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第６章 特定空家等に対する措置その他特定空家等への対処に関する事項  

 

第６章 特定空家等に対する措置その他特定空家等への対処に関する事項 

１．特定空家等判断基準 

本市における特定空家等の判断基準を次のように定めます。判断基準は、 

法第２条第２項及びガイドラインにおける判断基準に準じたものです。 

 

延岡市特定空家等判断基準 

１．特定空家等と判断される状態 

１）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 

①建築物が倒壊等するおそれがある 

②屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある 

③擁壁が老朽化し危険となるおそれがある 

２）そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

①建築物又は設備等の破損等 

②ごみ等の放置、不法投棄 

３）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 

①周囲の景観と著しく不調和な状態 

４）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 

①立木等 

②空家等へ住み着いた動物等 

③建築物等の不適切な管理等 

２．特定空家等と判断される空家等 

延岡市空家等対策検討会において、１．の状態が確認された空家等 
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２．特定空家等の判断と指定等 

特定空家等に該当するか否かの判断及び該当する場合の措置の対象 

となる状態（以下「措置内容」という。）は、「延岡市特定空家等判断基準」に 

基づき検討会で検討し判断します。判断手順は、次の通りとします。 

①現地調査で D ランクとされた空家等への立入調査（第３章 ３．）の実施 

②現地調査に基づく特定空家等調査表の作成 

③検討会における調査表の精査および特定空家等の判断 

検討会で特定空家等に該当すると判断された空家等について、市長が 

特定空家等に指定することが妥当と認めた場合は、特定空家等台帳に 

記載します。あわせて、「特定空家等指導書」により所有者等へ特定 

空家等に指定されたことを通知します。所有者等が措置内容を履行 

した場合は、市長はその指定を取り消します。 

 

３．特定空家等への措置の方針 

特定空家等への措置は道路の歩行者や公園利用者などの不特定多数の 

者に対して危険又は悪影響を及ぼすもの若しくは及ぼすおそれの高い 

特定空家等への措置を優先して行うものとします。 

また、空家等の管理は、第一義的には空家等の所有者等が自らの 

責任により的確に対応することが前提であることから、市は、所有者等 

が措置内容について的確に対応できるように相談への対応や助言を 

行うものとします。 

 

４．特定空家等への措置の手続等 

特定空家等に指定した空家等への法第１４条に基づく措置は、ガイドライン 

及び特定空家等への措置フロー（図－９）により進めるものとし、その内容 

は、規則に定める様式により所有者等へ通知します。 

また、勧告以降の措置を行う場合は、「延岡市空家等対策審議会（以下 

「審議会」という。）」へ諮問し、答申を得たものに限り、措置を 行うものとしま 

す。 
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特定空家等に指定した空家等への法第１４条に基づく措置は、ガイドライン 

及び特定空家等への措置フロー（図－９）により進めるものとし、その内容 

は、規則に定める様式により所有者等へ通知します。 

また、勧告以降の措置を行う場合は、「延岡市空家等対策審議会（以下 

「審議会」という。）」へ              報告を行うものとしま 

す。 

 



議案第 1 号 資料 

(１)指導（特定空家等指導書） 

  特定空家等に指定されたことを通知するとともに措置の内容を所有者等へ 

通知します。 

指導書には正当な理由がなくて措置をとらなかった場合は、法第１４条 

第２項の規定に基づき、「勧告」の措置をとることを明記しています。また、 

用途が住宅である建物に勧告が行われた場合、建物が建築されている 

土地については、固定資産税のいわゆる住宅用地特例の対象から除外 

されることも明記します。 

この際、指導に係る措置内容がわかる現況写真を同封するものとします。 

 

(２)勧告（特定空家等に対する措置勧告書） 

  指導に関する措置が期限内に履行されてない事実が審議会で確認された 

場合は、特定空家等の所有者等に対して勧告を行います。 

勧告がなされた特定空家等は、資産税課へ通知を行います。資産税課は、 

地方税法の規定に基づき当該特定空家等に係る敷地について固定資産税 

等のいわゆる住宅用地特例（表－７）の対象から除外し、勧告後の最初の 

課税基準日（１月１日）以後は、減額特例を適用しない課税標準額による 

課税を行います。このため、勧告は、その措置の実施期間を考慮して行う 

ものとします。 

  なお、勧告に係る措置が履行され特定空家等に該当しないことが認められ 

た場合は再度、特例の対象となる場合があります。 

 

表-７ 固定資産税の課税標準の特例表（専用住宅の場合）  

区        分 課税標準額 

小規模住宅用地 住宅用地で住宅 1 戸につき 200 ㎡までの部分 価格×1/6 

一般住宅用地 
小規模住宅用地以外の住宅用地 

(200 ㎡を越える部分で家屋床面積の 10 倍ま

で） 

価格×1/3 

［住宅用地とは］         

・専用住宅（専ら人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供されている土地 

※家屋の床面積の 10 倍まで認められる 

・併用住宅（一部を人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供されている土地 

※家屋の床面積の 10 倍までに一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

が認められる 
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(３)命令に係る事前通知（特定空家等に対する措置命令に係る事前の通知書） 

  勧告による措置期限を経過してもその措置が履行されない場合は、命令を 

行うことになりますが、命令の事前手続として命令に係る事前通知を行います。 

これは、法第１４条第４項の規定に基づき、意見書や自己に有利な証拠を提出 

できるほか同条第５項の規定に基づき、期限内に延岡市長に対し、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できることを通知するもの 

です。これらの行為は、所有者等の代理人でも可能ですが、代理人の資格は 

書面で証明しなければならず、代理人がその資格を失ったときは、当該代理人 

を選任した者は、書面でその旨を「意見書の提出及び公開による意見の聴取 

の請求先」に届け出なければなりません。 

審議会は、提出された意見書または聴取した意見の内容について審議し、 

命令の実施の妥当性について判断します。 

 

(４)命令（特定空家等に対する措置命令書） 

  意見書の提出が無かった場合や意見聴取の請求がなかった場合、または 

審議会で命令の実施が妥当とされた場合は、命令を行います。この際、第 

三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、標識の設置を 

行うとともにホームページ等で当該特定空家等に命令が出ている旨を公示 

します。 

 本命令に違反し期限内に措置を行わなかった者には、法第１６条第１項の 

規定に基づき過料が課せられます。 

 

(５)代執行（代執行令書） 

審議会において法第１４条第９項に該当するか否かの審議を行います。      

                                                 

   

代執行は、戒告、再戒告（戒告様式を準用）を行い代執行令書による通知 

の後に実施します。 

  代執行に要した一切の費用は、実施後に行政代執行法第５条により納付の 

命令を行い、納付がされない場合は、同法第６条により所有者等から強制徴 

収を行います。 

 

(６)略式代執行 

「第３章 １．調査内容及び方法」で述べたように、土地建物登記簿調査、 

(３)命令に係る事前通知（特定空家等に対する措置命令に係る事前の通知書） 

  勧告による措置期限を経過してもその措置が履行されない場合は、命令を 
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提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求できることを通知するもの 

です。これらの行為は、所有者等の代理人でも可能ですが、代理人の資格は 
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を選任した者は、書面でその旨を「意見書の提出及び公開による意見の聴取 

の請求先」に届け出なければなりません。 

検討会は、提出された意見書または聴取した意見の内容について検討し、 

命令の実施    について判断します。 

 

(４)命令（特定空家等に対する措置命令書） 

  意見書の提出が無かった場合や意見聴取の請求がなかった場合、または 

検討会で命令の実施が妥当とされた場合は、命令を行います。この際、第 
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  本命令に違反し期限内に措置を行わなかった者には、法第１６条第１項の 
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検討会において法第１４条第９項に該当するか否かの検討を行い、該当すると 

判断された場合は、審議会に代執行の実施内容について事前に報告を行いま

す。 

代執行は、戒告、再戒告（戒告様式を準用）を行い代執行令書による通知の 
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  代執行に要した一切の費用は、実施後に行政代執行法第５条により納付の 

命令を行い、納付がされない場合は、同法第６条により所有者等から強制徴 
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固定資産税納税義務者調査、住民票調査、戸籍簿調査及び条例第５条の 

関係者等からの情報提供により所有者等を特定できない場合は、「過失が 

なくてその措置を命ぜられるべき者を確知できないとき」として取り扱います。 

 略式代執行についても検討会での判断及び審議会での審議 を経て行い 

ます。また、実施日の少なくとも２週間以上前に、公告、広報誌及びホーム 

ページへの掲載を行います。 

略式代執行の場合は、費用の徴収が課題となることから、相続財産管理人 

や不在者財産管理人の制度を利用した費用の徴収について検討を行い 

ます。 

          

５．緊急安全措置 

緊急安全措置に関する事項を条例第１１条で定めています。これは、特定 

空家等の倒壊等により身体や生命および財産等に著しい危険が切迫して 

いる場合に、保全的かつ必要最小限度の措置を延岡市が行うものです。 

緊急的な措置であるため、措置を行った後で所有者等へ通知することとし 

ています。また、所有者等が確知できない場合は、公告を行います。 

緊急安全措置の対応は、空家等の倒壊等により影響を受けることが想定 

される施設の管理者等が行うものとします。 

表-８ 緊急安全措置 

影響を受ける施設等 対応者 備考 

道路 道路管理者 倒壊等による歩行者等への被害 

公園 公園管理者 倒壊等による利用者等への被害 

公共の建築物 建築物の管理者 倒壊等による利用者等及び建築物への被害 

民間の建築物 建築指導課 倒壊等による居住者等及び建築物への被害 

 

緊急安全措置に要した費用は、所有者等から徴収するものとします。 

条例第１０条では、空家等に対する軽微な措置についても定めています。 

その内容は、解放されている窓の閉鎖や門扉の閉鎖等であり、これは、空家 

等への侵入を防止又は抑止することにより放火等の犯罪や不法投棄などを 

未然に防ぐことを目的とするものです。 

 

 

固定資産税納税義務者調査、住民票調査、戸籍簿調査及び条例第５条の 

関係者等からの情報提供により所有者等を特定できない場合は、「過失が 

なくてその措置を命ぜられるべき者を確知できないとき」として取り扱います。 

  略式代執行についても検討会での判断及び審議会への事前報告を経て行い 

ます。また、実施日の少なくとも２週間以上前に、公告、広報誌及びホーム 

ページへの掲載を行います。 

略式代執行の場合は、費用の徴収が課題となることから、相続財産管理人 

や不在者財産管理人の制度を利用した費用の徴収について検討を行い 

ます。 

          

５．緊急安全措置 

緊急安全措置に関する事項を条例第１１条で定めています。これは、特定 

空家等の倒壊等により身体や生命および財産等に著しい危険が切迫して 

いる場合に、保全的かつ必要最小限度の措置を延岡市が行うものです。 

緊急的な措置であるため、措置を行った後で所有者等へ通知することとし 

ています。また、所有者等が確知できない場合は、公告を行います。 

緊急安全措置の対応は、空家等の倒壊等により影響を受けることが想定 

される施設の管理者等が行うものとします。 

表-８ 緊急安全措置 

影響を受ける施設等 対応者 備考 

道路 道路管理者 倒壊等による歩行者等への被害 

公園 公園管理者 倒壊等による利用者等への被害 

公共の建築物 建築物の管理者 倒壊等による利用者等及び建築物への被害 

民間の建築物 建築指導課 倒壊等による居住者等及び建築物への被害 

 

緊急安全措置に要した費用は、所有者等から徴収するものとします。 

条例第１０条では、空家等に対する軽微な措置についても定めています。 

その内容は、解放されている窓の閉鎖や門扉の閉鎖等であり、これは、空家 

等への侵入を防止又は抑止することにより放火等の犯罪や不法投棄などを 

未然に防ぐことを目的とするものです。 
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図-９ 特定空家等への措置フロー図（所有者等を確知できた場合） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-９ 特定空家等への措置フロー図（所有者等を確知できた場合） 
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第７章 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 第７章 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 

１．相談窓口 

空家等に関する苦情や相談内容は、多様なものとなっています。このため、 

空家等の問題の総合相談窓口を都市建設部建築指導課とします。各部署 

で受けた相談等は、その内容を建築指導課へ引き継ぐものとします。 

建築指導課は、相談等の内容により担当部署と調整を行い迅速な対応を 

図ります。 

 

   表-９ 空家等問題の相談窓口 

内  容 担当部署 

総合相談窓口 

本計画に関すること 

危険な空家等に関すること 

活用に関すること 

空家等の管理方法に関すること 

建築指導課 

雑草の繁茂等に関すること 

動物の営巣等に関すること 

生活環境課 

景観形成に関すること 都市計画課 

固定資産税に関すること 資産税課 

道路通行の安全性に関すること 土木課（各道路管理者） 

敷地内のゴミ等に関すること 資源対策課 

 

２．関係団体との連携 

空家等問題への対応には、公的機関はもとより民間団体との連携が不可欠 

となります。このため、延岡市空家等対策審議会の委員には空家等問題の 

対応に関連があると考えられる関係団体から委員の推薦をいただいています。 

対策の実施に際しては、専門的な問題に関して個別に助言を求める場合も 

想定されるため、関係団体との個別の連携も図ります。 

１．相談窓口 

空家等に関する苦情や相談内容は、多様なものとなっています。このため、 

空家等の問題の総合相談窓口を都市建設部建築指導課とします。各部署で 

受けた相談等は、その内容を建築指導課へ引き継ぐものとします。 

建築指導課は、相談等の内容により担当部署と調整を行い迅速な対応を 

図ります。 

 

   表-９ 空家等問題の相談窓口 

内  容 担当部署 

総合相談窓口 

本計画に関すること 

危険な空家等に関すること 

活用に関すること 

空家等の管理方法に関すること 

建築指導課 

雑草の繁茂等に関すること 

動物の営巣等に関すること 

生活環境課 

景観形成に関すること 都市計画課 

固定資産税に関すること 資産税課 

道路通行の安全性に関すること 土木課（各道路管理者） 

 

 

 

２．関係団体との連携 

空家等問題への対応には、公的機関はもとより民間団体との連携が不可欠 

となります。このため、延岡市空家等対策審議会の委員には空家等問題の 

対応に関連があると考えられる関係団体から委員の推薦をいただいています。 

対策の実施に際しては、専門的な問題に関して個別に助言を求める場合も 

想定されるため、関係団体との個別の連携も図ります。 

  

 


