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空き家等実態調査の背景と目的１
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東村山市空家等対策計画の位置付け

東村山市第５次総合計画

基本目標３ くらしの質の向上

施策26 良好な生活環境・住環境づくり
⇒関連する主な個別計画として「東村山市
空家等対策計画」が明記（P.94、95）

施策27 防災体制の強化
施策28 地域安全の推進

第２次東村山市都市計画
マスタープラン

P.22 将来イメージに空き家リノベーション
（リノベカフェ）

第３章 分野別まちづくりの方針

３－４ くらしと福祉のまちづくりの方針

(2)良好で安全な住環境の創出施策

③ 空き家や空き地、共同住宅の空き室
への対応を進めます。

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

２ 空き家の活用を通し、みんな
で地域価値の向上を図る

３ 地域の生活環境に悪影響を
及ぼす空家等を解消する

東村山市空家等対策計画

空き家等実態調査は対策計画策定(改定)の市現状の根拠統計調査から見る空き家の件数

Ｈ２５住宅・土地統計調査

住宅総数：71,910戸
空き家総数：7,110戸
空き家率：9.89％
一戸建空き家：1,380戸

Ｈ３０住宅・土地統計調査

住宅総数：72,190戸 ↑
空き家総数：7,090戸 ↓
空き家率：9.82％ ↓
一戸建空き家：1,210戸 ↓

概ね横ばい

本業務での用語の定義

右図出典：東村山市
空家等対策計画 P.12

・H27空き家実態調査（以下「過年度調査」）等で把握
している空き家の解消を含めた追跡把握

・利活用可能な空き家を広く把握し、所有者意向の確認と
市からの情報提供

・居住・使用中を含む管理不全の住宅・空き家を把握し、
今後市からの情報提供や改善依頼

につながる実態把握が求められる。

【空き家】現在、居住や使用されていない住宅をいう。（対策計画での定義と同じ。）
（ただし、集合住宅の空室は含まず、全室空室の集合住宅は含む。）

【管理不全住宅】居住・使用があるが、著しく周辺に悪影響を及ぼしている、もしくは
著しく老朽化している住宅をいう。



現地調査手法２
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現地調査から所有者特定までの流れ

（1）調査図面作成

過年度調査結果及び市で
把握する空き家台帳（以下
「既存調査情報」）と直近
の水道使用中止・給水停止
情報（以下「水道閉栓情
報」）を図上に展開した
調査図面を作成する。
なお、図上にて、H27当

時と最新発行の住宅地図を
比較し、該当建物の除却や
建替を除外する。

全棟(一次)調査（以下
「全棟調査」）では、調査
図面を持ち、水道閉栓箇所
はあくまで目安として、
外観目視による簡易空き家
判定/簡易管理不全住宅判
定より市内全域の建築物を
全棟調査する。
なお、追跡調査としての

記録を残すため、空き家台
帳で除却や解消のものも
データで残す。

（2）全棟(一次)調査

詳細(二次)調査（以下
「詳細調査」）では、全棟
調査で空き家・管理不全住
宅と判定したもの等につい
て、空き家調査現況票に基
づく現地調査を実施する。
現地写真は、全景及び不良
箇所を撮影する。
ただし、全棟調査から若

干期間が経過するため、移
動中に新たに空き家を発見
した場合は追加調査する。

（3）詳細(二次)調査

現地調査は多くの調査員
で実施することから、判定
等のブレが生じる可能性が
あるため、現地調査時に
撮影した現地状況写真等を
基に、2名程度で机上にて
老朽・危険度判定等の判定
結果を確認、精査する。

№1

№2

№3 №4

二次調査移動中にも
目視できる範囲で
新たに発見した
場合は追加調査

（4）机上判定精査

既存調査情報
過年度調査結果：457件
空き家台帳：298件
⇒ 建物除却：109件

建替：115件
⇒ 調査対象件数：531件

水道閉栓情報
R3.3.31現在：6,691件
⇒ 集合住宅、住所不明、

建替、住宅なし等を除外
⇒ 調査対象件数：698件

R4.1.末での作業完了範囲

所有者の意向調査（アン
ケート）を実施するため、
登記情報を基に所有者氏名
や住所を特定する。

（5）所有者の特定

■現地調査は、敷地に立ち入らず沿道等からの外観目視で実施。



簡易空き家判定・簡易管理不全住宅判定３
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（1）簡易空き家判定

左表、簡易空き家判定の「着色事項に1つでも該当」「着色事項以外の項目が2項目
以上該当」の場合は、詳細調査の対象と判定する。（以下、「簡易空き家判定確定」）

また、利活用可能な空き家を広く把握するために、「着色事項以外の項目が1項目のみ
該当」の場合は、調査票項目以外の周辺状況も含めた総合的判定を行い、詳細調査の
対象に含めるものとする。（以下、「空き家総合判定」）

対象 判定基準

募集の掲示 「賃貸」「売家」等の掲示

電気メーター 動いていない、取り外されている

プロパンガス 取り外された形跡あり

郵便受け
塞がれている

郵便等が溜まっている

侵入防止措置 通常鍵以外の侵入防止措置がある

外観
雑草などがあり出入りの様子がない

人の気配がなく廃屋のようである

表札 取り外された形跡、名前を見えない

生活感 日用品等が見えない、長期間放置

窓ガラス 割れている

ただし、水道閉栓情報に該当する箇所については、「洗濯物あり」や「居住・使用中」、
除却や近年の新築・建替など、「空き家ではない」ことが確定したもの以外は、すべて
詳細調査の対象とする。（外観状況だけでは識別できない空き家を抽出するため。）

また、空き家解消を含めた追跡調査とするため、判定項目の該当にかかわらず、既存
調査情報はすべて詳細調査の対象とする。

（2）簡易管理不全住宅判定

対象 判定基準

屋根 大きな穴や多くのカワラ等ハガレがある

外壁

複数の大きなヒビや大きな穴が開いている

建物全体がツタ等に覆われている
（明らかな壁面緑化を除く）

その他の
建物等外観不良

明らかに建物か土台が傾く、もしくは倒壊の危険
性がある

落下物有無 隣地・沿道に複数の落下あり

雑草、庭木の繁茂
沿道や隣地に著しく大きくハミ出して繁茂し、通
行や居住の妨げ

ゴミの量
ごみが大量に山積され、周辺に悪環境を与えて
いる

前述の「簡易空き家判定」の後に、居住・使用中の住宅については、
外観目視による「簡易管理不全住宅判定」を行う。
周辺に悪影響を現に及ぼしている、もしくはそのおそれがあるものが
対象となるため、左表の項目に1つでも該当する場合は、詳細調査の
対象と判定する。



空き家現況調査票４
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空き家現況調査票

詳細調査で用いる空き家現況調査票（以下「調査票」）の管理不全項目は、
「「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)」（国土交通省）に準拠しており、「特定空家等」に認定する場合の基準とできる。
なお、過年度調査で利用したものを踏襲しており、経年での悪化や改善等の変化を
把握できる。
ただし、近年の他自治体での項目等を踏まえ、過年度調査票項目を若干修正して
いる。（「落下物」「沿道ブロック塀」の追加など。）

【① 基本情報】 ※万が一の紛失に備え、住所（所在）は現地調査では記載しない。

住所や建物の種類、構造など、対象建築物の基本情報を調査する項目。

建物の種類、構造、階数（地上のみ）、駐車スペース

【② 居住・利用判定】
対象建築物が空き家であるか否かの判定を行うための項目。ただし、この中には、
以降の調査を終了や調査対象外となる項目（「洗濯物ある」など）がある。

募集等の掲示、洗濯物、電気メーター、郵便受け、表札、侵入防止措置、
外観、雨戸、生活感、近隣からの情報（情報を得た場合のみ）

【③ 建築物現況】
対象建築物の老朽度・危険度・近隣に与える環境的要因（庭木の繁茂、
ゴミ等）を調査する項目。

屋根、外壁、窓ガラス、門扉、塀、沿道ブロック塀、

（その他の）建物等外観不良、落下物有無、落下物状況、

ゴミ・投棄有無、ゴミの量、害虫、悪臭、現況写真撮影、

その他特記事項（所感等）



調査結果５
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（1）現地調査実施期間

全棟調査：令和3年11月25日～12月24日
詳細調査：令和3年12月13日～令和4年1月20日

全棟調査と詳細調査の期間の重複は、全棟調査が完了した地区より順次、全棟調査で発見した空き家等を入力して詳細調査を実施
したことによるものとなる。
なお、令和4年1月下旬現在では、調査票の入力及び調査内容の精査を行っており、必要に応じて現地での補足調査を実施する。

（2）全棟調査実施結果

全棟調査の結果、詳細調査の対象となる件数は
1,327件となった。ただし、この中には管理不全住宅が
含まれるとともに、全棟調査と詳細調査の2度の現地
調査での状況等により空き家であることを確定すること
から、
「詳細調査対象件数 ＝ 空き家件数」ではない。

調査種別
調査対象
（机上把握）

全棟調査結果
詳細調査
対象空き家

ではない
追加発見

①既存調査情報 531
－ － 531(※1)

水道閉栓情報あり 197

②水道閉栓情報 698 327 － 371(※2)

③空き家追加発見
（簡易空き家判定確定）

－ － 166

397
④空き家追加発見
（空き家総合判定）

－ － 231

⑤管理不全住宅
追加発見

－ － 28 28(※3)

合計 1,229 327 425 1,327

※1：「① 既存調査情報」531件には、全棟調査で「空き家ではない」と判明
した100件が含まれているが、追跡調査の意味合いとともに、管理不全
住宅の可能があるため、全件の詳細調査を実施するものとなる。

※2：「② 水道閉栓情報」の「空き家ではない」327件は、「洗濯物がある」
「居住あり」など「居住・使用ではない」ことが確定する場合や建物の除却、
明らかな新築や改築（工事中を含む）であるため、詳細調査対象371
件は、詳細調査時点で居住・使用が判明する場合がある。

※3：「⑤ 追加発見（管理不全住宅）」28件は、「居住・使用中の住宅」で
あることから空き家ではないが、詳細調査の対象となる。



今後の予定

５
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（3）詳細調査実施結果

令和4年1月下旬現在では、現地全件の詳細調査は完了したが、調査票の入力及び調査内容の精査中の段階となる。
また、本業務の調査は下図のように、全棟調査・詳細調査の二段階を経て、「空き家である可能性が高い」件数が絞り込まれていく
調査手法となる。

なお、調査票入力及び調査内容精査が完了した
サンプルでは、次の状況があることが判明している。

・ 全棟調査と比較し、詳細調査では、調査票記入
や写真撮影などの1件毎に滞在する時間が長いた
め、些細な室内からの物音や 室外機の運転、
室内外の照明点灯など居住・使用中を示す
状況に遭遇することがあった。また、近隣住民から
の問い掛けに 対応する機会により、「空き家であ
る」「居住している」などの情報を得ることもあった。

・ 詳細調査実施時期が年末年始に掛かったことか
ら、全棟調査時点での外観一見では空き家らしく
見えたものでも、正月飾りがあることで「空き家では
ない可能性が高い」と判定できるものがあった。

以上のサンプルでの傾向や割合などから、最終的な
空き家件数は、詳細調査実施件数より3～5割程
度少ない件数（900～650件）と予想している。

６

令和4年2月中頃までに、詳細調査の精査と所有者情報の取得を完了し、所有者意向調査（アンケート）を実施する予定となる。また、
併せて市で抽出した自治会へのアンケートも実施する。
なお、現地調査やアンケート結果、各種統計資料及び現状の整理・分析、都市計画的観点からの解析（用途地域別、大字別、駅から
の距離など）、関連法令及び他自治体事業の分析・評価、次期対策計画へ盛り込むべき課題の抽出などをとりまとめた報告書が令和4年
3月末に完成する予定となる。

市内全域の住宅 → 全棟調査

水道閉栓情報

既存調査情報 531件

空き家 900～650件予想

詳細調査 1,327件

空き家追加発見 397件371件327件

管理不良住宅追加発見 28件

全棟調査で
洗濯物あり、
新築、建替、
居住あり

↓
詳細調査外

詳細調査時
に洗濯物あ
る、部屋か
ら声がする、
室外機運転、
など確認し
たものを
除外
＝ 空き家

空き家解消
の追跡調査


