
 

５． 計画の実現に向けて 
市では、空家等における様々な問題に対応できるよう、関係各課が連携して取り組みます。 
計画をより効果的に推進するため、市の関連部署、事業者・専⾨家、地域住⺠等が、それぞれの責務や能

⼒に応じて役割を分担し、相互に連携し、空家所有者を⽀援しながら対策を実施することが重要となります。 
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図 庁内の体制・担当業務と各主体の役割 
 

表 空家に関する専⾨的な相談 

専⾨家 相談内容 連絡先 

弁護士 
相続・遺言、遺産分割、相続放棄、
成年後⾒、家族信託、借地・借家、
相続財産管理⼈          など 

岐阜県弁護士会 
058-265-0020 

司法書士 不動産登記、相続登記、 
遺言、成年後⾒、家族信託    など 

岐阜県司法書士会 
058-246-1568 

税理士 相続税、贈与税等の税に関すること 
             など 

名古屋税理士会関税務相談所 
0575-24-6093 

土地家屋調査士 不動産登記、土地の測量・境界確定 
                など 

岐阜県土地家屋調査士会 
058-245-0033 

建築士 設計、耐震診断、空家の維持管理 
・利活⽤               など 

公益社団法⼈岐阜県建築士会 
058-215-9361 

宅地建物取引士 

土地、家屋、空家の売買や賃貸 
             など 

 
 

公益社団法⼈岐阜県宅地建物取引業協会中濃⽀部 
0574-23-1800 
公益社団法⼈全⽇本不動産協会岐阜県本部 
058-272-5968 
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美濃加茂市役所 
 空家等対策計画に基づき、空家等に関する適切な措置を行います。 
 地域住⺠から提供される空家等の情報や相談への対応については、総合的な
窓ロとしての役割を担うとともに、空家等の対策を推進します。 

空家所有者等 
 空家等の所有者や管理者
は、空家等が周辺の生活環
境に悪影響を及ぼさないよ
う、責任を持って適切に管
理しなければなりません。 

事業者・専門家等 
 空家等の利活用・流通
等に関して、専門的な 
知識や技術を活用し、 
積極的な協力が必要と 
なります。 

地域住⺠（市⺠） 
 地域の生活環境の保全の
ため、市との協働の 
もとで空家等の対策 
に積極的に取り組 
むことを望みます。 

◆空等等発生の予防…商工観光課 
◆空家等の積極的な利活⽤…まちづくり課 
◆危険な空家等の対応…環境課、土木課、防災安全課、都市計画課、中濃建築事務所、警察、消防 
◆危険な空家等の除去…都市計画課、税務課 

都市計画課 
総合窓口 

 

 

１． 計画の概要 
1.1 計画策定の背景 

●平成 27 年 5 ⽉施⾏の「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、市町村には「空家等対策計画」
の作成及びこれに基づく対策の実施、必要な措置を適切に講ずるよう努めることが求められています。 

●当市においては、平成 29 年 6 ⽉に「美濃加茂市空家等対策計画」を制定し、対策を実施しています。 
●計画期間（令和3 年度まで5年間）の最終年をむかえたため、改定版（第2期計画）を策定いたします。 
●今回の計画では、これまでの⽼朽化した空家の把握と適正な管理、除去の取組を継続しつつ、空家の有効
活⽤に重点を置き、危険な空家を発生させない取組を所有者、地域、事業者、市等が相互に連携し協⼒し
りながら推進していくものとしています。 

1.2 対象地区・計画の期間 
 
 
 
 

２． 空家等に関する現状と課題 
2.1 空家等の現状 

ひ と︓⼈⼝は増加傾向継続であり、世帯数も増加、特に⾼齢のみ世帯の割合増加（国勢調査 R2）。 
住まい︓住宅数/世帯数＝1.2と住宅ストックが蓄積。近年においても新築志向が⾼い（住宅・土地統計調査）。 
空家等︓美濃加茂市の空家率は低下（H25→H30 住宅・土地統計調査）。 

第 1 期計画策定時に空家調査 606 件実施、以後、毎年 10 件程度実施し計 673 件となり、
除去等された空家は 43 件あります。630 件の空家のうち 88%は評価 A~C の⽐較的健全な状
態であり、築後 40 年前後の件数が多く、50 年で悪化が進⾏する傾向です（D~の割合増加）。 

2.2 現状と課題の整理 

ひ と︓⾼齢のみ世帯が増加し、家屋相続時の所有者・管理者の把握が難しくなることが懸念されます。 
住まい ︓新築志向が⾼いため住宅ストックは蓄積。住宅需要が⽐較的⾼いうちに既存建物の利活⽤をすす

めないと、築年数が⾼く状態の悪い空家等が多く発生する懸念があります。 
空家等︓空家等の管理者の⾼齢化が進展しており、管理を代替する仕組みが必要です。 

３． 空家等対策の基本的な考え方 
3.1 基本的な方針 
 
 
 
 

renokamo  ： renovation+minokamo 

3.2 成果指標 

＜個別施策に対する指標＞ 
⽬標①空家の利活⽤に関する意識の醸成︓空家相談のうち、利活⽤に関する相談を全体の 53％にする。 
⽬標②管理不全空家数の抑制︓令和 14 年（2032 年）の管理不全空家数を 38 ⼾に抑える。 
⽬標③管理不全の解消︓市からの改善依頼・注意喚起後の改善率を 75%にする。 
＜総合的指標＞ 

⽬標 居住⽬的のない空家数※の抑制︓令和 14 年（2032 年）のその他空家数を 1,920 ⼾程度に抑制する。 

美濃加茂市空家等対策計画 令和4年8月 

美 濃 加 茂 市 概要版 

 
（ 2022 年度 ～ 2031 年度） 

計画期間：10 年間（令和 4 年度～令和 13 年度） 
対象地区：市内全域 

未来を叶える renokamo 
～くらしとまちのリノベーション～ 

※住宅・土地統計調査（総務省）における賃貸・売却⽤等以外のその他の空家数 



 

４． 空家等対策の施策と取組 
安全・安⼼な生活環境保全のための取組（適正管理、危険な空家の除去等）は継続・強化しつつ、空家の有効活⽤に重点を置いた計画とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

     危険な空家      管理不全空家         健全な空家 

低未利⽤地の適切な 
利⽤・管理を促進するための 

特例措置 
土地とその上物の取引額の合計が
500 万円以下、都市計画区域内の
低未利用地等の要件を満たす取引
について、売主の⻑期譲渡所得を
一部控除する  （都市計画課） 

⽼朽空家除却事業補助⾦ 
市内にある老朽空家を除却する方に対してその除却費用の一部を補助する 

                     （都市計画課） 

管理不全となっている空家へ
の懸念 
• 空家の管理状況が悪く、建物の

⽼朽度が⾼いと評価された建物
ほど、所有者は「どうしていい
かわからない」。 
 

• 空家等を放置すると急速に⽼
朽化が進み、周辺へ悪影響を
及ぼします。 

防災・防犯上危険な空家へ
の懸念 
• ⽼朽化が進⾏し危険な状態

となった空家については、
このまま放置された場合に
倒壊の危険性、放火による
火災や周辺への延焼、ゴミ
の放置、周辺環境や景観へ
の影響などが懸念されま
す。 

空家の管理の懸念 
 
• 今後、所有者等の⾼齢化がさら

に進むことを考えると、空家等
の管理を所有者のみで担うこと
は難しくなることが予想されま
す。 

• 空家の相続登記がされず、所有
者が不明となることから空家の
管理不全につながります。 

Ⅵ.特定空家等に対する 
措置 

特定空家等に対する措置につ
いては、空家等の管理状況や
所有者等の事情、地域住⺠へ
の悪影響の範囲や程度、危険
等の切迫性を考慮しながら対
応します。 
  
  

   

〇特定空家等の認定 
〇特定空家等に対する措置 
〇固定資産税の住宅⽤地特

例解除 

遠くに住んでいて 
なかなか空家の管
理が出来ないけれ
ど、何か良い方法
はないかな。 

空家から瓦が落ち
そうだけど、もし
誰かに怪我をさせ
てしまったら…。 

空家を取り壊すの 
に、費用はどれくら 
いかかるのかな。 

Ⅴ.危険な空家等に 
なる前の対応 

倒壊等著しく危険となる空
家等（特定空家等）になる
前に、取り壊し等を推進し
ます。 
   

〇除却等に要する費⽤の一
部を補助する制度の活⽤ 

〇除却した空家等跡地の活
⽤の促進 

Ⅳ.空家等の適正な管理 
  

空家等の適切な管理は、その所有
者等が自らの責任により行う必要
があります。適切な管理を行わな
い所有者に対する啓発・依頼や管
理することが困難な方への⺠間事
業者を紹介等により適切な管理を
促進します。 
  
  〇相談会の実施 
〇シルバー⼈材センターとの協定 
〇空家パトロールの実施、所有者等

に対する周知・啓発 

    居住中・利⽤中 

本
市
の
空
家
等
に
お
け
る
課
題 

空家になる前の対応 
 
• 空家の実態調査結果では、そのまま

の状態や軽微な修繕により使用可能
となる空家等が数多くあります。 

 
• 統計調査では空家数は減少しており

住宅需要はあることから、利活用を
促すことが重要です。 

空
家
の
状
況 

増加が懸念される空家への対応 
 
• 本市では、人口増加が続き新築ニーズ

も⾼い状態が続きましたが、今後、不
要な住宅の発⽣が懸念されます。 

 
• 建物所有者が健在のうちに、将来的に

空家等となる恐れがある家屋の把握
と、管理不全となる空家の発⽣を抑え
る必要性があります。 

施
策
の
方
向
性
・
施
策 

Ⅰ.空家等発生の予防 
 
市⺠に対し空家等の問題
意識の醸成、空家等の管
理を意識付けるなど、空
家等発生の予防を推進し
ます。 
 
 〇相談窓⼝の設置 
〇空家等の適正な管理に対

する啓発 

Ⅱ.空家等の把握 
 

本市で実施した空家等実態
調査や意向調査、市⺠から
の情報提供、空家発生時の
情報収集により空家等を適
切に把握します。 

 
 〇空家等のデータベース化 
〇地域住⺠からの情報収集によ

る実態把握 
〇死亡届時の空家等の情報収

集 
〇相続登記の義務化(R6.4~) 

Ⅲ.空家等の積極的な 
利活⽤ 

所有者・利用者のニーズをマ
ッチさせ空家等の流通を促進
するとともに、リノベーショ
ン等による地域資源としての
活用を進めます。 
 
 〇空き家バンクによる利活⽤可能

な情報の発信 
〇住みかえ⽀援制度の利⽤促進 
〇空家等の除却や跡地活⽤に関

する意識啓発 
〇地域資源としての活⽤ 

空家を相続するこ
とになったけれど
何か手続きが必要
なのかな？ 

利活用の方法って
たくさんあるんだ
な。利活用の方法
を相談してみたい
な。 

  
思い出が詰まった
この家は将来どう
なるのかな？  

建築物の耐震関連 
補助事業 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に着
工された建築物について耐震
化を促進するための補助 

（都市計画課） 

商店街空き店舗 
活⽤補助⾦ 

空き店舗を借りて新たに事業を始
める事業者を対象に賃借料を補助 

  （商工観光課） 

空き家の発生を抑制
するための特例措置 

空家となった被相続人の住宅
を相続した相続人が耐震化ま
たは取り壊しをした後に、家
屋または敷地を譲渡した場合
にかかる譲渡所得の金額の一
部を特別控除 （都市計画課） 

空
家
等
の
補
助
・
助
成
制
度 

小規模企業者事業所等
整備補助⾦ 

小規模企業者や、新たに創業され
る方を対象に、店舗などの改修や
新築の費用の一部を補助 

   （商工観光課） 

住宅工事等補助⾦ 
自己が所有かつ、居住する家
屋の増改築等の工事費を補助 

（商工観光課） 

新 

新 

新 新

新 …新規の取組

新 


