空家

に該当するか調査し、協議会へ報告、相談を行い、特定空家等に認定するか協議を行

います。 

特定空家等に該当すると考えられる場合でも、直ちに法に定められた措置を実施す

るのではなく、所有者等を特定し、所有者等自らの意思による改善を図るための情報

提供や対話を行ないます。 

また、把握した所有者等の情報をもとに、解決に向けて具体的な対応策を検討する

よう努めます。 

なお、場合によっては、条例第９条に基づいた緊急安全措置を行ないます。 

 

７．特定空家等に対する措置 

 

特定空家等と認定された家屋等は、適切な管理が行われずに地域住民の生活環境等に悪

影響を及ぼしている状況にあります。 

特定空家等の所有者等に対し、地域住民の生命、健康、財産の保護を図り、また、健全

な生活環境の保全のために必要な措置を講じます。 

 

●特定空家等の認定 

（１）特定空家等の認定 

特定空家等は、現地調査（老朽度や危険度等）を実施し、協議会で協議したうえ

で、村長により認定されます。（条例第８条、第１１条第２項第３号） 
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第４章 空家等対策における取組み 

（２）特定空家等の判断基準 

特定空家等に該当するかどうかについては、「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）を参考に、以下の判断基準につ

いて点数化し、基準値を超えるものについて、協議会で特定空家等に認定するか協議

します。 

 

●建物が著しく保安上危険となるおそれがあるとする判断基準 

 

合計１００点以上で、保安上危険となるおそれがあると判断されます。 

  

区分 項目 評点 上限

下げ振り等で四隅支柱が平均1/20超の傾斜がある 100

下げ振り等で四隅支柱が平均1/60超の傾斜がある 50

基礎に不同沈下がある 50

基礎がない 20

基礎が束石 10

基礎に亀裂、ひび割れがが生じている 20

基礎が変形、破損している 20

腐食又は蟻害により土台に大きな断面欠損が発生している 30

基礎と土台に大きなずれが生じている 30

構造耐力上主要な部分である柱に、亀裂、ひび割れが生じている 20

構造耐力上主要な部分である柱が、変形、破損している 20

構造耐力上主要な部分である柱に、腐食又は蟻害により大きな断面欠

損が生じている
20

構造耐力上主要な部分である柱とはりにずれが生じている 20

屋根ふき材料・軒の一部において剥離、不陸、破損、脱落が発生して

いる
15

屋根ふき材料・軒が著しく剥離、不陸、破損、脱落が発生している 25

屋根ふき材料・軒の全部が剥離、不陸、破損、脱落が発生している 50

外壁の仕上材料が剥離、腐食、破損により、下地が露出している 15

外壁の仕上材料が剥離、腐食、破損により、著しく下地が露出してい

る
25

外壁の剥離、腐食、破損により、壁体を貫通する穴が生じている 25

看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒、倒壊している 10

看板、給湯設備、屋上水槽等が破損している 15

看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している 15

延焼又は倒壊のおそれがある外壁がある

（隣地境界線から1F部分３ｍ以内、2F部分5m以内）
20

屋根が可燃性材料でえふかれている 10

雨樋がないもの 10 10

屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落、傾斜している 10

瓦などの屋根部材や外壁等の剥離、破損等により、風で飛散し、周辺

に被害を及ぼすおそれがある
10

門、塀、立木等が倒れる危険性がある 10

擁壁が老朽化し、倒壊の危険性がある 10

30

合　計

100

50

50

30

１．建築物の傾斜

２．構造耐力上主要な部分の損傷等

３．屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。

４．防火上又は避難上、延焼のおそれがある。

５．排水設備による影響

６．その他工作物等による影響
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第４章 空家等対策における取組み 

●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とする判断基準 

 

合計点４０点以上で、衛生上有害となるおそれがあると判断されます。 

 

●適切な管理がおこな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する

判断基準 

 

合計４０点以上で、著しく景観を損なっていると判断されます。 

 

 

  

区分 項目 評点 上限

アスベスト（吹付け石綿等が飛散し、暴露する可能性が高い 20

浄化槽が放置又は破損による汚物の流出、臭気が発生し、地域住民の

日常生活に支障を及ぼしている
20

排水等の流出による臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼ

している
20

敷地内にごみ等が放置されている 10

敷地内にごみ等が大量に放置されている 20

敷地内に放置されたごみから臭気が発生し、地域住民の日常生活に支

障を及ぼしている
20

雑草が繁茂している 10

多数のねずみ、ハエ、蚊等の害虫の発生源となっている 20

野良犬、野良猫、猿、猪、イタチ等、野生動物や害獣の住処になって

いる
50

１．建築物又は設備等の破損等が原因で衛生状態が悪い

40

合　計

２．敷地内の管理不全が原因で衛生状態が悪い

60

区分 項目 評点 上限

景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等と著しい乖離がある 10

廃墟化し、周囲から目視できる 20

倒壊し、周囲から目視できる 20

倒壊した工作物が周囲から目視できる 20

繁茂した雑草や手入れされていない立木等が景観を阻害している 10

繁茂した雑草や立木が建物を覆っている 20

敷地内に放置されたごみが周囲から目視できる 20

幹線道路から空家等を目視できる 30

地域住民が生活するうえで利用頻度が高い道路に面している 25

観光地や温泉地、史跡等、観光客が訪れる場所に立地している 25

多数の窓ガラスが割れた状態で放置されている 20

汚物や落書き等で外見上大きく痛んだり、汚れたまま放置されている 20

看板が原型を留めず、本来の用をなさない程度まで破損、汚損したま

ま放置されている。
15

４．その他の事由により景観を害している

40

合　計

３．立地環境により景観を害している

40

１．既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態

40

２．敷地内の管理不全で景観を害している

40
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第４章 空家等対策における取組み 

●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する

判断基準 

 

合計７５点以上で、周辺の生活環境保全を図るために放置することが不適切であると

判断されます。 

 

これらの４項目について、一つでも基準値を超える状態のものについて、協議会で

特定空家等に認定するか協議を行ないます。 

特定空家等に認定された空家等については、以降の措置を取ることとなり、認定さ

れなかった空家等については、引き続き所有者等に適正管理を促します。 

 

 

 

 

  

区分 項目 評点 上限

立木の腐朽、倒壊、枝折れが生じ、道路、隣の家屋の敷地等に枝葉が

散らばっている
30

立木の枝等が敷地からはみ出し、通行人等の妨げになっている 10

立木の枝等が敷地からはみ出し、道路交通標識を隠している 20

動物が住み着き、鳴声等の騒音が発生し、地域住民の日常生活に支障

を及ぼしている
20

動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日

常生活に支障を及ぼしている
20

住み着いた動物が周辺の土地または家屋に侵入し、地域住民の生活環

境に悪影響を及ぼすおそれがある
20

シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境

に悪影響を及ぼすおそれがある
10

スズメバチの巣などがあり、付近を飛んでいる 20

門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等、不特定の者が容

易に侵入できる状態で放置されている
20 20

１．立木が原因で周辺環境に悪影響を与えている

50

合　計

60

２．動物等の住処になり周辺環境に悪影響を与えている

３．建築物等の不適切な管理が原因で周辺環境に悪影響を与えている
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第４章 空家等対策における取組み 

●特定空家等への措置 

特定空家等へ対する措置として、次の（１）～（４）の措置が特措法第１４条に定め

られています。関係各課や関係団体との連携、協議会での協議のうえ、措置を取ること

になります。 

 

（１）助言又は指導 

特定空家等に認定された空家等を放置し続ける所有者等に対しては、特措法に定

められた除却、修繕、立木の伐採等、周辺環境の保全を図るための助言又は指導を

行ないます。 

 

（２）勧告 

助言又は指導を行なった場合において、なお、当該空家等の状態が改善されない

と認められるときは、当該空家等の所有者等に対し、相当の猶予期間を設け、必要

な措置をとるよう勧告を行ないます。 

また、当該勧告により、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されること

から、税務課と十分な連携を図るとともに、協議会において、経過状況の報告や今

後の対応及び相当の猶予期限について協議し、決定します。 

 

（３）命令 

勧告を受けた当該特定空家等の所有者等が、正当な理由なく、その勧告に係る措

置を取らなかった場合において、特に必要があると認められるときは、所有者等に

対し、事前に意見を述べる機会を設けたうえで、相当の猶予期間を設け、必要な措

置をとるよう命令を行ないます。 

なお、当該命令を行なう場合は、事前に意見を述べる機会を設けるため、所有者

等に対し、命令する措置及び事由並びに意見書の提出先及び提出期限を通知し、意

見書又は所有者等に有利な証拠を提出する機会や、公開による意見の聴取の機会を

設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（所有者等） （特定空家等） （村・村長） 

（助言又は指導） 

（勧告） 

（命令に関する通知書） 

（意見書 or 意見の聴取の請求） 

（出頭依頼、通知） 

公開による意見の聴取 

公示 

（協議会） 

協議

 

協議

 協議

 協議

 

（命令） 
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第４章 空家等対策における取組み 

（４）代執行 

命令を受けた当該特定空家等の所有者等がその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履行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、

代執行します。なお、命令、行政代執行の実施については状況に応じて適宜、協議

会を開催し、協議のうえ決定します。 

 

●管理不全状態の空家等への取組みフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（管理不全空家等） 

（所有者等） 

（地域住民） 
（空家等調査部会） 

相談 

現地調査 

所有者調査 

所有者に適正管理のお願い 

立入調査 

「特定空家等」の判断 

助言又は指導 

勧告 

事前通知 

意見書の提出機会付与 

命令 

標識の設置・公示 

 

戒告・再戒告 

 

報告 

南阿蘇村空家対策協議会 

行政代執行 

緊急安全措置 

危険が迫っている状態等の場

合等に、必要最低限度の措置 

略式代執行 

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

ができない場合 

報告 

認定 

相談 

決定 

相談 

決定 

相談 

決定 

相談 

決定 

改善無し 

改善無し 

改善無し 

改善無し 

場所、建物、 

状態等の確認 

所在等の確認 

特定空家等に 

該当するか 

正当な理由なし 

意見書、もしくは 

意見聴取の請求 
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第４章 空家等対策における取組み 

８．跡地活用の促進 

 

空家等の除去後、そのまま放置すると立木や雑草等の繁茂による管理不全な空き地とな

り、周辺住民の生活環境に害虫・害獣被害が発生するという問題が生じる可能性がありま

す。 

また、利活用が未定のまま空き地が放置された場合は、地域への景観等へ影響を及ぼす

ことになり、地域の活力が失われる可能性もあります。地域や関係各課と連携し、空家等

を除去した跡地の利活用策についても検討します。 

 

９．新たな制度の検討、活用 

 

空家等対策について、所有者等や地域住民が空家問題に対し、課題解決に取組みやすい

ように、その環境や新しい制度を整えること、既に整備されている制度・事業等の活用を

検討します。 

 

●空家等の除去に伴う助成制度等の検討 

空家等の維持管理、除却等は所有者等の責務であることを踏まえつつ、行政が対応す

ることを期待した所有者等の管理責任の放棄（モラルハザード）にも留意しながら、管

理不全空家等の除却等に対する助成制度等の救済制度についての検討を行ないます。 

 

●空き家再生等推進事業や空き家対策総合支援事業の活用 

空家等の利活用や除却について、国において実施されている空き家再生等推進事業や

空き家対策総合支援事業を活用します。 

 

●空家等の無償譲渡（寄付）に関する検討 

空家等の所有者が高齢になり、維持管理が困難となるケースもあることから、寄付制

度の検討を行ないます。だたし、全ての空家等を受入れるものではなく、一定の条件に

基づき受入れるような形を想定します。 

 

１０．空家等に関する税制上の措置 

 

●空き家等の発生を抑制するための税制上の特例措置 

所得税・住民税の特例措置で、相続した空家等を譲渡した場合、譲渡所得の特別控除の

適用が受けられます。 

 

●「特定空家等」に対する固定資産税等の住宅用地特例の取扱い 

固定資産税の特例が適用対象外となる措置です。特措法第１４条に基づく勧告された

「特定空家等」の敷地の用に供されている土地は、固定資産税の特例が適用対象外となり

ます。 
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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

十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する

施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とす

る。 

 

（定義） 

第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 
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（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。 

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。 
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（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、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



  

- 31 - 南阿蘇村空家等対策計画 MINAMIASO VILLAGE 

資料編 

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。 
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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。 
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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ヶ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。 

（平成２７年政令第５０号で、本文に係る部分は、平成２７年２月２６日から、ただし

書に係る部分は、平成２７年５月２６日から施行） 

 

（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．南阿蘇村空家等対策の推進に関する条例 

 

●南阿蘇村空家等対策の推進に関する条例（令和元年条例第１４号） 

 

（目的） 

第 1 条 この条例は、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。）に定めるもののほか、南阿蘇村（以下「村」という。）の空家

等に関する施策の推進に関し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、もって村民等の生命、身体又は財産の保護及び生活環境の保

全を図るとともに、地域の振興に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第 2 条 この条例において、「村民等」とは、村内に居住している住民又は村内で事業そ

の他活動を行う個人、法人若しくは団体をいう。 

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用

語の例による。 

 

（紛争解決の原則） 

第 3 条 村内において空家等に係る紛争が生じた場合は、当該紛争の当事者間において解

決を図るものとする。 

 

（村の責務） 

第 4 条 村は、空家等に関する必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、空家等に関する

必要な措置を適切に講ずるとともに、所有者及び村民等に対し、空家等の適切な管理に

関する情報の提供、助言、その他必要な支援を行うものとする。 

2 村は、空家等に対する必要な施策を実施するため、村民等、事業者、専門家、専門的

な知識及び経験を有する団体並びに地域団体等と連携を図るよう努めるものとする。 

 

（所有者の責務） 

第 5 条 所有者等は、空家等の周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任及

び負担において必要な措置を講じ、空家等を適切に管理しなければならない。 

 

（村民等の役割） 

第 6 条 村民等は、村が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

2 特定空家等であると疑われる空家等を発見した村民等は、速やかに村にその情報を提

供するよう努めるものとする。 
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（事業者の役割） 

第 7 条 不動産業、建設業その他空家等の活用に係る事業を営む者は、村が実施する空家

等に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（特定空家等の認定） 

第 8 条 村長は、法第 9条第 1項及び第 2 項の規定により調査した空家等が、村長が別

に定める基準により必要と認める場合は、当該空家等を特定空家等として認定するもの

とする。 

 

（緊急安全措置） 

第 9 条 村長は、特定空家等の老朽化、管理不全その他の要因により、人の生命、身体又

は財産に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫していることが明白である場合は、当該

特定空家等に必要な最低限度の措置（以下「緊急安全措置」という。）を講ずることが

できる。 

2 村長は、緊急安全措置を講ずるときは、特定空家等の所有者等に対し、当該緊急安全

措置に係る概要その他必要な事項を通知（所有者又はその連絡先を確知することができ

ない場合にあっては、公示）をしなければならない。 

3 村長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、当該緊急安全

措置に要した費用を徴収する。 

 

（関係機関との連携） 

第 10 条 村長は、必要があると認めるときは、警察、消防その他関係機関に対し、当該

空家等の所有者等に関する情報の提供、当該関係機関の権限に基づく措置の実施その他

必要な協力を求めることができる。 

 

（空家等対策協議会） 

第 11 条 法第 7条第 1項の規定に基づく事項その他空家等に関する施策の推進に関し、

適正かつ円滑な運用を図るため、南阿蘇村空家等対策協議会（以下、「協議会」とい

う。）を置く。 

2 協議会は、次に掲げる事項について調査協議を行うものとする。 

（1） 法第 6 条第 1項に規定する空家等対策計画の作成若しくは変更又は実施に関す

ること。 

（2） 法第 14 条に規定する特定空家等に対する措置に関すること。 

（3） 第 8条に規定する特定空家等の認定に関すること。 

（4） その他空家等に関する施策の推進に関し、村長が必要と認める事項に関するこ

と。 

3 協議会は、村長及び村長が委嘱する 14 人以内の委員で組織する。 

4 前 3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。  
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（委任） 

第 12 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


