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■空家等対策の課題、目標と取組方針の概念フロー（第３回協議会からの修正箇所） 

【空家等対策の目標】 

① 良好な生活環境の維持と市民の安全・安心の確保 

空家化の未然防止、所有者等による空家等の適切な管理促進 

老朽化等に伴う危険性の除去対策、良好な生活環境の維持等 

② 空家等の多様な活用によるまちの活性化 

空家等の流通の促進、地域ニーズに対応した活用、まちづくりに資する活用 

活力あるコミュニティの形成等 

   

 

【空家等対策の課題】 

(1) 空家等の発生の増加 

・空家等の増加見通しへの対応 

（特に所有者等の高年齢化等に伴う空

家化への対応） 

・予防方策の検討 

・一人暮らし高齢者等への対応 

 【取組方針】 

(1) 空家化の予防 

・市民の意識啓発 

・良質な住宅ストックの形成 

・多世代居住の促進 

・関係部局による情報の共有と連携 

・所有者等による適切な管理の促進 

・空家等のデータベースの整備 

(2) 空家等の活用 

ア 空家等の活用の促進 

・空家等の維持・管理 

・空家等の流通の促進 

イ 地域ニーズに対応した空家等の活用 

・住宅団地などにおける高齢化の進

行等に対応した空き家等の活用 

ウ まちづくりに資する空家等の活用 

・佐伯、吉和、宮島地域、市街化調整

区域等における定住、移住施策、観

光施策まちづくりに資する空家等の

有効活用 

 (2) 空家等の活用の促進 

・空家等の流通の促進 

・住宅団地におけるコミュニティの活

性化に向けた空家等の活用 

・中山間地等における定住の促進 

・町並み景観の誘導 

・市街地の環境改善 

・地域商業等の活性化 

・地域ニーズに対応した空家等の多様

な活用 

エ 老朽空家等への対応 

・老朽空家等対策（相談、解体、跡

地利用など） 

・危険空家等の解消まちづくりに資

する空家等の活用 

 (3) 危険空家等の解消 

・危険空家等の改善、除却等の促進 

・特定空家等対策 

(3)  多様な主体による取組体制の構築 

・総合的、多方面に渡る取組み 

・大学など多様な主体による連携した

体制づくり 

（行政、市民、専門家、NPO法人、大

学など） 

 (4) 計画の推進体制の構築 

・市の取組体制の充実 

・国、広島県等との連携 

・多様な主体による連携体制の構築 

・計画の進行管理 
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第３章 具体的な施策 

 

１ 空家化の予防（第４回協議会 議題） 

 

(1) 市民の意識啓発 

住宅は個人の資産であると同時に、社会的資産であることを前提に、住まいを住み継ぐ観

点からも、良質な住宅を維持することの必要性、相続の重要性等について周知を進めます。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・市の広報誌、ホームページ、出前トーク等の活用による周知 

・市の関係部局、関連団体等と連携した勉強会、相談会等の実施 

 

(2) 良質な住宅ストックの形成 

将来的な空家化の抑制につなげるため、良質な住宅ストック形成を促進します。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・住宅のリフォームの支援 

・耐震診断、耐震改修などの支援 

 

(3) 多世代居住の促進 

高齢化の進行に伴う空家の増加を抑制し、良質な住宅ストックが持続的に活用されるよう、

多世代居住を促進します。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・多世代同居の促進、支援 

・高齢者等の住み替え等の支援（所有する戸建て住宅の子育て世帯等への賃貸等の支援） 

 

(4) 関係部局による情報の共有と連携 

市関係課の把握する一人暮らし高齢者等の住宅、空家等に係る情報の共有、住宅相談等へ

の迅速な対応等により、空家化の予防に努めます。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・市関係課の管理する一人暮らし高齢者等の住宅、空家等に係る情報の共有 

・高齢者等の住宅相談等に関する情報の共有と迅速な対応 

 

(5) 所有者等による適切な管理の促進 

空家の長期化、劣化の進行等による活用の困難化を防ぐため、「空家等の適切な管理は、

第一義的には当該空家等の所有者等の責任において行われるべき」ことを踏まえ、所有者等

による適正な管理を促進します。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・空家等所有者等への適正管理義務の周知、意向調査の実施等による意識啓発 

・市における相談体制の充実、対応マニュアル等の整備 

・地域における空家等の管理の支援体制づくりの支援 

・関係民間事業者等の把握、情報提供 など 
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(6) 空家等のデータベースの整備 

新たに発生する空家等について、市民、関係管理者、関係部署等からの情報収集などによ

り、空家等の状況を把握するとともに、建物調査を実施し、物件情報の把握、空家判定、空

家等の管理状況の把握などを迅速に実施し、法第11条（空家等に関するデータベースの整備

等）に基づいて、空家等として把握した建物等に関するデータベースを整備します。 

 

■空家等のデータベースに整理する事項 

・空家等の所在地、所有者等氏名、連絡先 

・空家等の状況（建物の用途、種類、住宅の建て方、構造、階数など） 

・空家等の管理状況（建物の破損等の状況、衛生面、生活環境面、景観面の状況など） 

・地図情報 

・特定空家等該当の有無、措置等の履歴、その他必要な事項 
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２ 空家等の活用の促進（第４回協議会 議題） 

 

(1) 空家等の流通の促進 

関係機関、団体等と連携して、空家等の適正な管理と流通を促進します。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・廿日市市空き家バンクの活用 

・宅地建物取引業者等との連携による空家、跡地等の物件情報の収集と提供 

・広島県空き家対策推進協議会等との連携による空家等所有者への情報提供、相談体制の

充実（※住生活基本計画（広島県計画）を引用） 

・個人住宅の賃貸流通の促進（借主の意向を反映して改修を行うＤＩＹ型賃貸借の活用） 

・空家等の管理等に係るビジネスの育成 

 

(2) 住宅団地コミュニティの活性化に向けた空家等の活用 

高齢化の進む住宅団地において活力あるコミュニティを維持するため、多世代居住の促進、

コミュニティ活動の場の確保などに向けて、空家等の活用を図ります。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・多世代同居の促進、支援（再掲） 

・子育て世帯等の住宅団地内空家への住み替えの支援（※持ち家の取得、賃貸住宅への入

居） 

・コミュニティの場（地域サロンなど）としての活用 

・リバースモゲージの普及 など 

注：リバースモゲージ／自宅を担保に生活資金（老後資金）の融資を受け、死亡し

た時点で自宅を処分して元利合計を一括返済する方法 

 

(3) 中山間地等における定住促進 

佐伯、吉和、宮島地域などの中山間地等における定住、移住を促進するため、空家等の活

用を図ります。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・廿日市市空き家バンクの活用（再掲） 

・改修等の支援制度の拡充の検討 

・遊休農地等の田舎暮らし体験住宅、お試し住宅等としての活用 

・地域における地域外空家等所有者（転出者等）との連絡・相談体制、移住者の受入体制

づくり 

・若年世帯、子育て世帯向け借上げ、定住促進市営住宅としての活用の検討 など 

 

(4) 町並み景観の誘導 

宮島地域などに形成されている良好な町並み景観を継承するため、空家等の有効活用を図

ります。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・町並み景観との調和に配慮した空家等の改修等の支援 

・町並み景観に支障のある空家の除却と跡地の活用に対する支援 など 
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(5) 市街地の環境改善 

木造住宅の密集などにより居住環境の悪化している市街地において、老朽空家等の除却と

跡地の有効活用を促進し、市街地の環境改善を図ります。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・狭あい道路の多い地区などにおける老朽空家等の除却と跡地の道路拡幅用地などとして

の活用 

 

(6) 地域商業等の活性化 

地域商業等活性化の取組と連携しながら、空家、空き店舗等の活用を進めます。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・中心拠点（シビックコア）などにおける空き店舗等を賃借して出店する事業者に対する

店舗改修費等の支援の検討 

・立地適正化計画（策定中）に基づく都市機能誘導区域における空き店舗等の活用の促進 

・中山間地等における起業・創業の支援と併せた空家、空き店舗等の改修費等の支援 

など 

 

(7) 地域ニーズに対応した空家等の多様な活用 

福祉、地域づくりなどのまちづくり施策と連動しながら、地域ニーズに対応した空家等の

多様な活用を図ります。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・地域福祉活動の拠点の場、グループホームなどとしての活用 

・地域自治組織、まちづくり活動団体などの活動拠点、交流スペースなどとしての活用 

・中山間地等における観光施策等と連携した観光、交流空間としての活用（宿泊・研修施

設、貸し農園付き週末住宅等） 

・学生等を対象としたシェアハウスとしての空家等の活用の検討 

・地域コミュニティ活動等の活用に対する固定資産税等の減免の検討 
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３ 危険空家等の解消（第３回協議会からの修正箇所） 

 

(1) 危険空家等の改善、除却等の促進 

老朽化等により危険な状態となっている空家等については、所有者等自らによる改善、除

却等を促進するとともに、改善に向けた取組みを適切かつ迅速に進めます。 

 

ア 相談体制の整備 

危険空家等の改善、除却等に関する相談体制の整備を図ります。 

＜具体的な施策＞ 

・市における相談体制の整備（相談窓口、広報誌、市HP等による体制等の周知） 

・各地域における、空家相談会等の実施 

・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士等の法務関係団体、建築・不動産関連

事業者等との連携による情報提供、相談体制の充実 

 

イ 危険空家等の把握 

空き家実態調査、通報等により把握した空家等について、危険空家等の候補と思われる

物件については、建物所有者等を特定するとともに、市職員により特定空家等判定票（案）

に基づく調査を行い、危険空家等の状況を把握します。 

 

ウ 危険空家等の除却等の支援 

危険空家等について一定の要件を満たす建物所有者等に対して支援策を講じます。 

＜具体的な施策＞ 

・倒壊などにのおそれのある危険性の高い危険空家等の解体費用に対する補助 

（条件等／第三者等へ危険を及ぼすおそれのあるもの、売却処分等が困難な地域等にあ

るものへの優先措置など、要件を満たすもの） 

・除却後の建替えが困難と思われる敷地に対する建築基準法の建替え要件の緩和 

 

 

エ 緊急安全措置 

空家等の倒壊等による危険性が高い状況や、緊急に措置を行うことが必要と思われる場

合は、危険を防除するため、関係部署と連携した必要最小限の措置を講じることとします。 

＜措置の例＞ 

・所有者等が判明しない状況で、道路等への危険が切迫している空家等に対して、応急

的な措置を講じ、道路交通の安全を確保する。 
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(2) 特定空家等対策 

危険空家等が特定空家等に該当する場合には、適正管理指導等の行政措置を行います。 

特定空家等のうち、建築物等の不良度が高く、周辺への影響が高いものについては、法定

措置を行います。 

 

ア 特定空家等の判断 

特定空家等の判定を行うために、『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）、広島県空き家対策推進協議会策定の特定空家等の

判定票を踏まえ策定した本市の特定空家等判定票（案）に基づき、市職員による立入等の

調査を行い、特定空家等の判断を行います。 

 

イ 特定空家等対策に係る実施体制の構築 

特定空家等の判定、法定措置等の協議等を行うため、関係部署による「（仮称）廿日市

市空家等対策委員会」を設置します。 

〔関係部署/危機管理、税務、地域自治、環境、道路管理、建築、消防など〕 

 

ウ 特定空家等に対する法定措置 

特定空家等と判断したもののうち、第三者に危険がおよぶおそれがある場合は、「（仮

称）廿日市市空家等対策委員会」の意見聴取を行い、必要な次の措置を実施します。 

また、関係する他法令の必要な措置も合わせて実施します。 

＜必要な措置＞ 

・特定空家等の所有者等に対する必要な措置の助言・指導、勧告及び命令 

・行政代執行法（昭和23年法律第43号）に基づく代執行その他法に基づく必要な措置の

検討 

＜関係する他法令＞ 

・建築基準法（昭和25年法律第 201号） 

現に著しく保安上危険な既存不適格建築物に対する観点からの措置等 

・消防法（昭和23年法律第 186号） 

火災予防の観点からの措置等 

・道路法（昭和27年法律第 180号） 

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措置等 

・災害救助法（昭和22年法律第 118号） 

災害における障害物の除去の観点からの措置等 

・廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例

（平成6年条例第2号） 生活環境の清潔保持等の観点からの措置等 

 

エ 廿日市市空家等対策協議会への報告等 

特定空家等に対する措置状況については、「廿日市市空家等対策協議会」に報告を行い

ます。 

また、特定空家等に対して行政代執行を行う場合は、あらかじめ「廿日市市空家等対策

協議会」に意見徴聴を行います。 
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図 危険空家等に対する事務フロー 
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第４章 計画の推進方策（第４回協議会 議題） 

 

１ 市の取組体制の充実 

 

(1) 住民等からの相談への対応体制の充実 

 

ア 相談窓口の充実 

空家等の活用、危険空家等の除却、跡地活用、周辺住民による空家等に関する苦情への

対応など、各種相談に迅速に対応するため、市の相談窓口の充実を図ります。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・総合的な相談窓口の設置（空家等の活用、危険空家等に関する措置、苦情対応等） 

・相談窓口の充実（支所等における対応体制の充実等） 

 

イ 対応体制の充実 

空家等に係る相談者のニーズに対応するため、関係機関、団体等と連携しながら、情報

提供、相談体制の充実を図ります。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・空家等の活用、流通等に関する情報提供（市ＨＰの活用，パンフレットの配布等） 

・法務関係団体、建築・不動産関連事業者等との連携による情報提供 

・相談体制の充実（相談窓口の設置、空家相談会の実施等） 

 

ウ 庁内連携体制の充実 

空家等の問題となる要因は様々であり、対策が多岐にわたり複数の部署が対応する場合

は、関連部署で情報共有して連携を図るとともに、対応に係る事務を円滑に迅速に進める

必要があるため、総合調整を行い、関係部署と連携した体制の充実を図ります。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・主要因等による関係部署との役割分担の明確化等 

 

(2) 市の関連施策との連携 

本計画に基づいて、空家等の適切な管理、活用等に係る施策を効果的に推進するため、市

の関連施策との密接な連携を図ります。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・定住、子育て支援、都市計画、住まいづくり、商業活性化、福祉対策、環境対策、防

災など市の関連施策との連携 など 

 

２ 国、広島県等との連携 

国、広島県、広島県空き家対策推進協議会等と連携して、空家等の多様な活用，空家等の

除却と跡地の有効活用、情報提供、相談体制の充実など本計画に基づく諸施策を進めます。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・国、広島県による空家等の多様な活用、空家等の除却と跡地の有効活用など本計画に

基づく諸施策への支援 

・広島県空き家対策推進協議会との連携による空き家所有者への情報提供、相談体制の

充実 など 
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３ 多様な主体による連携体制の構築 

 

(1) 法務関係団体等との連携 

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士関連団体と連携して、空家等に関する情報

提供、相談体制の充実を図ります。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・空家等の相続、資産活用等に関する情報提供、相談体制の充実 など 

 

(2) 建築・不動産関連事業者等との連携 

建築設計事務所、工務店、不動産関連事業者等と連携して、空家等の活用、流通、管理等

に関する情報提供、相談体制の充実を図ります。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・空家等の活用、流通、管理等に関する情報提供、相談体制の充実 

・空家等の活用、流通、管理等に関する技術の向上、ノウハウの蓄積 など 

 

(3) 市民、地域自治組織、ＮＰＯ等との連携 

市民、地域自治組織、ＮＰＯ等と連携して、空家等に関する情報収集体制の強化、地域活

動等と連携した空家等の活用、移住者等の支援体制づくりなどを進めます。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・市民と連携した空家等に関する情報収集体制の強化 

・地域自治組織、ＮＰＯ等による地域活動等と連携した空家等の情報の共有、活用 

・空家等を活用した移住者、起業者等の支援体制づくり など 

 

４ 計画の進行管理 

本計画に基づく施策を着実かつ効果的に推進するため、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づ

いて計画の進行管理を行うとともに、空家等を取り巻く環境の変化、国，県の施策の変化等

を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 

＜具体的な施策（例）＞ 

・ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づく定期的な施策の評価と実施方針の見直し 

・計画推進の手法の研究、施策の立案 

 

 

 

 


