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はじめに

近年、わが国は超高齢化及び人口減少時代に突入し、

社会全体の構造が大きな転換期を迎えています。 

このような中、国では「空家等対策の推進に関する 

特別措置法」が施行され、空家等という個人の財産の 

管理に対する市町村の権限が強化されることで、空家 

等への立入調査や所有者を特定するための税情報の内 

部利用が可能となるとともに、「特定空家等」に対す 

る指導・助言・勧告・命令、さらには行政代執行が可能となりました。また、地方創

生では、空家等は決して地域のお荷物ではなく、地域の大切な資源として移住定住施

策をはじめとする様々なまちづくりにおいて、積極的な空家等の利活用を推進するこ

とも必要です。 

本市におきましては、平成２７年５月から市内自治会に御協力いただいて空家等実

態調査を実施しましたところ、１０００戸を超える空家等が確認されました。中でも

管理不十分な空家等、いわゆる「特定空家等」に該当する空家等については、防犯、

防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが懸念され

ているところです。そこで、平成２７年１０月に東近江市空家等対策推進協議会を県

下でいち早く立ち上げ、専門的な知見を有する方々から積極的な御意見や御提案をい

ただく中で、「東近江市空家等対策計画」を取りまとめることができました。 

この度策定しました「東近江市空家等対策計画」は、法律に基づき本市の空家等対

策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な考え方を示すものであり、今後は、

この計画に沿って、計画期間内で一定の成果をお示しできるよう空家等に関する様々

な施策を展開してまいります。 

なお、本計画の策定に当たり、東近江市空家等対策推進協議会の委員の皆様をはじ

め、御協力をいただきました関係各位に対しまして、心から感謝申し上げます。 

平成２８年３月 

東近江市長 
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第１章 計画の趣旨 

１ 計画策定の背景 

近年の少子高齢化に伴う人口減少や社会的ニーズの変化により、全国的に居住その他の

使用がなされていないことが常態である建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地（以

下「空家等」という。）が増加傾向にあります。空家等の中には、適切な管理が行われていない

結果として、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、

地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすものも存在しています。 

このような空家等がもたらす問題に対応するため、平成２７年２月２６日に空家等対策の推

進に関する特別措置法（以下「特措法」という。）が施行され、国、都道府県及び市町村がそ

れぞれの役割の中で対策を進めていくことになりました。 

本市においても、市内の空家等の実態を踏まえ、東近江市空家等対策計画を策定し、空

家等がもたらす問題に対応するとともに、空家等を地域資源と捉えた施策の展開を図ります。 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、特措法第６条に基づき、国が定める基本指針に即して、本市の空家等に関する

対策を総合的かつ計画的に実施するための計画として策定するもので、既存計画である東近

江市総合計画（後期）や東近江市まち・ひと・しごと創生総合戦略等の各種計画との連携を図

ります。 

第２章 東近江市の空家等の現状 

１ 空家等の実態把握 

本市の空家等に関する対策を進めるに当たり、市内における空家等の実態を的確に把握

することが望ましいことから、平成２７年５月から１１月までの間に空家等実態調査（以下「実態

調査」という。）を実施しました。 

実態調査は、「概ね１年以上住まわれていない空家等や使用されていない倉庫、店舗等

（不動産会社等の管理物件は除く。）」を調査対象となる空家等と定義し、まず、第１次調査と

して市内自治会に協力を依頼し、地区内の空家等の 

所在等を把握しました。 

次に、第２次調査として、第１次調査で把握した空

家等について現地調査を実施し、空家等の判定及び

用途、建て方、構造、管理状況等を確認する中で、空

家等を「そのまま活用できる」「修繕すれば活用できる」

「１～２年で特定空家等になる」「すでに特定空家等レ

ベル」の４つの区分に分類しました。 

第３次調査では、第２次調査で空家等と判断した物 

件を対象に、特措法第１０条に基づく固定資産課税台 

帳情報の内部利用により所有者等を把握し、空家等の 
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管理状況や今後の活用方法等について意向調査を実施しました。 

２ 住宅総数と空家等数 

平成２５年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局）によると、本市の住宅総数は４３，０１０

戸であり、総世帯（３７，９２０世帯）に対し１３．４％多く、市内の住宅は量的には充足していると

考えられます。また、実態調査から、市内に１，０６９戸の空家等があることが確認されました。 

地区別の空家等の数は、次のとおりです。 

空家等数では、「能登川地区」が最も多く２１１戸で、次に「五個荘地区」の１５４戸、「永源寺

地区」の１０７戸となっています。また、世帯数に占める空家等数の比率では、「愛東地区」が 

７．９％と最も高く、次に「永源寺地区」の６．５％、「五個荘地区」の４．３％となっています。 

このことから、「能登川地区」は、世帯数に比例して空家等数が多く、「愛東地区」、「永源寺

地区」、「五個荘地区」は、世帯数に対して高い比率で空家等が発生していることが分かりま

す。 

３ 空家等の種類 

実態調査における空家等の種類を見ると、用途としては「住宅」が１，０２４戸（９６％）、建て

方は「一戸建て」が１，０３５戸（９７％）、構造では「木造」が１，０１１戸（９５％）となっており、本

市の空家等は、一戸建ての木造住宅が大半を占めていることが分かります。 

空家等実態調査に基づく空家等数（地区別） 
（単位：戸） 

そのまま活用
できる

修繕すれば
活用できる

１～２年で特
定空家になる

すでに特定空
家等

平田 15 3 7 4 1 816 1.8%

市辺 29 14 6 7 2 1,173 2.5%

玉緒 25 5 11 6 3 1,105 2.3%

御園 34 13 18 3 0 1,735 2.0%

建部 29 13 11 3 2 829 3.5%

中野 30 17 9 1 3 2,338 1.3%

八日市 78 23 43 8 4 2,053 3.8%

南部 49 44 5 0 0 1,887 2.6%

永源寺 107 18 51 18 20 1,644 6.5%

五個荘 154 49 79 16 10 3,619 4.3%

愛東 105 32 44 15 14 1,328 7.9%

湖東 97 19 58 17 3 2,469 3.9%

能登川 211 66 103 30 12 7,924 2.7%

蒲生 106 25 52 18 11 4,470 2.4%

合計 1,069 341 497 146 85 33,390 3.2%

世帯数
 空家等数
 　/世帯数

空家等
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次に、階数を見ると、「２階建て」が６５９戸（６２％）と最も多く、次いで「平屋」の４０３戸（３８％）

となっています。   

 【用途】 

住宅 1,024 

店舗併用住宅 24 

店舗・事務所等 3 

その他 16 

【建て方】 

一戸建て 1,035 

長屋 28 

その他 4 

【構造】

木造 1,011 

鉄骨・鉄筋コンクリート 38 

その他 18 

【階数】  

平屋 403 

２階建て 659 

３階建て 3 

その他 2 

４ 空家等の評価 

第２次調査では、外観目視による調査に基づき空家等を次の４段階に評価しています。 

評価区分 空家等の状態 

そのまま活用できる
適正に管理されており、現状のままで十分に利活用

できる状態 

一戸建

て

97%

長屋

3%
その他

0%

木造

95%

鉄骨・鉄

筋コンク

リート
3%

その他

2%

平屋

38%

２階建

て

62%

３階建

て

0%

その他

0%

（単位：戸） 

（単位：戸） 

（単位：戸） 

（単位：戸） 

住宅

96%

店舗併

用住宅

2%

店舗・事

務所等

0%
その他

2%
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修繕すれば活用できる
適正に管理されているが、修繕等が必要な箇所があ

り、修繕すれば利活用できる状態 

１～２年で特定空家等になる
老朽化が進んでいる等、あと１年から２年で特定空家

等に該当しそうな状態 

すでに特定空家等レベル すでに特定空家等に該当していると思われる状態 

空家等の評価結果を見ると「そのまま活用できる」の３４１戸（３２％）と「修繕すれば活用でき

る」の４９７戸（４６％）が全体の７８％となっています。また、「１～２年で特定空家等になる」が 

１４６戸（１４％）と「すでに特定空家等レベル」８５戸（８％）となっています。 

【空家等の評価】

そのまま活用できる 341 

修繕すれば活用できる 497 

１～２年で特定空家等になる 146 

すでに特定空家等レベル 85 

 ５ 空家等の分布 

市内の空家等の分布を前項の評価区分に応じて地図上に表示すると次のようになります。 

 市内全域に空家等が分布しており、特に八日市地区、五個荘地区、能登川地区に空家等

が密集していることが分かります。これは、「２ 住宅総数と空家等数」でも述べたように住宅の

実数に比例したものと考えられます。 

そのまま活用で

きる
32%

修繕すれば活用

できる
46%

１～２年で特定

空家等になる
14%

すでに特定

空家等レベル
8%

【空家等】の分布 

（単位：戸） 
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次に、評価区分別の空家等の分布を都市計画区域が表示された地図上に表わすと次のよ

うになります。 

まず、「そのまま活用できる」の分布を見ると、その多くが市街化区域内（色の付いている部

分）に分布していることが分かります。また、「修繕すれば活用できる」の分布を見ると、市街化

区域にも分布していますが、「そのまま活用できる」と比較すると、それ以外の地域にも分布し

ていることが分かります。 

次に、「１～２年で特定空家等になる」と「すでに特定空家等レベル」の分布を見ると、市街

化区域には少なく、それ以外の地域に多く分布していることが分かります。 

【そのまま活用できる】分布 

【修繕すれば活用できる】分布 
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６ 都市計画区域別における空家等の状況 

都市計画区域別における空家等の状況を評価区分別に見ると、次のようになります。 

「そのまま活用できる」の内訳を見ると、「市街化区域」が１４２戸と最も多く、次に「市街化調

整区域」が１２６戸、「非線引き」が５１戸、「都市計画区域外」が１８戸、「伝統的建造物群保存

地区」が４戸となります。 

次に、「修繕すれば活用できる」は、「市街化調整区域」が１７３戸と最も多く、「市街化区域」

が１６1 戸、「非線引き」が１０２戸、「都市計画区域外」が５１戸、「伝統的建造物群保存地区」

が１０戸となります。「１～２年で特定空家等になる」は、「市街化調整区域」が６３戸と最も多く、

「非線引き」が３２戸、「市街化区域」が３０戸、「都市計画区域外」が１８戸、「伝統的建造物群

【１～２年で特定空家等になる】分布 

【すでに特定空家等レベル】分布 

7



保存地区」が３戸となります。 

最後に、「すでに特定空家等レベル」を見ると、「市街化調整区域」が３２戸、「都市計画区

域外」が２０戸、「非線引き」が１７戸、「市街化区域」が１４戸、「伝統的建物群保存地区」が２戸

となります。 

そのまま活用

できる 

修繕すれば

活用できる 

１～２年で特定

空家等になる

すでに特定空

家等レベル
全体 

市街化区域 142 161 30 14 347 

市街化調整区域 126 173 63 32 394 

伝統的建造物群

保存地区 
4 10 3 2 19 

非線引き 51 102 32 17 202 

都市計画区域外 18 51 18 20 107 

合計 341 496 146 85 1,069 

都市計画区域別における空家等の状況を評価区分ごとに比率で比較すると、「市街化

区域」の空家等は、「そのまま活用できる」から「すでに特定空家等レベル」にかけて

順に減少し、それ以外の区域は、「そのまま活用できる」から「すでに特定空家等レベ

ル」にかけて順に増加する傾向があります。 

 ７ 第３次調査に基づく空家等の特性 

第３次調査による所有者等への意向調査（回収率７０％）の結果から、市内の空家等の建

築時期や管理方法、今後の意向等を見ると、次のようになります。 

（１） 空家等の建築時期 

空家等の建築時期を見ると、「昭和４１年～昭和６３年」が２３１戸と最も多く、次に「昭和 

２１年～昭和４０年」が１０５戸、「昭和元年～昭和２０年」が１０３戸、「明治時代」が７７戸、

「平成元年～」が６６戸、「大正時代」が５４戸となります。 

（単位：戸） 
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 （２） 空家等の管理方法 

空家等の管理方法を見ると、「自分で定期的に管理している」が４８４人（７６％）と最も多

く、次に「集落内や近くに住む親戚に管理をお願いしている」が５６人（９％）となり、多くの

空家等の所有者は、自分で管理されていることが分かります。また、「空家等の管理は行っ

ていない」は３８人（６％）となっています。 

（３） 空家等の管理頻度 

 空家等の管理を行っている人を対象にした管理頻度を見ると、「毎月１～２回行っている」

が２２４人（４３％）と最も多く、次に「季節ごと（年３～４回）に行っている」が１５７人（３０％）、

「年に１～２回行っている」が８９人（１７％）と続いており、空家等の管理を行っている人は、

定期的に管理されていることが分かります。 

（４） 空家等管理サービスの利用希望 

空家等を有料で管理するサービスの利用希望を見ると、「利用しない」が３１３人（４８％）

と最も多く、「利用するかどうか分からない」が１９３人（３０％）、「料金によっては利用したい」

が９８人（１５％）と続いています。このことは、空家等管理サービスの利用実績が少ないこと

と認知度の低さが影響していると思われます。 

77

54

103

105

231

66

明治時代

大正時代

昭和元年～昭和２０年

昭和２１年～昭和４０年

昭和４１年～昭和６３年

平成元年～

1
2

3
4

5
6

484

56

15

1

38

41

自分で定期的に管理している

集落内や近くに住む親戚に管理をお願いしている

集落内や近くに住む知人（親戚外）に管理をお…

集落の自治会に管理をお願いしている

空家等の管理は行っていない

その他

1
2

3
4

5
6

224

157

89

7

9

40

毎月１～２回行っている

季節ごと（年３～４回）に行っている

年に１～２回行っている

数年に１回程度行っている

台風や大雨があった時等、不定期に行っている

その他

1
2

3
4

5
6

（単位：戸） 

（単位：人） 

（単位：人） 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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24

98

193

313

21

利用したい

料金によっては利用したい

利用するかどうか分からない

利用しない

その他

1
2

3
4

5

（５） 空家等所有者の住所地 

空家等所有者の住所地を見ると、「市内」の４５０人（４５％）が最も多く、次に「県外」の 

３３７人（３４％）、「県内（市外）」の２１１人（２１％）となります。 

県外在住の空家等所有者を都道府県別に見ると、「大阪府」が１１６人と最も多く、次に

「京都府」が６４人、「東京都」が３２人、「愛知県」が２６人、「兵庫県」が２５人となります。 

このことから、空家等所有者の６６％は県内在住であり、県外在住でも近畿地方に多い

ことが分かります。

【空家等所有者の住所地】 

区分 人数 

市内 450 

県内（市外） 211 

県外 337 

   【県外の空家等所有者の住所地】 

都道府県名 人数 都道府県名 人数 

東京都 32 三重県 2 

神奈川県 16 大阪府 116 

千葉県 16 京都府 64 

茨城県 2 奈良県 6 

栃木県 1 兵庫県 25 

埼玉県 9 鳥取県 1 

石川県 1 岡山県 1 

新潟県 1 広島県 1 

長野県 1 香川県 1 

山梨県 1 愛媛県 1 

静岡県 7 熊本県 1 

愛知県 26 沖縄県 1 

岐阜県 4   

市内

45%

県内

（市外）

21%

県外

34%

（単位：人） 

1 

2 

3 

4 

5 
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（６） 空家等所有者の住所地と空家等の評価 

空家等所有者の住所地と空家等の評価を比較すると、空家等所有者の住所地が「市

内」か「市外」に関係なく、各評価ごとの比率は、ほぼ同じであることが分かりま

す。このことから、市内の空家等については、所有者の住所地によって、空家等の

管理状況に大きな差異がないことが分かります。 

そのまま活用

できる 

修繕すれば活

用できる 

１～２年で特定

空家等になる 

すでに特定空

家等レベル 

市内 136 216 63 35 

市外 194 247 70 37 

（７） 空家等経過年数と空家等の評価 

空家等になってからの経過年数と空家等の評価を見ると、「そのまま活用できる」は経過

年数が「５年以内」が１１４戸と最も多く、次に「６～１０年以内」が５６戸、「１１年以上」が４６

戸となります。同じように「修繕すれば活用できる」も、「１１年以上」が１１２戸、「５年以内」が

９４戸、「６～１０年以内」が７０戸となり、「そのまま活用できる」については、基本的に経過

年数が短いほど比率が高くなります。 

それとは逆に、「１～２年で特定空家等になる」と「すでに特定空家等レベル」について

は、経過年数が長いほど比率が高くなることが分かります。 

そのまま活用でき

る 

修繕すれば活用

できる 

１～２年で特定空

家等になる 

すでに特定空家

等レベル 

５年以内 114 94 14 1 

６～１０年以内 56 70 17 6 

１１年以上 46 112 42 24 

わからない 0 1 3 0 

その他 10 7 1 2 

（単位：戸） 

（単位：戸） 
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  （８） 空家等の今後の活用予定 

空家等の所有者が空家等を今後のどのように活用されようとしているのかを見ると、「売

却したい、又は売却してもよい」が２４２人（２１％）と最も多く、次に「今後も自分又は家族が

管理する」が１６８人（１４％）、「予定なし（現状のまま）」が１４６人（１３％）、「賃貸したい、又

は賃貸してもよい」が１１３人（１０％）、「解体したい」が１０６人（９％）と続いています。 

今後の活用方法別の空家等の評価を見ると、「セカンドハウスとして時々住む」又は「将

来自分又は家族が住む」と回答されている空家等は、「そのまま活用できる」「修繕すれば

活用できる」が占める割合が９５％を超えており、「今後も自分又は家族が管理する」「子や

孫に任せる（相続する）」についても「そのまま活用できる」「修繕すれば活用できる」が占め

る割合が高いことが分かります。このことから、将来的に所有者又は家族が利用する予定

の空家等については、適正に管理されていることが分かります。 

一方で「解体したい」や「地域やＮＰＯ等に活用してもらいたい」と回答されている空家等

は、「そのまま活用できる」「修繕すれば活用できる」が占める割合が５９％と低くなっていま

す。 （単位：人） 
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 （９） 空き家バンクへの登録希望 

 空き家バンクへの登録希望を見ると、「条件によっては登録したい」が２０５人（３３％）と最

も多く、次に「登録は考えていない」が１９５人（３２％）、「わからない」が１４６人（２４％）、「登

録したい」が６５人（１１％）となっています。「登録したい」と「条件によっては登録したい」を

合わせると４４％となり、所有者が空き家バンクに対して高い関心を示されていることが分か

ります。 

   【空き家バンク登録希望】 

登録したい 65 

条件によっては登録したい 205 

登録は考えていない 195 

わからない 146 

 次に、空き家バンクへの登録希望別の空家等評価を見ると、「登録したい」と「条件によっ

ては登録したい」と回答されている空家等の約８割が「そのまま活用できる」と「修繕すれば

活用できる」の空家等であり、利活用が可能な空家等が多いことが分かります。  

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

売却したい、又は売却してもよい

賃貸したい、又は賃貸してもよい

市へ貸付けて、子育て世帯等に貸し出してもらいたい

今後も自分又は家族が管理する

将来自分又は家族が住む

セカンドハウスとして時々住む（短期～長期滞在）…

店舗等他の用途に使用する

子や孫に任せる（相続する）

地域やＮＰＯ等に活用してもらいたい

解体したい

予定なし（現状のまま）

その他

そのまま活用できる 修繕すれば活用できる １～２年で特定空家等になる すでに特定空家等レベル

登録したい

11%

条件によって

は登録した

い

33%

登録は考え

ていない

32%

わからない

24%

（単位：戸） 
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   【空き家バンク登録希望の内訳】 

また、空き家バンクへの登録希望(「そのまま活用できる」、「修繕すれば活用できる」の

み表示)を地区別に見ると、「能登川地区」が４８戸と最も多く、次に「五個荘地区」が３９戸、

「蒲生地区」が３１戸、「湖東地区」が２９戸、「永源寺地区」が２７戸と続いています。

    【空き家バンク登録希望（地区別）】 （単位：戸） 

2 2 2 4 2 0
6 2 7 6 4 5
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登録したい 条件によっては登録したい
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第３章 空家等対策の基本的事項 

１ 基本的な方針 

第２章東近江市の空家等の現状を踏まえ、市の空家等対策を効果的かつ効率的に

推進するために、次の３点を基本方針に今後の取組を進めていきます。 

（１） 対策の対象となる空家等を絞って、効率的に取り組みます。 

空家等は、「問題のある空家等」とそれ以外の「問題のない空家等」に分かれます。 

市は、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下や公衆衛生の悪化等

を生じさせている「問題のある空家等」について、所有者等の意見を聞きながら、共に

問題の解決に向けて取り組みます。また、「問題のない空家等」で、放置されている空

家等と、所有者等が抱えておられる問題で、今後の管理が難しくなっている空家等が

「問題のある空家等」にならないように、所有者等の意向を確認しながら予防策に取り

組みます。 

（２） 空家等を迷惑な存在ではなく、地域の大切な資源と捉えて取り組みます。 

市内の空家等は、実態調査結果のとおり約８割が利活用可能です。市が予防策に

取り組む空家等の中には、建築物として価値のあるものや、新たなビジネスを生み出

す可能性を持った空家等があります。 

こうした空家等を資源と捉え「空家等×移住」や「空家等×まちカフェ」、「空家等×

保育施設」等、「空家等×α」の可能性を検討し取組を進めます。

（３） 市民・事業者・市等がそれぞれの得意分野を生かしながら協働して取り組みます。 

空家等の対策は、市のみ、所有者のみでは、解決できない問題となりつつあります。

そこで、所有者や市、自治会、地域住民、不動産業をはじめとする市内事業者、ＮＰＯ、

大学等の団体が、それぞれの得意分野を生かしながら協働して取組を進めます。 

２ 計画期間 

本計画の期間は、平成２８年度から平成３２年度の５年とします。 

当該５年の期間が経過する時点で、市における空家等の状況の変化を踏まえ、計

画内容の見直しを行います。 
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なお、本計画は、計画期間内であっても必要に応じて見直しを行います。 

３ 対象地区 

対象地区は、市内全域とします。ただし、平成２７年度及び平成２８年度からの

各年の調査に基づく評価や都市計画区域別により必要な対策が異なるため、必要に

応じて重点的に対策を講ずる「重点対象地区」を設定します。 

４ 空家等に関する調査 

空家等の調査については、市内の空家等の実態を把握し、空家等対策計画の進捗

管理及び政策推進の基礎資料としてデータベース化することを目的に、平成２７年

度実施の実態調査に準じた内容の調査を継続して行います。 

具体的には次のとおりです。 

（１） 実施主体 

東近江市 

（２） 調査期間 

平成２８年度から平成３２年度まで毎年１回の頻度で行います。 

（３） 調査対象となる空家等の種類 

概ね１年以上、住まわれていない空家、使用されていない倉庫、店舗等（不

動産会社等の管理物件は除く。）及びその敷地とします。 

（４） 調査方法 

ア 全体的な調査 

市内全域に分布する空家等の所在、その状態、所有者の意向等を調査します。 

（ア） 第１次調査 

自治会を通じて地区内にある空家等の所在、所有者又は管理者（以下「所

有者等」といいます。）、自治会で問題となっているか等を調査していただき

ます。平成２８年度からの調査は、平成２７年度実施の実態調査の結果を各

自治会へ報告し、実態調査に含まれていない空家等を中心に調査いただきま

す。以後、毎年同様の方法で調査いただきます。 

（イ） 第２次調査 

市の職員が各自治会から報告のあった空家等の現地調査を行います。現地

調査では、外観目視により、用途、構造、建物の傾斜等から危険面、景観面、

生活環境の保全面を調査します。 

（ウ） 第３次調査 

空家等の所有者等が当該空家等を今後どのようにしていきたいかの意向調

査を行います。この意向調査の結果を踏まえ、市が関与していくべきか否か

の判断を行い、又は空き家バンクへの登録を促すなど、市場での流通若しく

は活用につながるよう所有者等に働きかけます。 

イ 立入調査 

アの調査に加えて、特措法に基づく立入調査を行う場合があります。 
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この調査は、市長が必要であると認める場合に、特措法に基づく助言又は指

導、勧告及び命令の措置をとるために必要な限度で行います。 

市長は、市の職員又は委任した者（例えば、建築士や土地家屋調査士が考え

られます。）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

きます（特措法第９条第２項）。この調査をさせる場合は、その５日前までに

当該空家等の所有者等に対して通知することが必要です（特措法第９条第３

項）。また、この調査を行う職員又は委任を受けた者は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません（特措法第９条

第４項）。 

５ 所有者等による空家等の適切な管理の促進 

空家等は、私有財産であるため、原則として、所有者等が責任を持って自主的に

適切な管理を行う義務があります。また、特措法第３条でも「空家等の所有者等は、

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。」と規定されています。しかしながら、「相続人が不明で放置されている。」、「所

有者が遠方に居住しており十分な管理ができない。」等、所有者等の様々な事情に

より市内全域に空家等が点在しているのが現状です。 

そこで、所有者等による第一義的な責任を前提としつつ、所有者等が空家等を適

切に管理できるよう次のとおり必要な対策を行います。 

（１） 市民や所有者等への啓発 

空家等は、第一義的に所有者等が責任を持って自主的に適切な管理を行うこ

とが基本であることを認識してもらうため、市広報紙やホームページ等により

所有者等の責務について啓発を行います。また、今後、所有者等の事情から新

たに空家等が発生することが想定されることから、市内に土地、家屋等を所有

する者を対象に、所有者等の第一義的な責任や適正な管理方法、相談窓口等に

ついて、チラシ等による啓発を行います。 

（２） 所有者等への情報提供等 

ア 所有者等による適切な管理がされている空家等 

所有者等により適切に管理されている空家等については、今までどおり所有

者等の責任において適正な管理に努めていただきます。ただし、所有者等の事

情により将来的に適切な管理ができなくなる可能性がある場合等には、所有者

等の相談内容に応じて情報提供、助言等を行うとともに、利活用されない期間

が長くなることで老朽化が進み、資産価値が下がってしまう可能性があるため、

積極的に利活用が図られるよう空き家バンク等の利用について啓発を行います。 

イ 所有者等による適切な管理がされていない空家等  

所有者等による適切な管理がされていない空家等については、所有者等が特

定できる場合には、市は、所有者等に対して当該空家等を適切に管理するよう

活用や除却等の可能性も含め情報提供、助言等を行います。 

なお、所有者等の死亡、不明等で所有者等の特定ができない場合には、特措

17



法に基づき、市において所有者等を調査し、できる限りその相続人等であって

当該空家等を適切に管理する義務のある人を特定して適切な管理を促すよう利

活用等の可能性も含め情報提供、助言等を行います。 

ウ 特定空家等に該当する可能性の高い空家等 

空家等のうち特定空家等に該当する可能性のあるものは、隣家や地域にとっ

て損害を及ぼす可能性が高いため、早期に改善する必要があります。 

このため、市は、特措法の特定空家等と判断するか否かにかかわらず、空家

等の所有者等に対し、空家等の状況に応じて、繁茂した雑草や立木竹の伐採、

建物の修繕、建物の除却等周辺の生活環境の保全を図るために必要な具体的か

つ効果的な措置をとるよう情報提供、助言等を行い、早期解決を図るよう努め

ます。 

（３） ＮＰＯ等による空家等管理サービスの育成と支援 

空家等を適正に管理するには、定期的な維持管理が必要です。しかし、市外の

所有者や高齢の所有者等が定期的に維持管理を行うためには、費用や時間等の負

担が大きくなります。 

そこで、所有者等に代わり敷地の清掃や除草、窓の開閉による空気の入れ替え

等を行う「空家等管理サービス」を利用することも適正な維持管理を行う上で有

効な手段であると考えられます。しかし、市内では空家等管理サービスの利用実

績が少なく、サービス自体の認知度も低いことから、シルバー人材センターや民

間事業者等がすでに開始されているサービス内容等の周知を図るとともに、新た

にＮＰＯやまちづくり協議会等が地域課題の解決に向けて取り組まれる空家等管

理サービスを支援していきます。 

６ 空家等及び除却した空家等に係る敷地の活用の促進 

そのまま活用又は修繕すれば活用できると評価された空家等及び除却した空家

等の敷地は、所有者の財産であるとともに、地域にとっても利活用の仕方次第では

地域振興や地域活性化を促す資産であるともいえます。このことを踏まえ、市では

これらの資産を有効に活用するため、次の施策を実施します。 

（１） 空き家バンク制度の創設 

市内には、空き家バンク制度の利用を希望される所有者等も多いことから、

管理に困って放置されている空 

家等や、所有者が自力で売却や 

賃貸できない空家等を対象とし 

た空き家バンク制度を創設しま 

す。 

空き家バンク制度の運営は、 

不動産業や建築業、司法書士等 

で組織された空家等活用法人と 

の連携を図ることで、登録時の物件調査における耐震構造の審査や、契約時に
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おける売買契約や移転登記、賃貸契約の作成等、民間のノウハウを生かしたサ

ービスが可能になります。また、空家等の所有者等と利用希望者のマッチング

では、空家等を単なる物件として仲介するのではなく、空家等の地域性も考慮

し、入居者と地域、人と人を繋ぐきめ細やかな仲介を行うことで、入居後のト

ラブル対策にも取り組みます。 

（２） 空家等×αの可能性を生み出す活動の支援 

 自治会、まちづくり協議会、ＮＰＯ等の団体が主体となり、空家等の新たな

可能性を生み出すことで、地域課題を解決しようとする自主的で先進的な活動

を支援し、必要に応じて改修費用等を支援する制度を検討します。 

（３） 空家等を除却し、跡地を活用する活動の支援 

 地域で問題となっている空家等を、所有者等と地域が共に知恵を出し合い、

積極的に除却して、除却後の跡地を地域で活用する活動を支援し、必要に応じ

て除却費用等を支援する制度を検討します。 

（４） 移住定住支援としての空家等の活用支援 

 移住定住者の住まいとして空家等を積極的に活用できるよう空家等活用法人

と連携し、総合相談窓口や空き家バンクでの移住定住支援に取り組むとともに、

移住定住者と空家等のマッチングに取り組みます。 

（５） 空家等の特性に応じた活用の推進 

    空家等の持つ文化財としての価値や中古物件等としての価値を適正に判断し、

空家等の特性に応じた活用策を検討するとともに、除却を選択する場合にも建

築資材や家財等を活用できるよう検討します。 

（６） 市街化調整区域等での空家等の活用策の検討 

市街化調整区域や非線引区域、都市計画区域外の空家等は流通しにくいとい

う状況を改善するため、市街化調整区域等の空家等の利活用の方法について、

都市計画法等の関係法令の解釈に基づく範囲内において、地域やまちづくり協

議会、ＮＰＯ等と市が連携し、新たな活用策を検討します。 

７ 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処 

空家等のうち、市が特定空家等に該当すると判断した場合には、当該特定空家等

について特措法に基づく措置を行えるようになります。具体的には、特措法及び特

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）

に基づいて手続を行うこととなりますが、市として、特措法に規定された市長の権

限に属する事項を施行するためのルールを定めることを予定しています。 

ここでは、市が特定空家等と判断する手順及び特定空家等に対する措置の概要を

示します。 

（１） 特定空家等と判定する手順 

 ア 実態調査又は市民からの通報を受けた市の調査等により特定空家等に該当す

る可能性が高い空家等を把握します。 

 イ 東近江市空家等対策推進協議会に当該空家等の情報を報告し、特定空家等に
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該当するか否かの判断に関する意見を求めます。 

 ウ 調査結果及びイでの意見を踏まえ、市長が特定空家等に該当するか否か判断

します。 

（２） 助言又は指導（特措法第１４条第１項） 

（１）により特定空家等と判断した場合、市長は、その所有者等に対し、当該

特定空家等に関して、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よう助言又は指導します。 

この助言又は指導により所有者等が当該特定空家等に関して適切な措置をと

れば、この段階で市の対応は完了となります。  

（３） 勧告（特措法第１４条第２項） 

（２）の助言又は指導に対し、所有者等が適切な措置をとらず、当該特定空家

等の状態が改善されない場合、市長は、当該所有者等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します。 

（４） 命令 （特措法第１４条第３項） 

（３）の勧告を受けた所有者等が正当な理由なくその勧告に沿って適切な措置

をとらなかった場合、市長は、特に必要があると認めるときは、当該所有者等

に対し相当の猶予期限を付けて、その勧告に沿った措置をとることを命じます。 

なお、この命令を行う場合は、市長は、あらかじめ当該所有者等に対し意見

書等を提出する機会を与え、又は当該所有者等の請求により意見書の提出に代

えて公開による意見の聴取を行います。 

（５） 標識の設置・公示（特措法第１４条第１１項） 

市長は、（４）の命令をした場合、対象となる当該特定空家等に標識を設置し、

市の広報紙への掲載その他の適切な方法によって特措法の規定による命令が出

ている旨を公示します。 

（６） 戒告（行政代執行法第３条第１項） 

市長は、（４）の命令をした場合、所有者等が必要な措置をとるべき相当な履

行期限を定め、その期限までに必要な措置がとられないときは代執行をする旨

をあらかじめ当該所有者等に対し、文書で戒告します。 

（７） 代執行令書（行政代執行法第３条第２項） 

市長は、（６）の戒告をした場合、所有者等が指定の期限までにその義務を履行

しないときは、代執行令書により代執行をなすべき時期等を所有者等に通知します。

（８） 行政代執行（特措法第１４条第９項、行政代執行法第２条） 

市長は、（４）の命令をした場合、所有者等が必要な措置の履行をしないとき、

履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないと

きは、行政代執行法の定めるところに従って、本来特定空家等の所有者等が履

行すべき措置を代執行します。 

（９） 略式代執行・公告（特措法第１４条第１０項） 

市長は、（４）の命令をしようとする場合において、過失がなくて必要な措置
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を命ぜられるべき所有者等を確知することができないときは、事前に公告した

上で、当該所有者等の負担において、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ます。

特定空家等に対する措置等の流れ
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８ 他の法令等の諸制度との関係 

適切な管理が行われていない空家等に対する対応は特措法に限定されず、他の法

令により各法令の目的に沿って必要な措置が講じられる場合が考えられます。 

具体的には、現に著しく保安上危険な既存不適格建築物に対する建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）に基づく措置、火災予防の観点からの消防法（昭和２３

年法律第１８６号）に基づく措置、立木等が道路に倒壊した場合に道路交通の支障

を排除する観点からの道路法（昭和２７年法律第１８０号）に基づく措置、災害に

おける障害物の除去の観点からの災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）に基づ

く措置等があり、状況によっては、措置の対象物ごとに異なる諸制度を組み合わせ

て適用することも考えられます。各法令により、目的、講ずることができる措置の

対象及び内容、実施主体等が異なることから、措置の対象となる空家等について、

その物的状態や悪影響の程度、危険等の切迫性等を総合的に判断し、手段を選択し

ていきます。 

９ 市民等からの空家等に関する相談への対応 

 空家等に関する相談は、近隣住民からの空家等に関する通報や相談、所有者等か

らの維持管理や利活用に関する相談、空家等を利用したい移住者からの問合せ等多

岐にわたることから、様々な相談を一次的に受け付けることのできる総合相談窓口

を設置します。 

 総合相談窓口は、不動産業

や建築業、司法書士等で組織

された空家等活用法人と市

が連携し、総合相談窓口を設

置するとともに、空家等の賃

貸や売却、リフォーム、除却

等の相談には、空家等活用法

人に登録する事業所を紹介

するなど、実働体制の整備も

同時に行います。 

 問題のある空家等に関する 

通報等は、市に直接通報され 

たり、空家等活用法人から市へ繋がれることで、市の担当者が現地を確認し、所有

者等に必要な助言等を行うことで、問題の解決に努めます。また、滋賀県建築士会

と滋賀県宅地建物取引業協会が中心となり設立された滋賀県空き家管理等基盤強

化推進協議会の相談窓口との連携についても検討していきます。 
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１０ 空家等に関する対策の実施体制 

 空家等がもたらす問題は、環境や防災、建築等多分野を横断し多岐にわたること

から、庁内関係部署や関係機関が効果的に連携し、対策を実施する必要があります。 

 そこで、空家等に関する対策を実施するため、次のような体制を整備しています。 

（１） 東近江市空家等対策推進協議会 

東近江市空家等対策推進協議会は、特措法第７条に規定に基づき、空家等対

策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うことを目的に設置してい

ます。 

 ア 組織 

委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。 

（ア） 地域住民 

（イ） 市議会議長 

（ウ） 学識経験者 

（エ） 建築、不動産及び法務関係者 

（オ） 八日市商工会議所及び東近江市商工 

会の代表 

（カ） その他市長が必要と認めた者 

 イ 所掌事務 

（ア） 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。 

（イ） 特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。 

（ウ） 特定空家等に対する措置の方針に関すること。 

（エ） 空家等及び除去した空家等に係る跡地の活用の促進に関すること。 

（オ） その他協議会において必要と認められる事項 

（２） 空家等対策担当者会議 

空家等対策担当者会議は、空家等に関する

情報共有及び横断的な連携を図ることで、施

策を効率的かつ効果的に展開するために設

置しています。 

ア 組織 

防災危機管理課、まちづくり協働課、企 

画課等、空家等の対策に関係する部局の担 

当者で組織しています。 

イ 所掌事務 

空家等実態調査の実施方法の検討や空家等に関する施策の横断的な連携及

び検討等を行うとともに、東近江市空家等対策推進協議会に提出する議事等の

事前協議を行っています。 
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（３） 空家等に関する市役所の相談窓口 

    空家等に関する市役所の窓口は、総務部総務課に設置します。窓口の連絡先等

は次のとおりです。 

【市役所の窓口連絡先等】 

    東近江市総務部総務課  

〒５２７－８５２７ 滋賀県東近江市八日市緑町１０番５号 

電話 ０７４８－２４－５６００ ／ ＦＡＸ ０７４８－２４－０７５２ 

ＩＰ電話 ０５０－５８０１－５６００  
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東近江市空家等対策計画 平成２８年３月

東近江市総務部総務課  

〒５２７－８５２７ 滋賀県東近江市八日市緑町１０番５号 
電話 ０７４８－２４－５６００ ／ FAX ０７４８－２４－０７５２ 
IP 電話 ０５０－５８０１－５６００  


