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改定後 改定前 備考

室蘭市空家等対策計画

１－１ 目的

室蘭市では、近年の人口減少や少子高齢化の進行、経済的事情など

により適正に管理されず放置され老朽化した空き家等が増加し、周辺

住民への悪影響などが課題となったことから、2013（平成 25）年 1
月 1日より「室蘭市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、所
有者等の責務を明らかにするとともに、管理不全な状態となった空き

家等に対する措置について必要な事項を定めることにより、生活環境

の保全及び安全安心のまちづくりを推進してまいりました。

2014（平成 26）年 11月には全国的に適切な管理が行われない空家
等が深刻な社会問題となってきたことを受け、国により「空家等対策

の推進に関する特別措置法」（以下、「特措法」という。）が公布、

2015（平成 27）年 5月 26日に完全施行され、国・都道府県・市町
村の緊密な連携のもとで、空家等対策を総合的かつ計画的に推進する

事としました。この特措法においては、空家等の所有者又は管理者が、

空家等の適切な管理について第一義的な責任を有する事を前提とし

つつ、住民に最も身近な行政主体であり個別の空家等の状況を把握す

る事が可能な立場にある市町村が、地域の実情に応じた空家等に関す

る対策の実施主体として位置付けられています。

本市においては、特措法施行以前より空家等の相談窓口を設置する

とともに庁内関係部局で構成される「室蘭市空家等対策会議」におい

て対策と検討を進めてまいりましたが、特措法施行を契機として、「室

室蘭市空家等対策計画

１－１ 目的

室蘭市では、近年の人口減少や少子高齢化の進行、経済的事情など

により適正に管理されず放置され老朽化した空き家等が増加し、周辺

住民への悪影響などが課題となったことから、平成 25年 1月 1日より
「室蘭市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、所有者等の責

務を明らかにするとともに、管理不全な状態となった空き家等に対す

る措置について必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び

安全安心のまちづくりを推進してまいりました。

平成 26年 11月には全国的に適切な管理が行われない空家等が深刻
な社会問題となってきたことを受け、国により「空家等対策の推進に

関する特別措置法」（以下、「特措法」という。）が公布、平成 27年
5月 26日に完全施行され、国・都道府県・市町村の緊密な連携のもと
で、空家等対策を総合的かつ計画的に推進する事としました。この特

措法においては、空家等の所有者又は管理者が、空家等の適切な管理

について第一義的な責任を有する事を前提としつつ、住民に最も身近

な行政主体であり個別の空家等の状況を把握する事が可能な立場にあ

る市町村が、地域の実情に応じた空家等に関する対策の実施主体とし

て位置付けられています。

また、実施主体となる市町村の役割として「空家等対策計画」を策定

し、これに基づき総合的かつ計画的に空家等対策を実施していく事が

位置づけられました。

変更

変更

変更

変更

【資料２】
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蘭市空家等対策計画」を 2016（平成 28）年 11月に策定し、「空家
化の予防」、「管理不全な空家の防止と解消」、「流通の促進と活用

促進」、「空家に係わる跡地の活用」を取組の柱として空家等対策の

総合的かつ計画的な推進に取り組んできました。

今後も、既存の住宅等の老朽化や、少子高齢化の進行等に伴い、空

き家が増加していくものと予想されるなか、本計画を改定し、総合的

な空家等対策の更なる推進を図ります。

■この計画における用語の定義

①空家等

特措法第 2条第 1項に定義される「建築物又はこれに属する工作物
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

又はその敷地」をいいます。

②空き家

一般的な表現に関しては「空き家」と表記。

③特定空家等

④所有者等

「空き家等の所有者又は管理について権限を有する者」をいいます。

※ 「室蘭市空き家等の適正管理に関する条例」（平成 27年 6月廃

止済み）においては、特措法に規定される「空家等」の定義とは異

なり、単なる空地も含まれます。

本市においては、特措法施行以前より空家等の相談窓口として都市

政策課を設置するとともに庁内関係部局で構成される「室蘭市空き家

等対策会議」において対策と検討を進めてまいりましたが、特措法施

行を契機として、本市の基本的な取り組み姿勢や対策を市民の皆様に

示し、空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため、「室蘭市空家

等対策計画」をここに定めます。

■この計画における用語の定義

①空家等

「建築物又はこれに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又はその敷地」をいいます。

※ 室蘭市空き家バンク制度においては、「市内に所在する建物その

他の工作物及びその敷地で、常時無人の状態にあるもの並びに現に人

が使用していない土地（当該土地と同様の状態にあるものを含む。）」

をいいます。

②特定空家等

③所有者等

「空き家等の所有者又は管理について権限を有する者」をいいます。

変更

変更

追加

変更

変更

追加
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１－２ 計画の位置づけ

本計画は、特措法第6条に規定される空家等対策計画として2015（平

成27）年12月に発足した室蘭市空家等対策協議会での協議を踏まえ策

定し、地域住民、住まいやまちづくりを担う各主体が連携協力して取

り組む空家等対策の方向性を提示するものです。

また、本市が将来にわたって住み続けたいまちを目指すための上位

計画である「室蘭市総合計画」に即すように定めるほか、都市計画の

基本的方針を示した「室蘭市都市計画マスタープラン」や都市機能や

居住の誘導を図る区域を設定した「室蘭市立地適正化計画」など、関

連する計画と連携・整合を図ります。

１－２ 計画の位置づけ

本計画は、特措法第6条に規定される空家等対策計画として平成27年

12月に発足した室蘭市空家等対策協議会での協議を踏まえ策定し、地

域住民、住まいやまちづくりを担う各主体が連携協力して取り組む空

家等対策の方向性を提示するものです。

また、本市が将来にわたって活力ある地域社会を創生するため「室

蘭市総合戦略」や都市計画の基本的方針を示した「室蘭市都市計画マ

スタープラン」、住宅施策の基本計画である「室蘭市住宅マスタープラ

ン」など、関連する計画と連携を図り空家等対策計画を推進していき

ます。

変更

変更

追加
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１－３ 計画期間

改定前の計画においては、「住宅・土地統計調査（総務省）」に連携

させ、計画期間を 5年間としていましたが、上位計画である「室蘭市
総合計画」に即し計画期間を 10年間とします。なお、計画期間内で
あっても法令改定や社会情勢の変化に対応し、適宜見直しが出来るも

のとします。

２－１ 室蘭市の空き家の現状

（１）住宅・土地統計調査について

① 空き家率の比較

2018（平成 30）年度調査において、室蘭市の空き家率は 18.2%、
「その他の住宅」の空き家率は 8.4％となっています。

１－３ 計画期間

本計画の計画期間は、国が実施する「住宅・土地統計調査（総務省）」

が 5年毎に実施されており、このデータを検証・活用する事を踏まえ 5
年間を基本としますが、今回策定する第 1期については、平成 29年度
から次回の住宅土地統計調査結果が公表され検証が可能となる平成 32
年度までの 4年間とします。

２－１ 室蘭市の空き家の現状

（１）住宅・土地統計調査について

① 空き家率の比較

平成 25年度調査において、全国・北海道と比較すると、空き家率
は 14.9％、「その他の住宅」の空き家率は 7.0％で、いずれも上回る
結果となっています。

変更

変更

変更

変更
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② 室蘭市における空き家の建て方と種類

一戸建ての空き家では、「その他の住宅」が 85.0％と多くを占め、
賃貸や分譲などの市場に乗っていない空き家が多い事がわかりま

す。

一方で、長屋や共同住宅の空き家では「賃貸用の住宅」が 74.2％
と多くを占めていることから、目的によって、空き家の種類の割合

は異なることがわかります。

一戸建ての住宅 長屋・共同住宅

（出典：H30d住宅土地統計調査）

②～⑤

⑥ 室蘭市における空き家の建て方と種類

一戸建ての空き家では、「その他の住宅」が 89％と多くを占め、賃
貸や分譲などの市場に乗っていない空き家が多い事がわかります。

一方で、長屋や共同住宅の空き家では「賃貸用の住宅」が 77.6％
と多くを占めていることから、目的によって、空き家の種類の割合

は異なることが解ります。

（出典：H25d住宅土地統計調査）

削除

変更

変更

変更
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4.8%

その他

の住宅 , 
89.0%

二次的 , 
1.3%

賃貸用 , 
77.6%

売却用 , 
0.6%

その他

の住宅 , 
20.5%



Ｒ２ 改定 新旧対照表

（傍線の部分は改定部分）

6

改定後 改定前 備考

③ 世帯主の年齢別の住宅の種類

世帯主が 65歳以上の高齢者層は「一戸建ての持ち家」が多く、
年代別人口を比較すると、2013（平成 25）年時点では子育て世帯
（25～44歳）の人口数は 20,118人でしたが、2018（平成 30）年
9月末には 16,515人に減少しており、高齢者人口数は 29,218人か
ら 30,985人に増加しています。
今後も子育て世代の人口は減少傾向にある一方で、高齢者人口は

増加していくと考えられ、一戸建て持ち家で暮らす単身高齢者の増

加による空き家予備軍は増加傾向にあると考えられます。

（出典：H30d住宅土地統計調査）

⑦ 世帯主の年齢別の住宅の種類

世帯主が 65歳以上の高齢者層は「一戸建ての持ち家」が多く、
年代別人口を比較すると、平成 25年時点で子育て世帯（25～44
歳）の人口数（20,118人）よりも高齢人口数（29,218人）が上回
っています。さらに、子育て世代の人口は減少傾向にある一方で、

今後も高齢者人口は増加していくと考えられ、一戸建て持ち家で

暮らす単身高齢者の増加による空き家予備軍は増加傾向にあると

考えられます。

（出典：H25d住宅土地統計調査）
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（２）空家等の実態調査について

2015（平成 27）年に室蘭市内全域を対象に実施した空家実態調査
の結果を踏まえ、2020（令和 2）年 5月から 6月にかけて水道閉栓情
報（令和 2年 1月末時点）を元に空家等の実態調査を行いました。
調査の方法は、住宅地図上の家屋を直接臨戸する形で行い、外観目

視により空家等を把握し、損傷や劣化程度・危険度等を判定しました。

（２）空家等の実態調査について

室蘭市では、特措法の施行（平成 27年 2月 26日）をうけ、平成
27年 4月から 11月にかけて室蘭市内全域の空家調査を実施しまし
た。

調査の方法は、住宅地図上の家屋を直接臨戸する形で行い、外観

目視により空家等を把握し、損傷や劣化程度・危険度等を判定しま

した。

変更

変更

調査日：

調査員：

№ 空き家 空き家 倒壊の 窓の 壁の 屋根の 擁壁の 立木の 不動産業者

(住宅地図) の種別 の状態 危険性 状態 状態 状態 状態 状態 写真番号など

0021 住宅 整 ない 整 整 整 整 整

( ) ＡＰ 要対策 ある 割れ ひび 不陸 ひび 越境

Ａ・Ｂ・Ｃ 事務所 危険 脱落 脱落 剥離 倒れ 倒れ

Ｄ・Ｅ 倉庫 破損 破損 崩落 破損 繁茂

空 家 調 査 票

Ｈ ２ ７ 年 月 日

【空家と思われる建物の判断基準】

Ａ： 郵便受けにチラシやＤＭが大量に溜まっている。

Ｂ： 窓ガラスが割れたまま、カーテンがない、家具がない

Ｃ： アプローチに草が生えていて出入りしている様子がない

Ｄ： 売り・貸し物件の表示がある

Ｅ： 上記以外（電気・水道・ガスメーターが動いていない等）
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① 空家調査の結果

これまでの調査等により把握した空家に 2020（令和 2）年度実
施空家実態調査の結果を加えると 2,442棟となり、前回調査時の
2,578棟から 136棟減少しています。
空家等の状態別内訳としては、危険な状態の空家と対策が必要な

空家は 1,354棟で全体の 55％を占め、安全な空家は 1,088棟で空
家等全体の 45％となっており、前回調査時より安全な空き家の割
合が増加していることが分かります。

15.0%

16.7%

40.0%

44.5%

45.0%

38.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020(令和2)年

2015(平成27)年

市内空き家危険度

危険

要対策

安全

① 空家調査の結果

平成 27年 4月から 11月にかけて実施した空家調査の結果、2,578
棟の空家等が確認されました。空家等の状態別内訳としては、特定空

家等とその予備軍となる空家は 1,578棟で全体の 6割を占め、安全な
空家は 1,000棟で空家等全体の 4割となっています。
地区別には、蘭西地区が 1,114棟と最も多く、次いで蘭東地区、蘭

北地区の順になっています。また、蘭西地区の「特定空家等」と、そ

の予備軍となる「対策が必要な空家」は全体の約 3割を占める結果と
なっています。

変更

変更

新設

蘭西地区 蘭東地区 蘭北地区

危険 278 94 59
要対策 483 351 313
安全 353 407 240
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室蘭市内の空家は新耐震基準を満たさない 1981（昭和 56）年以前
に建築された建物が 2,266棟で全体の約 9割を占めており、これらの
空家をどう解消していくかが大きな問題となっています。

新設
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室蘭市内の空家は、そのほとんどが居住誘導区域外に存在してお

り、特に中央町や母恋南町、母恋北町等の欄西地区に空家が多いこと

が分かります。

（３）～（４）（省略） （３）～（４）（省略）

新設

省略
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２－２ 対策を進めていく上での一般的課題

（１）～（２）（省略）

（３）法制度の要因による課題

①～③（省略）

④相続関係の複雑化

相続登記されずに相続関係が複雑化し、責任の所在が明確化さ

れていない。

２－３ 室蘭市における空家等対策の現状と課題

本市では、2012（平成 24）年 4月に空き家等問題の対策窓口を設
置し、それまで住宅や環境・消防部局などがそれぞれ対応していた事

務を一本化して、老朽危険空き家の問題に取り組んでまいりました。

2013（平成 25）年 1月 1日からは「室蘭市空き家等の適正管理に関
する条例」を施行し、所有者等の責務を明らかにするとともに事情の

把握と、管理不全な状態となった空き家等に対する今後の措置につい

て、検討や対策を進めてまいりました。また、2015（平成 27）年 5
月 26日からは「空家等の対策に関する特別措置法」が施行され、管
理不全が原因で周囲に悪影響を及ぼしている空家に対しては、行政が

「助言」や「指導」、「命令」、「代執行」等の行政措置を行うこと

が出来るよう定められました。

２－２ 対策を進めていく上での課題

（１）～（２）（省略）

（３）法制度の要因による課題

①～③（省略）

２－３ 室蘭市における空き家等対策の現状と課題

本市では、平成 24年 4月に空き家等問題の対策窓口として都市政策
課を設置し、それまで住宅や環境・消防部局などがそれぞれ対応して

いた事務を一本化して、老朽危険空き家の問題に取り組んでまいりま

した。平成 25年 1月 1日からは「室蘭市空き家等の適正管理に関する
条例」を施行し、所有者等の責務を明らかにするとともに事情の把握

と、管理不全な状態となった空き家等に対する今後の措置について、

検討や対策を進めてまいりました。

変更

省略

省略

追加

変更

追加
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改定後 改定前 備考

（１）室蘭市における空家等に係わる相談件数の推移

空家等に係わる相談件数は、空家等問題の対策窓口を設置した

2012（平成 24）年度が 207件と突出して多く、その後は減少して
おりましたが、特措法施行された 2015（平成 27）年と翌年の 2016
（平成 28）年に再び増加し近年は減少傾向にあります。

（２）室蘭市における空家等に係わる通報内容

通報内容集計中

158
139

105

47

0

50

100

150

200

通
報
件
数

2016（Ｈ28）2017（Ｈ29）2018（Ｈ30） 2019（R1）

（１）室蘭市における空家等に係わる相談件数の推移

空家等に係わる相談件数は、空家対策窓口として都市政策課を設

置した平成 24年度が 193件と突出して多く、その後は年間 100件
前後で推移しています。

（２）室蘭市における空家等に係わる通報内容

平成 24年度以降、本市に寄せられた空き家に関する通報内容で最
も多いのは「屋根の飛散」、次いで「外壁の落下・飛散」、「付属物等

の倒壊」の順で、強風による飛散被害に関する通報が 7割を占め、
通報があった家屋等の状況は全体の６割が周辺に影響を与える恐れ

がある状態であった。

変更

変更

変更

変更

193

95 109

150

0
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100
150
200
250

通
報
件
数

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

186

63

237
279

363
74

所有者自ら相談

擁壁のヒビ・倒壊

付属物等の隣地、道路への倒壊

外壁の劣化、破損による落下・飛散

屋根の飛散

雑草・樹木等の繁茂

通
報
内
容
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改定後 改定前 備考

（３）室蘭市における空家等の対応状況

空家等問題の対策窓口を設置した 2012（平成 24）年 4月以降の
対応状況は、2020（令和 2）年 3月末現在の対応総数 971件のう
ち、所有者等と連絡が取れ対応がなされた、又は対応に向けて話を

することが出来た件数は 663件、連絡が取れたものの「経済的に困
窮している」「土地と建物の所有者が異なる」「活用困難な土地」な

どの理由により解決策の検討に更に時間を要するものが 206件、
「文書が到達しているものの返答がない」「居所不明」「所有者・相

続人不存在」などにより所有者等と連絡が取れないものが 102件と
なっています。

これらを 2016（平成 28）年度 3月末と比較すると、所有者等と
連絡が取れ対応がなされた、又は対応に向けて話をすることが出来

た件数の割合は 60.5%から 68.2％に増加しています。また、解決策
の検討に更に時間を要するものの件数の割合は 24.7％から 21.2％
に減少しています。さらに、未対応状態の件数の割合は 14.8％から
10.5％に減少しています。

（３）室蘭市における空家等の対応状況

都市政策課が発足した平成 24年 4月以降の対応状況は、平成 28
年 3月末現在の対応総数 547件のうち、所有者等と連絡が取れ対応
がなされた件数は 331件、連絡が取れたものの「経済的に困窮して
いる」「土地と建物の所有者が異なる」「活用困難な土地」などの理

由により解決の検討に更に時間を要するものが 135件、「文書が到達
しているものの返答がない」「居所不明」「所有者・相続人不存在」

などにより未対応が 81件となっています。

変更

変更

変更

変更

変更

追加
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改定後 改定前 備考

（４）室蘭市における空家等の課題

実態調査によると室蘭市内の空家数は減少しており、空家等の相

談件数自体も減少していますが、解決策の検討にさらに時間を有す

るものや所有者等と連絡が取れないものの件数は増加しており、そ

れらをどう解決していくかが今後の課題となっています。

変更

新設

平成28年3月末現在

割合

うち予定

①新たな所有者による解体　（予定含む） 30 3 5.5%

②所有者による解体　（予定含む） 168 24 30.7%

③所有者等による対応　（予定含む） 85 23 15.5%

④近隣や行政等第三者による対応　（予定含む） 25 11 4.6%

466件 ⑤売却に向け作業中 20 - 3.7%

⑥公売準備中 3 - 0.5%

（①～⑥）小計　 331 61 60.5%

⑦解決策の検討に更に時間を要する 106 - 19.4%

⑧資力不足（生保、年金受給者など） 29 - 5.3%

（⑦～⑧）小計　 135 - 24.7%

⑨文書到達しているものの、返答なし 48 - 8.8%

⑩居所に宛名なし 4 - 0.7%

⑪所有者・相続人不存在 29 - 5.3%

対応中（⑨～⑪）小計　 81 - 14.8%

対応総数（H24 .4 .1以降） 547 61 100.0%

不存在

所有者等と連絡
が取れた物件

反応なし

返送

対応数
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改定後 改定前 備考

３－１ 対象とする空家等の種類

（出典：H30d住宅土地統計調査）

３－２（省略）

３－１ 対象とする空家等の種類

（出典：H25d住宅土地統計調査）
３－２（省略）

変更

省略

二次的・賃貸・

売却（戸建）,

320 , 4%

その他の住宅

（戸建）, 

2,580 , 34%

二次的・賃貸・

売却（共同住

宅）

, 3,720 , 

49%

その他の住宅

（共同住宅）, 

960 , 13%

二次的・賃貸・売却（戸

建）

その他の住宅（戸建）

二次的・賃貸・売却（共同

住宅）

その他の住宅（共同住宅）
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改定後 改定前 備考

３－３ 空家等の調査

空家等の調査については、「２－１ 室蘭市の空家の現状」に記載

のとおり 2020（令和 2）年 5月から 6月にかけて水道閉栓情報を元
に実施した空き家等の実態調査により 2,442棟の空家が確認されま
した。今後も具体的な施策の実施とその成果などの把握を目的として

定期的な調査が必要と考えておりますが、調査にあたっては、水道閉

栓情報の活用等により、空家等の所在やその状況等の把握に努める考

えです。

（１）特定空家等の調査

行政指導や行政処分の対象となる「特定空家等」の調査について

は、市民からの通報を受け、職員による現地調査により空家等の状

況把握のほか、所有者や相続人等に今後の意向確認や助言・指導等

の措置を行うため、不動産登記簿情報・住民票・戸籍・固定資産税

情報などに加え、郵便転送情報も活用し所有者等の調査を行いま

す。

（２）～（４）（省略）

３－４（省略）

３－３ 空家等の調査

空家等の調査については、「２－１ 室蘭市の空家の現状」に記載の

とおり平成27年4月から11月にかけて実施した実態調査により2,578
棟の空家が確認されました。本計画策定後も具体的な施策の実施とそ

の成果などの把握を目的として定期的な調査が必要と考えております

が、調査にあたっては、町会などのご協力を頂きながらアンケートな

ども調査手法の一つとして活用し、空家等の所在やその状況等の把握

に努める考えです。

（１）特定空家等の調査

行政指導や行政処分の対象となる「特定空家等」の調査について

は、市民からの通報を受け、職員による現地調査により空家等の状

況把握のほか、所有者や相続人等に今後の意向確認や助言・指導等

の措置を行うため、不動産登記簿情報・住民票・戸籍・固定資産税

情報などを活用し所有者等の調査を行います。

（２）～（４）（省略）

３－４（省略）

変更

変更

変更

変更

追加

省略

省略
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改定後 改定前 備考

３－５ 空家等に関する対策の実施体制について

（１）特定空家等への措置の調査審議機関の設置

特措法の円滑な遂行に資するとともに、特定空家等の状態及びそ

の周辺地域に及ぼす影響を総合的に勘案した対応措置等について

審議するため、副市長を会長とした室蘭市空家等対策会議を規定に

より設置しています。

※室蘭市空家等対策会議において調査審議する事項

１）特定空家等に対する措置の運用方針に関すること

２）特定空家等に対する措置（行政代執行及び略式代執行）の実施

に関すること

３）空家等の周辺環境の安全性の確保に関すること

４）その他空家等に係る施策に関し必要と認めること

３－５ 空家等に関する対策の実施体制について

新設
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改定後 改定前 備考

（２）空家特措法に基づく協議会の組織

特措法第７条に基づき、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、2017（平成 29）年 4月より室蘭市
空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を条例により組織し

ています。協議会においては、専門的な視点から多角的な議論を行

う必要性があるため、国の指針に基づき、幅広い分野から委員を選

出し、任期を定めています。

※空家等対策計画に定める事項【特措法 6条 2項】
１）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

種類その他空家等に関する対策に関する基本的な方針

２）計画期間

３）空家等の調査に関する事項

４）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

５）空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事

項

６）特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する

事項

７）住民等からの空き家に関する相談への対応に関する事項

８）空家等に関する対策の実施体制に関する事項

９）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

新設
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改定後 改定前 備考

（３）庁内の組織体制の整備

空家等対策に係わる事務については都市建設部都市政策推進課

が中心となり、下記担当部署と連携をとり、空家等に係る対応策の

検討を進めます

庁内の相談・連携体制

（１）庁内の組織体制

空家等対策に係わる事務の所管部局は都市建設部都市政策課とし

ます。また、庁内組織として、空家等の解消に係る施策の協議検討、

庁内における情報共有及び当該施策の円滑かつ適切な遂行を目的と

して、「室蘭市空家等対策会議(H24.5.25施行済み)」において連携を
図ります。

庁内の相談・連携体制

変更

変更

変更

項目 担当部署 備考

建物等の応急対策に関すること 消防本部 緊急的な対応の場合

火災・防火等に関すること 消防本部

防犯に関すること 地域生活課、生涯学習課

空き地の衛生害虫などに関すること 地域生活課 特措法外の場合

空き地の草木の繁茂等に関すること 環境課 特措法外の場合

空き地のゴミに関すること 環境課 特措法外の場合

市道への草木の繁茂に関すること 土木課 特措法外の場合

居住中の家屋や土地等に関すること 建築指導課

所有者等の居所に関すること 戸籍住民課

所有者等の固定資産税等に関するこ

と

市税課

所有者等の情報に関すること 市税課

差押え・公売に関すること 市税課

項目 担当部署 備考

建物等の応急対策に関すること 消防本部

火災・防火等に関すること 消防本部

防犯に関すること 地域生活課、生涯学習課

空き地の衛生害虫などに関すること 地域生活課 特措法外の場合

空き地の草木の繁茂等に関すること 環境課 特措法外の場合

空き地のゴミに関すること 環境課 特措法外の場合

道路等への草木の繁茂に関すること 土木課 特措法外の場合

居住中の家屋や土地等に関すること 建築指導課

所有者等の居所に関すること 戸籍住民課

所有者等の固定資産税等に関するこ

と

市税課

所有者等の情報に関すること 債権管理課

差押え・公売に関すること 債権管理課
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改定後 改定前 備考

（４）専門家団体との連携体制

空家等に係わる問題には様々な要因があり、その解決にあたって

は庁内をはじめ国・道・各専門家団体などの連絡調整や連携が必要

不可欠となります。このため、空家等に関する取り組みを実効性あ

るものとするための連携体制を構築しています。空家等の所有者や

相続人への啓発、不動産市場への流通促進や活用促進、管理不全防

止のための空家管理対策などの推進を目的として、不動産・法務・

建設等の専門家団体と連携や協力体制を整え、相続から管理活用な

ど、空家等が抱える課題解決に取り組みます。

協力体制

（２）専門家団体との連携体制

空家等に係わる問題には様々な要因があり、その解決にあたって

は庁内をはじめ国・道・各専門家団体などの連絡調整や連携が必要

不可欠となります。このため、空家等に関する取り組みを実効性あ

るものとするための連携体制を構築しています。空家等の所有者や

相続人への啓発、不動産市場への流通促進や活用促進、管理不全防

止のための空家管理対策などの推進を目的として、不動産・法務・

建設等の専門家団体と連携や協力体制を整え、相続から管理活用な

ど、空家等が抱える課題解決に取り組みます。

協力体制（案）

変更

変更専門家団体名 相談内容

公益社団法人

北海道宅地建物取引業協会室蘭支部

不動産の売買に関すること

公益社団法人

全日本不動産協会北海道本部

不動産の売買に関すること

札幌弁護士会 土地・建物の紛争・訴訟に関すること

札幌司法書士会 土地・建物の相続・登記、成年後見人等に関するこ

と

公益社団法人

シルバー人材センター

空家の管理（見回り、除草、樹木の剪定、小修繕）

に関すること

専門家団体名 相談内容

公益社団法人

北海道宅地建物取引業協会室蘭支部

不動産の売買に関すること

札幌弁護士会 土地・建物の紛争・訴訟に関すること

札幌司法書士会 土地・建物の相続・登記、成年後見人等に関するこ

と

公益社団法人

シルバー人材センター

空家の管理（見回り、除草、樹木の剪定、小修繕）

に関すること
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改定後 改定前 備考

３－６ 空家等対策の取組方針

（１）（省略）

（２）特定空家の防止と解消

特定空家等に認定された所有者に対し、特措法に基づき段階を経た

行政指導などにより、管理不全な状態の解消を進め、生命・財産への

被害防止に努めます。

（３）空家の流通と活用促進

小規模な修繕等により、利活用が図られる空き家に対して助成を行

い、中古住宅としての流通・活用促進の検討を進めます。

（４）（省略）

３－６ 空家等対策の取組方針

（１）（省略）

（２）空家の流通と活用促進

小規模な修繕により、利活用が図られる住宅に対して助成を行い、

中古住宅としての流通・活用促進の検討を進めます。

（３）特定空家の防止と解消

特定空家等に認定された所有者に対し、特措法に基づき段階を経た

行政指導などにより、管理不全な状態の解消を進ます。

（４）（省略）

省略

変更

追加

変更

省略



Ｒ２ 改定 新旧対照表

（傍線の部分は改定部分）
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改定後 改定前 備考

４－１ 空家化の予防

（１）空家に関する啓発活動の展開

（２）～（３）（省略）

（４）専門家団体と連携した空き家相談会の実施

専門家団体が主催する相談会と連携して、空き家に関する相談や

啓発活動を行い、空家化防止を促進します。

４－２ 管理不全な空家の防止と解消

（１）空家等の適正管理に向けたパンフレットの配布（再掲）

（２）（省略）

（３）空家活用促進助成金（老朽空家等活用支援事業）による除却の

促進

特定空家等に認定された空家を取得し解体する住民を対象に、空

家の除却費用の一部に助成を行い、安全安心な生活環境の促進を図

ります。

助成金活用事例

４－１ 空家化の予防

（１）納税通知書に啓発チラシを同封

（２）～（３）（省略）

４－２ 管理不全な空家の防止と解消

（１）窓口での啓発チラシ等の配布

（２）（省略）

（３）特定空家等活用推進補助金による除却の促進

特定空家に認定された空家を新たな取得し活用する所有者を対象

に、空家の除却や付属施設改修費用の一部に助成を行い、安全安心

な生活環境の促進を図ります。

変更

省略

新設

変更

省略

変更

除却後除却前



Ｒ２ 改定 新旧対照表
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23

改定後 改定前 備考

（４）所有者等に対する対応強化

倒壊等の恐れがある危険性の高い空家については、「特定空家等」

への認定と段階を経た行政指導を行うことによって、所有者の責任

を明確化し、自主的な改善を促します。

４－３ 空家の流通と活用促進

（１）～（２）（省略）

（３）金融機関と連携による活用策の周知

金融機関と連携し「一般社団法人 移住・住み替え支援機構」が

実施するマイホーム借り上げ制度や、サブリース会社と連携して一

定の家賃保証を組合わせた制度などの活用策周知を促進してまい

ります。また、「独立行政法人 住宅金融支援機構」と協定を結び、

室蘭市空家活用促進助成金を活用して解体した空家の跡地に住居

を新築する場合には、住宅ローンの借入金利を引下げする取組も行

っています。

４－３ 空家の流通と活用促進

（１）～（２）（省略）

（３）金融機関と連携による活用策の周知

金融機関と連携し「一般社団法人 移住・住み替え支援機構」が

実施するマイホーム借り上げ制度や、サブリース会社と連携して一

定の家賃保証を組合わせた制度などの活用策周知を促進してまいり

ます。

新設

省略

追加



Ｒ２ 改定 新旧対照表
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改定後 改定前 備考

（４）室蘭市空き家バンク制度の活用

室蘭市では平成 26年 10月より「室蘭市空き家バンク」を開設し、
空き家や空き地等を売却したい人（所有者等）と、居住するために

土地や建物を購入したい人（住み替え・移住希望者等）とのマッチ

ングを図ると共に、公益社団法人北海道宅地建物取引業協会室蘭支

部と協定を締結し、その事業者が媒介等を行うことにより、安心し

て不動産の利活用を図る制度を運用しています。

引続き、この制度を活用して空き家等の再利用や有効活用を促進

してまいります。

（５）北海道空き家バンク制度及び全国版空き家・空き地バンク制度

との連携

国の開設した「全国版空き家・空き地バンク」や北海道が運営す

る「北海道空き家情報バンク」と連携を図り、移住・定住の促進や

住宅ストックの循環利用を推進します。

（４）室蘭市空き家バンク制度の活用

室蘭市では平成 26年 10月より「室蘭市空き家バンク」を開設し、
空き家や空き地等を売却・賃貸したい人（所有者等）と、居住する

ために土地や建物を購入・賃借したい人（住み替え・移住希望者等）

とのマッチングを図ると共に、公益社団法人北海道宅地建物取引業

協会室蘭支部と協定を締結し、その事業者が媒介等を行うことによ

り、安心して不動産の利活用を図る制度を運用しています。

引続き、この制度を活用して空き家等の再利用や有効活用を促進

してまいります。

（５）北海道空き家情報バンク制度との連携

北海道が運営する「北海道空き家情報バンク」と連携を図り、空

き家及び空き地の有効活用を通して、移住・定住の促進や住宅スト

ックの循環利用を推進します。

削除

新設

追加

変更
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改定後 改定前 備考

４－４ 空家に係わる跡地の活用

（１）（省略）

（削除）

（２）北海道空き家バンク制度及び全国版空き家・空き地バンク制度

の活用

国の開設した「全国版空き家・空き地バンク」や北海道が運営す

る「北海道空き家情報バンク」と「室蘭市空き家バンク」を連携し、

広く周知することで更なるマッチングを図ります。

（３）民間事業者による活用の検討

他都市の事例等を収集しながら、民間事業者等と連携して、空き

家除却後の跡地活用の可能性を検討に努めます。

４－４ 空家に係わる跡地の活用

（１）（省略）

（２）室蘭市空き家バンク制度の活用 削除

新設

新設


