
横手市空家等対策計画に関する意見交換会 

－ 第 6 回横手市空家等対策協議会 － 

    

    

日 時：平成 28年 1月 18日（月） 

  午後 6時 30分～ 

場 所：横手市本庁舎 5階 第 1委員会室 

 

 

 

 

次    第 

 

  １．開 会（進行：横手市生活環境課長） 

 

 

   ２．ご挨拶 

     横手市空家等対策協議会会長   髙 橋  茂 

     横手市議会厚生常任委員会委員長 土 田 百合子 

 

 

  ３．報 告 

   １）横手市の現状について 

   ２）空家等対策の推進に関する特別措置法について 

 

 

   ４．協 議 

    １）横手市空家等対策計画（案）について 

    ２）特定空家等対策の流れについて 

 

  ５．閉 会 
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横手市の現状について 

 

１１１１）空家の状況）空家の状況）空家の状況）空家の状況（平成（平成（平成（平成 27272727 年年年年 12121212 月月月月 28282828 日現在）日現在）日現在）日現在）    

空家総数 1,785棟 

うち危険と判断した空家数 29棟 

※「危険と判断した空家数」とは…国交省作成の「外観目視による住宅の不良度判定の手引

き」に、市独自の判定項目を追加した「住宅不良度の測定基準」により判断 

⇒資料１「住宅不良度の測定基準」参照 

 

２）市の空家対策事業２）市の空家対策事業２）市の空家対策事業２）市の空家対策事業（平成（平成（平成（平成 27272727 年度）年度）年度）年度）    

対象 事業名 概 要 

危険な 

空家 

老朽危険空家

解体補助 

「住宅の不良度の測定基準」により 100点以上となった空家の解体

費用の一部（費用の 30％、30万円上限）を助成する制度 

老朽危険空家

跡地活用 

「住宅の不良度の測定基準」により 100点以上となった木造空家の

うち、市が所有者から建物及び土地の寄付を受けたものについて、

市が建物を解体撤去し、跡地の利活用を図る制度 

利活用 

可能な 

空家 

空家バンク 

制度 

市のホームページに、空家を売ったり貸したりしたい方から提供

いただいた物件情報を掲載、空家を買ったり借りたりしたい方に、

最新の空家情報をお伝えするサービス 

移住促進空家

対策補助 

市への定住を目的に市内の空家を取得し、市に転入される方等を

支援するため、空家のリフォーム工事（費用の 50％、100 万円上

限）や雪囲いの設置、雪下ろし（費用の 100％、20 万円上限）費

用の一部を助成する制度 

 

３）３）３）３）空家空家空家空家対策事業の実績対策事業の実績対策事業の実績対策事業の実績    

【老朽危険空家解体補助、跡地活用事業】 

 H24 H25 H26 H27 

解体補助 
件数 24件 23件 20件 17件 

金額 5,663,000円 5,660,000円 5,672,000円 4,709,000円 

跡地活用 
件数 3件 1件 0件 1件 

金額 6,264,300円 1,817,550円 230,040円 3,378,240円 

※平成 26年度の跡地活用の金額は、解体に関する設計委託費となります（H27年度解体）。 

※平成 27年度の解体補助の件数・金額は、平成 27年 12月 28日現在、補助決定されている

数値となります。 
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【空家バンク】（制度開始後の累計。平成 27 年 12 月 28 日現在） 

登録空家数 46件 成約数 30件 

内訳 
売却 33件 

内訳 
売却 21件 

賃貸 13件 賃貸 9件 

所有者の所在 

市内 21件 

契約者の所在 

市内 21件 

市外（県内） 13件 市外（県内） 5件 

県外 12件 県外 4件 

－ － 登録取り消し 5件 

    

【移住促進空家対策事業】（平成 27 年 12 月 28 日現在） 

 H24 H25 H26 H27 

住宅リフ

ォーム 

件数 0件 2件 4件 2件 

金額 0円 2,000,000円 4,000,000円 1,836,000円 

雪国生活

支援 

件数 0件 0件 3件 2件 

金額 0円 0円 596,000円 400,000円 

 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法について 

 平成 27年 5月 26日、完全施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の概要は

下記となります。 

⇒資料 2「空家等対策の推進に関する特別措置法」参照 

１．目  的 （第 1 条） 

空家等に関する施策を総合的・計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域振興に寄与

すること 

２．定  義 （第 2 条） 

ⅰ）空 家 等 ：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）。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 

ⅱ）特定空家等 ：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、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、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な空家等 

３．市の責務 

①計画の策定・対策の実施・必要な措置（第 4条） 

②計画の規定事項（第 6条） 
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③協議会の設置（第 7条） 

④立入調査（第 9条） 

⑤税情報の利用（第 10条） 

⑥空家等データベースの整備（第 11条） 

⑦所有者等の適切な管理促進への支援（第 12条） 

⑧空家等やその跡地活用のための必要な対策（第 13条） 

⑨特定空家等に対する措置（第 14条） 

⑩税制上の措置（第 15条） 

４．過料の規定（第 16 条） 

①市長の行政命令に従わない場合は 50万円以下の過料 

②立入調査を妨げた場合は 20万円以下の過料 

 

 

横手市空家等対策計画（案）について 

 平成 27年 7月より、横手市空家等対策協議会において、市の空家対策の総合的な方針等を

定める計画の策定に着手しております。 

⇒「横手市空家等対策計画」（案）参照 

１）計画案の構成１）計画案の構成１）計画案の構成１）計画案の構成    

Ⅰ 基本事項  「目的と期間」「基本方針」「計画の内容」「用語の定義」 

Ⅱ 背景と現状 

１．背景（全国の実態・国の動向・自治体の取り組み） 

２．豪雪地帯・特別豪雪地帯の空家対策（豪雪地帯対策特別措置法等） 

３．現行法規等 （所有者等の基本的権利・所有者確認規定・所有者納税 

義務・行政代執行法・空家等の規制・災害対応・民法規定） 

４．横手市の現状 （空家等の状況・実態調査の概要・対策の実績・緊急

措置・これまでの課題） 

Ⅲ 今後の対策 

１．概要（所有者責任の原則・通常時、災害時、所有者等不明な空家等

への対応・隣家への支援） 

２．予防対策（意識啓発・各種団体との連携・現況調査） 

３．特定空家等対策（実態調査・適正管理の促進・緊急措置・雪害対応・

危険排除・費用請求） 

４．解消対策（老朽危険空家対策事業・空家バンク・空家関連サービス

の情報提供・行政の住宅関連事業） 

５．実施体制 （横手市の体制・関係機関との連携） 

６．今後検討すべき対策 

７．横手市空家対策の流れ 

Ⅳ ま と め  

Ⅴ 資 料 編 「横手市例規等」「現行法規等」「外観目視による住宅判定の手引き」 
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２）計画の２）計画の２）計画の２）計画の目的・基本方針目的・基本方針目的・基本方針目的・基本方針    

 ⅰ）目的と期間 

    この計画は、市民と地域の安全で安心な生活を確保し、良好な生活環境の保全を図

るため、これまでの市の空家等に関する取り組みの結果、顕在化した課題を踏まえ、

市の空家等対策の中長期的方針を定めるものである。 

    この計画の期間は、平成２８年度から平成３２年度までの５年間とする。なお、そ

の間、必要に応じ随時、計画の改訂を行うものとする。 

 ⅱ）基本方針 

  【空家等の管理の原則】財産権・所有権、当事者間の民事解決の尊重 

  【適正管理に向けた対策】所有者等による適正管理の促進 

  【公平かつ公益的な対応】公平性・公益性に配慮した、緊急対応及び危険排除措置 

  【災害時対応と雪害対応】災害・雪害時の計画や法に基づく必要な措置 

  【利 活 用 の 促 進】定住促進、地域活性化を目指す空家利活用策の構築 

 

３）横手市空家等対策協議会における主な検討事項３）横手市空家等対策協議会における主な検討事項３）横手市空家等対策協議会における主な検討事項３）横手市空家等対策協議会における主な検討事項    

項 目 検討事項等（意見） 方向性 

基本方針 

■不足事項の追記 

・空家の利活用に関する記述なし。危

険空家対策のみならず、前向きな取

り組み方針の追記必要 

・空家の利活用に向けた取り組み方針

を追記 

■前向きな対応方針 

・全体的に後ろ向きの印象。行政の積

極的な姿勢を明確化すべき 

・“必要最小限の対応”等の表現を削

除し、行政の対応姿勢を明確化 

緊急措置 

■事前同意、事後通知、事前周知 

・緊急事態につき事前同意は不要（事

後通知にて対応） 

・行政が緊急的に対応する場合がある

ことの事前周知は、所有者のモラル

ハザードに繋がる懸念あり。結果、

事前周知は不要 

・行政対応に関する事前周知はしない 

・緊急措置に対する事前同意は求めな

い 

・行政対応の内容については、費用請

求と合わせ、所有者等に事後通知す

る 

・対応費用は原則、請求する 

・市条例上においては、“請求できる”

規定とする 

■費用請求 

・行政対応費用の請求は当然。“請求

できる”と規定することに疑問 

・所有者の経済状況による判断は不可 

・様々なケース想定されることから、

“請求する”と規定する場合は除外

規定も盛り込み必要 
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項 目 検討事項等（意見） 方向性 

市条例上の

公表規定 

（※1） 

■公表の必要性 

・公表の効果は薄いと判断。個人情報

を公開することによるデメリット

も想定され、公表規定は削除が妥当 

・命令後は、国の空家等特措法に基づ

く標識を設置することとし、市条例

上の公表規定は削除 

行政代執行 

■行政代執行の位置付け 

・国の空家等特措法に則り、行政代執

行による解決を目指すことは当然 

・行政対応の一手法として、実施判断

基準や決定の流れ等について空家

等対策計画に規定 

老朽危険空

家解体補助

事業 

■事業継続の可否 

・詳細は 6ページをご覧ください。 

・対象空家は、危険度の高い空家＝勧

告の対象となり得る空家（※2）＝

とする 

・補助割合、補助上限額は現行制度と

同様とする 

老朽危険空

家跡地活用

事業 

■事業継続の可否 

・投入公金額多額。不平等の印象あり 

・市街地では雪捨て場が恒常的に不

足。有効活用前提に事業継続すべき 

・対象空家は、解体補助事業と同様と

する 

・空家の所在要件（都市計画区域・用

途地域内等限定）は削除する 

移住促進空

家対策事業 

■利用要件の変更 

・移住者は横手市に縁のある方が多い

と想定。結果、空家譲渡者と取得者

の関係は親子でも可とすべき 

・秋田県全体として人口減少対策に取

り組んでいる折、利用対象者は県外

在住者が妥当 

・移住元「市外」⇒「県外」 

・取得元「親子以外」⇒「親子であっ

ても利用可」 

・雪国生活支援の廃止⇒住宅リフォー

ムと一体化し、雪下ろし助成は廃止 

その他 

■空家の利活用対策 

・中古物件の流動性を高めるべく、空

家購入を側面支援する制度の創設

について検討すべき 

・空家を活用した様々な施策（移住促

進、まちづくり等）の構築必要 

空家等対策計画に、継続的な検討課題

として登載 

※1「公表」＝市条例に規定されている行政処分。命令に従わない所有者等の住所、氏名等を

公表するもの 

※2「勧告の対象となり得る空家」＝倒壊の危険性、落雪・建築材飛散の危険性が非常に高い

特定空家等。「空家等の危険度判定基準案」の表－1－①及び表－1－②（空家等対策計画

案 27－28ページ参照）において 100点以上の空家 
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◆老朽危険空家解体補助事業に関する主な意見 

第 3回、第 4回協議会における解体補助事業に関する主な意見は下記となります。 

解体補助事業に関する主な意見【第３回協議会】 

【事業廃止】 

・空家所有者管理の原則に基づき、老朽危険空家対策事業の廃止に賛成 

【単純継続】 

・具体的対策皆無化により、危険空家に対しては行政代執行による対応のみとなる。空家解

体のインセンティブ（金銭的支援策）は、ひとつの選択肢として残すべき（引き出しは多

い方が良い…） 

・危険空家は未だ残存。行政代執行のみでは対策不足 

【条件付き継続】 

・制度廃止後の復活は困難。対象を絞る等、条件厳格化し継続すべき 

・即制度廃止は不可。段階的縮小が現実的 

・行政代執行費用の回収は非常に困難。投入公金規模的には 30万円助成が効率的な場合も 

・70％負担可能な方は本来、自前対応可能な方では。収入要件の設定を 

【新制度の創設】 

・解体費融資制度創設も一考（リバースモーゲージ的施策＝※1） 

解体補助事業に関する主な意見【第４回協議会】 

【収入要件設定に反対】 

・市民税非課税世帯に土地資産があったとしても、金融機関は融資しない。結果、空家解体

は停滞し、周囲への悪影響が残存することに 

・不動産資産価値は減少の一途。融資額については土地資産評価額の 30％が限界であり、解

体コスト借り入れによる空家撤去は望めない 

・市民税非課税世帯は通常生活もままならない方であり、補助金を利用しても解体できない

と想定（解体費 70％負担は実質、不可能） 

・現実的に利用されない制度であれば施行する意味はなく、敢えて実施する必要はない 

・市のスタンスが見えない。解体のハードルを上げることに、何らかのメリットはあるのか 

・国全体として空家対策に取り組み始めた折、具体施策を廃止する市の意図不明 

・周囲の生活環境に多大な影響を及ぼす空家解体こそが、市が取るべき対策。行政代執行で

は市全額負担の可能性高く、経済的にも非効率的 

【収入要件設定に賛成】 

・空家管理は原則、所有者が責任を負う事項。結果、収入要件は厳しく設定すべき 

・危険度要件を厳格化し、収入要件は緩和すべき 

・対象空家の範囲を拡大（危険度、収入要件の緩和）することにより、公平性に関する課題

克服可能。危険度ランクにより補助率、補助上限額を変更することも一案。施策の方向性

を間違えないためにも、対策の目的を見据えた議論が重要 

※1「リバースモーゲージ」＝自宅を担保にして老後資金を借りることができるローン商品。

生前返済の必要はなく、死後、遺族が土地建物を売却し一括返済するシステム 
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特定空家等対策の流れ 

 管理が行き届いていない空家等については、実態を把握するとともに所有者等に適正な管

理を促し、老朽危険化の未然防止に努めることが基本となります。 

 しかしながら、不特定多数の方への被害が容易に想定される特定空家等については、所有

者確認や適正管理指導等を継続しつつも、安全・安心の確保を図るべく、状況に応じて必要

な措置を講じなければならない場合も考慮しております。 

⇒「横手市空家等対策計画」（案）33－43 ページ参照 

    

１）実態調査１）実態調査１）実態調査１）実態調査    

ⅰ）外 観 目 視：「空家等の危険度判定基準」に基づき、管理が行き届いていない空家

等の状態を把握する 

ⅱ）所有者等確認：登記、戸籍、税情報等により所有者等を特定する 

ⅲ）立 入 調 査：特定空家等の場合は、必要に応じ当該敷地や建物内に立ち入り、状態

の詳細を確認する 

２）適正管理の促進（被害防止）２）適正管理の促進（被害防止）２）適正管理の促進（被害防止）２）適正管理の促進（被害防止）    

ⅰ）行 政 指 導 等：所有者等に適正な管理を促す助言・指導等を実施する 

３）緊急措置・雪害対応３）緊急措置・雪害対応３）緊急措置・雪害対応３）緊急措置・雪害対応    

ⅰ）応 急 的 処 置：不特定多数の方への被害が想定される場合は、危険排除のため、緊急

的に対応する 

ⅱ）瓦 礫 処 理：道路等へ飛散した空家等の瓦礫を応急的に移動する 

４）危険排除４）危険排除４）危険排除４）危険排除    

ⅰ）行 政 代 執 行：特定空家等の場合で、特に必要があると認める場合は、空家等特措法

の規定に基づき、根本的な危険排除策の実施について検討する 

ⅱ）財産管理制度：過失なく所有者等を確知できない空家等で、不特定多数の方への被害

が想定される場合は、民法に基づく対策を検討する 

５）費用請求５）費用請求５）費用請求５）費用請求    

ⅰ）行政対応費用：緊急措置や行政代執行に要した費用は、原則、所有者等に請求する 

 

※市の空家等対策の総体的な流れについては、「横手市空家等対策の流れ」（空家等対策計画案

44-45 ページ）をご覧ください 

 

今後の流れ 

 空家等対策計画の策定、例規改正等については、下記スケジュールを想定しております。 

時 期 内 容 

～H28.2 
「横手市空家等対策計画」（案）完成 

横手市政策会議協議 

H28.2～3 パブリックコメント実施 

H28.6議会 「横手市空家等対策計画」策定に伴う例規改正案の上程 


