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第１章  計画の概要 

１ 計画の目的 
  平成30年住宅・土地統計調査（総務省）によると、塩尻市の空き家率は13.1％であり、全国の平均値 
（13.6％）を下回っています。しかし、塩尻市の人口は、平成17 年以降、緩やかな減少過程に入ってお 
り、今後、空き家は増加するものと考えられます。中でも、放置され管理不全の状態となった空き家の 
増加は、防災、防犯、景観や生活環境などに問題を生じさせます。さらには、空き家化の進行は地域コ 
ミュニティの活力低下の要因ともなります。 
  こういった状況に対して塩尻市では、平成28年度から塩尻市振興公社と連携し、空き家利活用事業 
に力を入れています。 
  また、老朽化し危険な空き家については、安全対策や助言・指導するなどの対策を進めてきています。 
  本計画は引き続き、平成27年5月26日全面施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下 
「法」という。）及び平成27年4月1日施行の「塩尻市空き家等の適正管理に関する条例」（以下「条例」 
という。）の制定目的との整合を図りつつ、空き家化の予防、活用・流通の促進、管理不全対策、跡地 
利用の誘導といった視点からの取り組みを進めるなどして、安全安心はもとより活力ある地域づくりの 
実現を図ることを目的とします。 
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２ 計画の位置付け 

   本計画は、法第6条の規定に基づき、国が定めた基本指針に沿って本市の空き家対策を総合的かつ 

計画的に推進するための基礎とします。 

   なお、計画の推進にあたっては、第五次塩尻市総合計画等との整合を図るものとします。 

 

・第五次塩尻市総合計画 
・国土利用計画第三次塩尻市計画 

・空家等対策の推進に関する 
  特別措置法 
・塩尻市空き家等の適正管理に 
  関する条例 

塩尻市 
空家等対策計画 

関係法令 

・塩尻市都市計画マスタープラン 
・塩尻市立地適正化計画 
・その他各種計画 

＜塩尻市計画＞ 



３  空き家等の定義 
  

        本計画で対象とする空き家等の定義は、法第2条第1項で定めるとおり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。）をいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するも 
のを除きます。 
  また、特定空き家等の定義については、法第2条第2項で定めるとおり、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います。 

４ 計画の期間 

  計画の期間は、第五次塩尻市総合計画の見直し時期を踏まえ、令和2年度から令和5年度までの 

4年間とします。ただし、各種施策の実施や社会情勢の変化等により必要に応じて見直しを行います。 

５ 計画の対象地区 

   市内全域に空き家等が見られることから本計画の対象は、全10 地区の行政自治区を単位とする 

市内全域とします。 

  また、特に空き家等対策を重点的に推進する地区として、塩尻市立地適正化計画との整合を図り、 

 本市の居住誘導区域を重点対象地区と定め、空き家等対策を講じていきます。 

     

６  空き家等の種類 

  本計画で対象とする空き家等の種類は、法第２条第１項に規定される「空家等」（同条第２項で規定 

される「特定空家等」を含む。）とします。 

 

７ 計画の公表等 

（１）計画の進捗管理と検証 

   本計画の取り組み状況については、市建築住宅課で進捗管理を行い、必要に応じて庁内会議や塩 

尻市空家等対策協議会で協議を経て内容等の見直しを行います。 

 

（２）計画の公表 

  本計画は、市のホームページ等により公表します。 

≪ 法、条例による空き家の定義 ≫ 

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 

 
・倒壊、著しく保安上危険のおそれ 
・著しく衛生上有害となるおそれ 
・著しく景観を損なっている状態 
・その他生活環境の保全から放置 
 することが不適切な状態 

特定空き家等 

空き家等 
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第２章  空き家等の現状と課題 

１ 空き家の現状 

（１）全国及び長野県の現状 

  平成30年住宅・土地統計調査（総務省）によると全国の住宅総数6,240万7,400戸の内、空き家が848 

万8,600戸で、空き家率（総住宅数に占める空き家の割合）は13.6％と過去最高となっています。 

  また、長野県は住宅総数100万7,900戸の内、空き家が19万7,300戸で、空き家率は19.6％となり5年 

 前の前回調査に比べ0.2ポイント下がりました。（表1.2） 

  なお、空き家率は、山梨県、和歌山県に次いで全国3番目の高さとなっています。 

  

（２）塩尻市の現状 

  平成30年住宅・土地統計調査（総務省）では、住宅総数3万960戸のうち、別荘・賃貸等を含む空き家 

が4,070戸で空き家率は13.1%となり、5年前の前回調査に比べ1.6ポイント下がりました。 （表1.2） 

  また、平成30年の塩尻市空き家種類別の内訳は、平成25年と比べてその他住宅の戸数は増加し、 

それ以外は減少しています。（表3.4）  

 なお、平成30年度の市内戸建て住宅でみた空き家率は、3.3%となっています。（資料1） 

  

          表1 平成25年塩尻市、長野県の住宅数 

 

 

 

 

 

                                 

  

   

 

   

                                                「平成25年住宅・土地統計調査結果」(総務省 統計局)  

     ※１：一時現在者のみの住宅及び建築中の住宅（一時現在者とは、昼間のみ使用している、何人 

        かの人が交代で寝泊まりしているなど、普段居住している者が一人もいない住宅）  

            

      表2 平成30年塩尻市、長野県の住宅数                 

 

     

 

                                  

    

 

 

 

 

 

                             「平成30年住宅・土地統計調査結果」(総務省 統計局)                  

 

     

 

                                    

 

3 

  住宅総数（戸） 居住世帯あり（戸） 

居住世帯なし（戸） 

空き家（戸） 
 

その他※１ 
 

塩尻市 
29,850 25,360 4,400 90 

 100.0％ 85.0％ 14.7％ 0.3％ 

長野県 
982,200 783,200 194,000 5,000 

100.0％ 79.7％ 19.8％ 0.5％ 

  住宅総数（戸） 居住世帯あり（戸） 

 
居住世帯なし(戸) 

 

空き家（戸） 

 
その他 

 

塩尻市 
30,960 26,820 4,070 70 

100.0％ 86.6％ 13.1％ 0.2％ 

長野県 
1,007,900 806,500 197,300 4,100 

100.0％ 80.0％ 19.6％ 0.4％ 



 
 
 
 
 
 

                                                 「平成30年住宅・土地統計調査結果」(総務省 統計局) 
 
 
 
 

※1 二次的住宅 ： 週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅でふだんは人が住んでいない 
              住宅及びふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに   
                           寝泊まりしている人がいる住宅  
※2 賃貸用住宅 ： 新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 
※3 売却用住宅 ： 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 
※4 その他住宅 ： ※1から※3以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期   
                           にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅等など 
                        （注：空き家の区分の判断が困難な住宅を含む。） 
 
                                            「総務省 統計局（用語の解説）」引用 
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空き家総数 

（戸） 

内   訳 

二次的住宅 
     ※1 

賃貸用住宅 
     ※2 

売却用住宅 
     ※3 

その他住宅 
     ※4 

戸 数 4,400 140 2,350 80 1,830 

構成比 100.0％ 3.2％ 53.4％ 1.8％ 41.6％ 

  
空き家総数 

（戸） 

内   訳 

二次的住宅 賃貸用住宅 売却用住宅 その他住宅 

戸 数 4,070 120 1,710 30 2,210 

構成比 100.0％ 3.0％ 42.0％ 0.7％ 54.3％ 

         表3 平成25年塩尻市空き家種類別の内訳 

        表4 平成30年塩尻市空き家種類別の内訳 

「平成25年住宅・土地統計調査結果」(総務省 統計局) 
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   イ 調査範囲  

     市内全域 

   ウ 調査期間 

      （ア）平成25年度実態調査  平成25年11月から平成26年3月 

     （イ）平成30年度実態調査  平成30年6月から平成30年12月 

   エ 調査方法 

    各地区に「空き家等と思われる建物」についての調査依頼をし、情報提供していただく。 

   オ 調査結果 

    （ア）市内に630件の空き家等と思われる建物を確認。（平成25年度空き家台帳）（表5 ①） 

    （イ）市内に310件の新たな空き家等と思われる建物を確認。（表5 ②） 

   

  

 

   

    イ 調査範囲  

     市内全域 

   ウ 調査期間 

       （ア）平成25年度空き家台帳現地調査  平成30年4月から平成31年1月 

      （イ）平成30年度現地調査           平成31年4月から令和元年9月 

   エ 調査方法 

     現地調査にて、空き家等実態調査票(資料2)を用い、ランク付けを行う。(資料3) 

   オ 調査結果                                                                                                            

     （ア）市内に515件の空き家等と思われる建物を確認。（表5 ③） 

       （イ）市内に825件の空き家等と思われる建物を確認。（平成30年度空き家台帳）（表5 ④） 

   カ 調査後   

     調査結果については、データベース化する。 

２ 塩尻市空き家等調査 

 （１） 実態調査 

    ア 調査目的 

    市内の空き家等と思われる建物を把握するため調査を行う。 

             

 （２） 現地調査 

    ア 調査目的 

     空き家等の真偽及び状態を把握するため調査を行う。(資料2) 

３ 所有者等意向調査（アンケート調査） 
 （１）調査の概要及び結果 
  ア 調査目的 
     空き家等を所有し、管理し、又は占有する者（以下、「所有者等」という。)の意向を把握し、空き家   
   等利活用の方向性を検討するため調査を行う。     
  イ 調査対象 
    平成25年度空き家台帳及び平成30年度空き家台帳に登録された空き家の所有者等。 
  ウ 調査内容 
    資料4参照 
  エ 調査期間 
   （ア）平成28年6月から平成29年12月  
    （イ）平成31年1月から令和元年12月 
  オ 調査方法 
     空き家等と思われる建物の所有者等に、利活用や管理に関するアンケート用紙を送付する。  
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地区名 都市計画区分 アンケート発送数 回答数 回答率 売却のみ希望 賃貸のみ希望 売却・賃貸、両方希望 

大門 
市街化区域 74 23 31.1  4 1 3 

調整区域 1 0 0  0 0 0 

塩尻東 
市街化区域 15 7 46.7  3 0 1 

調整区域 75 36 48.0  4 0 8 

広丘 
市街化区域 31 18 58.1  4 0 4 

調整区域 17 9 52.9  1 3 1 

片丘 調整区域 20 11 55.0  3 2 4 

宗賀 
市街化・その他区域 34 13 38.2  3 0 1 

調整区域 31 15 48.4  3 2 3 

洗馬 その他区域 52 37 71.2  4 3 3 

楢川 その他区域 87 56 64.4  16 0 10 

北小野 その他区域 66 51 77.3  10 0 10 

計   503 276 54.9  55 11 48 

※住所不明等により、アンケート未発送先もあり 

  表6 第1回アンケート調査結果   
 

  表5 空き家等調査結果表   
 

地区 
◆Ｈ25年度調査 

空き家数 
◆H30年度空き家調査(Ｈ31/1/16) 
（H25年度登録空き家見直し結果） 

◆H30年度調査 
空き家数 

    
H30/3/2 
空き家 
件数 

Ｈ25年度基準 

増減 
居住・解体 

・新築 

(空き家数)－ 
(居住・解体 

・新築） 

H31/1/16 
空き家 

見直し結果 

重複確認後 
新規件数 

Ｈ30年度 
空き家 
件数 

Ｈ25年度基準 

増減 

塩尻東 116 115 -1 31 84 84 33 117 1 

吉田 22 25 3 2 23 23 39 62 40 

広丘 43 45 2 12 33 33 27 60 17 

高出 20 21 1 0 21 21 19 40 20 

宗賀 86 85 -1 19 66 66 24 90 4 

洗馬 66 68 2 5 63 63 25 88 22 

大門 65 56 -9 11 45 45 45 90 25 

楢川 106 103 -3 12 91 91 58 149 43 

片丘 25 30 5 7 23 23 18 41 16 

北小野 81 84 3 18 66 66 22 88 7 

計 ①630 632 2 117 515 ③515 ②310 ④825 195 

 カ 調査結果（（ア）の結果） 
     発送数503件に対し、276件（54.9％）の回答が返ってきました。うち、売却希望が55件、賃貸希望が11  
   件、売却・賃貸両方希望が48件という内訳であり、回答のあった方のおよそ4割の方が利活用意思ありと  
   いう結果となりました。（表6） 
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４ 空き家等の対策における課題 

  市民の方からの空き家相談や、アンケート調査等からみえてきた空き家等対策を進めていく上で 

の課題としては、次のようなことが考えられます。 

 

（１） 所有・相続に関すること 

・所有者等の管理や周辺環境への影響に対する当事者意識が希薄である。 

・住宅所有者等の高齢化が進んでいる。 

・単身高齢世帯について、死亡や施設への入所などにより、建物所有者が不在となる。 

・相続人が別に居住しており、利用する意志が無い。 

・相続登記がされないため所有者等の特定に時間がかかる。責任の所在が明確にならない。 

・相続人が多数おり、権利関係の整理が難しく、対処方法が分からない。 

・土地所有者と建物所有者が異なっており、互いに疎遠になっている。 

 

（２） 土地建物規制に関すること 

・無接道、狭小敷地での建蔽率制限などにより建て替えが困難である。 

・市街化調整区域では、用途変更など都市計画法に関する規制がある。 

・建物が耐震化されていないものが多く、利活用（改修時）に費用がかかる。 

 

（３） 売買等に関すること 

・中古住宅の流通が十分に図られていない。 

・中古住宅として売買や賃貸等、他用途施設への活用に関するノウハウがない。 

・中古住宅の現況調査（インスペクション）の認知度が低い。利用者が少ない。 

・中山間地域では建物を除却しても土地が売買困難である。  

 

（４） 管理に関すること 

・年齢や体力面などの理由により十分に管理されていない。 

・住宅所有者や相続人が遠方におり、定期的な維持管理が難しい。 

・地域住民等が異常に気付いても、連絡先が分からない。 

 

（５） 建物解体に関すること 

・解体費用の捻出が困難である。 

・解体すると土地の固定資産税の住宅用地特例がなくなるので、費用をかけて解体したくない。 

・建物解体後の土地利用や売却の見込みがない場合、解体したくても費用がかかるため実行に移   

 すのが困難である。 

 

（６）その他 

・問題解決のための専門知識や適切な相談先の情報が不足している。 

・境界立合いなどの際、空き家所有者等の特定に時間と労力がかかる。 

・空き家等に関する制度や法律などの様々な情報が十分浸透していない。 

・重要伝統的建造物群保存地区により、改修や解体が困難である。 

    

     



第３章  空き家等対策の基本方針 

１ 基本方針 

  次の4つの基本方針のもと、総合的かつ計画的に空き家等対策を推進します。 

 （１）所有者意識の醸成と空き家等に対する理解増進 

    様々な機会、媒体を通じて空き家等に関する情報を発信し、建物所有者による適正管理の重要 

    性や周囲に対する配慮などの意識を高めていくことで、空き家等の発生を抑制します。 

  

 （２）移住・定住や地域の活性化・まちの魅力向上に向けた流通・利活用の促進 

    利用可能な空き家等を地域の有効な資源と捉え、市場流通や利活用の促進を図り、地域の活性 

   化、移住・定住の促進、まちの魅力向上につなげます。 

 

 （３）特定空き家等に対する取り組み強化 

    特定空き家等は倒壊等保安上の危険性や雑草の繁茂や、害虫の繁殖等、周辺の生活環境に悪 

  影響を与える可能性が高いことから、優先的に取り組んでいきます。 

 

 （４）住民からの相談体制の構築 

    空き家等の所有者等に対して空き家等対策の情報提供を行うとともに、所有者等から空き家等 

  の利活用や適正管理、除却等について相談があった時は、丁寧かつ迅速に対応するため、空き家 

  コーディネーターと連携した相談体制を築きます。 

 

 

 

 

 

     

   表7 目標指標 
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 施策  指標 

  
現況 

（令和元年度） 

  
目標 

（令和５年度） 

数値 数値 

  
１. 空き家等対策全般 

  
 空き家等の数 
（令和元年度対比） 

           ７９５戸 
             ７９５戸 
            （±０） 

  
２.管理不全な空き家等

の対策 
  特定空き家等の数               ３戸               ０戸 

  
３. 空き家等の利活用 
   施策 空き家バンク登録物件  

 の成約件数（累計） 

  
       
      ８５件 
   

  
  
     ２００件 
 

２ 空き家等対策における目標指標 

  現在行っている施策の継続や見直し、並びに新規施策の検討及び実施を行い、本計画終了年 

 度である令和５年度までに次に掲げる目標達成を目指します。（表7） 



 

１ 空き家等の調査 

  （１）調査目的 

      空き家等の所在、状態等を把握し、空き家に関する基本的施策を推進する上での基礎資料とするこ  

   とを目的とします。  

  

  （２）調査方法 

       5年ごと各地区に空き家等と思われる建物の情報提供依頼を行い、市職員が現地調査を実施。 

     また、空き家等実態調査票を用い、ランク付けを行います。(資料2.3) 

 

  （３）空き家等台帳の作成（データベース化） 

    空き家等の調査により取得した情報及び空き家等対策を行うにあたり、必要な情報について、 

   データベースを整備し、市建築住宅課で管理します。 

２ 空き家等発生の予防と適正管理の促進 

   人口減少や高齢化、単身世帯化などにより、今後も空き家等は増加することが予想されます。  

   空き家等の増加を抑制するために、現在の居住者に対して対策を講じることで、新たな空き家等が発 

 生することを予防します。 

   また、個人の財産である空き家等の適正な管理は、第一義的には所有者等が自らの責任において行 

   うことが原則です。このことを所有者等へ啓発するため、次の取り組みを実施し、空き家等が管理不全の 

   まま放置されることを防止します。  

   

  （１）市民への啓発 

        所有している建物等が空き家等になった場合、空き家等の適正管理は第一義的にはその所有者等 

      に責任があるということを広報紙やホームページ等で広く周知し、市民の意識啓発を行います。 

   

  （２）相談体制の整備 

      庁内関係部局との情報共有や連携により、住宅の適正管理等への相談に早期対応するほか、民間 

     との協働により管理不全な空き家等の発生を予防します。 

    また、市と移住・定住コーディネート事業の実施に係る業務協定を結んでいる一般財団法人塩尻市   

     振興公社（以下、「公社」という。）が株式会社しおじり街元気カンパニー（以下、「街カン」とい う。）に委 

     託し、街カンが利活用相談に関するワンストップ窓口となっています。 
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３ 空き家等の利活用促進 

  （１）ワンストップ窓口 
    利活用事業については、街カンがワンストップ窓口となり、空き家の基礎情報調査、データベース構築、  
     空き家利活用モデルの企画・実施、空き家バンク制度の業務を行っています。 
    また、塩尻市空き家利活用促進連絡会(市内不動産企業19社)との連携を図り、物件の確認、査定、公   
     開、空き家所有者等と利活用希望者とのマッチングを行うなど、移住・定住を促進するための住環境支 
  援を行っています。（図1） 
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  図1 空き家等利活用のサポート体制 

（２） 空き家バンクについて 

  ア 空き家バンクとは 

   空き家等の有効な利用を希望する所有者等から申し込みを受けて登録した空き家等の情報を、市内に 

  定住するために当該情報を得ようとする者に対し、提供する仕組みです。 

     市では塩尻市空き家バンク制度要綱を定め、平成24年3月から運用を開始しており、市内の空き家等を 

   有効に利用して、本市への移住及び定住を促進することにより、地域の活性化を図ることを目的としてい 

   ます。 

    登録申し込みされた空き家等は、市の空き家バンク及び長野県の空き家バンク（楽園信州空き家バン  

 ク）へ登録され、インターネット上に掲載し、募集者を募ります。 

   

   イ  実績    表8参照 

表8 空き家バンク実績状況    
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（３）補助金制度について 
 
 ア 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金  
   市では平成28年4月より、居住環境を整備することにより、空き家等の利活用及び本市への移住又は  
  定住を促進するため、空き家等の活用等に要する経費（整備・改修・解体）に対し、補助金を交付する制 
  度を設けて、運用しています。（表9）    

  表9 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金の概要 

表10 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金の実績                     

 

   補助金事業 

 
 Ｈ28件数 

 
 Ｈ29件数 

 
 Ｈ30件数 

 

 Ｒ元件数 

 
  整 備 

  
     ５ 

  
    １２ 

 
     １７ 

   
           １３ 

 
  改 修 

   
     ７ 

    
     ８ 

  
        １３ 

    
            ９ 

 
  解 体 

   
     ４ 

    
     ９ 

   
          １６ 

   
           ２７ 

 
  合 計 

   
     １６ 

   
    ２９ 

   
          ４６ 

   
           ４９ 

イ 補助金実績   表10参照 
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(４)お試し住宅について 

  移住を検討されている方が塩尻または塩尻周辺の環境を知るため、もしくは移住準備として仕事や住 

 居を探すために、短期間の滞在ができる物件です。 

   塩尻市では、北小野地区に移住お試し住宅として家具付き住宅を１棟貸し出しています。 

   ア  入居対象者 

       塩尻市外に在住しており、塩尻市への移住を検討されている方 

 イ 賃貸期間及び賃貸料(令和元年12月時点) 

   ・賃貸期間は、１日から最長２か月まで 

   ・賃貸料は6,000円/3日以内、12,000円/週、36,000円/月（光熱水費込み） 

 ウ 契約方法 

    公社(街カン)と利用者で定期賃借契約を締結 

  

４ 空き家等対策における施策 

  空き家等の対策における課題に対し、先に挙げた具体的な取り組みのほかに、今後空き家等対策を効果  

  的に行うため、次のような取り組みを行います。 

   

（１） 空き家等対策における情報提供等に関すること 

   ア 空き家等の発生抑制、空き家等所有者等の適正管理等の意識付け強化を図るため、セミナー等を 

            開催します。 

    

         イ 行政手続や司法手続等、専門分野に特化した相談会等を開催します。 

 

(２)  空き家等の利活用に関すること 

    ア 空き家等の更なる利活用促進のため、塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金の見直し 

     を行います。 

         

          イ  空き家等の除却跡地等に係る固定資産税等の減免措置を検討します。 

 

（３） 空き家等の早期実態把握に関すること 

   ア   空き家等情報を早期に収集し、早い段階から空き家等対策に取り組めるよう、庁内、庁外 

     からの空き家等の情報収集体制の構築を検討をします。  
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第５章  特定空き家等に対する措置及びその他の対処 

 

（１）措置の優先 

   特定空き家等のうち、周辺建築物や道路又は不特定の者に対して悪影響を及ぼすもの若しくは  

 及ぼす恐れが高いものから優先して措置を行うものとします。      

 

（２）措置内容の検討 

  ア 特定空き家等に対する措置を行うため、職員等は必要な限度において立入調査を実施し、建 

     築物の状態を把握します。（法第9条及び条例第8条） 

  イ 調査結果に基づき、地域住民へ及ぼす悪影響を解消し、かつ所有者等の負担が少ない措置 

     の内容を検討します。   

  ウ 措置の内容（命令・公表・代執行）を決定するにあたっては、塩尻市空き家等適正管理審査会 

  に意見を聴かなければならないとなっています。（条例第19条） 

 

２ 特定空き家等の認定 

  国の特定空き家等に対するガイドラインに基づき、市の特定空き家等の認定基準により、損壊の 

 程度、市民の生活環境に及ぼす影響等を十分に勘案し、総合的に判断します。 

   

３ 措置の実施 

（１）助言・指導（法第14条第1項及び条例第10条関係） 

   市長は、特定空家等の所有者等に対して、除却・修繕・立木の手入れ・その他必要な措置をとる 

   よう助言・指導を行います。 

 

（２）勧告（法第14条第2項及び条例第11条関係） 

   市長は、助言・指導を行っても必要な改善が見られない場合は、相当の猶予期限を付けて助言・ 

  指導の内容を講じるよう所有者等に勧告を行います。 

   勧告を行う場合は、固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなることから、税担当部署と 

  十分打ち合わせを行うとともに、所有者等にその旨を通知します。 

 

（３）命令（法第14条第3項及び条例第12条関係） 

   市長は、勧告を行っても必要な改善が見られない場合で、特に必要と認めた場合は、所有者等 

  に対して相当の猶予期限を付けて勧告の措置を講じるよう命じます。 

     市長は、命令をする場合においては、法第14条第4項から第8項及び第11項から第13項の規定、 

  条例第12条第2項から第9項の規定に基づき実施します。 

 

 

 

 

１ 措置の方針 
    特定空き家等は、適切な管理が行われず地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることから、 
   地域住民の生命、健康、財産の保護を図るとともに、健全な生活環境の保全を図るため、市は必要 
   な措置を講じます。 
   なお、所有者等による空き家等の適正管理を促進するとともに、空き家等が管理不全な状態にな   
 ることを未然に防ぐため、法第12条及び条例第5条による情報の提供その他必要な支援をあわせて 
 実施します。 
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図2  特定空き家等に対する措置のフロー図    

（４）行政代執行（法第14条第9項、行政代執行法第2条及び条例第14条関係） 

   市長は、命令の措置が履行されないときや履行しても十分でない場合等に、行政代執行法（昭和 

  23年法律第43号）の規定に基づき、命令の措置を所有者等に代わり行います。 

 

（５）略式代執行（法第14条第10項） 

   市長は、必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて必要な措置を命ぜられるべき所 

  有者等が確知できない場合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 

  行わせます。 
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第６章  空き家等対策の実施体制 

１  庁内の組織体制及び役割 
    空き家等に関する相談窓口を市建築住宅課及び街カンに設置し、対応します。 
    また、空き家等の相談内容は多岐に及ぶことから、庁内の関係部署及び関係機関等と連携・調整を 
 図りながら、迅速に対応します。（表11） 
 
 表11 庁内の組織体制と役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
２ 関係機関との連携 
 （１）塩尻市空家等対策協議会 
    本市の空き家等対策を実施するにあたり、本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、塩尻市空家等対策協議会を設置します。 
    なお、委員構成については表12のとおりとなります。 
   
   表12 委員構成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 

課 名 役 割 

建築住宅課 空き家全般（景観含む）に関すること 

地方創生推進課 移住・定住の促進に関すること 

産業政策課 空き店舗に関すること 

危機管理課 防災・防犯に関すること 

生活環境課 ごみ（衛生）に関すること 

森林課 有害鳥獣に関すること 

建設課 市道及び河川の管理に関すること 

建設課、都市計画課 通学路に関すること 

税務課 固定資産税・都市計画税に関すること 

経営管理課、税務課、市民課、財政課 空き家等の調査に関すること 

地域振興課 自治行政区に関すること 

社会教育課 重要伝統的建造物群保存地区等に関すること 

分 野 団体名 

市 長   塩尻市 

建 築   公益社団法人長野県建築士会 松筑支部  

法 務   長野県弁護士会 松本在住会 

法 務   長野県司法書士会 松本支部 

不動産   長野県土地家屋調査士会 松本支部 

不動産   一般社団法人長野県宅地建物取引業協会 宅建塩尻 

地域住民  塩尻市区長会 理事 

関係機関   空き家コーディネーター（株式会社しおじり街元気カンパニー） 
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（２）塩尻市空き家等適正管理審査会（以下「審査会」という。） 
    条例第16条に基づき設置し、条例第12条（命令）、第13条（公表）及び第14条（代執行）に規定す 
 る措置をとろうとするときは、条例第19条に基づき、「審査会の意見を聴かなければならない」 となってい  
   ます。（資料8） 
 
 
（３）その他機関 
    ア 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士 
   相続に関する相談及び調査、財産の所有権移転手続き等 
   
 イ   不動産業者団体 
   所有者等の空き家等利活用相談、空き家バンクの運営等 
  
  ウ 法務局 
   登記簿情報の提供等 
  
  エ   建設業者等 
   空き家等の解体、改修相談及び対応等 
  
  オ   金融機関 
   リバースモーゲージ（自宅を担保にそこに住み続けながら融資を受けるシニア層向けのローン）等 
  
  カ 警察署 
   危険回避のための対応等 
  
  キ 消防署 
   災害対策、災害時の応急処置等 
  
  ク   自治会 
   空き家等の情報提供、跡地の利活用等 
  
   ケ 税務署 
   空き家の3,000万円特別控除に係る確定申告等 
   
 

３ その他空き家等対策の実施に関し必要な事項 
 （１）地域での空き家等対策の検討と情報の共有 
    空き家等の管理は第一義的には、所有者等が適切に管理若しくは活用すべき問題でありますが、 
  地域全体で対処方法を検討・共有することは有効であるため、空き家対策等の情報について広く公 
  開を行います。 
  
 （２）計画の変更 
    塩尻市空家等対策計画は、地域情勢の変化、法令や国の補助制度等の改正、第五次塩尻市総 
   合計画の見直し等、必要に応じて見直しを行うこととします。 
 
 
 
 
     
 
  



【資料編】 

  

     資料1 塩尻市空き家率（戸建て住宅）   

※1：Ｈ31.1.1の固定資産台帳上の家屋（店舗併用住宅を含む）件数 

      空き家率（戸建て住宅・地区別）      Ｈ３０年度実績 

地 区 名 
戸建て住宅 
件数 ①※1 

空き家 
件数 ② 

空き家率（％） 
②/①＝③ 

塩尻東 3,475  117  3.4% 

吉田 2,868  62  2.2% 

広丘 4,911  60  1.2% 

高出 1,727  40  2.3% 

宗賀 2,425  90  3.7% 

洗馬 2,148  88  4.1% 

大門 3,384  90  2.7% 

楢川 1,671  149  8.9% 

片丘 1,567  41  2.6% 

北小野 1,189  88  7.4% 

合計 25,365  825  3.3% 

    資料2 空き家等実態調査票  

（　　　　　　）地区

1 建物の倒壊の危険性 有 無

2
建築資材等の飛散・落下の危
険性

有 無

3
不特定者の侵入による犯罪の
危険性

有 無

4
その他工作物や立木の倒壊に
よる危険性

有 無

5 火災の危険性 有 無

6 害虫やネズミ等の発生 有 無

7
道路交通等の公共の場所の
利用に支障が生じている

有 無

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

空
 
き
 

家
 

等
 

の
 

状
 

況

備考

塀(フェンス)・物置・倉庫・煙突等の破損によ
る危険性

アメシロ、松毛虫やネズミ等の発生もしくは恐
れがある危険性

①　居住していない　　　　　　　　　　　　②　居住している

判
定
ラ
ン
ク

居住の別

№

建物付近の建築資材・枝木・草・ごみ等の放置
による危険性

扉、窓ガラス等の未施錠、破損や、敷地への侵入防止
がないことによる危険性

公共用道路等に樹木がはみ出し、道路に面した
塀等の傾きで通行の支障が出る危険性

軒・屋根の飛散や、外壁等の剥離落下の危険性

老朽化もしくは風雨等による建築部材の飛散や倒壊す
る危険性

空　き　家　等　実　態　調　査　票

　　　　　　　　　　　　　　（調査日） 　　　　　　　年　　　　月　　　  日  

所  在  地

所  有  者

17 



Ｈ３０年度実績 

資料3 地区別ランク表 
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判定内容 
    地区 
 
ランク 

件 数 
割合％ 

塩尻東 吉田 広丘 高出 宗賀 洗馬 大門 楢川 片丘 北小野 合計 

管理に特段問題がなく、 
現状のまま利用可能 

Ａ 4 10 5 3 2 0 17 1 1 2 45 5.5% 

管理に特段問題がなく、 
多少の補修で利用可能 

Ａ(Ｂ) 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 0.6% 

管理が行き届いていない 
が、小規模な修理で利用 
可能 

Ｂ 19 10 16 8 13 15 20 13 5 23 142 17.2% 

管理が行き届いていない 
が、複数個所修理で利
用可能 

Ｂ(Ｃ) 10 13 6 4 2 5 11 5 5 5 66 8.0% 

倒壊の可能性はないが、 
現状のままの利用は困
難 

Ｃ 78 29 28 21 58 55 36 110 25 49 489 59.3% 

倒壊の可能性はないが、 
基礎・土台・壁・屋根等ひ
び割れ・崩れ建材脱落等
あり 

Ｃ(Ｄ) 3 0 4 3 14 13 4 18 5 7 71 8.6% 

倒壊・傾き・穴あき・大幅
な崩れ等あり飛散・倒壊
する危険あり 

Ｄ 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 7 0.8% 

計 117 62 60 40 90 88 90 149 41 88 825 100% 
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資料4 アンケート内容       

【問１】 建物及びその敷地について、現在の所有状況を選択してください。 

    a建物について 

１．自分が所有している ２．親族が所有している 

３．自分と親族との共有名義 ４．その他（        ） 

    b敷地について 

１．自分が所有している ２．親族が所有している 

３．自分と親族との共有名義 ４．借地 ５．その他（        ） 

 

【問２】 現在の利用状態及び利用頻度について選択してください。    

    a利用状況について 

１．自分が住んでいる  ２．自分以外の者が住んでいる 

３．他の用途で使っている ４．誰も住んでいない又は利用していない 

    b利用している場合の頻度について 

１．常時利用している  

２．時々利用している（具体的に：               ） 

 

【問３】 「誰も住んでいない又は利用していない」とお答えになった場合、今後どのよう

に考えておられるかお答えください。 

１．売却したい（①できるだけ早く、②急いではいない） 

２．賃貸として活用したい（①できるだけ早く、②急いではいない） 

３．売却・賃貸両方を検討している（①できるだけ早く、②急いではいない） 

４．そのままにしておきたい 

５．その他（                          ） 

 

【問４】 問３で１～３を選択された方は以下より選択してください。 

１．不動産仲介業者に依頼している。 

２．ご自身で購入・入居者を募集している  

３．既に売却・賃貸先が決まっている 

４．安心できる不動産業者を探している（紹介してもらいたい） 

５．売却・賃貸したいが、荷物の片付けができない 

６．その他（                          ） 

 

【その他】現在お困りの事や希望など、自由記述でお願いします。 

※差し支えなければご連絡先もお知らせください。（電話番号：               ） 
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自分が所有 

81% 

親族が所有 

4% 

親族との共有名義 

6% 
その他 

9% 

【問１a】建物の所有状況 

自分が所有 

親族が所有 

親族との共有名義 

その他 

自分が所有 

79% 

親族が所有 

5% 

親族との共有名義 

7% 

借地 

2% 

その他 

7% 

【問１b】敷地の所有状況 

自分が所有 

親族が所有 

親族との共有名義 

借地 

その他 

資料5-1 アンケート「問１a」の回答結果内訳（回答数372） 

資料5-2 アンケート「問１ｂ」の回答結果内訳（回答数334） 
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自分が住んでいる 

6% 

自分以外が 

住んでいる 

3% 

他の用途で使用 

26% 

利用していない 

65% 

【問２a】現在の利用状況 

自分が住んでいる 

自分以外が住んでいる 

他の用途で使用 

利用していない 

常時利用 

23% 

時々利用 

77% 

【問２ｂ】利用している場合の利用頻度 

常時利用 

時々利用 

資料5-4 アンケート「問２ｂ」の回答結果内訳（回答数189） 

資料5-3 アンケート「問２a」の回答結果内訳（回答数362） 
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売却したい 

29% 

賃貸として活用 

したい 

6% 

売却・賃貸両方を

検討 

24% 

そのままにしておき

たい 

21% 

その他 

20% 

【問３】利用なしの場合、 

今後どのようにしたいか 

売却したい 

賃貸として活用したい 

売却・賃貸両方を検討 

そのままにしておきたい 

その他 

不動産仲介業者

に依頼している 

14.6% 

自身で購入・入居

者を募集している 

0.5% 既に売却・賃貸先

が決まっている 

0% 

安心できる不動産

業者を探している 

24.5% 
売却・賃貸したい

が、荷物の片付け

ができない 
38.5% 

その他 

21.9% 

【問４】問３で１～３を選択した方は 

以下より選択してください 

不動産仲介業者に依頼している 

自身で購入・入居者を募集してい

る 

既に売却・賃貸先が決まっている 

安心できる不動産業者を探して

いる 

売却・賃貸したいが、荷物の片付

けができない 

その他 

資料5-5 アンケート「問３」の回答結果内訳（回答数269） 

資料5-6 アンケート「問４」の回答結果内訳（回答数192） 

※資料5-1から資料5-6の回答結果内訳は、2回実施したアンケートの合算数字です。 
 （Ｐ5 3（1）エ 調査期間 参照） 



資料6 塩尻市空き家等の適正管理に関する条例チラシ 
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資料 7 

 

平成二十六年法律第百二十七号 

○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 
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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。 
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（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
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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。 
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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。 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/323AC0000000043_20150801_000000000000000
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/405AC0000000088_20160401_426AC0000000069
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/405AC0000000088_20160401_426AC0000000069
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/405AC0000000088_20160401_426AC0000000069
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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。 

（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。 
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資料8 

 

○塩尻市空き家等の適正管理に関する条例 

平成26年12月25日条例第66号 

（目的） 

第１条 この条例は、空き家等の適正な管理について所有者等及び市の責務を明らかにす

るとともに、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民等の生

命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進

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、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 空き家等 建物その他の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（立木竹その他の土地に定着する物を含む。）をいう。 

(２) 管理不全な状態 次に掲げるいずれかの状態をいう。 

ア 老朽化又は自然災害その他の事由により倒壊し、又はその一部が脱落し、若しく

は飛散するおそれがある等保安上著しく危険な状態にあり、そのまま放置すれば人

の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態 

イ 不特定の者の侵入を容易に許す等犯罪を誘発するおそれがあり、そのまま放置す

れば周辺の防犯上著しく危険となるおそれのある状態 

ウ 草木の著しい繁茂、害虫、ねずみ等の著しい発生等により、そのまま放置すれば

周辺の衛生上著しく有害となるおそれのある状態 

(３) 所有者等 空き家等を所有し、管理し、又は占有する者をいう。 

(４) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者及び

市内において事業を行う者をいう。 

(５) 公益活動団体 塩尻市みんなで支える自治会条例（平成23年塩尻市条例第６号）

第２条第２号に規定する自治会、同条第４号に規定する地域活動団体その他市民の公

益を目的として活動を行う団体をいう。 

（空き家等に関する紛争との関係） 

第３条 この条例の規定は、空き家等に関する紛争について、当該紛争の当事者間におい

て解決を図ることを妨げない。 

（所有者等の責務） 

第４条 所有者等は、空き家等を自らの責任において適正に管理し、当該空き家等が管理

不全な状態にならないようにしなければならない。 

（市の責務） 

第５条 市は、所有者等による空き家等の適正な管理を促進するとともに空き家等が管理
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不全な状態となることを未然に防止するため、情報の提供その他必要な施策を実施しな

ければならない。 

２ 市は、管理不全な状態となった空き家等に対し、管理不全な状態の解消を図るために

必要な措置を講じなければならない。 

３ 市は、空き家等の適正な管理に関する市民等の意識の啓発を図るよう努めなければな

らない。 

（市民等及び公益活動団体の役割） 

第６条 市民等及び公益活動団体は、良好な生活環境の保全に努めるとともに、市が実施

する施策に協力するものとする。 

２ 市民等は、適正に管理されていない空き家等を発見したときは、市又は公益活動団体

に情報を提供するよう努めるものとする。 

３ 公益活動団体は、適正に管理されていない空き家等を発見したとき又は前項の規定に

より市民等から情報の提供を受けたときは、市に当該情報を提供するものとする。 

（協働による取組） 

第７条 市、所有者等、市民等及び公益活動団体は、この条例の目的を達成するために必

要な施策に協働で取り組むものとする。 

（実態調査及び立入調査） 

第８条 市長は、第６条第２項又は第３項の規定により市民等若しくは公益活動団体から

情報の提供があったとき又は適正に管理されていない空き家等を把握したときは、当該

空き家等の所有者等及び当該空き家等の実態を把握するため、この条例の施行に必要な

限度において調査を行うものとする。 

２ 市長は、次条から第12条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、当該空き家等に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を当該空き家等に立ち入らせ

ようとするときは、その５日前までに、当該空き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２項の規定により当該空き家等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２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。 

６ 市長は、第１項又は第２項に規定する調査のために必要があると認めるときは、専門

的知識を有する者又は公益活動団体に対し、情報の提供その他必要な協力を求めること

ができる。 

（特定空き家等の認定） 

第９条 市長は、前条に規定する調査により、当該空き家等が管理不全な状態にあると認
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めるときは、当該空き家等を特定空き家等として認定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による特定空き家等の認定に係る基準を定めるものとする。 

３ 市長は、前項に規定する基準を定め、又は改定したときは、これを公表しなければな

らない。 

（助言又は指導） 

第10条 市長は、前条の規定により認定を受けた特定空き家等の所有者等に対し、当該特

定空き家等に関する除却、修繕、立木竹の伐採その他管理不全な状態を解消するために

必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。 

（勧告） 

第11条 市長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空き

家等の管理不全な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当該特定空き家等の

管理不全な状態を解消す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。 

（命令） 

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく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。 

２ 市長は、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。 

３ 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５日以内に、市長に対し、

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。 

４ 市長は、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１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。 

５ 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第１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３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。 

６ 第４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。 

７ 市長は、第１項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他の方法に

より、その旨を公示しなければならない。 

８ 前項の標識は、第１項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。

この場合においては、当該特定空き家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨

げてはならない。 
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９ 第１項の規定による命令については、塩尻市行政手続条例（平成７年塩尻市条例第30

号）第３章（第12条及び第14条を除く。）の規定は、適用しない。 

（公表） 

第13条 市長は、前条第１項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に

係る措置をとらなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

(１) 命令を受けた者の住所（法人にあっては、その主たる事業所の所在地） 

(２) 命令を受けた者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

(３) 事実の内容 

(４) 命令の内容 

(５) 助言又は指導、勧告及び命令の経過 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、公表される者に対し、あらか

じめその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 

（代執行） 

第14条 市長は、第12条第１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23年法律第43号）

の定めるところに従い、自らその措置を命ぜられた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。 

２ 市長は、前項の措置をとったときは、その費用を同項に規定する措置を命ぜられた者

から徴収するものとする。 

（緊急安全措置） 

第15条 市長は、第10条、第11条又は第12条に規定する措置をとった場合において、緊急

に当該特定空き家等の管理不全な状態を回避する必要があると認めるときは、当該特定

空き家等の所有者等の同意を得て、回避するために必要な最低限度の措置をとることが

できる。 

２ 市長は、前項の措置をとったときは、その費用を当該特定空き家等の所有者等から徴

収するものとする。 

（審査会の設置） 

第16条 市長の諮問に応じ、第19条に規定する事項を調査審議するため、塩尻市空き家等

適正管理審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

（審査会の組織等） 

第17条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再

任を妨げない。 

４ 審査会に会長及び副会長各１人を置き、委員が互選する。 
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５ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

６ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（審査会の会議） 

第18条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、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。 

（審査会への諮問） 

第19条 市長は、第12条から第14条までに規定する措置をとろうとするときは、審査会の

意見を聴かなければならない。 

（関係機関との連携） 

第20条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、警察その他の関係機

関に対し、必要な情報を提供し、協力を求めることができる。 

（委任） 

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。ただし、第10条から第15条までの規定

は、平成27年７月１日から施行する。 

（塩尻市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正） 

２ 塩尻市特別職の職員等の給与に関する条例（昭和34年塩尻市条例第21号）の一部を次

のように改正する。 

（次のよう略） 
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資料 9 

告            示 

 

 

塩尻市告示第１８号 

 

 

塩尻市空家等対策協議会設置要綱を次のように定める。 

 

  令和元年８月９日 

 

塩尻市長  小 口 利 幸 

 

 

塩尻市空家等対策協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第６条第１

項に規定する空家等対策計画（以下「空家等対策計画」という。）の策定等に関し必要な

事項を協議するため、同法第７条第１項の規定により、塩尻市空家等対策協議会（以下

「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 

(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、市長のほか、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 (1) 住民の代表者 

 (2) 識見を有する者 

 (3) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、会長は市長をもって充て、副会長は委員
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のうちから会長が指名する。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、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 会長が必要と認める場合は、協議会に委員以外の者の出席を求めることができる。 

（守秘義務） 

第７条 協議会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を漏らして

はならない。その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、建設事業部建築住宅課において処理する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

 

附 則 

この告示は、令和元年８月９日から施行する。 

 


