
～家族が空き家で困らないために～

東村山市

お家のこれからチェックシート
下記の項目に該当するものはチェック欄に　 をつけてください。

家や土地がどれくらいの値段で売れるのか、問い合わせたことがある。

遺言書を用意してある。

家などの財産の相続に関して家族と話し合いをしている。

家や土地の登記内容について確認したことがある。

通帳や登記識別情報（権利証）、金庫の鍵などの場所を家族に知らせている。

家財道具やその処分方法に関して家族と話し合っている。

チェックがつかなかった項目は今後確認していきましょう。

空き家の改修や建替えについて知りたいと思っている。

空き家を売却したいがどうすればよいかわからない。

空き家になりそうだが、管理はどうしたらよいかわからない。

家の資産価値について知りたいと思っている。

家や土地の登記について知りたいと思っている。

成年後見制度について知りたいと思っている。

空き家を解体し、更地にすることについて知りたいと思っている。

空き家を貸したいと思っている。

チェックがついた項目はまとめて総合相談窓口に相談を！

東村山市役所　環境安全部　環境・住宅課
☎０４２-３９３-５１１１（内線２４２４）

今から考える

おうち 未来未来の

東村山市公式キャラクター
「ひがっしー」
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空き家が放置される原因と影響

親（所有者）が認知症になり、意思決定が出来なくなる
定期的な管理が出来ず、空き家になってしまった実家を放置

問題点 1

母親

長男 不動産会社

今は、自宅で１人暮らし。もし、私が認知症になったら、遠
方に住んでいる子どもたちへは迷惑をかけないように施設
に入居するつもり。その時は自宅を売却して、入居費用に
あてるか、息子たちに贈与しようかと考えているの。

母親の見舞いに実家の管理・・・困ったなぁ。
実家は今後、誰も住む予定もないし、母親は以前から
売却を望んでいたから、売却の方向で考えたい。
まずは、不動産会社に相談してみよう。

所有者である親が認知症になると、売却が難しいなんて、
知らなかった！
仕事も忙しいし、実家の管理も大変…今後どうしよう…

認知症を発症している現在のお母様は、判断の能力が失われ
ているため、自宅の売却等は行うことができません。成年後見
人制度を利用したとしても、あくまで財産を保護するための
制度ですので、売却には家庭裁判所の許可が必要となります。

数年後、母親が認知症になり施設へ入居・・・！！

結局、実家の売却ができず　　
「空き家」になってしまった ..．。

空き家がもたらす影響

老朽化による倒壊の危険 景観の悪化

放火による火災 不審者による治安悪化

放置された空き家と、それがもたらす被害の増加を受け、平成27年 5月に通称：空家等対策特別措置法が
完全施行されました。この法律により、市町村は適正管理をおこなわない空き家所有者に対して改善を
促すことができるようになりました。市町村が改善を促しても所有者が対処しない場合、その空き家は
「特定空家等」に指定され、様々な罰則の対象となってしまいます。

特定空家等と罰則

一人暮らしの高齢者で子どもが遠方に居住しているケース

空き家になる原因は様々・・・
最も多い原因の 1 つをご紹介しましょう！ 東村山市公式キャラクター

「ひがっしー」

色々な問題を抱え、空き家となってしまった家を、
放置していると周囲にどんな影響を与えるんだろう…。

使われることのなくなった建物
は急速に老朽化が進みます。台
風・地震などの自然災害で、屋
根材の飛散や外壁などの落下、
最悪の場合は倒壊の危険も！

草木の繁茂や不法投棄により害
虫や害獣の住処になります。そ
のままで放置していると、さらな
る状態の悪化となり、治安悪化
を引き起こす可能性も。

管理不全な家は放火されるリスク
が高まります。人の目がなく、燃
えやすい枯草、ゴミ、紙くずが散
乱している事が多いため、犯罪の
ターゲットになりやすいのです。

不審者が狙っているのは“誰も
来る可能性がない家”。家の中
に家財道具や布団などが揃って
いる住宅はより被害に遭う可能
性が高くなります。

特定空家等に指定され、勧告を受けると、固定資産税を算出する基準
となる固定資産税評価額（固定資産税を算出する基準）が最大６分の１
に軽減される住宅用地特例が適用されなくなります。

空き家になってしまった問題点はなんだろう？ 空き家を放置してしまわないために

空き家の調査

助言・指導

勧告

行政代執行

命令

特定空家等に指定

また、勧告を受けても改善されない場合、自治体から命令を受ける
可能性があります。

固定資産税が最大６倍にも！

最大50万円以下の罰金が科されます。命令に従わない場合は

場合によっては、

問題点 2

事前に親の意向確認
空き家の適正管理

予防 1

予防 2

P3へ

P4へ



3 4

エンディング
ノート

エンディング遺
言
書

空き家の放置が長期化する一因と予防方法

空き家を放置しないために

■自宅を手放せない親
・家の中に物があふれ、整理する体力･気力が無い。

・所有者である親が怪我や病気で病院に入院

　( 又は老人ホームに入居 )したが、　いつかは、

　家に戻りたいと思っている。

・認知症を発症し、判断能力が失われてしまっている。

・子どもたちは手を出せない。

実家を処分できない
心理的ハードル
実家を処分できない
心理的ハードル

自分で管理する1

空き家の自己管理に関する参考サイト
https://www.akiya-akichi.or.jp/kanri/self/

ほとんどの方はまず自分で管理をされています。しかし遠方に住んでいるの場
合は交通費がかかる上に時間と手間もかかり、家に行く回数が減ります。自分
で管理をする場合は、費用や手間などの負担を考慮しましょう。

近隣に住んでいる場合や委託先がまだ決まっていない場合

隣人や知人に依頼する2

遠方に住んでいるため、空き家となっている家を管理することが難しい場合、
昔からお付き合いのある隣人やお知り合いに依頼することも方法の一つです。
ただ、負担が重く、継続することは難しいため、長期間空き家になる場合は
慎重に判断しましょう。

遠方に住んでいるなどの理由で自分で通う事が難しい場合

業者に委託する3

空き家管理はNPO 法人やシルバー人材センター、セキュリティ会社など多くの民
間企業が管理サービスを提供しています。事業者によって管理サービスの内容も
異なりますので、申し込みをする際はサービス内容をしっかりと確認しましょう。

自分で管理ができない場合

どの事業者に管理を依頼する場合でも、信頼できるところに管理を依頼す
ることが重要です。

自分で管理する以外の方法もあって安心！
でも相続のことや管理の方法をもっと詳しく知りたい…。
東村山市の空き家のことで相談できるところはないの？

実は相談できる窓口があるんです！
次のぺージで紹介します！

空き家の放置が長期化する原因って何だろう…。
長期化しないための方法は無いのかな？

空き家状態を長期化させないために
相続発生前、子どものために親が行う事！

■実家を手放せない子どもたち
・ 長年住み続けて愛着があるなど、

　心情的な理由から時間がかかる。

・遠方に住んでいて遺品整理が進まない。

■実家を巡る相続
・ 実家の活用で兄弟と意見が対立

・ 親の思いを互いに代弁する子どもたち

生前整理を行おう！

・相続となる財産の確認を行う
・不動産の登記簿確認

相続に関する情報整理をしよう！

・家族会議を開く
・エンディングノート、遺言書を残す
・民事信託を活用する

親の気持ちや意向を事前に子どもに伝えよう！

東村山市の相談窓口は P5

専門家や相談窓口へ相談しよう

適正管理については P4

売却や賃貸として貸し出すまでに時間を
要する場合は、適正な管理を行う

売却や賃貸･管理について、兄弟で話し合う

自宅を処分できない
現実的な境遇

自宅を処分できない
現実的な境遇

空き家を放置しないためにはどのような管理方法が
あるんだろう？すべて自分でやるしかないのかな…？

空き家状態を長期化させないために
相続後に子どもが行う事！
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東村山市空き家対策の総合相談窓口 東村山市における空き家対策の取り組み

東村山市では、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、平成28年9月に「東村山市空
家等対策協議会」を設置するとともに、平成30年 3月には「東村山市空家等対策計画」を策定しました。

空家等対策計画の策定

空き家の所有者意向調査を実施

28.9

4.4

22.22.2％2％

8％8％

7％7％

17.17.

26.26.
80歳以上
70~79歳
60~69歳
50~59歳
40~49歳

※40歳未満は0％

週に1回程度
月に1回程度
2~3ヶ月に1回程度
半年に1回程度
年に1回程度
何も行っていない

7.1

東村山市は平成 25 年、27 年度に行った実態調査にて対象となった空き家所有者に対し、意向調査を実施しました。
その結果、所有者の約 67％が 60 歳以上であり、「病院や施設などに入居」「相続」「別の住宅を購入」という理由
から空き家となったことが分かりました。維持管理に関しては、月に一度以上管理されている空き家は35.7％であり、
所有者が抱える問題が管理や相続等多様であることが判明しました。

16.7

9.5

9％9％

8％8％

11.11.

23.23.

％％3131

空き家の所有者年代状況　 空き家の維持管理の頻度状況

空き家対策の総合相談窓口の設置
空き家実態調査などの結果を踏まえ、空き家に関する様々な問題に対応できるよう空き家の総合相談窓口を
平成30 年 7 月 1 日に設置しました。今後も、市では “住みたいまち・住み続けたいまち” の実現に向け、
以下の 3 つの基本方針に基づき、空家等対策に取り組んでいきます。

東村山市役所　環境安全部　環境・住宅課
０４２－３９３－５１１１（内線２４２４）

所有者等の調査を行い、適切な管理を求めるとともに、必要な支援を行います。
それでも改善が見られず、地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼすおそれのある場合は、
特別措置法に基づく措置（助言・指導、勧告、命令、代執行）を段階的に実施します。

『地域の生活環境に悪影響を及ぼす空家等を解消する』　

空き家の市場流通を促進させるとともに、空き家・空地の公的な利活用等に取り組みます。
『空き家の活用を通し、みんなで地域価値の向上を図る』

市民の誰もが空き家問題の当事者になり得ることを周知するとともに、
多様な相談に対応できる総合的な相談体制を構築します。

『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』基本方針

1

基本方針

2

基本方針

3

　NPO法人  空家･空地管理センターは “放置空き家を無くす”という信念のもと、空き家
所有者に寄り添い、空き家に関する様々な問題を解決できるよう相続から空き家の賃貸、
売却、解体といった活用、管理代行などのワンストップサービスをご提供しています。

受 付 時 間

■ 団体情報
T　E　L

9:00-17:00(土日･祝 対応可)

所 在 地

　  0120-336-366

〒160-0023
東京都新宿区西新宿 3-9-6  OYA ビル 6 階 

[ 東京 ] 空き家相談センター

WEBサイト https://www.akiya-akichi.or.jp/

〒359-1144
埼玉県所沢市西所沢 2-1-12 第 2 北斗ビル

本部

NPO法人 空家･空地管理センター

既に空き家を所有している方、我が家・実家の将来空き家を持つ可能性のある方。ミサ
ワホームは、「住まい」のワンストップ相談窓口にて、相続から、売却・賃貸・リフォーム・
家財整理までいろいろな可能性に対して総合的にお手伝いいたします。

受 付 時 間

■ 団体情報
T　E　L

24 時間受付　365 日 ( 年中無休 )

所 在 地

　  0120-727-330 窓口共通

WEBサイト

〒168-0072
東京都杉並区高井戸東 2-4-5

杉並窓口

〒190-0023
東京都立川市柴崎町 6-17-16

多摩窓口

http://www.misawa.co.jp/Soudan/akiya

連絡先：住まいりんぐDeek  コールセンター (24H 受付）ミサワホーム株式会社

すでに空き家を所有の方も、これから所有する可能性のある方も、空き家に関する様々なお悩みをワンストップで
相談できる窓口があります。


