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東村山市空家等対策計画の策定にあたって 

 
東村山市は、都心部から約 30ｋｍ圏内に位置しており、市内に

は鉄道の駅が９つあるなど利便性が高く、八国山緑地や狭山公園

等の豊かな緑に恵まれた住宅都市として発展してまいりました。 
近年、少子高齢化の影響から人口減少や高齢化の進展、さらに

は居住環境の多様化など、社会構造やニーズの変化に伴い、全国

的に空き家問題が顕在化しており、当市においても空き家に関す

る問い合わせ等が増加している状況であります。 
空き家については、本来その所有者に適切に管理する責務があ

りますが、適切に管理が行われていない空き家は、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す可能性もあり、

市としても空き家問題について総合的に対応していく必要性が高

まってきました。 

このような状況を踏まえ、市民の方や学識経験者等からなる東村山市空家等対策協議会で精

力的にご議論いただき、このたび東村山市空家等対策計画を策定いたしました。 
東村山市では、「住みたいまち・住み続けたいまち」の実現に向け、基本方針である「誰もが

当事者意識を持ち、みんなで支え合いながら住みよい環境を築く」、「空き家の活用を通し、み

んなで地域価値の向上を図る」、「地域の生活環境に悪影響を及ぼす空家等を解消する」に基づ

き、空家等対策を総合的かつ計画的に取り組んでまいります。 
最後になりますが、本計画の策定にあたりご尽力いただきました東村山市空家等対策協議会

の委員の皆さまをはじめ、貴重なご意見やご提案をいただきました市民の皆さまに心より深く

感謝申し上げます。 
 

平成 30 年３月 
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第１章 東村山市の現状 

第１章 東村山市の現状 

１．背景 

少子高齢化の進展など社会情勢の変化により、全国的に空き家が増加傾向にありま

す。空き家がすべて問題となるわけではありませんが、適切な管理が行われていない

空き家が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、「空

家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、空家法）が平成 26年 11月 27日に公布

され、平成 27年５月 26日に完全施行されました。 

空家法では、所有者等の責務として空家等を適切に管理することが規定されるとと

もに、市町村の責務として空家等対策計画の作成及び空家等に関する対策の実施、そ

の他空家等に関する必要な措置を適切に講じるよう努めることが規定されました。 

東京都全体の空き家数は、総務省の住宅・土地統計調査によると、平成 20年から平

成 25年の５年間でおおよそ 66,800戸増加しています。 

東村山市は、都市近郊の住宅都市として発展してきましたが、平成 23年７月をピー

クに人口は減少傾向となり、今後空き家は増加することが予測され、生活環境に影響

が出ることが懸念されます。 

平成 28 年度に市長や市民、学識経験者などで構成する東村山市空家等対策協議会に

おいて、「東村山市空家等対策計画基本方針」を取りまとめ、平成 29年度に同基本方

針に基づき、空き家対策について総合的かつ計画的に推進するため「東村山市空家等

対策計画」を策定しました。 

２．計画の位置づけ 

本計画は、市の最上位計画である総合計画及び創生総合戦略に基づき策定するもの

で、空家法第６条に規定する空家等対策計画に該当します。 

また、本計画は実効性を確保するため、他の分野別計画とも整合を図るものとしま

す。 

図表１：計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別計画 
東村山市 

空家等対策計画 
分野別計画 

総合計画 

創生総合戦略 

空家等対策の推進 

に関する特別措置法 

東村山市空き家 

実態状況報告書 

東村山市空家等 

対策計画基本方針 
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３．これまでの取り組み 

当市では、平成 25年度に東村山市空き家等実態把握基礎調査を実施し、600 件の空

き家を確認しました。平成 26年度にこの 600件のうち、草木の繁茂等の管理不適切と

判断された空き家 91 件について追跡調査を実施しました。 

平成 27 年度に空き家実態調査、自治会意向調査、所有者意向調査を実施し取りまと

めた、東村山市空き家実態状況報告書を作成しました。 

平成 28 年度に東村山市空家等対策協議会条例を制定し、市長が会長となり、市民や

学識経験者などで構成する東村山市空家等対策協議会において東村山市空家等対策計

画基本方針を策定しました。 

平成 29 年度に同基本方針に基づき、空き家対策について総合的かつ計画的に推進す

るため東村山市空家等対策計画を策定しました。 

図表２：これまでの取り組み 

年度 取り組み内容 

平成 25 年度 東村山市空き家等実態把握基礎調査を実施し、600件の空き家を

確認 

平成 26 年度 基礎調査で把握した 600件のうち、管理不適切と判断された空き

家 91件について追跡調査を実施 

平成 27 年度 空き家実態調査、自治会意向調査、所有者意向調査を実施し、東

村山市空き家実態状況報告書を作成 

平成 28 年度 東村山市空家等対策協議会条例制定 

東村山市空家等対策協議会設置・開催（全５回） 

東村山市空家等対策計画基本方針策定 

平成 29 年度 東村山市空家等対策協議会開催（全５回） 

東村山市空家等対策計画策定 
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４．現状 

（１）人口動向 

１）人口・世帯数 

当市の人口は平成 23 年７月をピークに減少に転じていますが、世帯数は現在におい

ても増加傾向にあります。平成 29 年１月現在、人口 150,739 人、世帯数 71,417 世帯

で、一世帯あたり約 2.1人となり、人口減少とともに核家族化が進行しています。 

図表３：人口・世帯の推移               （各年１月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

年齢階級別に人口構成をみると、平成９年～29年の過去 20年間で老年人口は約 2.1

倍に増加し、市民の概ね４に１人は 65歳以上の高齢者となっています。 

図表４：人口構成の推移          （各年１月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年少人口：０～14歳 生産年齢人口：15～64歳 老年人口：65歳以上 

※10の位を端数処理しているため、合計が合わない場合があります。 

※小数点四捨五入処理のため、合計が 100％にならない場合があります。 

資料：住民基本台帳  

(14.2%) (13.9%) (13.4%) (13.1%) (12.3%) 

(72.0%) (68.8%) (64.5%) (66.2%) (61.6%) 

(13.8%) 
(17.3%) 

(22.3%) 
(20.4%) (26.0%) 

135.7 
143.0 

147.4 

153.3 150.7 
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第１章 東村山市の現状 

 

後期高齢者となる 75 歳以上の人口に着目すると、過去 20 年間で約 2.8 倍に推移し

ており、平成 37 年（2025 年）には団塊の世代が 75 歳を迎えることから今後一層、後

期高齢者人口が増加するものと思われます。 

図表５：75歳以上人口の推移          （各年１月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

２）将来人口 

平成 26 年を基準年として行った将来人口推計によると、平成 47 年には人口が約 14

万 6,000 人程度まで減少することが見込まれています。 

平成 29年と比較すると、老年人口は約 5,500人増加し、生産年齢人口は約 7,500人

減少、年少人口は約 2,800 人の減少が予測され、少子高齢化が一層進行していく見通

しとなっています。 

図表６：将来人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※10の位を端数処理しているため、合計が合わない場合があります。 

※小数点四捨五入処理のため、合計が 100％にならない場合があります。 

資料：東村山市人口ビジョンより作成  

20年間で約 2.8倍 

(24.0%) (26.0%) 
(30.7%) 

(26.9%) (28.4%) 

(63.1%) (61.6%) (61.5%) (61.5%) (60.5%) 

(12.8%) (12.3%) (11.6%) (12.3%) (11.1%) 

152.0 

 
150.7 

 

152.0 

 

150.7 148.6 145.9 

(26.2%) 

(58.5%) 

(10.8%) 
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（２）住宅の状況 

平成 25 年住宅・土地統計調査における当市の住宅総数は 71,910 戸に対し、住民基

本台帳で把握する世帯数は 70,137世帯であり、住宅総数が世帯数を上回っていること

から、住宅は供給過多の状況となっています。 

 

図表７：住宅総数と世帯数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査/住民基本台帳 

 

平成 25 年住宅・土地統計調査における当市の持ち家と借家による住宅の建て方状況

は、持ち家は一戸建てが 70.3％（26,140戸）、共同住宅 29.0％（10,770戸）であるの

に対し、借家では一戸建て 4.6％（1,180 戸）、共同住宅 93.3％（24,110戸）となって

います。 

図表８：住宅の建て方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小数点四捨五入処理のため、合計が 100％にならない場合があります。 

資料：平成 25年住宅・土地統計調査 

 

 

(10,770 戸) 

(26,140 戸) 

(1,180 戸) 

(24,110 戸) 

持ち家 借 家 
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平成 25 年住宅・土地統計調査における当市の旧耐震基準（昭和 56 年以前）で建て

られた住宅は 10,710戸であり、割合にして 18.3％となっています。これを持ち家と借

家で見ると、持ち家の旧耐震基準割合は 21.4％、借家の旧耐震基準割合は 13.5％とな

っています。 

図表９：住宅の建築時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小数点四捨五入処理のため、合計が 100％にならない場合があります。 

資料：平成 25年住宅・土地統計調査 
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（３）空き家の状況 

１）住宅・土地統計調査 

平成 25 年住宅・土地統計調査における当市の住

宅総数は 71,910戸、空き家総数は 7,110戸であり、

空き家率は 9.89％となっています。多摩 26市にお

ける空き家率の平均割合は 10.84％であり、当市の

空き家率は多摩 26 市中 20 番目になります。この

空き家のうち、賃貸用でも売却用でもない「その

他の住宅」に着目すると、当市の「その他の住宅」

は 1,760戸であり、住宅総数の割合で見ると2.45％

を占めています。この「その他の住宅」の割合は

多摩 26 市中４番目になります。 

 

 

図表 11：空き家率の多摩 26 市比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 25年住宅・土地統計調査 

  

4,740戸

1,760戸

430戸 180戸

賃貸用の住宅 その他の住宅 売却用の住宅

二次的住宅 仮

図表 10：空き家の種類別戸数 

資料：平成 25年住宅・土地統計調査 

（2.5％） 

（24.8％） 

（6.0％） 

（66.7％） 

住宅総数

1 武 蔵 野 市 82,930 11,670 14.07%
2 青 梅 市 57,500 7,610 13.23%
3 日 野 市 90,340 11,520 12.75%
4 国 立 市 41,650 5,300 12.73%
5 福 生 市 29,820 3,790 12.71%
6 国 分 寺 市 70,060 8,450 12.06%
7 府 中 市 129,130 15,460 11.97%
8 調 布 市 123,790 14,720 11.89%
9 東 大 和 市 39,160 4,650 11.87%
10 小 金 井 市 64,630 7,610 11.77%
11 昭 島 市 54,080 6,330 11.70%
12 小 平 市 93,650 10,830 11.56%
13 武蔵村山市 30,160 3,480 11.54%
14 羽 村 市 26,730 3,080 11.52%
15 狛 江 市 44,620 5,130 11.50%
16 三 鷹 市 97,820 10,860 11.10%
17 立 川 市 83,760 9,010 10.76%
18 あきる野市 33,570 3,520 10.49%
19 八 王 子 市 281,300 28,980 10.30%
20 東 村 山 市 71,910 7,110 9.89%
21 清 瀬 市 36,660 3,620 9.87%
22 多 摩 市 73,860 7,080 9.59%
23 西 東 京 市 96,700 9,010 9.32%
24 東久留米市 54,770 5,040 9.20%
25 稲 城 市 39,080 3,320 8.50%
26 町 田 市 224,120 17,360 7.75%

2,071,800 224,540 10.84%

順位 市名 空き家
（戸）

空き家率

多 摩 26 市 全 体

住宅総数
空き家（戸） 空き家率

1 あきる野市 33,570 1,120 3.34%
2 昭 島 市 54,080 1,490 2.76%
3 武蔵村山市 30,160 800 2.65%
4 東 村 山 市 71,910 1,760 2.45%
5 武 蔵 野 市 82,930 1,990 2.40%
6 福 生 市 29,820 700 2.35%
7 小 平 市 93,650 2,150 2.30%
8 青 梅 市 57,500 1,300 2.26%
9 国 立 市 41,650 920 2.21%
10 八 王 子 市 281,300 5,850 2.08%
11 清 瀬 市 36,660 720 1.96%
12 小 金 井 市 64,630 1,250 1.93%
13 立 川 市 83,760 1,550 1.85%
14 国 分 寺 市 70,060 1,250 1.78%
15 三 鷹 市 97,820 1,720 1.76%
16 日 野 市 90,340 1,550 1.72%
17 西 東 京 市 96,700 1,640 1.70%
18 東 大 和 市 39,160 650 1.66%
19 調 布 市 123,790 1,830 1.48%
20 羽 村 市 26,730 370 1.38%
21 狛 江 市 44,620 600 1.34%
22 府 中 市 129,130 1,600 1.24%
23 稲 城 市 39,080 440 1.13%
24 町 田 市 224,120 2,440 1.09%
25 多 摩 市 73,860 490 0.66%
26 東久留米市 54,770 110 0.20%

2,071,800 36,290 1.75%多 摩 26 市 全 体

順位 市名 その他の住宅

空き家総数 

7,110戸 
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２）空き家実態調査 

平成 27 年度の空き家実態調査において空き家と判定した 457件を分析すると、以下

のことがわかりました。 

特に目立った破損がない空き家は約 39％（179件）、屋根の一部に破損を確認したも

のが約 35％（160 件）であり、バルコニーや窓台、物干しの破損を確認したものが約

23％（105件）でした。総じて、利活用は不可能と見られるものは約 23％（105件）で

あった一方、明らかに建物か土台が傾くなど直ちに倒壊の恐れのある建物は確認でき

ませんでした。 

なお、草木が繁茂している空き家は約 66％（299 件）であり、そのうち接道・隣地

にはみだしているものは約 15％（67件）となっています。 

図表 12：空き家実態調査における建物の破損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※重複該当あり                  資料：空き家実態調査 

図表 13：空き家実態調査における草木の繁茂状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小数点四捨五入処理のため、合計が 100％にならない場合があります。 

資料：空き家実態調査 

N=457 

N=457 （10件） 

（102件） 

（232件） 

（67件） 

（46件） 

（件） 

65.5％ 

（299件） 
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第１章 東村山市の現状 

 

３）自治会意向調査 

平成 27年度の自治会意向調査に回答を寄せた 48自治会の意向を分析すると、約 60％

の自治会が空き家は増えていると回答していますが、空き家を問題視している自治会

は約 44％となっています。 

自治会が把握している空き家となった理由で最も多いのは、「別の住宅へ転居」と「病

院や施設などに入所」であり、次に「相続」となっていますが、空き家の所有者やそ

の家族の連絡先を把握していない自治会は約 62％となっています。 

自治会で困っていることの最も多い意見は、「庭木、生垣、雑草の繁茂」であり、次

に「不審者の侵入や防犯・防火の心配」、「ごみ等の放置」となっており、自治会とし

て空き家に関われることとしては「所有者の把握」が最も多く、次に「防犯・防火の

パトロール」が多い意見でした。 

また、自治会で空き家を利用したいかとの質問について、約 78％が「希望しない」

と回答を寄せています。 

 

 

図表 14：空き家の状況            図表 15：空き家問題の認識状況 

 

 

 

 

 

 

 

資料：自治会意向調査                 資料：自治会意向調査 

図表 16：空き家で困っている内容        図表 17：自治会による空き家の利用意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複数回答          資料：自治会意向調査 
※小数点四捨五入処理のため、合計が 100％にならない場合があります。  

資料：自治会意向調査 

N=47 N=46 

N=46 

N=91 
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第１章 東村山市の現状 

 

４）所有者意向調査 

平成 27 年度の所有者意向調査に回答を寄せた 46 件を分析すると、所有者の約 67％

が「60歳以上」の高齢者となっています。空き家となった理由で多い意見は、「病院や

施設などに入所」「相続」「別の住宅を購入」である一方、「買い手がいない」「税制上

の問題」「建て替え・取り壊し費用の問題」などの理由もありました。 

建物の維持管理状況では、約 96％が「所有者及びその家族・親族」で行われており、

建物の維持管理の頻度は、約 67％が２～３ヶ月以内に１度程度と回答し、「何も行って

いない」との回答が約 17％であり、維持管理を行っていない理由としては、「遠方に住

んでいる」「高齢や健康上の理由」が多く、連絡先を近隣住民に伝えている割合は、約

72％となっています。 

建物の状態については、約 27％が「現在も住める状態である」と回答しています。 

建物の今後については「売却したい」が最も多い一方で、「思い入れがある」「資産

としてそのまま保有したい」との意見も多く寄せられています。また、建物を地域活

動等へ貸出すことについては約 82％が「貸出し意向はない」と回答しています。 

 

図表 18：空き家の所有者年代状況        図表 19：空き家の維持管理の頻度状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：所有者意向調査                資料：所有者意向調査 

図表 20：維持管理を行っていない理由      図表 21：空き家の貸出し意向 

 

 

 

 

 

 

 

※複数回答          資料：所有者意向調査                 資料：所有者意向調査 

※小数点四捨五入処理のため、合計が 100％にならない場合があります。 

N=33 

N=42 N=45 

N=12 

66.7％ 66.7％ 
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第１章 東村山市の現状 

 

５．空き家の課題 

平成 28 年度の東村山市空家等対策計画基本方針では、現状から見える空き家の課題

を６つの項目に整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家になる前からの 

資産管理・活用の促進 

空き家管理意識 

の醸成 

総合的な支援体制 

問題の周知と 

連携・協働 

空き家施策と 

他施策の連動 

適切な管理がされていない

空き家への取り組み 

空き家に対する取り組みを空き家が急激に増える前から進

めていくことが重要となります。 

空き家になる前に住宅所有者に所有不動産の相続や管理、資

産活用について考えてもらう方策を検討する必要がありま

す。 

所有者のみならず、家族も含め空き家の管理意識を醸成する

必要があります。 

所有者の視点に立ち、所有者が直面している多面的な問題を

解決できる総合的な支援体制が必要となっています。 

市民に向けた空き家問題に対する周知啓発活動を行うこと

が重要となります。 

市民から寄せられる相談や情報に対応する窓口設置ととも

に、自治会や NPO法人、民間事業者などと問題意識を共有し、

連携を図る仕組みづくりが必要となっています。 

空き家を住宅資源（ストック）と前向きに考えることで、地

域の抱える問題の解決や地域価値の向上に向けた取り組み

を検討することが重要となります。 

今後も住宅都市として成長していくためには「住みたい、住

み続けたい」と思えるさまざまな施策と空き家施策との連動

が必要となっています。 

適切な管理がされない空き家に対して、空家法に基づいた措

置を円滑に講じることができるよう、行政手続きの整備が必

要となっています。 

東村山市空家等対策計画基本方針より抜粋 
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第２章 計画の策定について 

第２章 計画の策定について 

１．対象地区 

平成 25 年度の東村山市空き家等実態把握基礎調査及び平成 27 年度の空き家実態調

査において、空き家は市内各地区に点在していることから、空家等対策計画の対象地

区は市内全域とします。また、対策を進めていく上で、重点的に対策を推進すべき地

区の設定が必要と判断した場合は、重点対象地区を定めることとします。 

２．対象とする空家等の種類 

空家法第２条第１項に規定する「空家等」を対象とします。なお、本計画はその対

象範囲を市内全域としていますが、空き家実態調査で戸建て住宅が多いことが判明し

たため、主に一戸建て住宅を対象とします。 

また、本計画は空家法に規定する空家等にとどまらず、広く空き家と認識される物

件に対して対策を検討するものです。本計画では、空家法に規定する空き家を指して

記述する場合のみ、空家等を用いています。 

空家等に該当した場合、空家法に基づいた調査が可能になり、特に地域の生活環境

に悪影響を及ぼす空家等には、命令などの措置手続きを講じることが可能となります。

また、空き家のうち、空き家になってから１年に満たないものや、所有者が倉庫代わ

りに使っているなど、空家等に該当しないものは、空家法に基づく調査や措置を行う

ことは出来ませんが、適切な管理に対する意識の啓発や利活用施策の対象となります。 

 

図表 22：空き家について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画期間 

計画期間は、平成 30 年度（2018 年度）から平成 34年度（2022年度）までの５年間

とします。また、計画期間中も、総合計画等の他の計画や社会情勢の変化等が生じた

場合は、必要に応じて計画の見直しを図ることとします。  

空き家 

・空き家になって１年未満 

・倉庫代わりに使っている 

 

空家等 

要件：１年以上不使用 

措置：立入調査・命令など 
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第３章 基本方針 

第３章 基本方針 

１．基本理念（コンセプト） 

当市は都心まで電車で約 30分の交通利便性とともに、八国山緑地や狭山緑地などを

有する緑豊かな住宅都市として発展してきました。 

少子高齢化社会となった現代においても東村山市らしさである「住みよい・緑豊か

なベットタウン」の魅力をさらに発展させ、「住みたい・住み続けたいまちの実現」に

向けて、今後、人と人のつながりを第一にしつつ、高齢化と核家族化で増える空き家

も資源として地域の環境づくりに活用するなど、地域や住民に寄り添う、住みよい・

安心できる環境づくりを実現していきます。 

当市が今後も住宅都市として発展していくためには、「みんなで築く住みよい環境」

への取り組みが必要であり、「人・まち・モノ」を調和させながら実現していきます。

基本方針の１つ目は、空き家の問題を所有者だけの問題とせず、東村山市に住まう誰

もが意識を持ち、みんなが支えあいながら住みよい環境を築くための「人の取り組み」、

２つ目は、空き家を利用した住みよい環境づくりにより、賑わいや安心安全など多様

な地域価値の向上をもたらす「まちの取り組み」、３つ目は、適切に管理されない空き

家は周辺に悪影響を及ぼす恐れがあることから、空き家を解消する「モノとしての取

り組み」を実施します。 

これらの人・まち・モノの基本方針は互いに連携し、複合的に取り組むことで事業

効果を向上させることができるため、行政と市民、自治会、NPO法人、民間事業者など

が協働・連携して取り組みます。 

当市では、空き家を前向きに考え、課題の対象を明確にし、戦略的に取り組むこと

で人口減少・少子高齢化社会を乗り越えながら更なる住宅都市としての発展をめざす

ものです。 

東村山市空家等対策計画基本方針より抜粋 

図表 23：基本理念の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東村山市らしさ 

住みよい 

緑豊かな 

ベットタウン 

 

 

取り組みの柱 

人  ：みんなの支えあい 

まち：地域価値の向上 

モノ：空き家解消 

 

 

魅力を発展 

住みたい・ 

住み続けたい 

まちの実現 

 

 
協働・連携 空き家急増懸念 空き家対策 
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第３章 基本方針 

 

２．基本方針 

空き家の課題に対し、戦略的に基本理念を実現するために、以下の３つの基本方針

を掲げ、空家等対策に向けた取り組みを進めていくものとします。 

基本方針１ 

誰もが当事者意識を持ち、みんなで支えあいながら住みよい環境を築く 

取り組みの方向性 

① 市民への取り組み 

ア 市民に当事者意識を醸成する方策を検討 

イ ライフスタイルに応じた住まい方を支援する方策を検討 

② 所有者への取り組み 

ア 所有者やその家族などへ空き家の適切な管理に向けた周知・啓
発の方策を検討 

イ 所有者を支援し、多面的な問題を総合的に解決するための庁内
部署を横断した連携を検討 

③ 人と人をつなぐ、連携による取り組み 

ア 近隣住民・自治会等への住みよい環境の構築に向けた支援体制
を検討 

イ 近隣住民・自治会等の地域コミュニティと連携した空き家の適
切な管理への取り組みを検討 

ウ 空き家に関する情報を集積・共有できる仕組みづくりを検討 

エ 民間事業者などと連携して建物の維持管理や処分、相続、資金
面など多様な相談に対応できる総合的な相談体制を検討 

基本方針２ 

空き家の活用を通し、みんなで地域価値の向上を図る 

取り組みの方向性 

① 既存空き家の流通促進 

ア 中古住宅市場への流通を促進するための周知や啓発などの方
策を検討 

イ 空き家バンクなどの空き家のマッチング支援に向けた方策を
検討 

ウ 道路条件や小規模宅地など、そのままでは活用しにくい空き家
については近隣の買い取り支援や公的利用などの方策を検討 

② 空き家ストックを活用し、地域価値の向上を図る 

ア 地域の課題解決や価値向上に向けて空き家ストックの活用を
検討 

イ 空き家活用の担い手の育成と利活用の機運づくりを検討 

ウ 利活用のモデル事業（社会実験）を検討 

基本方針３ 

地域の生活環境に悪影響を及ぼす空家等を解消する 

取り組みの方向性 

① 空家法に基づく措置手続きを整備する 

ア 空き家対策に係る庁内連携の仕組みづくりを検討 

イ 空家法に基づく助言・指導、勧告、命令、代執行など一連の措
置手続きの整備を検討 

東村山市空家等対策計画基本方針より抜粋  
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第４章 具体的な施策 

第４章 具体的な施策 

１．基本方針１ 

誰もが当事者意識を持ち、みんなで支えあいながら住みよい環境を築く 

（１）基本方針１における課題 

 高齢化に伴い、空き家問題は空き家所有者や住宅所有者だけではなく、今後相続

人となり得る家族や親族など、市民の多くの方が当事者となり得る問題です。 

 空き家になってから空き家を処分・管理することは家族や親族など各々の住宅に

対する考え方の違いから意思決定することが難しくなるため、空き家になる前か

ら所有不動産の相続や管理、資産活用について考えてもらうことが必要となりま

す。 

 空き家については所有者が負うべき責務を遂行し、適切に空き家の維持・管理を

行う必要があります。しかし、その責務の遂行を促すと同時に、所有者が抱える

複合的な問題を解決するための支援も重要となります。 

 空き家のさまざまな問題の解決に向けて、庁内関係各課や市民、自治会、NPO法人、

民間事業者などと連携を図り、問題意識を共有することが重要となります。 

（２）５ヶ年の施策 

基本方針１「誰もが当事者意識を持ち、みんなで支えあいながら住みよい環境を築

く」の実現に向けて、５ヶ年で取り組む施策は以下のとおりです。 

１）空き家問題に対する周知啓発の取り組み 

[１]空き家問題における当事者意識の周知啓発 

市民の誰もが空き家の当事者になり得るとの周知を図り、住宅所有者や家族が

元気なうちに住宅資産の今後について向き合うための意識の啓発に取り組みます。 

① 固定資産税・都市計画税納税通知書へのチラシ等の同封 

市内に不動産を所有する方に送付する固定資産税・都市計画税納税通知書に

空き家に関するチラシ等を同封します。広く空き家問題について周知し、ご家

族で住宅の今後についてお話いただくことで、当事者意識の啓発を図ります。 

② 空き家問題に関係する講演会を開催 

相続や住宅の適切な管理、資産活用など市民が当事者意識を持てるような幅

広いテーマで、住宅所有者や市民に向け、住宅の今後について考える機会とな

る講演会を開催します。 

③ 市報やホームページを活用した情報発信 

市の空き家問題への取り組みや市と協定を結んだ専門家団体（民間事業者）

の情報などを、市報やホームページを活用して積極的に情報発信します。 
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第４章 具体的な施策 

 [２]市民生活をサポートする団体等と連携した啓発活動 

地域包括支援センターや民生委員、自治会等、市民の日常生活をサポートする

団体等と連携して、自宅の先行きに不安がある方に対し、住宅資産への向き合い

方や当事者意識の啓発に取り組みます。 

① 市民生活のサポートを行う団体等に向けたセミナーを実施 

市民の日常生活をサポートする地域包括支援センターの職員や民生委員、自

治会長等を対象に、空き家問題に関するセミナー等を開催します。このセミナ

ー等を通して、空き家問題について理解を深め、問題意識の共有を図ります。 

② サポート対象者に応じた啓発活動 

地域包括支援センターや民生委員、自治会等が行うサポートは、対象者の年

代や生活環境、健康状況などに違いがあります。そのため、対象者に応じた伝

わりやすい資料を作成し、住宅資産への向き合い方や当事者意識の啓発を図り

ます。 

図表 24：周知啓発の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

周知啓発活動 連携による活動 

 市報 

 ホームページ 

 チラシ 

 講演会 

市による啓発活動の支援 

サポート団体による啓発活動 

 セミナー 

 資料作成 

 活動支援 

 地域包括支援センター 

 民生委員 

 自治会等 

空き家問題への当事者意識を醸成 

「誰もが当事者意識を持ち、みんなで支え合いながら 

住みよい環境を築く」の実現 
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第４章 具体的な施策 

 

２）空き家の適切な管理に向けた取り組み 

[１]空き家を適切に管理するための通知と助言 

空き家は個人の財産なので、所有者または家族などの責務で適切な管理が行わ

れるべきものです。そのため、適切な管理がなされてない空き家の所有者や家族

に対しては、通知や連絡を行っていきます。 

また、適切に管理を行っていると思われている方に対しても、地域の方が感じ

ている不安や不満との認識の違い（ギャップ）を解消するため、適切な管理のポ

イントや注意点などの助言を行います。 

[２]空き家を適切に管理することが困難な方への支援 

高齢や健康上の理由、遠方に住んでいるなどの理由により、空き家を適切に管

理することができない方に対して、管理代行業者などの紹介を実施します。 

また、民間事業者と複数連携し、空き家の軽微な修繕や敷地の除草剪定を希望

する方に紹介できるよう体制を整備します。 

[３]地域コミュニティと連携した空き家情報の収集と活用 

住みよい環境を維持していくために、自治会等の地域コミュニティと連携した

空き家情報の集積及び共有に取り組み、空き家の適切な管理に活用する方策を検

討します。 

① 地域コミュニティと連携した空き家調査 

市の保有する空き家調査のノウハウを自治会等と共有し、自治会等の地域コ

ミュニティと連携した空き家情報の収集に取り組みます。 

また、空き家になってから所有者や家族の情報を得ることは難しいため、空

き家となりそうな住宅について、地域コミュニティにおいて今後の連絡先等の

情報を収集する重要性を啓発します。 

② 空き家管理台帳の作成 

収集した空き家情報を市と自治会が集積・共有できるよう空き家管理台帳を

作成します。 

③ 空き家情報を活用する仕組みづくり 

空き家管理台帳に集積・共有された情報を、空き家の適切な管理に活用する

仕組みを検討します。 
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３）所有者や市民を支援する取り組み 

[１]多様な相談に対応できる総合的な相談体制の構築 

市民のさまざまな相談や、所有者が現在直面している複合的な問題に対応する

ため、総合相談窓口や専門家団体などと連携した総合的な支援体制を構築します。 

① 空き家の相談に適切な対応ができる体制の構築 

所有者や家族、近隣住民、空き家利活用希望者などからのさまざまな空き家

の相談に対し、問題解決や相談先の案内など、空き家担当課において適切な対

応ができる体制を構築します。また、所有者支援の視点に立ち、所有者や家族

だけでは対応できない問題を解決するための支援に取り組みます。 

② 所有者を支援する民間の総合相談窓口との連携 

空き家の維持管理や処分、相続など、所有者の抱える複合的な問題に対して

は広い専門的な知識が要求されるため、民間事業者による総合相談窓口と連携

し、問題解決に取り組みます。 

③ 専門家団体の情報提供 

空き家の所有者が抱えるさまざまな問題について、専門的なアドバイスを受

けられるよう、市報やホームページ、チラシ等を用いて、市と協定を締結した

不動産、建築、法律等の専門家団体の情報を提供します。 

図表 25：相談体制フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [２]庁内連携による所有者と近隣住民への支援 

所有者からの相談や近隣住民から寄せられる情報は空き家担当課が受付します

が、所有者に対し福祉的支援が必要な場合や地域の安全に影響がある場合などに

は、空き家担当課だけではなく、庁内の関係各課と個々に連携し対応します。ま

た、必要に応じて庁内連絡会と連携し対応します。  

 関係各課 
 庁内連絡会 

 地域包括支援センター 
 民生委員 
 自治会等 

 所有者の抱える複合的
な問題に対応する民間
事業者 

情報提供 
 ホームページ 
 広報など 

相談 

専門家団体 

空き家担当課 

庁内連携 

総合相談窓口 

市民生活 
サポート 
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２．基本方針２ 

空き家の活用を通し、みんなで地域価値の向上を図る 

（１）基本方針２における課題 

 空き家を住宅資源（ストック）と前向きに考え、空き家の循環・流通を促進させ

ることで活気や多様性を生み、さらに利活用することで地域価値を維持・向上さ

せることが重要となります。 

 健康上の理由や相続などの事情により空き家となった住宅は、時間が経過するほ

ど所有者や家族の抱える問題が複雑化していきます。また、人が住まなくなった

住宅は、住んでいる住宅に比べ老朽化が早く進行します。したがって、空き家の

状態を長期化せず、住宅の資産価値が下がる前に、所有者や家族に市場への流通

や活用方法などを考えていただく必要があります。 

 立地条件や敷地条件などにより、現在の法律では建替えが難しい住宅は、行政と

民間事業者などが連携して活用できる仕組みづくりを検討していく必要がありま

す。 

 今後も当市が住宅都市として成長していくためには、「住みたい、住み続けたい」

と思える住みよさや地域の賑わい、生活環境を維持していくことが重要です。そ

のためには、行政のさまざまな施策と空き家施策を連動させて、住みよい環境を

築く方策を検討していく必要があります。 

（２）５ヶ年の施策 

基本方針２「空き家の活用を通し、みんなで地域価値の向上を図る」の実現に向け

て、５ヶ年で取り組む施策は以下のとおりです。 

１）空き家の市場流通を促進する周知啓発の取り組み 

所有者や家族に向けて、空き家にしておくことのデメリットについて、チラシなど

を活用して周知啓発していきます。また、中古住宅を取り扱う民間事業者等を対象に、

空き家問題や市の取り組みについて周知します。これらの活動により、空き家の市場

流通の促進に取り組みます。 

２）空き家や空き地の公的な利活用の取り組み 

地域の賑わいの場や集いの場など、地域貢献または課題解決のために空き家や空き

地（空き家除却後の跡地を含む）を活用する、公的な利活用の取り組みをします。ま

た、利活用に向けて、所有者の利活用への理解の促進や借用希望者への支援などに取

り組みます。 
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 [１]公的な利活用のモデル事業 

公的な利活用を目的とした空き家活用のモデル事業（社会実験）を実施します。

このモデル事業で地域住民の利活用への意識啓発やまちづくりの担い手の育成

に取り組み、事業実施の過程で得られるノウハウを今後の空き家活用の仕組みづ

くりに活かすものとします。 

① 協働による検討プロセス 

モデル事業は、地域住民や市内民間事業者の参画を求め、空き家問題につい

て幅広く考えていただくために、「協働による検討プロセス」を設けます。参

加者の意見やアイディアを募るとともにディスカッションすることで、地域ニ

ーズの把握だけではなく、地域価値の向上に向けた意識啓発やまちづくりの担

い手育成につながる取り組みを行います。 

② ノウハウの蓄積による利活用の仕組みづくり 

所有者や借用希望者へのサポートの必要性やマッチングなど、モデル事業を

実施する過程で得られる経験とノウハウを蓄積し、今後の利活用事業の仕組み

づくりに活用します。 

[２]公的な利活用事業の促進 

空き家の公的な利活用については、市が所有者と借用希望者の双方を支援する

ことで、それぞれの不安解消に努めるとともに合意が得られるように取り組みま

す。 

① 所有者への支援 

空き家の公的な利活用を促進するため、チラシ等を用いて、活用に向けた啓

発活動を行います。また、公的な利活用を希望する所有者には、経済的な支援

を検討していきます。 

② 借用希望者への支援 

公的な利活用目的の空き家の借用希望者には、市が空き家の情報を提供し、

マッチングの支援を行います。また、その活動内容に応じて、経済的な支援も

検討するものとします。 

３）柔軟なマッチング体制による取り組み 

空き家の流通や利活用を検討する場合、所有者の意向や売却または賃貸などの活用

の仕方により適切なマッチング方法が異なります。また、立地条件や接道条件、建物

の状態など、物件ごとに条件は異なり、解決すべき問題・課題も異なります。そこで、

市の空き家担当課によるマッチング支援だけでなく、所有者の複合的な事情に対応す

る総合相談窓口や市と協定を結んだ専門家団体とも連携し、空き家の市場への流通や

公的な利活用に柔軟に対応できるマッチング体制を構築します。 

国の施策にも注視し、空き家バンクなどの施策について検討していきます。  
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４）暮らし方支援による地域価値の向上の取り組み 

今後も当市が住宅都市として発展していくために、子育て、介護など市民の住みよ

い環境と生活満足度を向上させる支援を実施していきます。さらに、空き家を生活の

場としてだけではなく、仕事の場として活用する方を支援し、地域価値を向上させる

取り組みをします。 

[１]空き家を活用した二世代近居の推進 

子育てや介護などで助け合いやすい環境づくりを支援するため、親世帯と子世

帯がお互いに近い距離に住む、空き家を活用した二世代近居を推進していきます。

市内の空き家を活用して定住する場合、経済的な支援を検討します。 

[２]当市を活躍の場とする空き家の活用支援 

空き家を活用したシェアオフィスなど、生活だけではなく仕事の活躍の場とし

て活用する場合は、「２）空き家や空き地の公的な利活用の取り組み」の中でマッ

チングや相談などの支援を実施し、地域貢献または課題解決に向けた活動であれ

ば経済的な支援も検討します。 
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３．基本方針３ 

地域の生活環境に悪影響を及ぼす空家等を解消する 

（１）基本方針３における課題 

 地域の生活環境に悪影響を及ぼす空家等の所有者等に対して空家法の規定に基づ

き、助言・指導、勧告、命令、代執行を適切に実施できる仕組みが必要です。 

（２）５ヶ年の施策 

基本方針３「地域の生活環境に悪影響を及ぼす空家等を解消する」の実現に向けて、

５ヶ年で取り組む施策は以下のとおりです。 

１）空家法に基づく措置手続きの考え方 

市の空き家調査や近隣住民の情報提供により、地域の生活環境に悪影響を及ぼすお

それがある空き家を確認した場合は、市が空き家の所有者等の調査を行います。 

所有者等が判明した空き家については、所有者等に適切な管理についての通知を行

います。 

一方、健康上の理由や相続問題など、所有者等の抱える事情はさまざまであること

から、所有者等の抱える問題を解決することで、住宅の流通や適切な管理ができるよ

うな支援を検討します。 

通知や支援を行ってもなお、現状の改善が見られず、地域の生活環境に著しい悪影

響を及ぼすおそれがあり、放置することが不適切であると考えられる場合は、周辺に

及ぼす悪影響の程度や危険等の切迫性などを総合的に判断して、空家法による措置を

段階的に実施します。 

２）庁内連絡会の設置 

副市長を委員長とする庁内連絡会を設置し、特定空家等の判断に関して意見を伺う

ものとします。 

３）東村山市空家等対策協議会の役割 

東村山市空家等対策協議会で、特定空家等の判断に関して意見を伺うものとします。

また、協議会に特定空家等に対する措置の進捗状況について報告します。  

４）特定空家等に対する措置の流れ 

空家等が特定空家等に該当するか否かの基準は、「『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）」に定める内容を基本とし、

特定空家等の判断は市長が行います。 

特定空家等に対する措置の流れは、次の通りです。具体的な特定空家等の判断基準

や措置の手続きについては、別途策定します。  
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図表 26：特定空家等措置のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法：空家法  ※代執行法：行政代執行法 

 

空き家情報（実態調査・苦情） 

現地調査 

所有者等調査（法 10 条） 

助言・情報提供（法 12条） 

庁内連絡会 

特定空家等として検討 

助言・指導（法 14条１項） 

勧告（法 14条２項） 固定資産税特例解除 
（法 15条２項） 

命令（法 14条３項） 

戒告（代執行法３条） 

行政代執行（法 14条９項） 

各課の支援策 特定空家等と判断 

東村山市空家等対策協議会 

略式代執行として対応検討 

特定空家等と判断 

東村山市空家等対策協議会 

略式代執行（法 14条 10項） 

所有者不明の場合 

空家法以外で検討 

庁内連絡会 
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第５章 空き家対策の推進 

１．空き家調査 

空き家対策は、空き家担当課への所有者や家族の相談や近隣住民から寄せられる情

報、自治会等の地域コミュニティによる空き家情報等から対策の推進に取り組みます。 

（１）調査 

１）空き家調査 

基本方針１の「５ヶ年の施策」に基づき、空き家情報は地域コミュニティと連携し

て収集・集積に取り組みます。地域コミュニティによる空き家情報の収集は、日常生

活の中で「空き家となった。」または、「空き家の可能性が高い。」などの情報を市が作

成する「空き家情報シート」に記入いただき、空き家担当課に情報提供いただきます。 

空き家担当課は、空き家情報があった場合、現地調査を行い、該当する空き家が及

ぼす「周辺の建築物や通行人への影響」、「悪影響の程度」、「悪影響がもたらされる危

険等の切迫性」について調査を実施します。 

２）所有者等調査 

空き家情報の中で、所有者が不明または、所有者の連絡先が不明な空き家について

は、固定資産台帳等を用いて所有者と連絡先の特定を行います。 

（２）台帳の管理 

地域コミュニティなどにより提供された「空き家情報シート」を空き家担当課で管

理するとともに、所有者やその連絡先、空き家の対応状況などを空き家管理台帳に記

録することで、空き家の情報管理を実施していきます。また、所有者の空き家活用や

管理の意向、支援の内容などの相談経緯も情報管理します。 
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図表 27：空き家調査の作業フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

情報提供 
本人・家族 

（相談） 

近隣住民 

（情報） 

民生委員等 

（連絡） 

自治会 

（連絡） 

空き家 

管理台帳 

現地調査 

周辺に及ぼす影響を確認 

（ａ）周辺の建築物や通行人への影響 

（ｂ）悪影響の程度 

（ｃ）悪影響がもたらされる危険等の切迫性 

所有者等調査（空家法 10 条など） 

所有者不明または、所在不明を調査 

空き家活用意向 

空き家管理意向 

その他支援内容 

所有者情報を記載 

空き家情報を記載 

空き家情報シート 

管理情報「空き家が周辺に影響」 
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２．空き家対策の実施体制 

当市は、以下の実施体制で空き家対策を推進します。 

① 空き家担当課 

空き家担当課を環境・住宅課とし、市民や所有者からの空き家相談の受付となるとと

もに、庁内連絡会や東村山市空家等対策協議会の事務局を務めます。 

② 庁内連絡会 

副市長を委員長とする庁内組織で、特定空家等の判断に関して意見を伺います。また、

空き家の情報共有などを行います。 

③ 東村山市空家等対策協議会 

空家法第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する

事項その他空家等に関する施策に関し必要な事項について協議します。また、特定空家

等の判断に関して意見を伺います。 

④ 総合相談窓口 

所有者の抱える複合的な問題について、民間事業者が対応する総合相談窓口を設置し

ます。 

⑤ 専門家団体 

所有者が抱える問題に対し、専門的なアドバイスを受けられるよう、専門家団体と市

が協定を締結し、相談窓口を設置しました。 

 空き家の相続、成年後見・財産管理、契約、紛争の解決に関すること 

東京弁護士会／第一東京弁護士会／第二東京弁護士会 多摩支部 

 空き家の権利調査・相続・登記、財産管理、成年後見等に関すること 

東京司法書士会 田無支部 

 空き家の所有者と相続人の調査確認、相続人関係図・遺産分割協議書等の作成に

関すること 

東京都行政書士会 田無支部 

 空き家の売買や賃貸に関すること 

（公社）東京都宅地建物取引業協会 北多摩支部 

（公社）全日本不動産協会 東京都本部 多摩北支部 

 空き家の敷地境界に関すること 

東京土地家屋調査士会 田無支部 

 空き家のリフォーム、改修工事等に関すること 

（一社）東京都建築士事務所協会 北部支部 

東村山市住宅サービス協力会  
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参考 参考資料 

１．東村山市空家等対策協議会 

空家等対策の推進に関する特別措置法第６条第１項に規定する空家等対策計画の作

成及び変更並びに実施に関する事項その他空家等に関する施策に関し必要な事項につ

いて協議するため、平成 28 年９月 14日に東村山市空家等対策協議会を設置しました。 

（１）委員名簿 

 

（２）検討経過 

平成 28 年度 

  

区 分 氏 名 備 考 

市長 渡  部      尚 会  長 

不動産 上  田  真  一 副会長 

法律 松  原  拓  郎  

不動産 野  﨑  隆  行  

建築 相  羽  健太郎  

福祉 西  村  千  晶  

学識経験者 保  井  美  樹  

東村山市議会議員 肥  沼  茂  男 平成 29年度第１回協議会まで 

東村山市議会議員 伊  藤  真  一 平成 29年度第２回協議会から 

関係行政機関の職員 本  田      裕 平成 28年度第４回協議会まで 

関係行政機関の職員 中  島  利  通 平成 28年度第５回協議会から 

公募市民 岡  田  一  郎  

公募市民 水  越  久  吉  

市長が特に必要と認める者 西  山  佳  孝  

回 開 催 日 内 容 

第１回 平成 28年 ９月 14日（水） 
・東村山市の空き家実態について 

・東村山市の空き家問題の課題について 

第２回 平成 28年 10月 13日（木） 
・東村山市の空き家問題の課題について 

・東村山市の空き家対策のコンセプトについて 

第３回 平成 28年 11月 17日（木） 
・東村山市空家等対策計画基本方針骨子（案）

について 

第４回 平成 29年 ２月 ３日（金） 
・東村山市空家等対策計画基本方針（案） 

について 

第５回 平成 29年 ３月 27日（月） 
・東村山市空家等対策計画基本方針（案） 

について 
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平成 29 年度 

 

  

回 開 催 日 内 容 

第１回 平成 29年 ５月 15日（月） 
・東村山市空家等対策計画策定のスケジュール 

・基本方針１について 

第２回 平成 29年 ６月 28日（水） ・基本方針２について 

第３回 平成 29年 ８月 24日（木） 
・基本方針３について 

・東村山市空家等対策計画（案）について 

第４回 平成 29年 10月 30日（月） ・東村山市空家等対策計画（案）について 

第５回 平成 30年 ２月 ８日（木） ・東村山市空家等対策計画（案）について 
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２．法と条例 

（１）空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号） 

（目的） 

第一条 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） 

第二条 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） 

第三条 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） 

第四条 市町村は、第六条第一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） 

第五条 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。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 
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三 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） 

第六条 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。 

一 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 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 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 

五 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 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、

同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項

若しくは第十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 

七 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 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 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） 

第七条 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 前二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） 

第八条 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） 

第九条 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、第十四条第一項から第三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、その五日前までに、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 第二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 第二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） 

第十条 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。 
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（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 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。以下第十三条までに

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） 

第十二条 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） 

第十三条 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） 

第十四条 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五日以内に、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。 
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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

三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、第三項の規

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、期日の三

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 第六項に規定する者は、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、第三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

和二十三年法律第四十三号）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 第三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

一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知すること

ができないため第三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、第三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、第三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 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）

第三章（第十二条及び第十四条を除く。）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。 
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（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 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） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の

過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万

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三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、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、

公布の日から起算して六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、この法律の施行後五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）東村山市空家等対策協議会条例 

 

 

28 東村山市条例第 15 号 

 

東村山市空家等対策協議会条例 

 

（設置） 

第１条 東村山市における空家等対策計画の作成、変更、実施等に関する協議を行い、空

家等（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２条第 1項に規定する空家等をいう。以下同じ。）に関する対策を総

合的かつ計画的に実施するため、法第７条第１項の規定に基づき、東村山市空家

等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、法第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施

に関する事項その他空家等に関する施策に関し必要な事項について協議する。 

（組織） 

第３条 協議会は、市長のほか、次の各号に掲げる者で、市長が委嘱する委員 15 人以内

をもって組織する。 

(１) 法律、不動産、建築、福祉等の分野において識見を有する者 

(２) 学識経験者 

(３) 東村山市議会議員 

(４) 関係行政機関の職員 

(５) 公募市民 

(６) 前各号のほか、市長が特に必要と認める者   

２ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、委員のうちから、会長が指名する者をもってこれに充てる。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 
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（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議長は、会長が務める。 

４ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。    

５ 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会の議決があったときは、非公開と

することができる。 

（部会） 

第６条 協議会は、特定事項について調査・検討を行わせるため、必要があると認めると

きは、部会を置くことができる。 

２ 部会の部会長及び委員は、協議会の委員のうちから、会長が指名する。 

３ 部会の会議は、公開とする。ただし、部会の議決があったときは、非公開とする

ことができる。 

４ 前２項に定めるもののほか、部会に関する事項は、協議会において決定する。 

（委員以外の者の出席等） 

第７条 協議会及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見

を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、環境安全部において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 28年７月１日から施行する。 

（非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 31 年東村山市条例第

12号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山市空家等対策計画 

平成 30年３月 

東村山市 環境安全部 環境・住宅課 
〒189-8501 東京都東村山市本町 1-2-3 

電話 042-393-5111（代表） 

 


