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8 自治会の意向調査 

 概要 

8.1.1 目的 

「空き家問題」を「所有者個人の問題」としてだけではなく、「地域の問題」として対

策を講ずる必要があることから、自治会に対する意向調査（以下「自治会意向調査」）を

実施することにより、自治会が抱く空き家の現状認識と意向などを把握し、今後の基礎

資料とすることを目的とする。 

 

8.1.2 実施期間 

令和 4年 3月 11日を回答期限として、令和 4年 2月 23日に調査票を発送した。 

 

8.1.3 発送数 

自治会の加入世帯数や空き家問題への関心度などを勘案した上で、58 自治会（下表：

順不同）を市が抽出し、自治会長宛に発送した。 
 

天王橋 自治会 共栄 自治会 南台町会 自治会 

本町１丁目町会 自治会 久米川グリーンランド 自治会 青美 自治会 

本町２丁目町会 自治会 文化村 自治会 美住隣和会 自治会 

久米川町１丁目 自治会 南萩会 自治会 美友 自治会 

久米川町２丁目 自治会 西萩みどりヶ丘 自治会 六美会 自治会 

久米川町３丁目 自治会 西萩山町会 自治会 廻田町上 自治会 

久米川町４丁目 自治会 萩山会 自治会 廻田町下 自治会 

久米川町５丁目 自治会 萩山中央 自治会 梅ヶ丘住宅 自治会 

秋津町３丁目 自治会 自治会萩山中央会 西武園住宅 自治会 

秋津町一丁目、五丁目 自治会 東萩山町会 自治会 多摩湖町 自治会 

秋津町中 自治会 栄町一丁目 自治会 諏訪町 自治会 

秋の庭 自治会 栄町町会 自治会 諏訪町３丁目 自治会 

五光 自治会 晴美 自治会 野口台 自治会 

東あきつ 自治会 八坂 自治会 正福 自治会 

宮前 自治会 新青梅富士見 自治会 野口町１丁目 自治会 

下堀 自治会 青城会 自治会 野口町２丁目 自治会 

東青葉 自治会 ひばりが丘 自治会 野口町３丁目 自治会 

星ヶ丘 自治会 富士見会 自治会 野口町４丁目 自治会 

南青葉 自治会 富士見町第一住宅 自治会  

恩多町 自治会 南台 自治会  
 

 

8.1.4 回答数 

自治会意向調査発送 58通のうち、令和 4年 3月 14日までに返送された回答数は 40通

（回答率 69.0％）であり、後述の自治会意向調査集計母数となる。 
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8.1.5 自治会意向調査依頼文 

自治会意向調査の実施に伴い、自治会意向調査依頼文を作成して同封した。 

 

 

 自治会意向調査票設問 

自治会意向調査票設問の概要は以下のとおりとなり、各設問による分岐のフローは次ペ

ージに図示する。なお、使用した自治会意向調査票は巻末資料編に掲載する。 

 

番号 質問要旨 回答方式 
集計掲載
ページ 

Ⅰ．基本状況 

問 1 自治会加入の世帯数 実数記入 P.76 

問 2 平成 27（2015）年と比べた自治会内の空き家増減 択一方式 P.77 

問 3 「空き家」の存在は自治会で問題になっているか 択一方式 P.77 

問 4 自治会内の空き家戸数 
択一方式 
＋ 実数記入 

P.78 

問 5 自治会内で今後空き家となりそうな戸数 
択一方式 
＋ 実数記入 

P.79 

問 6 周囲の生活環境に影響がある空き家はあるか 択一方式 P.80 

問 7 自治会で空き家所有者等の連絡先を把握しているか 択一方式 P.80 

問 8 
平成 27（2015）年と比べた自治会内の共同住宅の 
空き部屋増減 

択一方式 P.81 

Ⅱ．維持管理状況 

問 9 空き家の状況 複数選択方式 P.81 

問 10 空き家で困っている具体的内容 複数選択方式 P.82 

Ⅲ．空き家についての考えかた 

問 11 自治会としての空き家に対するかかわりかた 複数選択方式 P.83 

問 12 自治会として空き家かかわる場合の課題 複数選択方式 P.84 

問 13 空き家を自治会で利用してみたいか 択一方式 P.85 

問 14 空き家をどのように利用したいか 複数選択方式 P.85 

問 15 空き家についての市への意見、要望 自由記載 P.86 
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■ 自治会意向調査設問分岐フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 1～問 2 

問 3 
2．ない 

問 9～問 10 

問 13 

問 14 

1．はい 

問 15 

回答終了 

「2」以外 

問 3～問 8 

問 11～問 12 

2．いいえ 
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 自治会意向調査集計結果 

8.3.1 集計方法 

自治会意向調査に回答のあった 40件について集計を行った。 

なお、集計にあたり、前問の回答内容により分岐する設問において、分岐該当以外で回

答している場合は、無効扱いとした。 

また、択一方式であるにもかかわらず複数回答の場合は、前後設問での回答などを参

考に、1 つの回答に絞り込むとともに、「その他」欄に記入されているが類似若しくは同

一内容の選択肢が用意されている場合は修正した。 

 

8.3.2 【自治会意向調査結果】自治会加入の世帯数 

問 1「自治会に加入している世帯は何戸ですか。」に回答のあった具体記入数を 200区

切りで集計した結果が以下となる。（実数記入） 

なお、回答のあった 40 自治会の加入世帯数合計は 13,612 世帯(※)となり、令和 4 年 1

月 1 日現在住民基本台帳に基づく市全域 74,846 世帯の 18.2％となる。市全体の自治会

加入世帯数は 31,930 世帯（令和 3 年 9 月 1 日現在）であることから、回答のあった 40

自治会の加入世帯数合計は、市全体加入世帯数の 42.6％となる。 
 

(※) 本設問は「世帯は何戸」との質問になっているが、例えば 1戸の住宅に 2世帯が居住する
場合もあり、「戸」と「世帯」は厳密には一致しないが、ここでの単位の表現は「世帯」に統
一した。 

 
 

項 目 件数 割合 

1～200世帯 18 45.0% 

201～400世帯 6 15.0% 

401～600世帯 9 22.5% 

601～800世帯 4 10.0% 

801～1,000世帯 3 7.5% 

無回答 0 － 

回答数 40 
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8.3.3 【自治会意向調査結果】平成 27（2015）年と比べた自治会内の空き家増減 

問 2「平成 27（2015）年と比べ、自治会内の「空き家」は増えていると思いますか、

減っていると思いますか。」の回答を集計した結果が以下となる。（択一方式） 
 
 

項 目 件数 割合 

増えていると思う 23 57.5% 

減っていると思う 2 5.0% 

変わらないと思う 8 20.0% 

わからない 7 17.5% 

無回答 0 － 

回答数 40 

 

 

 

 

 

 

8.3.4 【自治会意向調査結果】「空き家」の存在は自治会で問題になっているか 

問 3「「空き家」の存在は自治会で問題になっていますか。」の回答を集計した結果が以

下となる。（択一方式） 
 
 

項 目 件数 割合 

問題になっている 16 40.0% 

問題になっていない 23 57.5% 

無回答 1 2.5% 

回答数 40 
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8.3.5 【自治会意向調査結果】自治会内の空き家戸数 

問 4「自治会内に「空き家」はどのくらいあると思いますか。」の回答を集計した結果

が以下となる。（択一方式＋実数記入） 

なお、「ない」と回答の場合は、問 5～問 8 を回答した後に問 11 以降の設問に移行す

る。 
 
 

項 目 件数 割合 

（具体的戸数記載） 26 65.0% 

ない 3 7.5% 

わからない 11 27.5% 

無回答 0 － 

回答数 40 

 

 

 

 

 
 

具体的戸数が挙げた 26自治会について、件数区分で集計した結果が以下となる。 

なお、26自治会が挙げた戸数合計は 234戸となったが、回答のあった 40自治会の加入

戸数合計は市全域の 42.6％（P.76）であることから、現地調査等で判明した空き家 665

件より若干少ない。（234戸 / 0.426 ≒ 549戸） 
 
 

項 目 件数 割合 

1～10戸 21 80.8% 

11～20戸 3 11.5% 

21～30戸 1 3.8% 

31～40戸 0 － 

41～50戸 1 3.8% 

回答数 26 

※ 四捨五入の関係で割合の合計は 100％にならない。 
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8.3.6 【自治会意向調査結果】自治会内で今後空き家となりそうな戸数 

問 5「自治会内で今後、「空き家」となりそうな建物（一人暮らし高齢者など）はどの

くらいあると思いますか。」の回答を集計した結果が以下となる。（択一方式＋実数記入） 
 
 

項 目 件数 割合 

（具体的戸数記載） 14 35.0% 

ない 0 － 

わからない 26 65.0% 

無回答 0 － 

回答数 40 

 

 

 

 

 
 

具体的戸数が挙げた 14自治会について、件数区分で集計した結果が以下となる。 

なお、14自治会が挙げた戸数合計は 208戸となったが、回答のあった 40自治会の加入

戸数合計は市全域の 42.6％（P.76）であることから、市全域で換算すると約 488 戸が今

後空き家となりそうな戸数となる。（208戸 / 0.426 ≒ 488戸） 
 
 

項 目 件数 割合 

1～10戸 8 57.1% 

11～20戸 3 21.4% 

21～30戸 2 14.3% 

31～40戸 0 － 

41～50戸 1 7.1% 

回答数 14 

※ 四捨五入の関係で割合の合計は 100％にならない。 
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8.3.7 【自治会意向調査結果】周囲の生活環境に影響がある空き家はあるか 

問 6「自治会内にある「空き家」の中で、周囲の生活環境に影響がある「空き家」はあ

りますか。」の回答を集計した結果が以下となる。（択一方式） 
 
 

項 目 件数 割合 

ある 18 45.0% 

ない 7 17.5% 

わからない 12 30.0% 

自治会内に「空き家」がない 3 7.5% 

無回答 0 － 

回答数 40 

 

 

 

 

 

 
 

8.3.8 【自治会意向調査結果】自治会で空き家所有者等の連絡先を把握しているか 

問 7「自治会内にある「空き家」の中で、所有者やご家族の連絡先を把握しています

か。」の回答を集計した結果が以下となる。（択一方式） 
 
 

項 目 件数 割合 

把握している 3 7.5% 

だいたい把握している 8 20.0% 

把握していない 26 65.0% 

自治会内に「空き家」がない 3 7.5% 

無回答 0 － 

回答数 40 
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8.3.9 【自治会意向調査結果】平成 27（2015）年と比べた自治会内の共同住宅の

空き部屋増減 

問 8「平成 27（2015）年と比べ、自治会内にある共同住宅の中で、「空き部屋」は増え

ていると思いますか、減っていると思いますか。」の回答を集計した結果が以下となる。

（択一方式） 
 
 

項 目 件数 割合 

増えていると思う 8 20.0% 

減っていると思う 0 － 

変わらないと思う 8 20.0% 

わからない 23 57.5% 

無回答 1 2.5% 

回答数 40 

 

 

 
 
 

8.3.10 【自治会意向調査結果】空き家の状況 

問 4で空き家が「ない」と回答（3件）以外の 37件について、問 9「「空き家」はどの

ような状況ですか。」の回答を集計した結果が以下となる。（複数選択方式） 
 
 

項 目 件数 割合 

管理は十分にされており、 
問題ない 

5 13.5% 

管理は十分とは言えないが、
今のところ問題はない 

16 43.2% 

まったく管理されておらず、 
周囲の迷惑となっている 

10 27.0% 

まったく管理されておらず、 
危険な状況となっている 

2 5.4% 

無回答 4 10.8% 

回答数 37 

※ 四捨五入の関係で割合の合計は 100％にならない。 
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8.3.11 【自治会意向調査結果】空き家で困っている具体的内容 

問 4 で空き家が「ない」と回答（3 件）以外の 37 件について、問 10「「空き家」でお

困りの具体的内容はなんですか。」の回答を集計した結果が以下となる。（複数選択方式） 

なお、「その他」回答では、「表札が外され 持ち主、管理者のわからない家がある」「火

災が心配」があった。 
 
 

項 目 件数 割合 

風が吹いたときに、トタン
や瓦などの屋根材が飛
散するおそれがある 

2  2.7% 

外壁や窓の壊れ、付近の
環境や景観を損ねている 7  9.6% 

倒壊のおそれがあり、人
に危険が及ぶおそれがあ
る 

1  1.4% 

こどもの通学に危険が及
ぶおそれがある 2  2.7% 

庭木、生け垣、雑草が繁
茂し、付近の環境や景観
を損ねている 

23  31.5% 

不審者など人が出入りす
るおそれがあり、防犯・防
火の点で心配である 

13  17.8% 

動物がすみついていて不
衛生・危険である 10  13.7% 

ごみ等が散乱、放置され
ており、付近の環境や景
観を損ねている 

5  6.8% 

特に困ることはない 3  4.1% 

その他 2  2.7% 

無回答 5  6.8% 

回答数 73  

※ 四捨五入の関係で割合の合計は 100％にならない。 

  

1位 

2位 

3位 

4位 

5位 
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8.3.12 【自治会意向調査結果】自治会としての空き家に対するかかわりかた 

問 11「自治会内に「空き家」があり、地域の生活や安全の確保に影響がある場合、自

治会として「空き家」に対しどのようにかかわれると思いますか。」の回答を集計した結

果が以下となる。（複数選択方式） 

なお、「その他」回答のうち、「所有者個人の資産のため、かかわるべきでない」「他人

の所有物なので何もできない」「よほど強い苦情でない限り、かかわれない。班長や役員

の負担が大き過ぎる」などの自治会でのかかわりは難しいという回答があった。 
 
 

項 目 件数 割合 

「空き家」の所有者の 
把握（連絡先の管理等） 

18  29.5% 

防犯・防火のパトロール
の実施 

14  23.0% 

草木の除草・伐採の 
実施 

13  21.3% 

その他 8  13.1% 

わからない 6  9.8% 

無回答 2  3.3% 

回答数 61 

 

  

1位 

2位 

3位 
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8.3.13 【自治会意向調査結果】自治会として空き家かかわる場合の課題 

問 12「自治会が「空き家」にかかわる場合、どのようなことが課題になると思います

か。」の回答を集計した結果が以下となる。（複数選択方式） 

なお、「その他」回答では、「自治会の権限だけでは難しく、後ろ盾が必要」「所有者の

協力」「介護職員・ヘルパーの協力」などがあった。 
 
 

項 目 件数 割合 

所有者の承諾 29  29.9% 

自治会での同意 15  15.5% 

費用・経費の確保 21  21.6% 

協力者の確保 19  19.6% 

その他 7  7.2% 

わからない 5  5.2% 

無回答 1  1.0% 

回答数 97  

 

  

1位 

2位 

3位 

4位 
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8.3.14 【自治会意向調査結果】空き家を自治会で利用してみたいか 

問 13「自治会内に「空き家」があった場合、自治会で利用してみたいと思いますか。」

の回答を集計した結果が以下となる。（択一方式） 

なお、「はい」と回答の場合のみ問 14の設問に移行する。 
 
 

項 目 件数 割合 

はい 10 25.0% 

いいえ 29 72.5% 

無回答 1 2.5% 

回答数 40 

 

 

 

 

 

8.3.15 【自治会意向調査結果】空き家をどのように利用したいか 

問 13で空き家を利用してみたいかに「はい」と回答の 10 件について、問 14「どのよ

うに利用してみたいと思いますか。」の回答を集計した結果が以下となる。（複数選択方

式） 

なお、「その他」回答では、「憩いの場」「趣味の活動」などがあった。 
 
 

項 目 件数 割合 

自治会などの集会所
に利用 

8 36.4% 

地域活動用品などの
倉庫に利用 

5 22.7% 

敷地の一部を広場に
利用 

5 22.7% 

その他 4 18.2% 

無回答 0 － 

回答数 22 
 
 

 

 

  

1位 

同数 2位 

同数 2位 
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8.3.16 【自治会意向調査結果】意見、要望 

問 15「「空き家」について市へのご意見、ご要望があればお書き下さい。」に寄せられ

た記載を抜粋したものが以下となる。（自由記載） 

なお、意見・要望の記述は、回答者のほぼ原文のままとし、個人情報等は伏せ字や割愛

している。 
 

ご意見・ご要望（1/3） 

・今後増える高齢者の一人暮らしや、それに伴う「空き家」が発生した場合の防犯その他
の諸問題について、縦割りではなく関連部署のつながりを持ち取り組んでほしい。 

・「空き家」のピンポイントの情報開示があればと思う。 
・[以前発生した事例を踏まえた意見として]近隣から「空き家」に関し自治会に相談があ
り、市へ連絡したところ十分な返答、対応がなかった。 

・近年、周辺に住まう方が亡くなられた後の住宅が「空き家」として長期間放置されるケ
ースは以前と比較すると少なくなったように感じる。建物が解体され更地として売り出
される物件をよく見かける。近隣の不動産需要の状況が見られる一部である。「空き
家」については、個人の資産に関することである。一方、自治会活動は 主に互助の活
動であると考える。自治会が個人の資産権利に立ち入ることは適当ではないのではない
か。自治会としては「空き家」周辺からの要望を行政へ伝える程度が適当と考える。
「空き家」所有者への対応は 行政の一部と考える。 

・他の自治会や市役所様の取り組みを共有願いたい。 

・個人情報を市が持っていても、自治会に教えてくれない。土日曜日など市役所が閉まっ
ていると自治会は動けない。最近は近所づきあいも少なく、自治会は会員の状況が分か
らないことが多い。 

・空き家の実態把握について、自治会を含め、住民からの情報提供、自治会調査、民生委
員からの連絡等の手法を基に、管理台帳を市で作成されている。この台帳内容を自治会
も含め共有（情報提供）してもらえると、役員による対応も円滑に進められる。（例え
ば避難行動要支援者名簿の活用が参考になる。） 

・市役所職員が現地調査を行っているが、「空き家相談員」を配置（地域単位）し、行政
と空き家所有者、自治会等との間に入って、適正な対応がとれるよう、関係機関につな
げるような仕組みが必要と考える。 

・固定資産税の関係から、古家・空き家を壊さず、そのままにしている人が多いと思われ
る。市としてできる範囲内で 空き家の税が高額になるとか抜本策を考えないと、高齢
化で施設へ入る人が増え、空き家も増える。 

・両親が施設へ入ったが、生きている間は「家は壊せない」と遠方の子息の方より聞いた
こともある。隣近所の方々が見守ってあげる程度と思われるが、近所との付き合いがな
いと何もできないし、やらない。 

・例えば、市に「空き家 苦情・相談」窓口を設け、住民や自治会からの話を聞き、空き
家所有へ家の管理、ゴミ処理、庭木剪定、草刈り、修繕等を行うよう警告し、対応され
ない場合は、市で強制代執行し、所有者へ費用を負担させる等、強引な手段も必要で
は。 

・空き家の所有者に自治会へ連絡先を伝えるように指導してもらえるとありがたい。 
・空き家を自治会で使用管理できるような仕組みを造ってもらえると助かる。 

・○○町会では、まだ数が少ないが、1軒、草木によって囲まれている家があり、火でも
付けられたら恐いと言われている。自治会として個人に申し入れるには、ハードルが高
いため、市に協力願うことによって次のステップがあることを期待したい。 
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ご意見・ご要望（2/3） 

・自治会において、所有者等の確認は難しい。行政において、所有者は確認できるので、
建物管理等の指導を願いたい。 

・○○の生け垣が伸びている。 

・連絡先がわからないケースが発生したとき、必要が生じたときは仲介してほしい。 
・○○町○丁目地域内に住民が集う公共施設がない。公共用地の空き地利用、空き家など
の利用が可能か。 

・自治会の役員会で意見を募ったが、自治会エリア内に数件の「空き家」の存在は認識し
ているものの、総戸数や管理状況については誰も正確にはわからないという状況であ
る。 

・役員宅の近隣に存在する「空き家」については、いずれも『どなたかがたまに植栽の手
入れ等をするために来ているようだ。』との話が多く、現時点では自治会区域内で「空
き家」についての問題点等は顕在化していない。ただ、アンケート設問にもあるよう
に、今後の管理面への不安や景観を損ねるといった問題が起きてくる可能性は感じられ
る。 

・「空き家」の活用については、自治会活動や高齢者の集いの場など、地域内の活動拠点
的に利用できるようになれば有難い。ただ、個人の所有不動産なので、その管理や使用
についての具体的な交渉など厚い壁があると思われる。その部分で、自治会での取り組
みを市でバックアップするような仕組みや制度があると進めやすくなるのではないか。 

・例えば「空き家」を自治会活動拠点として提供した場合は『固定資産税の減免措置があ
る』とか、『不動産の年間利用料に充てる費用を市の補助金制度で補填できるようにす
る』『利用時の保険制度を整える』等の施策があると、所有者も放置するよりも良いと
考えてもらえると思う。 

・所有者と協議し 売却、空地、するなど 空き家のままにしない（放置しない）でほしい。
高齢化が進んでおり、空き家になってから対応するのではなく、事前に対策願いたい。 

・所有者が不明の建物の破損が進んでいるため、いつ倒壊するか不安があり、所有者を探
して対応願いたい。 

・空き家所有者が定期的に、清掃等を行うように指示を行ってもらいたい。 

・高齢者の 1人暮らしは○戸あるが、現在、皆さん元気なので、空き家になる可能性は低
いと思われる。（70代～80代） 

・空き家○戸のうち、○戸は、不動産に移動したようで、売出しの旗を見かけた。（今は
ない。） 

・1戸は、息子さんが、2～3か月に一度、様子を見に来ていて、連絡先も把握している。
（自治会に加入している。） 

・残りの 1戸は、現在空き家で、以前住んでいた人が飼っていたネコ、数匹がすみついて
いて、○○の人がえさやりに来ている。そのネコが、近隣の庭へフンをして、臭いもあ
り困っている。えさをやりに来るらしき人に苦情を言うと「私はボランティアでえさや
りに来ている」と言って、とりあわないとの苦情が出ているので、何とかしてほしい。 

・【問 15「空き家」についての要望】当自治会は 数年前から 空き家が 1軒ある。相続で
裁判になっているようだが、この 1年、まったく手入れにくる様子なし。自治会から年
1度くらい連絡先を把握している関係者に状況と問合せをしている。この空き家の他に 
自治会に隣接して永年放置されている「空地」の問題がある。これまで数年間、市にも
対処を要望してきたが、一向に進展なし。 

・こうしたアンケート調査は無意味とは言わないが、本当に対処するつもりがあるなら、
このアンケートで対処に困っている自治会には、即刻、現地調査、自治会世話人に会う
など、まずは‟行動を”。切に願う。 
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ご意見・ご要望（3/3） 

・市役所では、各地域の民生委員からの調査結果で、空き家や一人暮らしの高齢者などは
把握されているのではないか。また、高齢者施設の入居情報も同様に把握されているの
ではないか。2020年の国勢調査の結果も活用すべきと思う。当自治会の個人情報取扱規
程では、要支援者は含めていないため、問 5、7、9、10、11に関しては、調査や回答が
難しいと考える。 

・自分も含め、子ども等が引継いで住む難しさ。家屋の改築、核家族と言われて久しいが 
その結果として現況がある。自治会として高齢化による脱会が増え、班を統合して持続
を勧めているが難しい。若い人で住宅を望む人が多くいると思うが、法律の問題がある
が、お互いに費用が少なくて済むような世の中にしたいと思う。 

・理想的なことを言えば、問題の空き家を市が買いあげて、自治会に自由に管理させてほ
しいと思う。 

・アンケートの「空き家」の定義が不明確であったが、住んでいないと思われても、それ
なりに管理されて、荒れていない場合は「空き家」の戸数としなかった。 

 
  


