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１ 取組みの方向性                                                             

第3章で述べた取組み方針を踏まえ、具体的な空家等対策を展開していくための方向性を下記のとお

り定めます。 

（１） 取組みの方向性 

 

空家等はすでに市内に多数存在していますが、これ以上の空家等の発生を未然に防ぐことができ

れば、良好な住環境と地域コミュニティが維持できます。そのためには、空家等への対策と並行して、

新たな空家等の発生を予防していくことが重要になります。これは、空室についても同様です。 

一方、空部屋についてはすぐに空家等になるわけではりませんが、居住者の減少は将来的に空家

等や空室につながっていくことから、準備段階としての対策が必要となります。 

そこで、取組みの方向性１は「空家等の発生を予防するための方策」としました。 

 

空家等はそのまま放置されれば地域に悪影響を及ぼすだけですが、利活用することができれば、

地域コミュニティの拡大や住環境の向上が期待できます。さらに、住宅以外への転換は「まちづくり」と

して地域に必要な機能や新しい機能を導入することができ、まちの魅力向上や地域活性化への寄与

などが期待できます。これは、空室や空部屋の利活用についても同様のことが言えます。 

一方、除却後の跡地については新しく建物を建てるためだけでなく、駐車場やオープンスペース、

菜園など土地としても住環境向上や地域活性化などが期待できます。 

そこで、取組みの方向性２は「空家等の利活用・跡地活用の促進」としました。 

 
空家等については、利活用されるまでは適正に管理していかなければ管理不全の空家等となり住

環境へ悪影響を及ぼします。したがって、空家等の適切な管理や特定空家等を解消していくことは、

良好な住環境や地域活力の維持には重要となります。 

そこで、取組みの方向性３は「管理不全な空家等の発生防止と解消」としました。 

 

空家等や空室、空部屋に関する問題については、各主体がお互いに協力しながら問題について考

え、そこから導き出された解決策を実施していけば一体感が生まれ、より効果のある対策を進めること

ができると考えられます。 

また、問題解決に必要な専門家や組織等の掘り起こしを行うことで、各主体だけでは解決が難し

かった問題に対しても様々な角度から解決策を模索することも可能になります。 

そこで、取組みの方向性４は「関係団体等との連携体制の整備・相談対応の強化」としました。 

方向性１ 空家等の発生を予防するための方策 

方向性２ 空家等の利活用・跡地活用の促進 

方向性３ 管理不全な空家等の発生防止と解消 

方向性４ 関係団体等との連携体制の整備・相談対応の強化 
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（２） 各方針と取組みの方向性との関係 

整理した取組みの方向性と方針との関係は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 計画の対象と取組みの方向性との関係 

計画の対象（空家等、空室、空部屋）と各方向性との関係は以下のとおりです。 

 

（４） 空家等の状態と取組みの方向性との関係 

空家等の状態と各方向性との関係は以下のとおりです。 

方向性１ 空家等の発生を予防するための方策

方向性２ 空家等の利活用・跡地活用の促進

方向性３ 管理不全な空家等の発生防止と解消

方向性４ 関係団体等との連携体制の整備・相談
対応の強化

居住中
空部屋
の発生

空家化・
空室化

空家等の
管理不全

除却

方向性：基本的な考え方に沿った対策とするた

めの指針 

空家等の状態 

空家等 

空 室 

（予 防） 

（利活用） 

 

空 室 

空部屋 

（啓 発） 

（利活用） 

空部屋 

方向性１ 空家の発生を予防するための方策 

方向性２ 空家等の利活用 方向性２ 

跡地活用の

促進 
方向性３ 管理不全な空家等の 

発生防止と解消 

方向性４ 関係団体等との連携体制の整備・相談対応の強化 

方向性１ 空家等の発生を予防するための方策 

方向性２ 空家等の利活用・跡地活用の促進 

方向性３ 管理不全な空家等の発生防止と解消 

方向性４ 関係団体等との連携体制の整備・相

談対応の強化 

方針：空家等対策の基本的な考え方 
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２ 方向性１ 空家等の発生を予防するための方策                                         

（１） 所有者等・地域への啓発 

居住中から空家等や空室、空部屋への関心や問題意識を所有者等や地域が持ち、積極的に行動や働

きかけをしてもらうことが、発生抑制につながると考えられます。 

そこで、空家等や空室、空部屋について問題意識・責任意識の醸成を目指し、空家等や空室、空部屋

になることによる問題点や地域への悪影響、地域の協力や働きかけの必要性等を周知・啓発していく取組

みを進めていきます。特に高齢者世帯は増加傾向にあることから、高齢者世帯に対する啓発について、地

域や民生委員等と連携して取組める方法を検討してきます。 

将来的には、空家等や空室、空部屋について問題意識・責任意識の醸成を目指し、啓発活動に関する

取組み方法を所有者等や地域から積極的に提案してもらい、提案の実施に向けた検討を迅速に行ってい

けるような環境整備を進めていきます。 

 

（２） 空家等に関する情報発信・情報収集等 

空家等や空室への関心や問題意識を持っていても、解決していくための方法や相談先など空家等につ

いての情報がなければ行動に移すことができません。 

そこで、空家等や空室に関し必要な情報が取得しやすい環境を整備していくと共に、市外在住など遠方

にお住いの方や入院・施設への入所など様々な理由で気軽に相談できない方々に対し、相談しやすい環

境を提供するための手法や体制づくりについて検討を進めていきます。 

また、地域、専門家団体等との連携や所有者等の状況に応じたきめ細やかな対応をしていくため、地域

の実態やニーズ等の情報収集に努め、空家等や空室に関するデータベースの作成を推進していきます。 

将来的には、地域、専門家団体等を含め、各主体が相互に利用できる空家等や空室に関するデータベ

ースを構築し、情報発信や情報収集ができるように進めていきます。 

 

（３） 居住時からの対策推進、空家等の発生を防止する活動等 

空家等や空室になる原因の１つとして、家財整理ができない、登記や権利関係の整理など土地・建物の

継承や管理をするための手続きが円滑に進まない等があります。この問題は実際に起こってから対処する

ことが難しく、居住している時（準備段階）から備えておくことが重要になってきます。 

そこで、家財整理や相続に関することなど、準備段階に関する情報が取得しやすい環境の整備を進め、

準備段階に関する意識が向上するような対策を検討していきます。 

また、地域、専門家団体等と連携を図り、高齢者の方を中心に、相談窓口の案内や相談会に関する情

報を提供できる体制の整備、準備段階から利用できる制度の普及・啓発などを進めていきます。 

将来的には、家財整理に関する情報提供や支援などを検討していきます。また、空家等や空室の発生

や増加は防災・防犯面などで悪影響が懸念されることから、地域が生活環境の保全等を目的としたまちづ

くりの取組みを行うことも重要となりますので、地域活動を支援できる取組みを検討していきます。 



第４章 空家等の対策 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進める取組み 取組みイメージ 実施中、検討・実施する対策 

気軽に相談でき

る環境の提供 

空家等対策に関する総合的な問い合

わせ対応窓口の Web 上への設立や他

団体のホームページと連携など利用し

やすい環境の整備。 

・空家の利活用に関する相談窓口の設置（すまい

のコンシェルジュ）【実施中】 

・あんしんケアセンター等と連携し空家相談等の実

施及び情報提供 

・Web 等を活用した、市外在住者等のための問合

せや対応 

建物の持続的使

用や身近な相談

ができる環境づく

り 

高齢者等の登記や権利関係の整理な

ど建物を継承していくための準備や相

談ができる体制整備。 

・千葉市三世代同居等支援事業【実施中】 

各種媒体を活用

した空家等問題

に関する周知や

啓発 

相続や登記など権利関係への対処、

利活用事例、相談先など空家に関す

る情報について各種媒体(冊子、チラ

シ、Webなど)を活用し周知や啓発を推

進。 

・空家問題事例集の作成 

・空家・空室・空部屋活用事例集の作成 

・活用事例の Web 掲載 

制度活用やその

他取組みとの連

携 

国や県などの各種制度活用や情報提

供による空家等対策の充実。弁護士

会や司法書士会等と連携し、各種制

度活用の普及・啓発や情報提供等の

検討。 

・成年後見人制度、相続・不在者財産管理人制

度、信託などの制度活用の推進 

専門家のアドバイ

スによる空家に関

する知識や意識

の向上 

市の職員及び専門家(弁護士、司法書

士、建築士、耐震診断士、宅建士等)

など、空家問題に詳しい人材の派遣や

空家問題に関する講演・相談会を実

施。 

・出前講座・セミナーの実施 

・アドバイザー派遣 

・住み替え相談 
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３ 方向性２ 空家等の利活用・跡地活用の促進                                        

（１） 空家等の利活用・跡地活用に関する情報提供と啓発 

空家等や空室の中には、利活用できる状態であるにも関わらず、対処方法が分からず放置されたり、家

への愛着や賃貸への不安感などから賃貸や売却をしない、権利関係・相続問題や利活用よる地域との関

係悪化の懸念から利活用を思い留まっているなど、所有者等側の事情やそれを取り巻く環境から利活用さ

れていない状況があります。 

そこで、地域や所有者等が積極的に利活用してもいいと思えるよう、事例や賃貸に関する情報提供、相

談環境の整備など情報不足や理解不足の解消に向けた取組みを進めます。 

将来的には、所有者等が空家等や空室をそのままにせず継続的に管理をし、利活用していくことができ

るような形を目指します。 

 

（２） 空家等の流通促進 

空家等や空室の流通には既存住宅流通の活性化が必要となります。一方、空家等の中には、市街化

調整区域などの法律等による制限や立地条件の悪さなどから流通が難しい物件もあります。 

また、購入・賃貸希望者側の意向は様々ですが、物件を探し出すツールや情報量が少なく、購入・賃貸

希望者がいても自分たちの要望に合った物件かどうかの判断が難しい実態があります。 

そこで、各専門家と連携し相談窓口の強化、耐震診断や建物検査、不動産の鑑定評価、リフォームなど

阻害要因を解決していく取組みを検討していきます。また、所有者等の意向や購入・賃貸希望者のニーズ

を把握し、情報を取得しやすい環境の整備に努めます。そして、既存住宅の流通促進に向け、国等の制度

などの活用を検討していきます。 

将来的には、既存住宅の流通促進により、空家等や空室も積極的に取扱われる環境を目指します。 

 

（３） 空家等の利活用促進・跡地活用促進 

空家等は地域活動での利活用や医療・福祉・子育てなど居住機能以外への利活用も考えられます。そ

こで、専門家団体や企業・大学などと連携し、所有者等に対して空家等の利活用に関する提案を行う取組

みを進めます。 

また、住宅以外の施設に転用する際にはその施設に合った性能や各種基準への適合が求められること

から、国の動向も踏まえながら、転用がしやすくなる対策について検討していきます。空室、空部屋につい

ても同様の可能性があることから、事例等を収集しながら適宜検討していきます。 

一方、跡地の利活用にあたっては、建築物の建替えや駐車場などの自己利用、売却・賃貸等が考えら

れますが、敷地の形状や道路への接道など条件によっては利活用が難しいものもあります。 

そこで、各種団体や企業・大学等との連携をしながら跡地活用に関する調査・研究を進めます。また、地

域の活動で跡地活用をすることも考えられるため、地域活動に積極的な団体等との連携や情報交換など

跡地活用の機会創出に関する対策を進めていくと共に、今回行った実態調査の結果から、税の負担が上

がることによって解体を拒んでしまうケースが多いという傾向が見られたことから、空家等の解体・跡地活用

を円滑に進められるような支援を検討していきます。 

将来的には、空家等の利活用や跡地活用をしようと考えるときに様々な選択ができるような形を目指し
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ます。そして、人口減少や少子高齢化をはじめ本市で今後懸念される課題に対し、関係施策と連携しなが

ら施策の検討・実施に努めます。 

 

（４） 利活用を促進させるための支援 

利活用するためには将来にわたる建物の適切な維持管理が必要となります。また、空家等や跡地を住

宅として利用したり、地域やNPO・民間事業者等の施設として利用したりするためには必要に応じて改修や

各種手続き、地域の理解を得るための活動など様々な面で負担が生じます。そこで、利活用に向けた取組

みに対する支援を検討していきます。 

将来的には、支援に頼ることなく積極的に空家等の利活用が行われる環境形成を目指します。 

 

進める取組み 取組みイメージ 実施中、検討・実施する対策 

空家等の利活用に関

する相談体制の整備 

・空家の有効活用に関する相談に対

応するための体制整備。 

・高齢者の方へ、民生委員等と連携

した情報提供の実施。 

・空家の利活用に関する相談窓口の設置(再掲)、

相談員の現地派遣【実施中】 

空家等、空室、空部

屋に関する利活用促

進 

子育て、新婚、高齢者、民泊施設

などへの利活用に係る支援を検

討。 

・千葉市特区民泊施設の環境整備促進事業【実

施中】 

空家等の流通促進 

・空家等をWeb 等に登録してもらい、

所有者と活用希望者をマッチング

する制度の検討。 

・空家等を流通促進する取組みの検

討。 

・自宅を借上げ、賃貸住宅として転

貸する制度や流通を促すための制

度など、各種制度の活用促進や情

報提供。 

・空家等の情報提供の推進（全国的なネットワーク

（全国版空き家・空き地バンク）を活用した情報発

信） 

・市街化調整区域内の空家等の利活用に向けた

制度検討 

・相談会の実施等 

・セーフティネット法に基づく登録制度の活用検討 

・マイホーム借り上げ制度や安心R住宅などの制度

活用の促進 

企業・大学等との連

携による空家等・空

室・空部屋・跡地の

利活用検討 

企業や大学等と連携し、空家等・

空室・空部屋・跡地の有効活用や

利活用促進など、対策を充実させ

るためのプロジェクトの検討。 

・空家等対策のモデル事業に対する支援 

住宅以外への利活

用検討 

住宅以外の施設に空家等を転用

する取組みの検討。 
・福祉施設等への利活用 

空家等の維持管理に

関する取組みの促進 

協定締結による空家等の管理代行

サービスの情報提供。 

・空家等の植木剪定・除草等に関する代行者の紹

介 

・空家の管理代行サービス事業者との連携検討 

跡地活用の促進 
空家等を除却して活用する取組み

の検討。 

・モラルハザード（支援制度の恩恵を受けたいため

に、空家を放置する所有者等が増加することに対

する懸念）を考慮した、跡地の利活用などを条件

とする解体支援 

空家等の継続的な

把握 

効率的に空家等の状況を把握する

ための仕組みづくり 
・管理台帳システムの構築の検討 

【モラルハザードの想定例】 

建物の除却費用の助成を支援として行うと、支援を目当てに自己負担で建物の除却をせず、「支援が受けられる状態

になるまで管理せずに待てばいい」と考える所有者等が増え、かえって責任放棄される空家等の増加を招いてしまう。 
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４ 方向性３ 管理不全な空家等の発生防止と解消                                  

（１） 空家等の適正管理 

空家等が管理不全な状態で放置されると、地域に様々な悪影響を及ぼすことになります。そこで、空家

法や空家条例には、所有者等が空家等を適切に管理すべき旨規定されています。しかしながら、所有者

等が、遠方に住んでいる、施設に入所している等の理由により、空家等の管理、修繕、除却等が困難にな

っているといった実態があり、本市においても、住宅の老朽化、敷地内の立木や雑草の繁茂など、管理不

全な空家等に関する情報が寄せられています。 

このようなことから、空家法・空家条例に定められた所有者等の責務について周知することはもとより、空

家等の所有者等に代わって事業者が空家等を管理するサービスの紹介など、所有者等が適切な管理を

する上で必要な情報の提供や助言、援助を行うことで、管理不全な空家等の発生の防止に努めます。 

将来的には、所有者等が適正な管理を実施でき、空家等に係る問題が生じても円滑に支援していける

形を目指します。 

 

（２） 法令等に基づく特定空家等対策 

管理不全な空家等（特定空家等）については、空家法及び空家条例に基づき、必要な措置を行います。

まず、千葉市空家等実態調査や市民からの通報などから特定空家等と思われるものについて、現地調査

や所有者調査を実施します。調査の結果、空家等であり、かつ、管理不全であると認められる場合は、特

定空家等と判定し、所有者等に対して必要な措置を講じるよう指導、勧告、命令等を行うことで、特定空

家等の解消を積極的に促進します。これらの対応は、区役所を中心に関係部署と連携して進めます。 

勧告を行った特定空家等の土地に係る固定資産税・都市計画税については、地方税法の規定に基づ

き、いわゆる住宅用地特例の対象から除外します。また、正当な理由なく命令に従わない場合には、市で

は独自に、所有者等の氏名等を公表する旨を空家条例で規定しており、空家等の適切な管理につなげて

いきます。 

これらの措置を講じてもなお、管理不全な状態が解消されない場合には、市が所有者等に代わり必要

な措置を講じる「行政代執行」について検討し、他の手段を取ることが困難で、かつその状態を放置するこ

とが著しく公益に反すると認められた場合には、行政代執行法に基づき、行政代執行を実施します。 

特定空家等の所有者等（相続人）が不明・不存在の場合には、命令等を行うことなく代執行ができる旨

（略式代執行）が空家法に規定がされていることから、必要に応じ略式代執行を検討するとともに、民法に

規定される財産管理人制度を活用した特定空家等の解消について、弁護士会や司法書士会と連携し、

検討を進めます。 

将来的には、管理不全な空家等に係る問題を抑制し、所有者等により積極的に特定空家等の解消が

できるような形を目指します。  
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＜特定空家等に対する措置の内容＞ 

特定空家等に関するフロー図

市税事務所

資産税課

区役所地域振興課

くらし安心室

建築指導課

土木事務所
地域安全課 その他関係課

所有者調査

受付

通知・助言等

行政代執行

住宅用地の

適用除外
勧告

現地調査

指導

命令

• 特定空家等

に関する事

務の統括

• 関係部署間

の連絡調整

• 必要に応じ

た連携

• 関係部署間

の連絡調整

庁内会議により対応を検討

庁内会議により対応を検討

 

  

進める取組み 取組みイメージ 実施中、検討・実施する対策 

空家等の適正管理 
関係法令に基づく空家等の適

正管理の促進 

・法令に基づく必要な措置（指導、勧告、命令、代執行

等）及び空家法・空家条例の周知【実施中】 

制度活用やその他

取組みとの連携 

国や県などの各種制度活用や

情報提供による空家等対策の

充実。弁護士会や司法書士会

等と連携し、各種制度活用の推

進や情報提供等の検討。 

・空き家の譲渡所得３０００万円特別控除の案内【実施

中】 

・成年後見人制度、相続・不在者財産管理人制度、信託

等の活用推進（再掲） 

空家等の継続的な

把握(再掲) 

効率的に空家等の状況を把握

するための仕組みづくり(再掲) 
・管理台帳システムの構築の検討(再掲) 
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５ 方向性４ 関係団体等との連携体制の整備・相談対応の強化                               

空家等の解決に向けては多角的な検討や各分野と連携した対応が望まれますが、地域や市、法律、不

動産、建築、福祉等の各専門家団体や UR 等の各種関係機関、ＮＰＯ等が協働で取り組む環境が整備さ

れていません。一方、市でも対策を進めていくには、庁内の様々な意見や提案を集約し各主体と連携し実

施できる施策を模索していく必要があります。これは、空室、空部屋についても同様です。 

そこで、各主体の既存組織との協働や問題解決に向けた有効な対策の調査研究等が行えるよう連絡

体制の整備を進めると共に、連携できる関係団体等の掘起こしを行っていきます。 

また、庁内においては各分野の計画や事業と連携して実施できる施策や新しく実施可能な施策の検

討・推進ができるよう、体制の整備と強化を推進していきます。 

将来的には、所有者等が空家等や空室、空部屋に係る問題で対処しようとしているときに、円滑に解決

へと進めることができるような連携体制を目指します。 

 

※ 関係団体としては「千葉市空家等対策協議会」の委員所属の団体を中心に、各施策の内容に

より企業、大学、ＮＰＯ、UR 等の関係機関が想定される。 

進める取組み 取組みイメージ 実施中、検討・実施する対策 

連携体制の構築 

協議会の設立や運営、関係団体等

との連携による施策の検討・実施を

推進するための協定締結等 

・千葉市空家等対策協議会の運営【実施中】 

・協定の締結による相談体制等の整備 

相談体制の構築 

庁内各分野の計画や事業と連携して

実施する施策や新しく実施可能な施

策の検討・推進していく体制の整備と

強化 

・各施策に係る情報提供等の連絡体制の整備 

調査研究等の実施 
関係団体等と連携した空家等対策に

関する調査研究等の実施検討 
・協定の締結による調査研究等の実施や支援 

 


