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第 1 章 はじめに
1．空家等対策の推進に関する特別措置法について
全国的な人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化など
に伴い、空家が年々増加する傾向にあります。
このような中で適切な管理が行われていない空家等（別添 1 用語集※1 参照、以下用語集の該当
数字部分を参照）が防災、衛生、景観など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、「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」とする。）」が平
成 27 年 5 月 26 日に施行されました。

2．空家等対策の基本的な考え方および市町村の役割について
空家等の管理については、空家法第 3 条にも規定されているとおり、第一義的にはその所有者等（※
2）が自らの責任により的確に対応することが前提となります。
しかしながら、経済的な事情などから所有者等が自らの空家等の管理を十分に行うことができず、その
管理責任を全うしない場合も考えられます。そのような場合においては、所有者等の第一義的な責任を
前提にしながらも、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ことが可能な立
場にある市町村が、地域の実情に応じて、地域活性化などの観点から空家等の有効活用を図る一方、
周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等については所要の措置を講ずるなど、空家等に関する対策を
実施することが重要となります。
なお、市町村の責務として、空家法第 4 条に「市町村は、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。」と
規定されております。

3．守口市空家等対策計画の策定について
本市では、今後空家等が増加すれば、それがもたらす問題が一層深刻化することが懸念され、市民の
安全で快適な暮らしを維持するためにも、空家等の問題に対して早急に対策を講じる必要があることから、
「守口市空家等対策計画」を策定します。今後は本計画に則り、空家等対策を推進していきます。
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4．本市及び大阪府関連計画と空家等対策計画の位置づけについて
本計画は、空家法第 6 条に基づき策定するものとし、上位計画である「第五次守口市総合基本計画
（平成 23 年 3 月策定）」、「守口市都市計画マスタープラン（平成 24 年 9 月策定）」に即したもの
とします。また、大阪府の「住まうビジョン・大阪（平成 28 年 12 月策定）」、「空家総合戦略・大阪
（平成 28 年 12 月策定）」とも整合を図ります。

第五次守口市総合基本計画

守口市都市計画マスタープラン

即す

即す

住まうビジョン・大阪
空家等対策の推進に

基づく

関する特別措置法

守口市空家等対策計画

整合

空家総合戦略・大阪

5．対象とする地区について
対象とする地区：守口市全域
空家等はすでに市内に点在しているため、空家等に関する対策の対象とする地区は本市全域とします。
ただし、今後は空家率、危険度の高い空家等の分布状況、また、高齢化、人口減少が特に進んでいる
地域のほか、危機回避能力が未熟な小中学生が多く通行する通学路沿いを重点対象地区に位置付
けるなど、重点的に対策を推進すべき地区についても検討を行っていきます。

6．対象とする空家等の種類について
対象とする空家等の種類：市内全ての空家等
空家法に基づく本計画で対象とする空家等は空家法第 2 条第 1 項の「空家等」であり、住宅だけでな
く、店舗、事務所、倉庫の用途も含めます。
ただし、一部住戸のみが空室となっている長屋や共同住宅は、空家法に規定される空家等が建物内
全ての住戸・店舗等が空室になっているものを対象としていることから、本計画の対象外になります。
なお、対象外の空家についても住民などからの相談に対応し、建築基準法など他法令で対応ができる
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事案については、適正管理などの助言・指導などを行います。
対策にあたっての優先順位としては、管理が不適切であるもの、明らかな差し迫った危険性があるもの
など、周囲の環境に及ぼす影響が大きいものから優先的に対策を進めていきます。

7．計画期間について
計画期間：平成 30 年度（2018 年度）から平成 34 年度（2022 年度）まで
計画期間は、次期住宅・土地統計調査の公表時期（平成 32 年度（2020 年度）頃）や、空家
法の改正が検討される時期（法施行後５年経過後）などを踏まえ、平成 30 年度（2018 年度）か
ら平成 34 年度（2022 年度）までの 5 カ年とします。
ただし、各種施策の実施による効果や社会状況の変化、国及び大阪府などの政策の動向などに合わ
せ、柔軟な見直しを適宜行っていきます。
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第 2 章 守口市の空家の現状について
1．守口市の人口・世帯数について
本市の人口及び世帯数は、国勢調査によると平成 27 年 10 月 1 日現在で 143,042 人、64,832
世帯となっています。人口は昭和 45 年をピークに減少を続けており、世帯数は増減を繰り返しながらも、
およそ増加傾向にあります。
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また、国勢調査から本市における年齢層の 3 区分別人口を見ると、平成 27 年 10 月 1 日現在で、
年少人口（15 歳未満）が 11.0％、生産年齢人口（15～64 歳）が 59.8％、老年人口（65 歳
以上）が 29.3％となっています。
なお、同調査の大阪府平均は年少人口 12.5％、生産年齢人口 61.3％、老年人口 26.1％である
ことから、本市は府下でも少子高齢化が進展していると考えられます。
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2．本市空家の現状について
ここでは、総務省統計局が実施している住宅・土地統計調査の結果と、平成 28 年度に守口市で実
施した空き家等実態調査についての結果と分析を記載します。

（1）住宅・土地統計調査結果（総務省統計局）について
総務省統計局が実施している住宅・土地統計調査は、我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状
況、世帯の保有する土地などの実態を把握し、その現状と推移を明らかにする調査です。5 年に 1 度実
施されており、直近では平成 25 年に実施されています。
なお、この調査は抽出調査で実施し、守口市の人口などに沿って計算した推計値であるため、（2）
の空き家等実態調査の空家数とは異なります。

住宅・土地統計調査における住宅は「居住世帯のある住宅」と「居住世帯のない住宅」に区分されて
おり、空家は「居住世帯のない住宅」の一部となります。さらに空家は表 1 のとおり「二次的住宅」、「賃貸
用の住宅」、「売却用の住宅」、「その他の住宅」の 4 つに分類されています。
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表1
種類

内容
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、普段は人が住んでい

二次的住宅

ない住宅や、普段住んでいる住宅とは別に残業で遅くなった時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

賃貸用の住宅

新築・中古を問わず、賃貸のために空家になっている住宅

売却用の住宅

新築・中古を問わず、売却のために空家になっている住宅
上記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

その他の住宅

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など
（注：空家の区分の判断が困難な住宅を含む。）
【平成 25 年 住宅・土地統計調査より「用語の解説」を引用】

平成 10 年からの住宅・土地統計調査における全国平均、大阪府平均および本市の空家の状況は
表 2 のとおりです。
表2
調査年

守口市調査結果

空家率平均

住宅総数（戸）

空家数（戸）

空家率

大阪府

全国

平成 10 年

69,830

9,550

13.7%

13.0%

11.5%

平成 15 年

70,490

10,200

14.5%

14.6%

12.2%

平成 20 年

74,320

11,610

15.6%

14.4%

13.1%

平成 25 年

78,280

12,250

15.6%

14.8%

13.5%

【平成 10～25 年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局）より引用】

本市の空家率（住宅総数に占める空家数の割合）は平成 15 年を除いて、およそ過去 4 回の調査
では大阪府平均、全国平均を上回っています。
住宅・土地統計調査の空家の分類において、「二次的住宅」、「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」は
利用目的がはっきりしているので、所有者や管理者によって管理されていると考えられ、問題となっている
空家及び将来的に問題となる可能性のある空家は「その他の住宅（以下「その他空家」とする。）」に存
在していると推察されます。
平成 15 年からの住宅・土地統計調査における本市および全国、大阪府平均のその他空家率（住
宅総数に占めるその他空家の割合）を見てみると、表 3 のとおりとなります。
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表3
守口市調査結果
調査年

その他空家率平均

住宅総数（戸）

その他空家数（戸）

その他空家率

大阪府

全国

平成 15 年

70,490

1,500

2.1%

3.1%

3.9%

平成 20 年

74,320

3,610

4.9%

4.1%

4.7%

平成 25 年

78,280

5,120

6.5%

4.7%

5.3%

【平成 15～25 年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局）より引用】

本市におけるその他空家率は平成 15 年の調査では全国、大阪府平均を下回っていましたが、平成
20 年の調査から上回り、平成 25 年では 6.5％に達しています。
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（2）空き家等実態調査について
本市では、平成 28 年度に空き家等実態調査（以下「実態調査」とする。）を実施しました。
①調査対象地域：守口市全域
②調査対象の物件：
・水道の閉栓期間が長期(1 年以上)にわたって続いている建物、又は生活実態が無いと想定さ
れる建物(閉栓はしていないが、基本料金のみの支払いが 1 年以上続いている又は利用水量が
少ない(50 ㎥/年以下))
・他部署より情報提供のあった建物およびその他調査が必要と思われる建物
なお、本計画の策定にあたり、市内の空家を総合的に把握する必要があることから、一部空家の
長屋や共同住宅など空家法の空家等以外の空家も調査対象としました。
③調査期間：平成 28 年 9 月 2 日～平成 28 年 11 月 17 日
なお、上記期間において実態調査をしたものであり、期間により空家数は変化します。
④調査方法：外観目視（別添 2「実態調査 現地調査票」を参照）

本調査の結果については、下記のとおりとなりました。
①空家の戸数
調査対象の空家候補 4,504 戸のうち、実態調査の結果「空家（※3）である」と判定したのは
1,570 戸で、全体の 34.9％となりました。
調査対象の建物のうち、外観調査により居住中と判断したものについては「居住中」、調査対象の抽
出時には存在したが、調査開始後、除却などにより建物の確認ができなかったものについては「滅失・調査
不可」、居住中か空家か不明であったものについては「不明」と分類しています。
表4
空家

居住中(使用中)

滅失・調査不可

不明

合計

1,570

2,018

206

710

4,504
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②建て方別の空家の内訳
空家であると判定された 1,570 戸のうち、住居の種類別に空家を戸建（※4）、長屋（※5）（一
部空家又は全戸空家）、共同住宅等（※6）に分類すると、本市の空家では一部空家の長屋が
57.2％と半数以上を占めることが分かりました。ついで戸建の空家が 36.9％を占めていることが分かりま
した。
表5
戸建

長屋(全戸空家)

長屋(一部空家)

共同住宅等

合計

579

71

898

22

1,570

なお、この実態調査の結果から、空家法に基づく空家等として本計画の対象となる空家を抜粋すると、
表 6 に示すとおり 672 戸となります。
表6
戸建

長屋(全戸空家)

共同住宅等

合計

579

71

22

672
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③管理状態についての総合判定結果
空家であると判定された建物で、管理状態について外観目視で調査した結果、要注意である C 判定
の空家が 44 件となりました。若干の損傷がある B 判定の空家と合わせると全体の 54.1％となり、管理
不全な空家が半数以上を占めることが分かりました。
表7
A（概ね良好）

B（若干の損傷あり）

C（要注意）

合計

721

805

44

1,570

④空家の建て方別の管理状態総合判定結果
戸建、長屋(全戸空家)、共同住宅等、長屋（一部空家）のそれぞれの管理状態の総合判定は以
下のとおりです。
戸建の空家 579 戸の管理状態については、A 判定が 50.3％、B 判定が 46.1％、C 判定が 3.6％
と適正に管理されている空家が管理不全の空家よりも少し多い結果となりました。
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全戸空家の長屋 71 戸については、A 判定 28.2％、B 判定が 63.3％、C 判定 8.5％と管理不全の
空家の方が、適正に管理されている空家よりも多くなりました。

共同住宅等の空家 22 戸の管理状態については、A 判定が 50.0％、B 判定が 36.4％、C 判定が
13.6％とおよそ半分が適正に管理されている空家であることが分かりました。

長屋で一部が空家となっている 898 戸については、A 判定が 44.4％、B 判定が 54.0％、C 判定が
1.6％と管理不全の空家の比率が高くなりました。

以上の空家の建て方別の管理状態の総合判定結果から、本市の空家では、戸建、共同住宅等より
も長屋に管理不全の空家が多いことが分かりました。
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⑤建物用途別の空家の内訳
空家であると判定された建物の用途別（固定資産税課税に係る用途種別分類）の内訳は以下のと
おりです。本市の空家では、専用住宅用（住居専用の建物）の空家が 73.7％と高い割合を占めてい
ます。
表8
専用住宅用

併用住宅用（※7）

工場倉庫用

共同住宅用

その他（※8）

用途不明

合計

1,156

208

77

12

44

73

1,570

⑥建物構造別の空家の内訳
空家を建物構造別で分類すると、建物構造が「木造」の空家が 87.4％と本市にある空家の大半を占
めています。
表9
木造

鉄骨

軽量鉄骨

鉄筋コンクリート

その他

構造不明

合計

1,372

56

35

22

16

69

1,570
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⑦建築年別の空家の内訳
建築年別で本市の空家を分類すると、昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された空家が 6 割以上を
占め、現在の耐震基準を満たしていない可能性のある空家がかなり多いことが分かります。
表 10
～S56.5.31

S56.6.1～S63

H1～H10

H11～H21

H21～

建築年不明

合計

1,032

68

81

11

4

374

1,570
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3．守口市域における空家の分布について
実態調査結果における本市域の空家の分布図（別添 4、4-1、4-2、4-3）より、市域全体に空家
が点在していることが分かりました。本市は、昭和 30 年代～40 年代に人口が急増し、一挙に市街地化
が進みました。その結果、当時建設された住宅が築 50 年程度となり、老朽化が進み、市域全体に老朽
化した空家が多く広がっています。

4．空家の発生要因について
実態調査で「空家である」と判定された建物の所有者等に送付したアンケート結果から、空家の発生
要因としては以下の表のようなことが考えられます。
表 11
○所有者等が亡くなった後、居住する人がいない
空家となった理由

○買い手がいない
○借り手がいない
○所有者等が入院中又は施設に入所中で居住する人がいない
○解体にかかる費用負担が大きいから
○土地の価格が低く、売りに出すことを考えていないから
○家財道具が置いたままだから

空家のまま所有している理由

○相続などの手続きが完了してないから
○他人へ貸すことに抵抗があるから
○どこに相談すれば良いか分からないから
○特に困っていないから

また空家増加の要因として、この他に「新築に人気が集まり、中古住宅が適正に評価されない」、「接
道要件などの法制度によって、再建築が不可能である」、「空家を除却すると、住宅用地にかかる課税標
準の特例適用対象から除外されることから除却しない」などの要因も考えられます。
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第 3 章 空家等対策の基本的な方針などについて
1．空家等対策の課題について
第 2 章で見てきた調査及び発生要因から、守口市の空家の実態及び所有者等の意識として、以下
のようなことが考えられます。
（1）実態調査より
①守口市にある空家全体のうち、管理不全な状態のものが多い
②適正管理ができている空家も 45.9％を占めている
③一部空家の長屋について、空家の多くを占め、管理不全な状態のものが多い
④木造の空家が空家の 87.4％と大半を占めている
⑤旧耐震基準で建築された空家が 6 割以上を占めている
（2）アンケート調査より
⑥所有者等の死亡後、家を管理するのが難しい
⑦空家の買い手、借り手がいない
⑧解体にかかる費用負担が大きい
⑨相続手続きが済んでいない
⑩どこに相談すれば良いのか分からない

以上の①～⑩の事項をまとめると、以下の 3 つが本市の空家等対策の大きな課題として考えられます。
課題 1 所有者等の適正管理意識の低さ（⑥、⑨、⑩）
本市の空家等の実態から、相続後の管理が難しい、相続手続きが済んでいない、どこに相談すれば良
いか分からないなどといった考えを所有者等は持っていることが分かりました。
このことから、適正管理がされない空家等は管理不全な空家等となり、周辺に悪影響を及ぼす可能性
があるという所有者等の意識の低さ、すなわち適正管理意識の低さが課題の一つであると考えられます。

課題 2 空家等の流通・活用が進んでいない（②、⑦）
守口市では管理不全な空家等が多く見られますが、一方で適正な管理がされている空家等もあります。
また空家等の発生要因として、空家等の買い手、借り手がいないことが考えられます。
これらのことから、本市の適正な管理がされている空家等が市場に流通していないことや、有効活用さ
れていないことが空家等対策を行う上での課題の一つとして考えられます。
15

課題 3 管理不全な空家等に対する対応（①、③、④、⑤、⑧）
実態調査から、本市の空家等には木造や旧耐震基準の空家等が多くあります。これらの空家等は今
後適正な管理がなされないと、周辺に悪影響を及ぼす空家等になる可能性があり、さらに地震などの災
害時には倒壊するなどの危険性もあります。このような管理不全になる可能性がある、もしくは現に管理
不全な空家等に対して、本市がどのように対応していくべきかということも空家等対策を行う上での課題の
一つと考えられます。

また、本計画の対象とする空家等に含まれない一部空家の長屋や共同住宅などについても、空家の
多くを占め、更に管理不全なものが多いことから、今後の空家対策の大きな課題の一つであり、本計画に
準じた取組みを行い、その対策について引き続き検討を行っていきます。

2．空家等対策の基本的な方針について
以上の課題を踏まえ、空家等対策を総合的かつ計画的に実施していくための基本的な方針を以下の
（1）～（3）ように定めます。

（1）所有者等による適正管理の普及啓発（←課題 1）
空家等の所有者等（空家等を相続した相続人も含む。）には、適切に空家等を管理する第一義的
な責任があることから、適正管理や相続登記に関するセミナーの実施などを通じ、空家等の所有者等が
自らの責任により空家等を適切に管理するよう普及啓発に努め、管理不全な空家等が増加しないよう
取組みを進めていきます。

（2）空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進（←課題 2）
本市では、空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「跡地」とする。）を地域資源として捉えて、
所有者等の意向を踏まえながら活用可能な空家等や跡地の情報を把握し、積極的に空家等及び跡地
の利活用に取り組むことで、地域の課題解決や魅力向上につながるまちづくりを進めていきます。

（3）空家等の除却の促進（←課題 3）
管理不全で危険な状態の空家等については、所有者等に対応を促すとともに、周辺環境への影響か
ら本市が何らかの対応や支援を行わなければならない場合も考えられます。また、危険な状態の空家等
については、空家法の「特定空家等（※9）」に該当する可能性があり、これら周辺の生活環境に深刻
16

な影響を及ぼしている特定空家等について、助言又は指導、勧告、命令などの必要な措置を講じ、市民
の良好な生活環境の維持に努めます。
さらに、大阪府の「空家総合戦略・大阪」を踏まえ、特定空家等の判断や中古住宅流通、空家等の
適正管理の促進などを、庁内・庁外を問わず分野横断的に連携することで、対策を総合的かつ計画的
に実施していきます。
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第 4 章 空家等対策における施策について
1．施策について
本市の空家等対策における施策について、第 3 章に示した基本的な方針に基づく下記の施策を、庁
内・庁外の組織と連携を図りながら取り組んでいきます。

（1）所有者等の適正管理の普及啓発
空家等の管理責任は第一義的に所有者等にあることから、空家等の適正管理に係る施策を推進し
ていきます。
①空家等管理セミナー、相談会などの開催
大阪の住まい活性化フォーラムや各種民間団体と連携し、空家等の所有者等やこれから空家等
の所有者等になる可能性がある方などを対象に、適正な空家等の管理や相続などについて定期的
にセミナーや相談会などを実施し、情報発信に努めます。
②空家等の適正管理に係る意識啓発文書の送付
庁内関係部署と連携し、空家等の適正管理及び相続などの権利関係の整理についての意識啓
発文書を市内・市外を問わず配布し、空家等の所有者等へ適正管理の意識向上を図ります。
③パンフレットの作成、市ホームページでの情報発信
本市の施設を利用する市民などに向けて、広く空家等の適正管理について周知するため、啓発パ
ンフレットの作成を検討します。また、本市ホームページや広報もりぐちなどに空家等の適正管理に関
する情報を掲載し、意識啓発に努めます。
④空家等見守りサポートの活用
遠く離れた場所に居住している空家等の所有者等が、市内の空家等を適切に管理することができ
るように、民間事業者などの空家等見守りサポートを紹介し、普及に努めます。

（2）空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進
本市は大阪市内までのアクセスが非常に良いという恵まれた立地にあります。そこで、市内の空家等を
資産と捉え、空家等を有効活用することにより、本市への移住・定住及び市経済や地域の活性化に繋げ
られるよう検討します。また、空家等及び跡地の活用の促進には、不動産や建築等の専門的な知識や
経験が不可欠であることから、活用の促進や支援等による対策にあたっては、関係団体との連携なども含
めて検討します。
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①空家バンク制度の創設
空家等の所有者等と利用希望者のマッチングを促進するため、空家バンク制度の創設を検討しま
す。登録された空家等情報をより多くの利用希望者にご覧いただくとともに、空家等の活用提案や空
家等の所有者等が抱える相談事へのアドバイスができるよう、「大阪の住まい活性化フォーラム」が設
置した「大阪版・空家バンク」との連携を検討します。
②インスペクションの普及啓発
空家等が増加する原因の一つとして、中古住宅の流通市場が活発ではないことが考えられます。
住宅の劣化状況や不具合をチェックする「インスペクション（※10）」の普及啓発に努め、中古住宅
の品質や性能が売買時に分かりやすくなるとともに、それに基づいたリフォームなどが実施されることで
中古住宅の価値が適切に維持・評価され、中古住宅市場の活性化に寄与することを検討します。
③一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)による「マイホーム借上げ制度」の普及促進
中古住宅の流通促進および空家等の活用を図るため、使わなくなった住宅を、JTI が借上げ、入
居希望者に転貸し、安定した賃料を保証する「マイホーム借上げ制度」の普及啓発に努めます。

（3）空家等の除却の促進
老朽危険な空家等は地域の防災、衛生、景観などに悪影響を及ぼすことから、老朽危険な空家等に
対する除却の取組みを推進することを検討します。
①特定空家等に対する法的措置の推進
特定空家等については、空家法により指導又は助言から勧告、命令、代執行と措置に係る手続
きが定められていることから、特定空家等と判定された空家等について、空家法に則り、適切かつ迅
速に手続きを進めます。
②老朽危険な空家等についての意識啓発
老朽危険な空家等について、本市が空家等対策を実施していることや空家等対策計画の策定
などについて本市のホームページや広報もりぐちなどで情報発信し、市民の空家等対策についての意
識向上、認知拡大を図ることを検討します。
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第 5 章 空家等に関する相談及び調査について
1．管理不全の空家等に対する相談への対応について
空家等に対する相談の受付窓口は、行政のワンストップサービスを進める点から都市整備部住宅まち
づくり課とします。相談を受付けた際は、速やかに現地確認を行い、所有者等の連絡先を調査し、所有
者等に対し状況報告を行い、改善を促します。なお、状況によっては道路管理者や消防、警察などと連
携し、対応していきます。

2．空家等の所有者等からの相談への対応について
空家等の所有者等からの相談の受付窓口についても、都市整備部住宅まちづくり課とします。
また、中古住宅市場の活性化に取り組む官民連携の組織である「大阪の住まい活性化フォーラム(事
務局：大阪府住宅まちづくり部都市居住課)」でも、各種団体への電話などによる相談窓口を同フォーラ
ムのホームページにて紹介していますので、相談者に対し適宜案内していきます。

3．空家等の調査について
市民などから相談のあった空家等と思われる建物の調査については、次ページのフロー図（図 1）のと
おりとします。
なお、所有者等の特定及び適正管理の助言後については、「第 6 章 特定空家等に対する措置につ
いて」の「空家等に対する措置に係る作業フロー」及び「特定空家等に対する措置に係る作業フロー」のと
おりとなります。

4．空家等の立入調査について
空家法第 9 条第 2 項において、空家法第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定の施行に必要な限
度において、空家等への立入調査ができるものとされています。立入調査に際しては、調査の 5 日前まで
に、当該空家等の所有者等に調査の旨を文書で通知します。なお、通知することが困難であるときは、通
知を要しません。
特定空家等を判断するにあたっては、身分証（図 2）を携帯した市職員が、必要に応じて立入調査
を行います。
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図 1 空家所有者 調査フロー図
①相談・要望

※建物の状態や周辺の生活環境への悪影響の程度などを勘案

空家等と思われる建物に対する管理不全の相談・

し、行政が関与すべき事案かどうかを判断します。

要望

※倉庫等水道利用が見込まれない場合

②現地調査・建物調査

外観からの使用実態で空家かどうか判断

・現地確認(敷地外より)
・水道の閉栓情報、利用水量情報取得

「空家でない」と判断

・周辺からの聞き込み調査
・建物構造調査（戸建、長屋の判別）

建築基準法など関係法令に基づいて、危険
家屋の適正管理の助言・指導など

など

「空家」と判断
外観、水道利用情報、周辺からの聞き込みなどにより居住されていない
と判断（水道利用情報などは概ね 1 年間の使用実績を確認）

③-1 所有者等調査（共通）

空家法の「空家等」に該当しない空家の場合

建築基準法など関係法令に基づいて、空家

・所有者等調査(不動産登記簿情報)
・住民票・戸籍等調査

当該空家が一部居住している長屋、共同住宅等

の適正管理の助言・指導など

など

以後、経過観察を続け、適宜文書により適
正管理の助言・指導など

③-2 所有者等調査（空家法の空家等に該当）
固定資産税情報など所有者等に関する情報の内部
利用(空家法第 10 条)

④適正管理の助言
空家等の適正な管理の助言を文書により通知（空
家法第 12 条）
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図 2 立入調査員証
表

面

立 入 調 査 員 証
所

属

職

名

氏

名

生年月日
上記の者は、空家等対策の推進に関する特別措置法第 9 条第 2 項の規定に基づく立入調
査の権限を有する者であることを証明する。

発行年月日

年

月

日

有効期限

年

月

日

守口市長

裏

面

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)(抜粋)
(立入調査等)
第9条

(略)

2 市町村長は、第 14 条第 1 項から第 3 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 5 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、通知を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 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。
【注意】この証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
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第 6 章 特定空家等に対する措置について
1．空家等に対する措置に係る作業フロー
①相談・要望
空家等と思われる建物に対する管理不全の相談・
要望
「空家でない」と判断

②現地調査・建物調査
・現地確認(敷地外より)、水道利用情報

など

建築基準法等に基づいて、危険家屋の適正
管理指導へ

「空家」と判断
外観、水道利用情報、周辺からの聞き込みなどにより居住されていない
と判断（水道利用情報などは概ね 1 年間の使用実績を確認）

③-1 所有者等調査（共通）

空家法の「空家等」に該当しない空家の場合

建築基準法等に基づいて、空家の適正管理

・所有者等調査(不動産登記簿情報)
・住民票・戸籍等調査

当該空家が一部居住している長屋、共同住宅等

指導へ

など

以後、経過観察を続け、適宜文書により

③-2 所有者等調査（空家法の空家等に該当）

指導を行う。
固定資産税情報など所有者等に関する情報の内部
利用(空家法第 10 条)

必要に応じて

立入調査（空家法第 9 条）

④適正管理の助言

空家等の立入調査の通知

空家等の適正な管理の助言を文書により通知（空

↓

家法第 12 条）

立入調査の実施

改善されない

【特定空家等に該当するかどうか、措置を講ずるか否かを判断】
特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表（別添 3）を使用
※必要に応じて、学識経験者、関係機関などの意見を聞き判断する
特定空家等(基準値以上)

特定空家等に該当しない(基準値未満)

特定空家等に対する措置へ

経過観察（必要に応じ、再助言）
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2．特定空家等に対する措置に係る作業フロー
⑤特定空家等の認定
特定空家等(基準値以上)

(所有者等を確知)

(所有者等が不明)

⑥助言又は指導
所有者等に対し、助言又は指導
(空家法第 14 条第 1 項)

代執行の事前の公告
※必要に応じて再度行う

(空家法第 14 条第 10 項)

改善されない

⑦勧告
所有者等に対し、勧告

略式代執行の検討へ

(空家法第 14 条第 2 項)

（空家法第 14 条第 10 項）

※翌年 1 月 1 日以降、勧告が撤回されるまでは
固定資産税等の住宅用地特例の適用から除外

所有者等に対し、勧告の撤回
改善を確認

命ぜられるべき者が不明
改善されない

固定資産税等の住宅用地特例の対象となる。

所有者等に対し、命令の事前通知
及び弁明の機会の付与

通知書の交付から 5 日以内

(空家法第 14 条第 4 項)

⑧命令
所有者等に対し、命令
(空家法第 14 条第 3 項)

※賦課期日(1 月 1 日)に撤回されていれば再度

公開による意見の聴取の請求
（空家法第 14 条第 5 項）

・意見書の提出期限までに意見書の
提出がなかった場合
・意見聴取の請求がなかった場合
・いずれの弁明においてもなお、命令

+

措置が不当でない場合

命令に係る標識の設置、公示
(空家法第 14 条第 11 項)
・命令措置が履行されないとき
・履行しても十分でないとき
・履行期限までに完了する見込みがないとき

代執行の検討へ
（空家法第 14 条第 9 項）
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公開による意見の聴取の実施
（空家法第 14 条第 6 項）

3．特定空家等の判断基準について
管理不全な空家等に対する空家法第 12 条の情報提供・助言などを経ても、なお改善が見られない
場合、特定空家等に該当するかどうか、措置を講ずるか否かを判断します。
具体的には、必要に応じて空家法第 9 条第 2 項に規定される立入調査を実施した上で、大阪府の
「国特定空家等ガイドラインの運用に係る技術的助言（平成 27 年 12 月策定）」に基づく「特定空家
等に対する措置を講ずるか否かの判定表（別添 3）」を使用し、必要に応じ学識経験者、関係機関な
どの意見を聞き、判断を行っていきます。
※判定基準については、本市の実施状況などを踏まえ、随時、内容の更新・修正など改良を加えていきます。

4．特定空家等への助言又は指導（空家法第 14 条第 1 項）について
特定空家等として認定がされたものについては、当該特定空家等の所有者等に対する助言又は指導
により、所有者等が自らの意思によって改善することを促します。
助言又は指導の実施にあたっては、その内容や理由、助言又は指導後の対応などを明確に示します。
また、実施したことの記録や、所有者等にその内容を正確に伝達するという観点から、書面で行うこととし
ます。助言又は指導をしたにも関わらず、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認められるときは、
本市は勧告を行う可能性があること、勧告をした場合は、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の対象から除外されることになることも合わ
せて通知します。（表 12 参照）
なお、そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害
となるおそれのある状態のいずれでもない特定空家等については、建築物等の全部を除却する措置を助
言又は指導することはできません。特定空家等に該当しないと判断されたものについては、適宜、空家法
第 12 条による再度の助言などを行い、周辺住民からの苦情･要望に対する改善を促します。

図 3 助言又は指導について
特定空家等に該当するかどうか、措置を講ずるか否かを判断
・判定表（別添 3）に基づき建築物の状態を点数化
・必要に応じて立入調査（空家法第 9 条第 2 項）および学識経験者などから意見聴取
特定空家等に該当

特定空家等に該当しない

助言又は指導（空家法第 14 条第 1 項）
・書面で行う

情報提供・助言等（空家法第 12 条）

・勧告に至った場合の措置も通知
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表 12 助言又は指導の概要
分 類
告知すべき事項
助言又は指導の対象とな

内 容
・当該助言又は指導の内容
・当該助言又は指導の責任者
・当該特定空家等の所有者等（土地の所有者等も含む）

る者
・助言又は指導に係る措置を実施した場合は、遅滞なく当該助言又は指
導の責任者に報告すること
助言又は指導後の対応
についての告知の内容

・助言又は指導したにも関わらず、なお当該特定空家等の状態が改善され
ないと認められるときは、市町村長は勧告を行う可能性があること
・市町村長が勧告をした場合は、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の対象
から除外されることとなること

助言又は指導の趣旨及
び内容

・どの建築物等が特定空家等として助言又は指導の対象となっているのか
・当該特定空家等が現状どのような状態になっているのか
・周辺の生活環境にどのような悪影響をもたらしているのか

5．特定空家等への勧告（空家法第 14 条第 2 項）について
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(物件を整理するための期間や工事の施工に要する
期間を合計したもの等)を付けて、必要な措置をとることを勧告します。内容については表 13 のとおりで
す。
勧告を実施するにあたっては、書面により実施することとし、郵送などの的確に送達できる方法を選択し
ます。なお、勧告は、相手方に到達することによって効力を生じ、相手方が現実に受領しなくとも相手方が
当該勧告の内容を了知し得るべき場所に送達されたら到達したと見なされるため、郵送の場合は、配達
証明郵便または配達証明かつ内容証明郵便とします。
なお、特定空家等の所有者等が複数存在する場合には、本市が確知している当該特定空家等の所
有者等全員に対して勧告を行います。
また、勧告を行った場合、固定資産税等の賦課期日（毎年 1 月 1 日）までに勧告に対する必要な
措置が講じられない当該特定空家等の敷地については、固定資産税等の住宅用地に係る課税標準の
特例適用対象から除外されることから、課税部局に対し必要な情報提供を行います。
勧告に係る措置を示す際には、当該特定空家等の所有者等が具体的に何をどのようにすれば良いの
かが理解できるように、措置内容をできるだけ明確に示すこととします。
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図 4 勧告について
助言又は指導を行った特定空家等

状態が改善

状態が改善されない
勧告（空家法第 14 条第 2 項）

特定空家等の認定を撤回

・書面で行う
・勧告に係る措置を執らなければ、命令を行う可能性が
あること
・固定資産税等の住宅用地特例から除外されること

表 13 勧告の概要
分 類
勧告すべき事項
勧告の対象となる者

内 容
・当該勧告に係る措置の内容及び事由
・当該勧告の責任者
・空家法第 14 条第 1 項に基づく助言又は指導を受けた者
・勧告に係る措置を実施した場合は、遅滞なく当該勧告の責任者に報告す
べきであること

勧告後の対応についての
告知の内容

・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、市は命令を
行う可能性があること
・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
産税等の住宅用地特例の対象から除外されること

6．特定空家等への命令（空家法第 14 条第 3 項～第 8 項）について
前述した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、本
市は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（勧告の猶予期限に準じる）をつ
けて、その勧告に係る措置をとることを命じます。
本市は事前に、命じようとする措置の内容及びその事由、意見書の提出先、意見書の提出期限を記
載した通知書を、当該措置を命じようとする者又はその代理人に通知します。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、本市に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を
請求することができます。
命令を実施するに際しては、書面により実施することとし、送達方法については、勧告の送達方法に準
じることとします。なお、空家法第 16 条第 1 項に基づき、命令に違反した者は、50 万円以下の過料に
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処することとなります。
本市は、空家法第 14 条第 3 項の規定による命令をした場合は、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、当該特定空家等に標識を設置するとともに、本市の広報やホームページな
どを利用し、命令が出ている旨を公示します。

図 5 命令について
勧告を行った特定空家等

正当な理由がなく、勧告に係る措置をとらない
所有者等への事前の通知
（空家法第 14 条第 4 項）

通知書の交付から

公開による意見の聴取の請求・実施
（空家法第 14 条第 5 項～第 8 項）

5 日以内

・命じようとする措置の内容及び

市町村長は、意見聴取の期日の 3 日前

その事由

までに、以下を通知および公告

・意見書の提出先

・命じようとする措置

・意見書の提出期限

・意見の聴取の期日及び場所

・意見書の提出期限までに意見書の提出がなかった場合
・意見聴取の請求がなかった場合
・意見書の提出又は意見聴取を経ても、なお当該命令措置が不当でない場合
当該特定空家等への命令・標識の設置
（空家法第 14 条第 3 項及び第 11 項）
・標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める
方法による公示
・市の広報およびホームページでの命令措置の公示

勧告又は命令措置の撤回
・勧告に係る措置を執った特定空家等

・命令措置が履行されないとき

・命令措置が不当であると認められた特定空家等

・履行しても十分でないとき

・命令に係る措置をとった特定空家等

・履行期限までに完了する見込みがないとき

代執行の検討へ
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7．特定空家等への代執行（空家法第 14 条第 9 項、第 10 項）について
本市は、空家法第 14 条第 3 項の規定により必要な措置を命じた場合に、その措置を命じられた者が
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、行政代執行法もしくは空家法の定めるところに従い、代執行を行うことができます。
なお、代執行できる措置については、以下の 2 つの要件を満たす必要があります。
①他人が代わってすることのできる義務（代替的作為義務）に限る
②当該特定空家等による周辺の生活環境等の保全を図るという規制目的を達成するために、必
要かつ合理的な範囲内に限る

（1）代執行
代執行は下記の手順に従って行います。
①文書による戒告（行政代執行法第 3 条第 1 項）
代執行を行うにあたっては、相当の履行期限（戒告の時点から起算して、当該措置を履行することが
社会通念上可能な期限）を定め、その期限までに義務の履行が行われないときは代執行を行う旨をあ
らかじめ文書で戒告します。文書の送達方法については、勧告の送達方法に準じます。
②文書による再戒告（行政代執行法第 3 条第 1 項）
戒告において定められた措置命令の履行期限までに履行されないときは、再度戒告を重ね、義務者
自らによる履行を促します。
代執行を実行する時点については、本市では、客観的事情から義務の履行期限を更に延長すること
が社会通念上許されがたい状況にあるか、または再戒告により義務者自身による履行が期待され得るの
かなどの状況を勘案して判断します。
③代執行令書（行政代執行法第 3 条第 2 項）
本市は、義務者が上記の戒告を受けて、指定の期限（動産を搬出することなどに配慮し、指定した期
限）までにその義務を履行しないときは、代執行令書をもって、下記の事項を義務者に通知します。
（ⅰ）代執行を行う時期
（ⅱ）代執行のために派遣する執行責任者の氏名
（ⅲ）代執行に要する費用の概算による見積額
なお、文書の送達方法は、勧告の送達方法に準じることとします。
④費用の徴収（行政代執行法第 5 条、第 6 条）
代執行の終了後、本市は義務者に費用を徴収します。費用の徴収については、国税滞納処分の例
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により、義務者から強制徴収します。

（2）略式代執行（空家法第 14 条第 10 項）
空家法第 14 条第 3 項に基づき、必要な措置を命じようとする場合に、過失がなくて（本市がその職
務において通常要求される注意義務を履行したことを意味する。）、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（措置を命ぜられるべき者の氏名及び所在をともに確知し得ない場合及び氏名は知り
得ても所在を確知し得ない場合）ときは、本市は自らの負担において、その措置を行うことができます。
略式代執行の実施にあたっては、相当の期限（当該措置を履行することが社会通念上可能な期限）
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代執行を行うべき旨を事
前に公告することとします。
なお、義務者が後に判明した場合、その者から代執行に要した費用を徴収します。義務者が任意に費
用支払をしない場合、本市は民事訴訟を提起し、裁判所による給付判決を債務名義として民事執行
法に基づく強制執行を行います。

図 6 代執行と略式代執行について
・過失がなくて、その措置を命ぜられるべき者

命令を行った特定空家等

を確知することができない特定空家等
・命令措置が履行されないとき

・過失がなくて、助言又は指導及び勧告が行

・履行しても十分でないとき

われるべき者を確知することができないた

・履行期限までに完了する見込みがないとき

め、命令を行うことができない特定空家等

文書による戒告
(行政代執行法第 3 条第 1 項)

事前の公告

文書による再戒告

（空家法第 14 条第 10 項）

（行政代執行法第 3 条第 1 項）

代執行令書の通知
（行政代執行法第 3 条第 2 項）

代執行

略式代執行

（空家法第 14 条第 9 項）

（空家法第 14 条第 10 項）
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8．必要な措置が講じられた場合の対応について
特定空家等の所有者等が助言または指導、勧告、命令に係る措置を実施した場合、所有者等は措
置が完了した旨の届出書を本市に提出し、本市は所有者等に受領書を交付します。
また、勧告又は命令が撤回された場合、固定資産税などの住宅用地特例の適用対象となることから、
課税部局に撤回された旨の情報提供を行います。
なお、これらの情報は、データベースに記録し、関係部局との情報共有を図ります。

9．その他
建物の一部が空家状態のものや別荘など、空家法の空家等に該当しない空家で適正管理が行われ
ていないものについては、建築基準法その他法令で対応可能な事案については、適正管理に関する指
導などを行っていきます。
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第 7 章 空家等に関する対策の実施体制について
1．空家等対策担当部局と庁内連携体制について
（1）空家等対策担当部局
空家等対策担当部局は、都市整備部住宅まちづくり課とします。
本計画の策定業務、空家に関する相談の窓口、特定空家等に対する指導など、本市における空
家等対策の全般を担当する部局です。

（2）庁内連携体制の構築
空家等がもたらす問題は、分野横断的で多岐にわたるものであり、本市の様々な部局が密接に連
携して対処する必要のある政策課題です。そのため、都市整備部住宅まちづくり課が中心となり、庁内
の各組織と連携し、空家等対策を推進していきます。
空家に関する相談

総合相談窓口
都市整備部住宅まちづくり課

情報提供

情報共有

所有者等調査

連携

連携

適正管理

利活用

・総務部課税課

・危機管理室

・企画財政部広報広聴課

・市民生活部総合窓口課

・総務部課税課

・市民生活部コミュニティ推進課

・市民生活部コミュニティ推進課

・環境部環境政策課

・市民生活部地域振興課

・水道局お客さまセンター

・都市整備部道路課
・都市整備部建築指導課
など

など

など

※空家等対策の必要に応じて、柔軟に関係各課と連携して対応します。
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2．空家等対策の連携団体について
空家等対策を推進するため、今後は以下の団体、組織や金融機関及び本市も加入している「大阪の
住まい活性化フォーラム」に所属する各団体との連携を検討していきます。
表 14
団体名

民間事業者等
法務関係団体
建設・不動産関係団体
守口警察署
守口市門真市消防組合 守口消防署

取組内容

空家等見守りサポート業務など空家等に関する適正管理を促す
取組みなど
空家等相談員の派遣、相続登記の推進活動など
空家等セミナーへの講師派遣、空家等相談員の派遣など
防犯上危険な状態にある空家等の情報共有など
防火対象物の情報共有など
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第 8 章 空家等対策の実施に関し必要なその他の事項について
1．方針について
空家法において、国及び都道府県は、空家等対策における財政上および税制上の措置などを講ずる
ものとされており、これらを活用することも考慮し、本市が主体となって本市の実情に応じた空家等対策を
実施していきます。また民間活力も積極的に活用することを検討していきます。

2．取組みについて
（1）支援等について
本市は、これまで耐震改修や密集市街地における除却補助（表 15 参照）などにより住居に係る
支援を行ってきましたが、空家等対策についても国や大阪府などから講じられる支援を活用するなどし、
新たな制度の実施について検討を進めます。

（2）国および大阪府等との連携
空家等対策の実施にあたっては、守口市空家等対策協議会及び庁内関係部局や民間団体だけ
ではなく、国や大阪府、更には近隣市町村などとも連携していくことが不可欠となります。
このことから、今後空家法にかかる国の動向など積極的に情報収集を行うとともに、大阪府や府内市
町村で構成する「大阪府空家等対策市町村連携協議会」などを通じて行政間で連携を図り、空家等
対策を推進していきます。
表 15
・守口市における耐震改修等補助
①建築物耐震診断補助
昭和 56 年 5 月 31 日以前に建てられた住宅で、居住されている方などを対象に、耐震診断費用の一部を補助
②木造住宅耐震改修設計補助
昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された木造住宅を対象に、耐震改修設計費用の一部を補助
③木造住宅耐震改修補助
昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された木造住宅を対象に、耐震改修費用の一部を補助

・守口市における除却補助
守口市老朽木造賃貸住宅除却助成（平成 32 年度までの措置）
地震時等に著しく危険な密集市街地（大日・八雲東町地区、東部地区）にある昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された木造か
つ共同建て又は長屋（重ね建て含む）で、賃貸住宅である建物の除却費用の一部を補助
※上記の各補助の詳細及び補助金額などについては、住宅まちづくり課までお問い合わせください。
※上記の各補助は平成 29 年度現在の状況であり、今後変更となる可能性があります。
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別添 1

守口市空家等対策計画 用語集
※1 空家等
空家法第 2 条第 1 項に規定する空家等で、「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」と「その敷地（立木その
他の土地に定着する物を含む。）」です。
なお、長屋やアパート等共同住宅は、建物全体のうち 1 部屋でも居住実態があれば、
「空家等」には該当しません。

※2 所有者等
空家法第 3 条に規定されている「空家等の所有者または管理者」です。両者が「空家
等」について適切に管理する責務を負います。なお、空家等を相続した相続人も含まれ
ます。また、空家法第 2 条第 1 項で「空家等」に建物と「その敷地（立木その他の土地
に定着する物を含む。）」と規定されていることから、土地の所有者または管理者も含み
ます。

※3 空家
空家法に規定する「空家等」に加え、共同住宅や長屋などの空室および居住はしてい
ないものの、定期的に管理されているもの（例えば、居住はしていないが倉庫として使用
しているもの）を含みます。

※4 戸建
1 建物で壁を共有しない 1 住宅であるものをいいます。

※5 長屋
2 つ以上の住宅を 1 棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に
35

外部への出入口をもっているものをいいます。いわゆる「テラス・ハウス」も含みます。

※6 共同住宅等
1 つの棟の中に 2 つ以上の住宅があるもので、廊下・階段などを共用しているものや 2 つ
以上の住宅を重ねて建てたものである「共同住宅」と倉庫などその他の建物を含みます。
なお、本計画に記載する空家の「共同住宅等」は、全戸空室の場合を言います。

※7 併用住宅用
1 階に店舗部分など居住の用の供さない部分を持つ戸建、長屋などをいいます。

※8 その他
銀行用、事務所用、店舗用、病院用、付属家用、変電所用の空家です。

※9 特定空家等
空家法第 2 条第 2 項の空家等で、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、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、
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、④その他周辺
の生活環境の保全を図るため放置することが不適切である状態、のいずれかに該当する
と認められる「空家等」です。

※10 インスペクション（建物状況調査）
既存住宅の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合
の有無を目視、計測等により調査するものです。平成 30 年 4 月 1 日から施行予定の
改正宅地建物取引業法により、既存住宅の売買取引時におけるインスペクション（建
物状況調査）の活用促進が規定され、その担い手の育成として「既存住宅状況調査
技術者講習制度」が創設されるなど、中古住宅の流通においてインスペクションは今後ま
すます普及していくものと考えられます。
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別添 2
現地調査票

特記事項

１ 基本情報
①

整理番号

№

②

家屋ID

№

③

所在地

守口市

家屋所有者

氏名

住所

（納税）管理者

氏名

住所

④

調査年月日

建築年

⑤

規模等

⑥

抽出根拠

/

/

調査員

年

用途

□住居

□店舗

□店舗兼住宅

□その他（

構造

□木造

□非木造 □鉄骨造 □その他（

）
）

階層

□１階

□２階

建て方

□戸建

□長屋（全棟空家） □長屋（一部空家）

□３階以上

駐車場

□有り

□無し

□共同住宅等

□水道情報 □市民からの通報情報 □事前調査情報 □その他（

）

２ 空き家判定調査項目

判定指標

外観

□廃屋

表札

□無

□有（氏名：

雨戸

□無

□一部締切り

郵便受け

□住人の気配がない（廃屋風）

□溜まっている

）

□溜まっていない

□ふさがれている

□作動

□停止

□確認できない

ガスメーター

□作動

□停止

□確認できない

売貸表示

□無

□有（業者名：

生活サイン

□無

□有（理由：

その他

□無

□有（

□空き家

□確認できない（有るが文字不明等）

□締め切っている

電気メーター

判定結果

□判断できない

□郵便受けがない

連絡先：

）
）
）

□居住中（使用中）

□不明

３ 管理不全な状態の基礎調査項目（外観目視）
A

B

C

保安

建物

□傾斜なし

□軽度の傾斜あり

□著しい傾斜あり

屋根・軒

□問題なし

□一部不陸又は破損あり

□全体的に不陸又は破損あり

外壁

□問題なし

□一部剥離又は破損あり

□全体的に剥離又は破損あり

建築資材（屋根・外壁材）

□問題なし

□敷地内に剥落あり

□敷地外に剥落している

門又は塀

□問題なし（無い場合含む） □敷地内に傾斜している

その他（

□敷地外に傾斜している

衛生
景観
生 活
環 境

） □問題なし

□一部破損あり

□著しい破損あり

□問題なし

□一部放置あり
□建物内部
□敷地内

□大量の放置あり
□建物内部
□敷地内

可燃ゴミ・資材の散乱 □問題なし

□一部散乱している
□建物内部
□敷地内

□全体的（大量）に散乱している
□建物内部
□敷地内

汚物等の臭気

□問題なし

□流出・臭気の原因となるものあり

□流出・臭気あり

立木・雑草の繁茂

□問題なし（手入れあり）

□手入れなし

□手入れなしで越境している

動物等の住みつき

□問題なし（発生していない）

□ふん尿等の形跡あり

□動物等が住みついている

外壁・開口部

□問題なし

□一部破損又は開放

□大きく破損し開放している

不燃物の放置
（生ごみ等）

総合判定

□A（概ね良好）

総合判定基準
A：各項目にBまたはCがない場合
B：各項目にB(保安項目以外はBまたはC)がある場合
C：保安項目にCがある場合

□B（若干の損傷あり）
コメント欄
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□Ｃ（要注意）

③
悪影響の程度

特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表

悪影響の範囲
①
認められる状
態の有無

※下記判定表で得点を計上し、合計が100点以上を特定空家等として、措置を講ずる。

歩行者の通行量が多い道路に影響（通学路等）
②
２
予見される悪影響の範囲内に
隣接地に広範囲に影響（下記以外） ２
周辺に影響を与える
周辺の建築物や通行人等が存
悪影響の度合い 敷地境界隣接地を越えて影響（臭気、音） ２
在し、又は通行し得て被害を受 事項
景観保全に影響（ただし③の状態のみ） ２
ける状況になるか否か
Ａ
普通の通行量の道路に影響 １
隣接地に影響 １

④
危険等の切迫性

合 計
切迫性が高い
2
切迫性が高くない 1

Ａ×Ｂ×Ｃ

Ｃ

Ｂ
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．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
（１）建築物が著しく倒壊等するおそれがある
イ 建築物の著しい傾斜

□

□

倒壊等

50

（イ）基礎及び土台

□

□

倒壊等

50

（ロ）柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等

□

□

倒壊等

50

（イ）屋根ふき材、ひさし又は軒

□

□

脱落、飛散

40

（ロ）外壁

□

□

脱落、飛散

40

（ハ）看板、給湯設備、屋上水槽等

□

□

脱落、飛散

40

（二）屋根階段又はバルコニー

□

□

脱落、飛散

40

（ホ）門又は塀

□

□

倒壊、脱落、飛散

40

１´．第8の1-2「建築物が著しく保安上危険となるおそれがある状態の判定表」の評点の合計が100点を超える。

□

□

倒壊、脱落、飛散

50

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。

□

□

倒壊等

40

ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等

（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。

合計

0

合計

0

合計

0

－

－

合計

0

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が原因で、以下の状態にある。
・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。

□

□

有害物質飛散

50

・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

□

□

臭気

30

・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

□

□

臭気

30

・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

□

□

臭気

30

・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

□

□

動物等侵入

30

（２）ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態になる。
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③ 適切な管理がおこな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）適切な管理が行われていない結果、既存の景観のルールに著しく適合しない状態となっている。
・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の
制限に著しく適合しない状態となっている。

□

□

景観

25

・景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制
限に著しく適合しない、又は条例で定める工作物の形態意匠等の制限等に著しく適合しない状態となっている。

□

□

景観

25

・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。

□

□

景観

25

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。

□

□

景観

25

・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。

□

□

景観

25

・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている。

□

□

景観

25

・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。

□

□

景観

25

・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。

□

□

景観

25

（２）その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。

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） 立木が原因で、以下の状態にある。
・立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている。

□

□

倒壊、脱落、飛散

30

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。

□

□

越境

25

・動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

□

□

音

30

・動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

□

□

臭気

30

・敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

□

□

動物の毛等飛散

25

・多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

□

□

動物等侵入

30

・住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。

□

□

動物等侵入

30

・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。

□

□

害虫等侵入

30

・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。

□

□

住民不安

30

・屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が発生し、歩行者等の通行を妨げている。

□

□

落雪

－

・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している。

□

□

流出

50

（２） 空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。

（３） 建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の状態にある。

全合計
0

別添3

－

実態調査における本市の空家分布図
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総合判定Ｂ
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総合判定Ｃ

空家分布図（ 守口市東部地域 ）
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総合判定Ｃ

空家分布図（ 守口市中部地域 ）
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総合判定Ｃ

空家分布図（ 守口市南部地域 ）
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総合判定Ｃ

