
日向市空家等対策計画

空き家の適切な管理・活用・除却による
良好な生活環境の確保

・人口減少や既存住宅の老朽化、社会的ニーズの変化
等に伴い、空き家が全国的に年々増加しています。
このような空き家の中には、地域住民の生活環境に
深刻な影響を及ぼしているものもあります。
・「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「法」
という）の第４条において、市町村は「空家等対策
計画」の作成、これに基づく空家等に関する施策の

・「第２次日向市総合計画」、「日向
市都市計画マスタープラン」及
び「日向市住宅マスタープラン」
との整合を図ります。
・空家等に関する現状や課題を踏
まえ、本市が取り組むべき空家
等に関する対策を総合的かつ計
画的に実施するための基本的な
方針、施策等を示す計画です。

●広報紙等による情報発信、空家等管理パンフレットの活用
●出前講座の開催
・所有者等の責務について理解を深めてもらうため、地域の自治会（区）
等において、出前講座による空き家の発生予防に向けた情報を提供。

●相続登記等の促進と住まいの終活支援
・相続登記の重要性について分かりやすいチラシを作成し周知。
・高齢者の集いや様々な機会を活用し、住まいを適切に引き継いでいくこ
との必要性や意義を働きかけ。
・将来、住まいが空き家になることを心配している所有者等の住まいの終
活支援を実施。

空家等の発生抑制

●空き家の除却支援等

●立ち入り調査
●行政指導（助言・指導）
●勧告
●命令
●氏名等の公表

●行政代執行
●緊急安全措置
●他法令に基づく空家等対策
●略式代執行と財産管理人
　制度の活用
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日向市空家等対策計画

空家等対策の推進に関する特別措置法

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

日向市都市計画マスタープラン　　　日向市住宅マスタープラン
日向市国土強靭化地域計画　　　日向市立地適正化計画　　など

日向市空家等対策の推進に関する条例
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●空き家バンクの活用促進
・登録・成約件数を増やすため、生活に密着した情
報の掲載、売買の成功事例の紹介等を実施。

●空き家バンク登録物件の改修等に対する支援
・空き家バンク登録物件の所有者等又は利用者が、
物件の改修等を行う場合に、費用の一部を補助。

●歴史的・文化的に価値がある建築物の再生と活用
・歴史的・文化的に価値がある建築物とそのまち並
みを守るため、教育委員会と連携を図り、関係団
体と空家等の再生・活用を実施。

●地域の活動拠点、社会福祉施設、子育て支援施設
等への活用支援
●空家等を活用した移住・定住促進
・空き家を活用した移住者支援の拠点となるお試し
滞在施設の整備等を実施。

■美々津重要伝統的建造物群保存地区での活用例

■パンフレットの例

発行：日向市建設部建築住宅課空家対策推進室

●除却後の跡地の活用
■危険空家のイメージ

TEL ：0982-66-1032 FAX：0982-54-2639

空家等の活用の促進に関する事項

空家等の適切な管理の促進に関する事項

空家等の除却に関する事項

特定空家等に対する措置に関する事項

計画の背景等

計画の位置づけ ■計画の位置づけ

  実施のほか必要な措置の取組に努めることが定めら
れています。
・本市では平成 29（2017）年３月に「日向市空家等
対策計画」を策定しましたが、４年が経過すること
から、これまでの取組を検証し、計画を見直すもの
です。< ゆめのかたちぷろじぇくと。>

古民家を活用してカフェとレンタルスペースを併設し
ており、地域の交流拠点となっています。

日向市空家等対策計画
概要版　令和３年３月

MAIL：kenchiku@hyugacity.jp

日向市　空き家対策

●接道状況の悪い空家等の活用促進
・建築基準法の道路に接していない空家等は
建替えができないことから、先進地事例を
参考に一定の安全を確保できる建築許可に
よる緩和策を検討し、建替えや流通を促進。

●空家管理ビジネスの育成
・ふるさと納税返礼品に民間事業者が行う住宅管理サービスを加えること
や地域住民等による空家等の見守り活動を支援する仕組みづくりを実施。

適切な管理の実施支援



・本計画の対象地区は本市全域とします。
・特に未接道の敷地が多い細島地区やまち並みの保
全に課題のある美々津重要伝統的建造物群保存地
区、また、空き家の活用が困難な敷地が多い都市
計画区域外や市街化調整区域は、空家等対策を重
点的に推進する地区とします。

・空家等に関する相談を建築住宅課で一元的に受け付け、
庁内・関係団体と連携して対応。
・周辺住民からの相談や通報は、対応部署と連携して、適
切な管理に関する初期指導を実施。

・令和元（2019）年度調査結果では空き家は市全体で
1,140 件あり、地区別にみると南部地区が最も多く 236
件、次いで東郷地区（229件）、日知屋地区（227件）となっ
ています。
・調査結果から、空き家の状態について「修繕の必要がない」
は 410 件（36.0％）、「管理が行き届いておらず損傷も見
られる」は 472 件（41.4％）、「管理が行き届いておらず
損傷が激しい」は 152 件（13.3％）、「倒壊や建築材の飛
散などの危険性がある」は106件（9.3％）となっています。

①空家化の未然防止

■地区別の空家数

空家等対策に関する基本的な方針

・地域から提供される情報などに基づいて実態
調査を実施し、空家等と判断されたものにつ
いてデータベース化を行い、庁内関係部署で
情報を共有。

実態調査等

空家等（建築物）の
所有者等

空家等の適切な管理、
空家化の解消努力 など

地域住民・自治会（区）

空家等の把握、通報
所有者への働きかけ など

関係団体・事業者

管理物件等の適切な管理
資産管理の支援 など

日向市

相談窓口の一本化、
施策の総合的な実施 など

働きかけ
相 談

サービス
提供

連 携活動支援
情報提供

相談・連絡

助言等情報
提供支援

相 談

空家等の状況と課題

空き家の適切な管理・活用・除却による良好な生活環境の確保

空家等対策に関する具体的施策

・法第２条第１項に規定される「空家等」（建物又は附
属工作物及び敷地）とします。

・令和３（2021）年度から令和７（2025）年度の５年間
とします。

・地域住民の見守り活動により情報提供を受け、空家等の状況に応じた管理、支援策を庁内関係部署、関係団体、事
業者等が一体となって、相互連携のもと協議・調整し、所有者等へ解決に向けた働きかけを実施。

・空き家を主に管理しているのは「建物の所有者」が最も多
く44.7％で、一方で「誰も管理していない」は27.7％となっ
ており、管理が不十分な放置空き家の増加が懸念されます。
・今後の利活用の意向で多いのは「売却」や「解体」ですが、
一方で困っていることとして「資金がない」ことなどがあ
げられていることから、解体費用や家財道具の処分などの
費用負担が大きいことが放置される要因と考えられます。

■今後の利活用の意向（複数回答）

空家等の適切な管理に関する課題

・住宅等として使用中の段階から、空家等になっ
た場合の対応方法をあらかじめ決めておく。
・空き家について関心の低い所有者等へ意識を
高める取組が必要。

対象

②相続登記の働きかけ
・関係機関が連携して速やかに相続人名義の登
記を促すことが必要。

③地域からの情報提供
・地域から市へ空き家の発生などの情報提供や
協力が必要。

①活用に対する所有者等の意識の向上
空家等の活用に関する課題

・所有者等が空家等の活用に積極的でないこと
が活用が進まない要因の一つ。

対象

・空き家バンク等の活用に関する情報提供や活
用の障害となる課題解決を図る取組が必要。

②地域が主体となった活用への支援
・空き家は、地域が主体となって取り組む課題
解決のツールとしての活用も想定。

・地域が主体となった活用に対する支援が必要。

③接道が悪い地域の再生
空家等の活用に関する課題

・接道状況が悪いほど空家率が高くなる傾向が
みられることから、建替えや流通を促進する
方策が必要。

対象

④活用への情報収集と発信
・地域や不動産業者と連携し、積極的に空き家
の情報収集に取り組むことが必要。
・空き家バンク登録物件と移住希望者や活用希
望者をマッチングする効果的な情報提供の仕
組みづくりが必要。

①老朽空家化の未然防止
老朽危険空家の除却に関する課題

・適切な管理が行われていない空家等は、地域
の防災性や防犯性の低下につながるおそれが
あるため、老朽危険空家等となることを防ぐ
取組が必要。

対象

②所有者等への働きかけ
・老朽危険空家等については、法や関係法令等
に基づく適切な措置を行い、所有者等に強く
働きかける取組が必要。

③除却に対する多様な支援
・空き家、所有者等の状況や跡地の利活用を考
慮した多様な支援策が必要。

●総合相談窓口での対応

・本市と協定を締結した専門的知識をもつ民間関係団体が
実施する相談会と連携して、空家等に関する相談や啓発
活動を実施。

●民間関係団体と連携した空家等相談会

対象地区

計画期間

対象とする空き家の種類

空家等の調査に関する事項 空家等に関する相談への対応に関する事項

空家等に関する対策の実施体制に関する事項

空家等実態調査結果からみた状況

所有者意向調査結果からみた状況

空家等対策に関する課題

基本理念

■空家等対策の実施体制

宅地建物取引業協会
司法書士会
土地家屋調査士会
古民家再生協会
法律事務所
法務局
社会福祉協議会
商工会議所
日向市建築物安全安心
推進協議会
など
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