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１ 計画の趣旨 

 

（１）計画の位置付け 

  ア 町内の空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計

画です。 

  イ 空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）第６条第１項に

基づく計画です。 

  ウ 計画の推進にあたっては、新十津川町空き家等の適正管理に関する条例（以下

「条例」という。）との整合性を図るものとします。 

 

（２）計画の目的 

  ア 法及び条例の趣旨を尊重し、本町としての空き家等対策における責務と責任範

囲を明確にした中長期的な方針を示したものです。 

イ 管理不全な空き家等が発生することによって生じる防犯、防災、衛生及び倒壊

等による事故の問題を解決していくための具体的な対策を示したものです。 

 

（３）計画期間 

空き家等対策の実現に向けた中長期的な展望を盛り込む一方で、迅速に取組を進

める観点から、計画期間を2018年度から2022年度までの５年間とします。 

また、社会情勢の変化に応じ、必要に応じて追加・見直しを行うものとします。 

 

（４）この計画における用語の定義 

ア 空き家等 

町内に所在する建物その他の工作物（既に倒壊したものを含む。）で常時無人

の状態にあるもの及びその敷地をいいます。 

  イ 危険な状態 

（ア）老朽化または台風等の自然災害によって、建物その他の工作物が倒壊し、ま

たは当該建物その他の工作物に用いられた建築資材等が飛散し、もしくは剥落

することにより、人の生命もしくは身体または財産に害を及ぼすおそれのある

状態 

（イ）不特定の者が侵入することにより、犯罪、火災等を誘発するおそれのある状      

態  

（ウ）人の生命、身体もしくは財産または周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのあ

る有害な動植物または昆虫が相当程度に繁殖している状態 

ウ 所有者等 

所有者、占有者、相続人、相続放棄者、財産管理人その他の空き家等を管理す

べき者をいいます。 
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２ 空き家等に関する対策の対象とする空き家等の種類及び対象とする地区その他の空

き家等の対策に関する基本的な方針 

 

（１）対象とする空き家等の種類 

   本計画で対象とする空き家等の種類は、未管理あるいは管理が不十分で、地域の

住民が健康的で安全、安心かつ快適な生活を営むことに支障を及ぼすおそれのある

空き家等（危険な状態の空き家等）とします。 

    

（２）危険な状態の空き家等の件数（平成29年12月末日現在）           

                                  （件） 

  区分 

行政区 
損壊 窓割れ 無施錠 屋根雪 その他 合計 

大和区 1   2 14 17 

橋本区 1 1   3 5 

みどり区 2 1   3 6 

菊水区    1 4 5 

青葉区    1 1 2 

中央区     2 2 

文京区 1    5 6 

弥生区     2 2 

花月区 4 1   12 17 

総進区 2 2   7 11 

徳富区 5    7 12 

合計 16 5  4 60 85 

 

（３）対象地区 

   町内全体に危険な状態の空き家等が見られ、様々な問題が発生していることから、

本計画の対象は、町内全域とします。 

   ただし、市街地と農村部で空き家率や管理の状態に差異が見られるため、今後、

対策の具体化とともに、特に重点的に取り組む必要が生じた場合には、空き家等対

策の重点地区を設けることなども検討します。また、重点地区を設けなくても、日

常生活圏別にそれぞれ対策の種類や順番等を検討し、地域に即したきめ細かい取り

組みを進めます。 

 

（４）その他空き家等の対策に関する基本的な方針 

ア 空き家等の管理の原則 

  （ア）空き家等は、憲法で規定する財産権や民法で規定する所有権に基づき、所有

者等が適正に管理することが原則であり、その権利も責任も保障されています。 
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  （イ）同様に隣家が空き家等を原因として危険や被害にあった場合の民事案件につ

いても、双方の財産権・所有権に基づき解決を図ることが原則となります。 

  イ 適正管理に向けた対策 

危険な状態の空き家等については、町民等と地域の安全安心の確保と生活環境

の保全を図るため、町民等や関係機関の協力を得ながら、所有者等に適正管理を

行うよう促していきます。 

  ウ 公平かつ公益的な対応 

    不特定多数の町民等を危害から守るため、町が危険な状態の空き家等に対し、

緊急安全措置の実施が必要と判断した場合は、条例に則り、原因となっている空

き家等に必要な措置を講じます。なお、町が行う措置は、公益性に基づく危険排

除のための必要最小限の対応であり、個人の私有財産である空き家等の解体を前

提とするものではありません。 
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３ 空き家等の調査に関する事項 

 

（１）調査方法 

   水道使用者情報、地域住民等からの情報提供及び現地調査により、危険な状態の

空き家等を特定します。 

調査はおおむね１年ごとに行い、行政区や地域住民等と連携し、継続的な把握と

必要な補正を行います。 

   また、強風や降雪等の自然環境の変化のたび、随時現地調査を実施します。 

 

（２）実態調査 

   空き家等が危険な状態にあるとき、または町民等から危険な状態の空き家等の情

報提供があったときは、当該空き家等の所有者等及び状態を調査します。 

また、空き家等の状態に係る調査は、新十津川町空き家等に対する必要な措置の

助言、指導、勧告及び命令に係る判断基準（以下「基準」という。）に基づき実施

します。 

   なお、空き家等に対する措置の判断に必要な調査を実施する場合等に、空き家等

の敷地内に立入検査を行います。    

   

（３）台帳整備 

   実態調査により取得した情報及び当該空き家等対策を行うにあたり必要な情報に

ついて台帳を整備し、住民課住民活動グループで管理します。 

   台帳の情報は以下のとおりとします。 

  ア 空き家等基本情報（所在地、建物種類、階数、構造等） 

  イ 現地調査情報（不良度、生活環境に与える影響度） 

  ウ 所有者等特定情報（建物所有者等の住所、連絡先等） 

  エ 適切な管理の促進（助言や指導等の履歴） 

 

（４）所有者等が特定できない場合 

  ア 所有者等不明（相続放棄含む）の確認 

  （ア）法定相続人に対し相続放棄の事実について調査します。 

（イ）法定相続人全員の相続放棄が確認された場合は、所有者不明の空き家等とし、

台帳に登録します。 

  イ 所有者等所在不明の確認 

所有者等確認のため送付した郵便等が返送された場合は、送付先の市町村に住

民票の閲覧請求を行うなどの調査を行った後、なおも所在が不明な場合には、過

失なく所有者等を確知できない者と判断し、台帳に登録します。 
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４ 所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項 

 

（１）危険な状態の未然防止 

   個人の財産である空き家等は、所有者等が自ら管理することが原則であることの

理解を促すため、所有者等への意識啓発を進めます。 

 

（２）情報提供による支援 

   所有者等に対して、除排雪業者、解体業者等の情報を提供します。 

   

（３）情報提供の方法 

   町ホームページや広報誌等へ掲載し、情報を提供します。 
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５ 危険な状態の空き家等に対する措置及び助成制度 

  

（１）危険な状態の空き家等に対する措置 

危険な状態の空き家等は、適切な管理が行われず町民等の生活環境に害を及ぼす

おそれがあることから、町長は町民等の生命若しくは身体または財産の保護を図り、

また、健全な生活環境の保全を図るため、必要な措置を講じます。 

危険な状態の空き家等に対する措置については、基準に基づき判断し、新十津川

町空き家等対策審議会で意見を求め、町長が決定します。 

   危険な状態の空き家等に対する措置のフローは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※勧告及び命令に定める履行期限は、危険な状態の程度、気象状況による緊急度合い、

条例第２条第３号に規定する所有者等の対応力等を勘案し、３年を超えない範囲内で

①住民からの相談・

情報提供 

（データの蓄積、管理） 
応
じ
な
い 

②職員による 

実態調査・立入検査 

（町独自の調査） 

③基準による措置の

決定 

（空き家等対策審議会で審議） 

④町長による助言又

は指導 

（③の判定結果による） 

⑦町長による公表 

（所有者の住所・氏名など） 

⑥町長による命令 

（３年を超えない範囲で期限を定める） 

所有者が除却を実施 

（要件により助成する） 

⑧町長による行政代執行 

（代執行による安全の確保） 

⑤町長による勧告 

（３年を超えない範囲で期限を定める） 

応
じ
な
い 

応
じ
る 

あ
り 

応
じ
る 

 

応
じ
な
い 

 

所有者が除却を実施 

（要件により助成する） 

応じない！ 

ほかに手段がない！ 

危険が残る！ 

な
し 

問題が 

経過観察 
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定めるものとします。 

※空き家等の危険な状態が切迫し、かつ、その危険な箇所が建物または国道、道道及び

町道に隣接している場合において、当該状態を回避するために必要な最低限度の措置

を講じます。 

なお、緊急安全措置を講ずるときは、当該空き家等の所有者等の同意を得るものと

します。 

また、緊急安全措置を講じたときは、当該空き家等の所有者等から当該措置に係る

費用を徴収します。 

 

（２）助成制度 

   指導または勧告に従って措置を講ずる所有者等（新十津川町空き家等の適正管理

に関する条例施行規則（以下「規則」という。）第10条第１項第１号から第５号に

該当する者を除く。）に補助金を交付します。 

   補助金の額は、30万円を限度として、規則第10条第２項第１号から第３号に掲げ

る措置に要する費用のうち、国または北海道から交付を受けた補助金の額を控除し

た額の５分の１に相当する額とします。 

   また、その他の補助制度も積極的に活用し、空き家等の解消を推進します。 

  

○規則第10条第１項第１号から第５号 

（１）補助金の交付申請をしようとする所有者等（以下この条において「交付申請

者」という。）が属する世帯（事実上同一世帯と認められる場合を含む。以下同

じ。）の構成員が所有する資産の合計金額が700万円以上である場合 

（２）交付申請者が属する世帯の主たる生計維持者の前年の所得金額（１月から５月

までの間に申請があった場合については、前々年の所得金額）が300万円以上であ

る場合 

（３）交付申請者が法人であるときは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

る場合 

（４）交付申請者が新十津川町の公租公課を滞納している場合（個人にあっては、交

付申請者が属する世帯の構成員を含む。） 

（５）補助金の対象となる空き家等が、新十津川町住宅耐震化等促進条例（平成24年

新十津川町条例第２号）第３条の規定による助成に係る措置の対象となっている

場合 

 

○規則第10条第２項第１号から第３号 

（１）建物等除却 

（２）廃材等運搬及び処理 

（３）前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた措置 
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６ 空き家等に関する相談への対応に関する事項 

 

部署名 役割 電話 

住民課 住民活動グループ 

・空き家等の調査 

・空き家等の適切な管理の促進 

・措置及び対処の実施 

・新十津川町空き家等対策審議会及びそ

の他関係機関との連絡、調整 

・その他の施策全般 
0125-76-2130 

住民課 町税グループ 

・固定資産税課税台帳等の情報を住民課

住民活動グループに提供 

・固定資産税等の住宅用地特例に対する

対応 

総務課 企画調整グループ 
・移住定住 

・空き家等情報バンク 0125-76-2131 

災害対策事務局 ・災害対策及び災害時の応急措置等 

建設課 土木グループ ・道路交通安全確保等 0125-76-2139 

教育委員会 学校教育グループ 
・通学路の安全確保 

・その他児童及び生徒の危険防止 
0125-76-4233 
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７ 空き家等に関する対策の実施体制に関する事項 

 

（１）新十津川町空き家等対策審議会の設置 

  ア 趣旨 

空き家等対策を実施するにあたり、意見及び協議を行うため有識者等による新

十津川町空き家等対策審議会を設置します。 

  イ 所掌事務 

  （ア）空き家等対策計画に関する協議 

  （イ）危険な状態の空き家等の措置に関する協議 

  （ウ）その他町長が必要と認める事項に関する協議 

  ウ 構成 

    協議会の構成については、弁護士（法律）、建築士（建築）、消防職員（防

火）、警察職員（防犯）、行政区長（住民代表）及び学識経験者（学識）、その

他特に町長が審議を進める上で適任と認める者のうちから、町長が委嘱する６人

以内の委員をもって組織します。 

 

（２）関係機関との連携 

   空き家等に関する相談に適切に対応するため、関係機関、民間団体との連携及び

協力のもと空き家等対策を実施します。 

   

関係機関・団体名 役割 

建設業者 空き家等の解体や改修の相談、空き家等に係る利活用相談 

行政区 空き家等の情報提供、空き家等解体後の跡地の利活用の検討 

警察署 危険回避のための措置 

消防署 危険回避のための措置 

国及び道 関係部署との連携 
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８ その他空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

 

（１）他法令との連携 

空き家等の対策は、建築基準法、消防法、道路法、災害対策基本法、災害救助法

など、それぞれの法律の目的の範囲で、適正に管理されていない空き家等について

も、必要な措置等を講じることが可能なこともあります。このため、空き家等の情

報について、内部部局で共有し、密に連携を図ります。 

 

（２）利活用可能な空き家等の活用促進 

  ア 所有者等が検討している住宅や宅地の賃貸及び売却に関する情報について、

「町空き家等情報バンク」への登録推進を図り、物件情報を町ホームページで提

供します。 

  イ 固定資産税の納付書を送付する際に、制度のＰＲに係る文書を同封するほか、

町ホームページで周知します。 

 

（３）計画に係る効果の検証及び計画の変更 

   計画が終了する2022年度に効果の検証を行います。 

   また、地域情勢の変化、法令や国の補助制度等の改正等必要に応じて計画の見直

し等を行います。 
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参考資料 

 

１ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

２ 新十津川町空き家等の適正管理に関する条例 

３ 新十津川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則 

４ 新十津川町空き家等に対する必要な措置の助言、指導、勧告及び命令に係る判断基  

準  



 

空家等対策の推進に関する特別措置法 
発令    ：平成26年11月27日号外法律第127号 
最終改正：平成26年11月27日号外法律第127号 
改正内容：平成26年11月27日号外法律第127号[平成27年5月26日] 
 
○空家等対策の推進に関する特別措置法 

〔平成二十六年十一月二十七日号外法律第百二十七号〕 
〔総務・国土交通大臣署名〕 

空家等対策の推進に関する特別措置法をここに公布する。 
空家等対策の推進に関する特別措置法 

（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 
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。 

（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。 
（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。 
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。 
（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。 
〔平成二七年二月政令五〇号により、本文に係る部分は、平成二七・二・二六から、

ただし書に係る部分は、平成二七・五・二六から施行〕 
（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。 



○新十津川町空き家等の適正管理に関する条例 

平成25年６月19日条例第15号 

新十津川町空き家等の適正管理に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、別に定めるもののほか、空き家等の管理の適正化を図ることによ

り、倒壊等の事故、犯罪、火災等を防止し、もって町民等の安全で安心な暮らしの実

現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(１) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物（既に倒壊したものを含む。）

で常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。 

(２) 危険な状態 空き家等が次に掲げるいずれかの状態にあることをいう。 

ア 老朽化又は台風等の自然災害によって、建物その他の工作物が倒壊し、又は当

該建物その他の工作物に用いられた建築資材等が飛散し、若しくは剥落すること

により、人の生命若しくは身体又は財産に害を及ぼすおそれのある状態 

イ 不特定の者が侵入することにより、犯罪、火災等を誘発するおそれのある状態 

ウ 人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある有

害な動植物又は昆虫が相当程度に繁殖している状態 

(３) 所有者等 所有者、占有者、相続人、相続放棄者、財産管理人その他の空き家

等を管理すべき者をいう。 

(４) 町民等 町民、町内に滞在する者及び町内を通過する者をいう。 

（民事による解決との関係） 

第３条 この条例の規定は、危険な状態にある空き家等の所有者等と当該空き家等が危

険な状態にあることにより害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決

を図ることを妨げるものではない。 

（所有者等の責務） 

第４条 所有者等は、所有し、又は管理する空き家等が危険な状態にならないように自

らの責任において当該空き家等を適正に管理しなければならない。 

（情報提供） 

第５条 町民等は、空き家等が危険な状態であると認めるときは、速やかに町長にその

情報を提供するものとする。 

（実態調査） 

第６条 町長は、前条の規定による情報提供を受けたとき又は空き家等が危険な状態に

あると認めるときは、当該空き家等の所有者等及び状態を調査することができる。 

（立入検査） 

第７条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入ら

せ、必要な検査をさせることができる。 

２ 前項に規定する立入検査を実施する職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関

係人にこれを提示しなければならない。 



３ 第１項に規定する立入検査は、これを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。 

（新十津川町空き家等対策審議会） 

第８条 町長は、この条例の適正な運用を図るため、新十津川町空き家等対策審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる諮問事項の審議を行う。 

(１) 第10条の規定による指導に関すること。 

(２) 第11条の規定による勧告に関すること。 

(３) 第12条の規定による助成に関すること。 

(４) 第13条の規定による命令に関すること。 

(５) 第14条の規定による公表に関すること。 

(６) 第15条の代執行に関すること。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。 

３ 審議会は、前項各号に規定する諮問事項に関し識見を有する者のうちから、町長が

委嘱する６人以内の委員をもって組織する。 

４ 審議会の委員の任期は、２年とする。 

（緊急安全措置） 

第９条 町長は、空き家等の危険な状態が切迫し、かつ、その危険な箇所が建物又は道

路法（昭和27年法律第180号）第３条第２号から第４号までに規定する道路に隣接して

いる場合において、当該状態を回避するために必要な最低限度の措置（以下「緊急安

全措置」という。）を講ずることができる。 

２ 町長は、緊急安全措置を講ずるときは、当該空き家等の所有者等の同意を得るもの

とする。 

３ 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空き家等の所有者等から当該措置に係

る費用を徴収するものとする。 

（助言又は指導） 

第10条 町長は、空き家等が現に危険な状態にあり、又は危険な状態になるおそれがあ

ると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言し、又

は指導することができる。 

（勧告） 

第11条 町長は、空き家等が現に危険な状態にあり、かつ、当該危険な状態が相当程度

であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を

講ずるよう勧告することができる。 

（助成） 

第12条 町長は、第10条の規定による指導又は前条の規定による勧告に従って措置を講

ずる所有者等に対し、別に定めるところにより助成することができる。 

２ 町長は、前項の規定による助成を行うときは、事前に審議会の意見を聞かなければ

ならない。 

（命令） 

第13条 町長は、第11条の規定による勧告に従わない所有者等に対し、期限を定めて必



要な措置を講ずるよう命令することができる。 

（公表） 

第14条 町長は、空き家等の所有者等が前条の規定による命令に基づく措置を期限まで

に講じないときは、次に掲げる事項を公表するものとする。 

(１) 前条の規定による命令に従わなかった所有者等の氏名及び住所（法人にあって

は、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地） 

(２) 前条の規定による命令の対象となる空き家等の所在地及び種類 

(３) 前条の規定による命令の内容 

(４) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

（代執行） 

第15条 町長は、第13条の規定による命令を受けた所有者等が当該命令に従わない場合

において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履

行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法（昭和23年法

律第43号）の定めるところにより代執行を行うことができる。 

（関係機関との連携） 

第16条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必

要な措置を講ずるよう要請することができる。 

（委任） 

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年７月１日から施行する。 

（新十津川町美しいまちづくり条例の一部改正） 

２ 新十津川町美しいまちづくり条例（平成17年新十津川町条例第24号）の一部を次の

ように改正する。 

第９条の見出し中「等」を削り、同条中「又は空き家（以下「空き地等」という。）」

を「（現に人が使用していない土地をいう。以下この条において同じ。）」に、「当

該空き地等」を「当該空き地」に改める。 



○新十津川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則 

平成25年６月19日規則第11号 

        改正 

            平成29年３月30日規則第12号 

新十津川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、新十津川町空き家等の適正管理に関する条例（平成25年新十津川

町条例第15号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（情報提供） 

第３条 条例第５条の規定による情報提供は、空き家等に関する情報提供書（別記様式

第１号）を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことが

できる。 

（立入検査） 

第４条 条例第７条第１項に規定する立入検査を実施するに当たっては、あらかじめ空

き家等の所有者等に対して立入検査実施通知書（別記様式第２号）を交付し、立入検

査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。 

２ 条例第７条第２項の身分を証明する書類は、空き家等立入検査員身分証明書（別記

様式第３号）とする。 

（審議会の会長及び副会長） 

第５条 新十津川町空き家等対策審議会（以下「審議会」という。）に、会長及び副会

長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 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。 

（審議会の会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会長は、議事録を作成し、これを保管しなければならない。 

５ 審議会の庶務は、住民課において行う。 

（緊急安全措置） 

第７条 条例第９条第１項の緊急安全措置を講ずる場合は、原則として緊急安全措置通

知書（別記様式第４号）により通知し、空き家等の所有者等の同意を得るものとする。 

（助言又は指導） 

第８条 条例第10条の規定による助言は、口頭又は文書によるものとする。 

２ 条例第10条の規定による指導は、空き家等の適正管理に関する指導書（別記様式第



５号）により行うものとする。 

（勧告） 

第９条 条例第11条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書（別記様

式第６号）により行うものとする。 

（補助金の交付） 

第10条 町長は、条例第12条の規定に基づいて新十津川町補助金等交付規則（昭和55年

新十津川町規則第12号）及びこの規則の定めるところにより、条例第10条の規定によ

る指導又は条例第11条の規定による勧告に従って措置を講ずる所有者等に補助金を交

付することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。 

(１) 補助金の交付申請をしようとする所有者等（以下この条において「交付申請者」

という。）が属する世帯（事実上同一世帯と認められる場合を含む。以下同じ。）

の構成員が所有する資産の合計金額が700万円以上である場合 

(２) 交付申請者が属する世帯の主たる生計維持者の前年の所得金額（１月から５月

までの間に申請があった場合については、前々年の所得金額）が300万円以上である

場合 

(３) 交付申請者が法人であるときは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

る場合 

(４) 交付申請者が新十津川町の公租公課を滞納している場合（個人にあっては、交

付申請者が属する世帯の構成員を含む。） 

(５) 補助金の対象となる空き家等が、新十津川町住宅耐震化等促進条例（平成24年

新十津川町条例第２号）第３条の規定による助成に係る措置の対象となっている場

合 

２ 前項の補助金の額は、30万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用のうち、

国又は北海道から交付を受けた補助金の額を控除した額の５分の１に相当する額とす

る。 

(１) 建物等除却 

(２) 廃材等運搬及び処理 

(３) 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた措置 

３ 前項の規定により算出された補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てるものとする。 

４ 交付申請者は、所定の書類に併せて、個人にあっては、交付申請者が属する世帯に

係る資産状況等届出書（別記様式第７号）を、法人にあっては、消費税免税事業者の

証明を町長に提出しなければならない。 

５ 町長は、補助金の交付決定を受けた所有者等が、次の各号のいずれかに該当したと

きは、交付の決定を取消し、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を

命ずることができる。 

(１) 補助金の交付決定年度において、第１項の規定により措置を講じた空き家等の

所有権移転をしたとき。 

(２) 補助金の交付決定年度において、第２項第１号に規定する建物等除却の措置を



講じた土地に新築をしたとき。 

(３) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。 

（命令） 

第11条 条例第13条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書（別記様

式第８号）により行うものとする。 

（公表） 

第12条 条例第14条の規定による公表は、当該空き家等に同条各号に掲げる事項を記載

した看板を設置することにより行うほか、新十津川町公告式条例（平成７年新十津川

町条例第４号）第４条第１項の規定を準用する。 

（代執行） 

第13条 条例第15条の代執行は、戒告書（別記様式第９号）を送達し、その期限までに

その義務を履行しない空き家等の所有者等に対して代執行令書（別記様式第10号）に

より通知して行うものとする。 

２ 前項の代執行の執行責任者は、本人であることを示す証票として、執行責任者証（別

記様式第11号）を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならな

い。 

（委任） 

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成25年７月１日から施行する。 

  附 則（平成29年３月30日規則第12号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

 



訓令第２号 

 

新十津川町空き家等に対する必要な措置の助言、指導、勧告及び命令に係る判断

基準 

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、新十津川町空き家等の適正管理に関する条例（平成25年新十津川

町条例第15号。以下「条例」という。）第２条第２号に規定する危険な状態に該当する

空き家等（以下「空き家等」という。）に対して行う必要な措置の助言、指導、勧告及

び命令の判断基準について定めるものとする。 

（実態調査の方法） 

第２条 条例第６条に規定する状態の調査は、不良度測定と生活環境に与える影響度測

定に区分して行う。 

（不良度測定の基準） 

第３条 前条の不良度測定は、住宅地区改良法施行規則（昭和35年建設省令第10号）第

１条第１項の測定方法を用いて別表第１により実施する。ただし、空き家等が外観目

視により条例第２条第２号アに該当するものについては、別記様式を用いて別表第２

により実施することができる。 

２ 前項ただし書の規定により不良度測定を実施する場合の評点の決定に当たっては、

別表第３の定めるところにより行うものとする。 

３ 空き家等のうち、既に倒壊し、廃材と言える状態になったものに対しては、不良度

測定を実施しない。 

（生活環境に与える影響度測定の基準） 

第４条 第２条の生活環境に与える影響度測定は、別表第４により実施する。 

（助言、指導、勧告及び命令の判断基準） 

第５条 前２条の測定結果に基づいて行う助言、指導、勧告及び命令は、別表第５によ

り判断する。 

２ 前項の規定により判断したもののうち、勧告については、新十津川町空き家等対策

審議会の審議を経てから行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りで

ない。 

（勧告及び命令で定める履行期限） 

第６条 勧告及び命令に定める履行の期限は、危険な状態の程度、気象状況による緊急

度合い、条例第２条第３号に規定する所有者等の対応力等を勘案し、３年を超えない

範囲内で定めるものとする。 

（委任） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、空き家等に対する必要な措置の助言、指導、勧

告及び命令の判断に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成29年４月１日から施行する。  



別表第１（第３条関係） 

   不良度測定 

評定区分 評定項目 評定内容 評点 
最高

評点 

構造一般の程

度 

基礎 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石

であるもの 

10 50 

構造耐力上主要な部分である基礎がない

もの 

20 

柱 構造耐力上主要な部分である柱の最小径

が7.5センチメートル未満のもの 

20 

外壁又は

界壁 

外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁

が住戸の独立性を確保するため適当な構

造でないもの 

25 

床 主要な居室の床の高さが45センチメート

ル未満のもの又は主要な居室の床がない

もの 

10 

天井 主要な居室の天井の高さが2.1メートル

未満のもの又は主要な居室の天井がない

もの 

10 

開口部 主要な居室に採光のために必要な開口部

がないもの 

10 

構造の腐朽又

は破損の程度 

床 

 

 

根太落ちがあるもの 10 100 

根太落ちが著しいもの又は床が傾斜して

いるもの 

15 

基礎、土

台、柱又

ははり 

柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐

朽し、又は破損しているもの等小修理を

要するもの 

25 

基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が

著しいもの、はりが腐朽し、又は破損し

ているもの、土台又は柱の数ケ所に腐朽

又は破損があるもの等大修理を要するも

の 

50 

基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又

は変形が著しく崩壊の危険のあるもの 

100 

外壁又は

界壁 

外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、

腐朽又は破損により、下地の露出してい

るもの 

15 

  外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、 25  



腐朽又は破損により、著しく下地の露出

しているもの又は壁体を貫通する穴を生

じているもの 

 

 屋根 

 

屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあ

り、雨もりのあるもの 

15  

屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、

軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は

軒のたれ下ったもの 

25 

屋根が著しく変形したもの 50 

防火上又は避

難上の構造の

程度 

外壁 延焼のおそれのある外壁があるもの 10 50 

延焼のおそれのある外壁の壁面数が３以

上あるもの 

20 

防火壁、

界壁等 

防火上必要な防火壁、各戸の界壁、小屋

裏隔壁等が不備であるため防火上支障が

あるもの 

10 

防火上必要な防火壁、各戸の界壁、小屋

裏隔壁等が著しく不備であるため防火上

危険があるもの 

20 

屋根 屋根が可燃性材料でふかれているもの 10 

廊下、階

段等 

廊下、階段等の避難に必要な施設が不備

であるため避難上支障があるもの 

10 

廊下、階段等の避難に必要な施設が著し

く不備であるため避難上危険があるもの 

20 

電気設備 主要な居

室の電灯 

主要な居室に電灯がないもの 20 30 

共用部分

の電灯 

共同住宅の共用部分に電灯がないもの 10 

給水設備 水栓の位

置 

水栓又は井戸が戸内にないもの 10 30 

給水源 井戸水を直接利用するもの 15 

雨水等を直接利用するもの 30 

水栓の使

用方法 

水栓を共用するもの 10 

水栓を10戸以上で共用するもの  20 

排水設備 汚水 汚水の排水端末が吸込みますであるもの 10 30 

汚水の排水設備がないもの 20 

雨水 雨樋がないもの 10 

台所 台所の有

無 

台所がないもの又は仮設のもの 30 30 



 台所の設

備 

台所内に水栓がないもの又は流しに排水

接続がないもの 

10  

台所に水栓がなく流しに排水接続がない

もの 

20 

台所の使

用方法 

台所を共用するもの 10 

台所を10戸以上で共用するもの 20 

便所 便所の有

無 

便所がないもの又は仮設のもの 30 30 

便所の位

置 

便所が戸内にないもの 10 

便槽の形

式 

便槽が改良便槽であるもの 5 

便槽が改良便槽以外の汲取便槽であるも

の 

10 

便所の使

用方法 

便所を共用するもの 10 

便所を10戸以上で共用するもの 20 

備 考  

一の評定項目の評点は、評定内容に応ずる各評点のうち最も高いものを評点と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第３条関係） 

   不良度測定（条例第２条第２号アに該当するもの） 

評定区分 評定項目 評定内容 評点 
最高

評点 

構造一般の程

度 

基礎 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石

であるもの 

10 20 

構造耐力上主要な部分である基礎がない

もの 

20 

構造の腐朽又

は破損の程度 

基礎、土

台、柱又

ははり 

柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐

朽し、又は破損しているもの等小修理を

要するもの 

25 100 

基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が

著しいもの、はりが腐朽し、又は破損し

ているもの、土台又は柱の数ケ所に腐朽

又は破損があるもの等大修理を要するも

の 

50 

基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又

は変形が著しく崩壊の危険のあるもの 

100 

外壁又は

界壁 

外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、

腐朽又は破損により、下地の露出してい

るもの 

15 

外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、

腐朽又は破損により、著しく下地の露出

しているもの又は壁体を貫通する穴を生

じているもの 

25 

屋根 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあ

り、雨もりのあるもの 

15 

屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、

軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は

軒のたれ下ったもの 

25 

屋根が著しく変形したもの 50 

備 考  

１ 一の評定項目の評点は、評定内容に応ずる各評点のうち最も高いものを評点

とする。 

２ 評定項目は、外観目視できる部位のみを対象とする。 

３ 評点を加えたものは、その事象について、根拠となる資料及び写真を添付す

ること。 

 

 



別表第３（第３条関係） 

   評点の決定基準となる事象の程度 

１ 構造一般の程度 

評定項目 評定内容 事象の程度 

基礎 構造耐力上主要な部分であ

る基礎が玉石であるもの 

柱下その他の要所が石又はコンクリー

トブロックで支持している「玉石基礎」

である。 

構造耐力上主要な部分であ

る基礎がないもの 

柱を直接地面に掘っ立てたもの、木杭

を打ってその上に土台を回したもの、 

土台を直に地面に置いたものなど 

備 考 

この評定項目は、建築物本来の構造について評定するのが目的であり、腐朽及び破

損は考慮しない。 

２ 構造の腐朽又は破損の程度 

評定項目 評定内容 事象の程度 

基礎、土台、柱

又ははり 

柱が傾斜しているもの、土

台又は柱が腐朽し、又は破

損しているもの等小修理を

要するもの 

下げ振りによる柱の傾斜が1/60≦（ｄ

/ｈ）＜1/20（※１）である。 

土台又は柱に腐朽又は破損がみられる

が、小修理で補強できる程度である。 

基礎に不同沈下のあるも

の、柱の傾斜が著しいもの、

はりが腐朽し、又は破損し

ているもの、土台又は柱の

数ケ所に腐朽又は破損があ

るもの等大修理を要するも

の 

基礎の損傷率（※２）が75％未満であ

る。 

下げ振りによる柱の傾斜が（ｄ/ｈ）

≧1/20である。 

土台、柱又ははりの腐朽又は破損が数

箇所にみられ、大規模な修理が必要で

ある。 

基礎、土台、柱又ははりの

腐朽、破損又は変形が著し

く崩壊の危険のあるもの 

基礎の損傷率が75％以上である。 

土台、柱又ははりが相当程度腐朽又は

破損し、かつ、変形が著しい。  

備 考 

１ この評定項目は、空き家状態が継続した等の理由により、その間に適切な維持管

理を怠ったり、あるいは災害や寒冷地特有の被害により、腐朽し、又は破損してい

る状態について評定するのが目的である。 

２ 評定に当たっては、建物の主要部について行い、下屋、附属建物などの附帯部分

については行わない。また、腐朽、破損の箇所が素人の手による間に合わせ程度の

補修は、補修されていないものとみなして評定することとする。 

３ 下げ振りによる柱の傾斜の測定（※１について） 

傾斜の測定は、原則として建物の１階部分の四隅の柱の傾斜度（計測値）の単純

平均したものとする。 



傾斜＝（ｄ２－ｄ１）／ｈ （下図のとおり） 

例:ｈ＝1,200ｍｍの場合、20ｍｍ≦（ｄ２－ｄ１）／ｈ＜60ｍｍであればアに、

（ｄ/ｈ）≧60ｍｍであればイに該当 

４ 基礎の損傷率（※２について） 

基礎の損傷率は、不同沈下により基礎の沈下又は傾斜が生じた部分の長さ（当該

部分の長さが１メートル未満の場合は１か所当たり１メートルとする。）の合計を

基礎の外周の長さで除した割合により求める（基礎が玉石基礎の場合は、長さでは

なく個数での割合により算定する。）。 

損傷率（％）＝（損傷基礎長／外周基礎長）×100 

      

   （図） 
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別表第４（第４条関係） 

   生活環境に与える影響度測定 

評定項目 評定内容 事象の有無 

建築資材等の

飛散・落下の

危険性の程度 

屋根・軒の老朽化、損傷（剥離・破損）等による飛散の

危険性 

有 ・ 無 

外壁等の老朽化、損傷（剥離・破損）等による落下の危

険性  

有 ・ 無 

積雪による危

険性の程度  

建物の積雪放置による落雪の影響の危険性 有 ・ 無 

不特定者の侵

入、火災、ご

みの散乱等の

危険性の程度  

玄関等の破損や未施錠による不特定者の侵入の危険性  有 ・ 無 

引火しやすいものや燃料タンク・ボンベ等の放置による

放火や火災の危険性  

有 ・ 無 

ごみ等の廃棄物が散乱し、不法投棄が誘発される危険性  有 ・ 無 

動植物がもた

らす危険性の

程度  

建物の破損等による有害鳥獣の侵入や繁殖の危険性   有 ・ 無 

建物や敷地が適切に管理されないことによる病害虫の大

量発生に対する危険性  

有 ・ 無 

樹枝の越境や雑草の繁茂等が隣接地および接道道路（構

造・交通）に支障をおよぼす危険性  

有 ・ 無 

立木の倒壊の危険性 有 ・ 無 

備 考  

１ 評定内容記載の事象は、自然現象（台風等）により発生する可能性があるものを

含む。  

２ 既に評定内容に記載する事態が発生しているものを含む。 

３ 「有」としたものは、その事象について写真を添付すること。 

別表第５（第５条関係） 

   助言、指導、勧告及び命令の判断基準 

不良度測定 
生活環境に与え

る影響度測定 
判  断 

評点合計が100点未満 事象無し 経過観察 

評点合計が100点未満 事象有り 助言 

評点合計が100点以上 事象無し 助言 

評点合計が100点以上 事象有り 指導。指導した日から起算して１年経過

しても改善されないときは、勧告。勧告

で定めた期限経過後は命令 

測定対象外 事象無し 経過観察 

測定対象外 事象有り 助言 

 



別記様式（第３条関係） 

空き家等の実態調査票 

                               № 

 調査日：平成  年  月  日   時  分  

調査者：氏名          氏名 

建物 

所 在 地 新十津川町字      番地   （    区   町内） 

区 分 等 用途： 構造： 附属屋： 

管理

者 

住   所  

氏名・電話 （電話：           ） 

管 理 区 分 所有者・占有者・相続人・相続放棄者・財産管理人・その他 

１ 不良度測定 

評定区分 
評定

項目 
評定内容 評点 判定 

最高

評点 

構造一般

の程度 

基礎 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石である

もの 

10  20 

構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20  

構造の腐

朽又は破

損の程度 

基礎、

土台、

柱又

はは

り 

柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、

又は破損しているもの等小修理を要するもの 

25  100 

基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しい

もの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、

土台又は柱の数ケ所に腐朽又は破損があるもの

等大修理を要するもの 

50  

基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形

が著しく崩壊の危険のあるもの 

100  

外壁

又は

界壁 

外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又

は破損により、下地の露出しているもの 

15  

外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又

は破損により、著しく下地の露出しているもの

又は壁体を貫通する穴を生じているもの 

25  

 屋根 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨

もりのあるもの 

15   

屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏 25  



  板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下っ

たもの 

   

屋根が著しく変形したもの 50  

合   計  

備 考 

１ 一の評定項目の評点は、評定内容に応ずる各評点のうち最も高いものを評点とす

る。 

２ 評定項目は、外観目視できる部位のみを対象とする。 

３ 評点を加えたものは、その事象について根拠となる資料及び写真を添付すること。 

２ 生活環境に与える影響度測定 

評定項目 評定内容 事象の有無 

建築資材等の飛

散・落下の危険性

の程度 

屋根・軒の老朽化、損傷（剥離・破損）等による飛散

の危険性 
有 ・ 無 

外壁等の老朽化、損傷（剥離・破損）等による落下の

危険性  
有 ・ 無 

積雪による危険

性の程度 

建物の積雪放置による落雪の影響の危険性 
有 ・ 無 

不特定者の侵入、

火災、ごみの散乱

等の危険性の程

度  

玄関等の破損や未施錠による不特定者の侵入の危険性 
有 ・ 無 

引火しやすいものや燃料タンク・ボンベ等の放置によ

る放火や火災の危険性  
有 ・ 無 

ごみ等の廃棄物が散乱し、不法投棄が誘発される危険

性  
有 ・ 無 

動植物がもたら

す危険性の程度 

建物の破損等による有害鳥獣の侵入や繁殖の危険性   
有 ・ 無 

建物や敷地が適切に管理されないことによる病害虫の

大量発生に対する危険性 
有 ・ 無 

樹枝の越境や雑草の繁茂等が隣接地および接道道路

（構造・交通）に支障をおよぼす危険性 
有 ・ 無 

立木の倒壊の危険性 有 ・ 無 

備 考  

１ 評定内容記載の事象は、自然現象（台風等）により発生する可能性があるものを含

む。  

２ 既に評定内容に記載する事態が発生しているものを含む。 

３ 「有」としたものは、その事象について写真を添付すること。 

 

 

 



３ 助言、指導、勧告及び命令の判定結果 

不良度測定 

生活環境に

与える影響

度測定 

判  断 

判定結果 

（該当欄に

○を付け措

置方法を記

入） 

100点未満 事象無し 経過観察  

事象有り 助言  

100点以上 事象無し 助言  

事象有り 指導。指導した日から起算して１年経過し

ても改善されないときは、勧告。勧告で定

めた期限経過後は命令 

 

測定対象外 事象無し 経過観察  

事象有り 助言  

４ 特記事項 
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