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第４章 空き家等対策に係る取組み 

 

１．空き家等の発生抑制 

 

（１）所有者等への適切な情報提供 

① 空き家の発生抑制等に係る情報提供の継続 

空き家は、所有者等の責任において適切に維持管理されるべきものですが、放置される

ことで予見される安全性の低下や倒壊、屋根雪落雪等の危険性など、周辺へ及ぼす悪影響

を認識していない所有者等も少なくありません。 

市民に対して空き家の発生抑制や活用についての理解を促すとともに、所有者等による

空き家の適正管理促進のために、市役所等公共施設における、情報提供冊子等の配布を継

続します。また、市ホームページや広報すながわ、固定資産税納税通知書同封文書による

情報提供により、周知･啓発を継続します。 

 

 

② 相続生前対策、相続登記の促進 

相続手続きが行われずに所有者や管理者が不明確となることが空き家発生の原因のひと

つになっています。これを受けて、国は令和３年に民法及び不動産登記法の一部改正を実

施し、相続登記義務化（令和６年４月１日施行）や住所変更登記義務化（施行日未定）、相

続の放棄をした者の管理義務の明確化（令和５年４月１日施行）等を準備しています。 

特に、改正民法第 940条第１項によれば、被相続人が死亡した際に、その被相続人が所

有する建物に同居していなかった法定相続人は、相続放棄を行っても当該建物の保存義務

を負わないことになります。相続放棄は相続人個人の権利であり、自らの判断で行使でき

ますが、市は、同順位や後順位の法定相続人が詳細の事情を把握し、後悔のない判断がで

きるよう、法定相続人間で予め連絡を取り合うなどの配慮をして頂きたいと考えています。

また、相続人不存在となった空き家の近隣住民や通行人や車両に対して、多大な迷惑や深

刻な被害が及ぶ可能性があることについても十分に考慮して頂きたいと考えています。 

市は、住み替え支援協議会や地域包括支援センターなどと連携し、高齢者世帯や介護サ

ービス利用者、高齢者施設入居者及びその家族等を対象とした、住まいの終活や生前贈与、

円滑な相続のための準備等について情報提供を強化します。 

なお、これらの情報提供は空き家の発生を抑止する取組みであることから、市役所等公

共施設での情報提供冊子等の配布や市ホームページ、広報すながわ、固定資産税納税通知

同封文書による情報提供により、市民への周知･啓発を図ります。 
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◆相続登記の申請の義務化（令和６年４月１日施行） 

・不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から３年以内に相続登記の申

告をすることを義務付け（改正不動産登記法第 76条の２） 

・正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する（改正

不動産登記法第 164条第１項） 

 

◆相続の放棄をした者の管理義務の明確化（令和５年４月１日施行） 

・相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している

ときは、相続人（法定相続人全員が放棄した場合は、相続財産の清算人）に対して

当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その

財産を保存しなければならない（改正民法第 940条第１項） 

 

 

（２）相談体制の継続 

① 相談や情報提供に係る住宅相談窓口の継続 

空き家の所有者等からの各種相談、市民からの空き家に係る情報提供･相談、空き家や中

古住宅の改修･活用に関する相談等に対応するため、市の住宅相談窓口を継続します。 

また、相談窓口のワンストップ化のため、「住み替え支援協議会」との連携を継続します。 

 

 

（３）空き家実態調査及び所有者等の特定 

① 空き家実態調査の継続と定期的な情報更新 

市が実施する年３回の空き家の実態調査を継続するとともに、新規空き家の所有者情報

や継続空き家の管理状況について、空き家情報データベースの登録･更新を継続します。 

空き家の実態調査に際して、空き家及びその敷地の管理状態の判定に用いている「空き

家等調査チェックリスト」について、空き家等の実態と管理状態の判定結果との不整合を

修正するための見直しを行います。  

地域包括支援センター等との連携により、今後空き家となる可能性が高い高齢者等の住

まいである「空き家予備軍」の把握や情報蓄積の方法等について検討します。 

 

 

② 空き家所有者等の特定と意向調査の継続 

所有者等情報を把握した新規空き家や相続等で所有者等に変更が生じた継続空き家につ

いては、空き家の今後についての意向調査を実施し、所有者等の希望や状況に応じた情報

提供に努めます。 

また、空き家が管理不全な状態にある場合や今後管理不全な状態となる蓋然性が高い場

合等において、適切かつ速やかな改善要請の実施や改善対応に関する相談に応じるため、

空き家だけでなく空き家が所在する敷地の所有者等情報の把握、データベース化について

も検討します。 
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（４）補助制度の継続 

① 空き家の発生を抑制する補助制度の継続 

現状のままでは利活用が進まない空き家であっても、改修することによって利活用の拡

大が図られます。特に、「永く住まいる（住宅改修）補助金」の利用実績は、従前計画策定

以降に大幅な利用増加を示しており、空き家の発生抑制･活用推進に寄与していることが窺

えます。また、「高齢者等安心住まいる（住宅改修）補助金」についても、毎年度一定数の

交付実績を挙げています。 

これらの補助金を包含する「ハートフル住まいる補助金」の取組みは、本市の空き家等

対策に欠かせない取組みとして位置付けられることから、改定計画においても継続するこ

ととし、補助制度の周知・情報提供に努めます。また、必要に応じて「ハートフル住まいる

補助金」の見直しを検討します。 

さらに、市の住宅相談窓口では住宅改修や補助制度の活用に関する相談に対応するとと

もに、住み替え支援協議会会員企業への制度周知･利用促進のための情報提供に努めます。 

 

◆「ハートフル住まいる補助金」のメニュー（令和４年度時点） 

・高齢者等安心住まいる（住宅改修）補助金 

・永く住まいる（住宅改修）補助金 

・まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）補助金 

・老朽住宅除却費補助金 

※空き家･中古住宅を対象として利用可能なメニューを抜粋 
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２．空き家等の流通･活用促進 

 

（１）所有者等及び活用希望者への情報提供 

① 空き家や空き家を除却した跡地の流通･活用に係る情報提供の継続 

住み替え支援協議会が実施する「登録物件情報制度」の利用実績において、空き家の成

約率は 88.5％、空き地の成約率は 39.2％となっており、空き家･空き地の流通促進に寄与

しています。 

改定計画においても、引き続き空き家や空き家を除却した跡地の売却や賃貸化に関する

情報発信を希望する所有者等に対応するため、「登録物件情報制度」を運用する住み替え支

援協議会との連携を継続するほか、ＳＮＳ（ソーシャル･ネットワーク･サービス）のひと

つＬＩＮＥ（ライン）の砂川市公式アカウントを通じた更新情報の発信に努めます。 

また、「登録物件情報制度」は、空き家･空き地を利用しようとする個人のみならず、法

人や団体等に対しても情報提供に応じています。市は、住み替え支援協議会会員への情報

提供により、住宅事業者による流通や、町内会連合会を通じた活用等の促進に努めます。 

 

◆町内会における空き家を除却した跡地の活用例 

・町内会館に隣接する空き家を除却した跡地を駐車場、防災空地等として活用 

・冬期の雪堆積場として空き家を除却した跡地を活用 

 

 

（２）補助制度の継続 

① 空き家の流通･活用を促す補助制度の継続 

令和４年度時点において、新型コロナウィルスのまん延や国際情勢の不安定化のなかで、

住宅建材･設備等の供給不安定化や燃料費高騰の影響により、新築住宅価格の高騰が続いて

います。本市の不動産市況もこれらの影響下にあり、今後、活用可能な空き家の取得希望

者がこれまで以上に増加する可能性があります。 

市では、「ハートフル住まいる補助金」のメニューとして「まちなか住まいる（住宅建設

又は購入）補助金」、「住み替え支援事業補助金」のメニューとして「同居近居促進補助金」、

「子育て支援補助金」、「移住促進補助金」、「医療･介護従事者移住定住促進補助金」を展開

し、毎年度、空き家や中古住宅を取得した方への補助を実施しています。一方、「登録物件

情報制度」を利用し、売買または賃貸契約が成立した空き家の所有者に対しては、「住み替

え支援事業補助金」のメニューとして「登録物件促進補助金」を交付しています。これら

の補助金は、いずれも毎年度一定数の交付実績が挙がっています。 

これら「ハートフル住まいる補助金」、「住み替え支援事業補助金」の取組みは、本市の

空き家等対策に欠かせない取組みとして位置付けられることから、改定計画においても継

続することとし、補助制度の周知・情報提供に努め、必要に応じて「ハートフル住まいる補

助金」と「住み替え支援事業補助金」の両制度の見直しを検討します。 

そして、市の住宅相談窓口では空き家･中古住宅の取得や補助制度の活用に関する相談に

対応するとともに、住み替え支援協議会会員企業への制度周知･利用促進のための情報提供

に努めます。 
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◆「ハートフル住まいる補助金」のメニュー（令和４年度時点）【再掲】 

・高齢者等安心住まいる（住宅改修）補助金 

・永く住まいる（住宅改修）補助金 

・まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）補助金 

・老朽住宅除却費補助金 

※空き家･中古住宅を対象として利用可能なメニューを抜粋 

 

◆「住み替え支援事業補助金」のメニュー（令和４年度時点） 

・同居近居促進補助金 

・子育て支援補助金 

・移住促進補助金 

・医療･介護従事者移住定住促進補助金 

・登録物件促進補助金 

※空き家･中古住宅を対象として利用可能なメニューを抜粋 
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３．管理不全な空き家等の未然防止･解消 

 

（１）適正管理の促進と仕組みの検討 

① 管理不全空き家の所有者等への適正管理の要請 

第７期総合計画において、市内の空き家総数のうち、管理不全な空き家の割合を示す「管

理不全な空き家の割合」が成果指標の１つとされました。従前計画策定時の同指標は

10.3％でしたが、市の取組みにより管理不全な空き家の割合は減少傾向にあり、令和３年

度末時点において 5.1％となっています。 

総合計画の最終目標値（令和 12年度末）が 2.7％、同中間目標値及び強靱化計画の最終

目標値（令和７年度末）が 3.7％となっていることから、引き続き、管理不全空き家の所

有者等への適正管理の要請を継続するほか、今後管理不全な状態となる蓋然性の高い空き

家の所有者等に対しても適正管理の要請を行うこととします。 

また、道内各地では、空き家や空き店舗が大雪のために倒壊する事故が毎年のように発

生しています。本市は特別豪雪地帯に位置しており、大雪による空き家の倒壊や屋根雪落

雪による隣家損害、道路通行人や車両への被害等が避けられないことから、これらの危険

性が予見される場合についても所有者等への適正管理の要請を行うこととします。 

なお、適切な維持管理を履行することが管理不全な空き家の未然防止に繋がることから、

市役所等公共施設での情報提供冊子等の配布や市ホームページ、広報すながわ、固定資産

税納税通知同封文書による情報提供により、市民や空き家所有者等への周知･啓発に取り組

みます。 

 

 

② 空き家の維持管理をサポートする仕組みの継続 

市は、住み替え支援協議会と連携し、遠隔地に居住する空き家所有者等の維持管理を支

援する取組みとして「空き家見回り事業」を実施しています。現行の事業実施にあたって

は、遠隔地に居住する空き家所有者等に限定されていることから無償により実施していま

す。 

空き家所有者等の概ね半数が市外または道外に居住する状況にあるほか、本事業利用者

を対象としたアンケート調査結果からも継続を希望する意見が多数寄せられています。ま

た、事業者ヒアリングにおいても空き家所有者等からの様々な維持管理ニーズが寄せられ

ていることが明らかとなっていることから、空き家の維持管理をサポートする仕組みへの

期待は高い状況です。改定計画期間においては本事業を継続することを前提として、より

良い仕組みとして拡充できるよう、住み替え支援協議会会員との協議･検討を継続します。 

 

 

③ 借地上の空き家の適正管理に関する支援策の検討 

空き家とその敷地の所有者が異なる場合の管理不全な空き家については、原則として、

敷地の借用者である空き家所有者と敷地の貸与者である敷地の所有者との貸借契約に基づ

いて解決されるべきであって、行政が介入または支援すべきものではありません。 

しかし、当該管理不全空き家が所有者不存在空き家である場合（つまり、敷地の借用者
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が不存在である場合）、契約の当事者が不存在であることから貸借契約に基づく解決を模索

することが困難です。このような場合、敷地の所有者が不在者財産管理制度（民法第 25

条～第 29条）や相続財産管理制度（民法第 951条～第 959条）、所有者不明土地･建物管理

制度（改正民法第 264条の２～８）、管理不全土地･建物管理制度（改正民法第 264条の９

～14）等を利用することにより、解決を図ることが想定されます。 

特に、改正民法により制度化された所有者不明土地･建物管理制度や管理不全土地･建物

管理制度は、対象者に属する財産全般を管理する従来の財産管理制度とは異なり、特定の

財産（土地･建物）のみに特化して管理することから、管理期間の短縮化、予納金負担の軽

減が図られるとされています。詳細は法の施行が待たれるところではありますが、所有者

不存在空き家、管理不全空き家の解消にあたって有効な制度と期待されています。 

市は、所有者不明土地･建物管理制度や管理不全土地･建物管理制度の施行に関する情報

や施行後の事例蓄積に務めるとともに、管理不全かつ所有者不存在の空き家が所在する敷

地の所有者が、自ら申立人となって所有者不明建物管理制度等を利用し、当該空き家を解

体しようとする場合の支援策について検討します。 

 

 

（２）除却支援の継続と仕組みの検討 

① 補助制度の継続及び所有者等に代わって除却を行う者に対する支援策の検討 

市では、老朽化により活用が見込めない住宅の除却工事費用の一部を補助する「老朽住

宅除却費補助金」を実施しています。数次にわたって制度の見直し･拡充を行ってきたこと

もあり、毎年度多くの交付実績を挙げています。 

一方で、国際情勢の不安定化に伴う燃料価格高騰や、改正大気汚染防止法に基づく解体

工事･リフォーム工事時の石綿（アスベスト）含有建材事前調査･報告等の義務化及び除去

作業基準等の新設等により、近年は除却工事費が大幅に上昇しています。従前は一般的な

木造住宅であれば、土地売却益と老朽住宅除却費補助金とによって概ね解体工事費が賄え

ていましたが、昨今では、土地売却益と補助金に加えて不足分を自ら資金供出しなければ

ならないケースが増えています。 

老朽住宅除却費補助金を含む「ハートフル住まいる補助金」の取組みは、本市の空き家

等対策に欠かせない取組みとして位置付けられることから、改定計画においても継続する

こととし、補助制度の周知・情報提供に努めます。また、必要に応じて「ハートフル住まい

る補助金」制度の見直しを検討します。 

さらに、市は、所有者不明土地･建物管理制度や管理不全土地･建物管理制度の施行に関

する情報や施行後の事例蓄積に務めるとともに、所有者不存在空き家や管理不全空き家の

隣地所有者等の利害関係者が、自ら申立人となって所有者不明建物管理制度等を利用、当

該空き家を解体しようとする場合の支援策について検討します。 

そして、市の住宅相談窓口では老朽住宅や空き家の解体、補助制度の活用に関する相談

に対応するとともに、市は、住み替え支援協議会会員企業への制度周知･利用促進のための

情報提供に努めます。 
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◆「ハートフル住まいる補助金」のメニュー（令和４年度時点）【再掲】 

・高齢者等安心住まいる（住宅改修）補助金 

・永く住まいる（住宅改修）補助金 

・まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）補助金 

・老朽住宅除却費補助金 

※空き家･中古住宅を対象として利用可能なメニューを抜粋 

 

 

② 空き家の除却に伴う固定資産税等負担の増減に関する情報提供の検討 

固定資産税及び都市計画区域内で賦課される都市計画税（以降、「固定資産税等」という）

のうち、土地に対する課税の仕組みのひとつとして、「住宅用地に対する課税標準の特例」

があります。これは、住宅用地の税負担軽減を目的とする特例措置ですが、空き家を解体

した場合は住宅用地ではなくなるため翌年以降の課税について特例措置が適用除外となり、

一般的には固定資産税等の負担が増加すると言われています。そして、このことが、空き

家の解体が進まない原因のひとつとして挙げられています。 

しかし、固定資産税等は土地と建物それぞれに対して計算された固定資産税等相当額の

合計額を税額としていることから、土地と建物それぞれの課税標準額の条件によっては、

空き家を解体したとしても翌年以降の税負担が減少する場合もあり得ます。 

報道等によれば、空き家を解体した場合のすべてについて固定資産税等の税負担が増加

するかのような情報提供がなされていますが、市が独自にいくつかの地点で試算した結果

から考えると、税負担が減少する場合が一般的であり、増加する場合は僅かであると推定

されています。空き家の所有者等にはそれぞれの事情があり、必ずしも固定資産税等の税

負担が原因で解体を躊躇している訳ではありませんが、ひとつの要因となっていることは

確かであるため、誤った情報については正していく必要があります。 

市は、市民や空き家の所有者に対して、住宅や空き家を解体した場合の固定資産税等負

担の増減に関する試算結果等の情報を提供することについて検討します。 

 

 

③ 活用に適さない空き家が所在する敷地の流通促進を図る仕組みの検討 

活用に適さない程度に老朽化した空き家については、解体によりその敷地を新たな住宅

用地として活用することが理想的と考えられますが、これはすべての空き家とその敷地に

ついて実現可能な手段ではありません。例えば、その敷地が住宅用地として需要がない場

合は、空き家を解体したとしてもその跡地の活用が見込めません。また、所有者等が空き

家を解体するために必要な資力を有していない場合は、いつまでも空き家が残るため敷地

の活用ができません。    

本市の場合、都市計画区域内の住宅用地として需要が見込める区域において、住宅用地

を探している個人や住宅事業者がいることから、住宅用地の取得希望者と都市計画区域内

の住宅用地として需要が見込める区域において「活用に適さない空き家が所在する敷地（古

家付き土地）」を所有する空き家の所有者等とをマッチングすることにより、空き家の解体
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と空き家を除却した跡地の活用が同時に実現する可能性があります。 

市は住み替え支援協議会とともに住み替え支援協議会会員の住宅事業者等に対して、都

市計画区域内の住宅用地として需要が見込める区域の「活用に適さない空き家が所在する

敷地（古家付き土地）」の情報を提供し、住宅用地として活用してもらう仕組み等について

検討します。 

また、金融機関との連携を継続し、活用に適さない空き家が所在する敷地（古家付き土

地）の流通促進に資する新たな金融商品や既存金融商品見直しの情報収集に努めます。 

 

 

（３）所有者不存在空き家への対応 

① 所有者不存在空き家を解消する仕組みの検討 

空き家を管理すべき所有者等が従来の住所地等に所在しない場合や、空き家の所有者等

に身寄りがなく法定相続人がいない場合、空き家の所有者等のすべての法定相続人が相続

放棄を選択した場合等、空き家等対策に関する通知や要請を伝達すべき相手が不存在であ

る場合については、市は対応の術がありません。令和４年２月末現在、このような所有者

不存在空き家が 15件（総空き家数の 4.5％）存在していますが、これらに対する具体的な

対応策を検討･実行しなければ、解消することはなく増加の一途を辿るのみとなります。 

所有者不存在である場合、従来は不在者財産管理制度（民法第 25条～第 29条）や相続

財産管理制度（民法第 951条～第 959条）の利用が検討されてきましたが、財産管理人は

対象者に属する財産全般を管理する必要があり、管理期間の長期化や高額の予納金負担が

発生するなどの問題点がありました。一方、令和３年の民法改正により新たに制度化され

た所有者不明土地･建物管理制度（改正民法第 264条の２～８）は、従来の財産管理制度と

は異なり、特定の財産（土地･建物）のみに特化して管理することから、管理期間の短縮化、

予納金負担の軽減が図られるとされています。詳細は法の施行が待たれるところではあり

ますが、所有者不存在空き家の解消にあたって有効な制度と期待されています。 

市は所有者不明土地･建物管理制度の施行に関する情報や施行後の事例蓄積に務めるほ

か、所有者不明土地･建物管理制度の利用を前提とした、「所有者不存在空き家」の情報を

公開する制度と、当該空き家や空き家を除却した跡地の利用希望者を募集する制度につい

て検討します。 

また、災害により被害が生じた、又は被害が見込まれる所有者不存在の空き家について

は、市が対応せざるを得ない状況を想定したうえで緊急的又は予防的な除却の必要性につ

いて検討します。 

 

 

（４）危険急迫時の措置等 

① 危険急迫時の措置･手続き 

管理不全な空き家において危険な状況が急迫し、緊急に危険を回避する必要がある場合

は、関係法令に基づく手続きにより、所有者等に代わって市が必要最低限の応急措置を講

じます。なお、この場合は、所有者等の承諾を得ることを原則とします。 
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◆関係法令 

・民法 

・災害対策基本法 

・建築基準法 

・消防法 

・道路法 

・行政代執行法 

 

 

② 措置･手続きに要した費用の所有者等による負担 

管理不全な空き家であっても個人の財産であり、危険等が生じる、またはその可能性が

ある場合は、所有者等がそれらを回避する措置等を講じる責任があります。 

危険急迫時の市による応急措置及びその手続きに要した費用については、所有者等が責

任を持って負担しなければなりません。 

市が応急措置を行った場合は、関係法令に則り、関係部署と連携して所有者等からその

費用を回収することに努めます。 
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４．特定空家等の対応 

 

（１）特定空家等の認定及び措置 

① 特定空家等の所有者等に対する措置 

市長は、特定空家等の認定を行うかどうか、法に規定された措置を講ずるかどうかにつ

いて、「砂川市空家等対策推進会議」及び「砂川市空家等対策連絡会議」に対して協議を求

め、その協議結果を考慮して特定空家等の認定及び必要な措置を講じることについて判断

します。 

以下に法に基づく特定空家等に対する措置の流れを整理します。 

 

特定空家等に対する措置の流れ 

 

 

なお、市では、空き家等の所有者探索及び所有者等の意向確認に重点を置いており、所

有者等の所在が明らかであって連絡が可能な場合については、所有者等への情報提供や適

正管理の要請を通じて、所有者等の責任において空き家の適正管理や解消に努めてもらう

ことを原則としています。 

令和４年２月現在、管理不全の空き家が 17件、所有者不存在の空き家が 15件あります

が、従前計画期間中は特定空家等の認定に至った空き家はありませんでした。所有者不存

在の空き家において管理不全な状態が相当の期間継続した場合、本来管理すべき所有者が

不在であることから、いずれ倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態となること

は避けられません。 

市は、改定計画期間においても所有者等の責任において空き家の適正管理や解消に努め

てもらうことを原則としますが、特定空家等の認定を行うかどうかの協議対象となる空き

家の基準について整理･検討を行います。 

 

 

 

助言・指導 

勧 告 

命令・公表 

（命令違反は 50 万円以下の過料対象） 

行政代執行 所有者等から費用の徴収 

固定資産税等の 

住宅用地特例の除外 

特定空家等の認定 
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５．空き家等対策に係る実施体制の整備 

 

（１）有識者や民間事業者等との連携 

① 砂川市空家等対策推進会議の継続 

市は、本計画の変更及び実施に関する協議を行うため、「砂川市空家等対策推進会議」を

設置しました。その後、要綱の改正により、「砂川市空家等対策推進会議」を法第７条第１

項に規定する法定協議会として位置付けしました。 

会議の事務局は建設部建築住宅課に設置し、事務を処理します。 

 

◆砂川市空家等対策推進会議組織名簿（令和４年６月１日現在） 

 所 属 氏 名 備 考 

市 長 砂川市長 善岡 雅文  

委 員 

砂川市町内会連合会  岡本 昌昭 
町内会及び自治会役員 

（町内会連合会副会長） 

札幌弁護士会 丸山 健 
弁護士 

（丸山健法律事務所） 

北海道宅地建物取引業協会 澤崎 賢司 
不動産関係事業者 

（株式会社サワケン） 

北海道建築士事務所協会 

空知支部 
西島 弘志 

建築士 

（有限会社西島設計） 

 

 

② 砂川市住み替え支援協議会の継続と会員拡大 

市は、空き家の情報収集及び情報提供に関する事項等を協議するための民間組織として、

「砂川市住み替え支援協議会」を設置しました。協議会は、「登録物件情報制度」の申請先

であるほか、登録物件情報の掲載･公開を担っており、事務局は建設部建築住宅課に置かれ

ています。 

また、協議会では、利活用可能な空き家情報の収集や提供、住み替えや空き家の維持管

理をサポートする仕組みづくりなどを進めることとしていますが、近年の大雪の際には、

会員事業者だけでは対応することが困難な状況が生じたほか、今後増え続けることが避け

られない空き家の維持管理に対応するためには、会員の拡大を通じた空き家関連サービス

の充実を図る必要があります。除雪や屋根の雪下ろしに対応可能な建設事業者や、草刈り･

枝払い･立木処理に対応可能な造園業者等のみならず、不用家財等処分に対応可能な清掃業

者（一般廃棄物処理業許可事業者）やリサイクル業者（古物商許可事業者）、空き家の見回

りや物件管理に対応可能な不動産管理業者など、従来の住宅関連産業に限定されない多様

な事業者の参画が求められることから、市は住み替え支援協議会とともに、会員拡大に努

めます。 
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（２）市内部の連携 

① 砂川市空家等対策連絡会議の継続 

市は、空き家等がもたらす課題の情報共有と横断的な取組みを進めるため、「砂川市空家

等対策連絡会議」を設置しました。関係部署から提供される空き家情報や所有者等情報に

ついて、建築住宅課住生活支援係が集約し、空き家情報データベースを更新します。 

会議の庶務は、建設部建築住宅課にて処理します。 

 

◆砂川市空家等対策連絡会議構成員 

 職 名 空き家等対策に係る事務分掌等 

構成員 

総務課長 法務 

市長公室課長 防災、広報 

政策調整課長 予算編成、移住・定住 

税務課長 固定資産税、所有者情報 

市民生活課長 廃棄物処理、環境保全 

商工労働観光課長 空き店舗 

土木課長 市道管理 

砂川消防署警防課長 火災予防、緊急時対応 

 

 

（３）北海道との連携 

① 取組み事例や新たな課題に関する情報収集 

市は、北海道が開催する「北海道空き家等対策連絡会議」への出席を継続し、他市町村

における取組み事例や、今後市においても課題となる可能性がある「大規模空き建築物対

策」、「所有者不明土地･建物管理制度の活用」などの新たな課題に関する情報収集に努めま

す。 

 

 

（４）関係団体･関係機関との連携 

① 関係団体･関係機関との連携による情報収集や情報共有 

市は、空き家や空き家所有者等に関する情報収集のため、中空知広域水道企業団、電力

事業者、ガス供給事業者との連携を継続します。 

また、適切に管理されていない空き家は放火や不法侵入など犯罪の温床になることも考

えられることから、防災･防犯のために、必要に応じて警察や消防との情報共有および連携･

協力を図ります。 

 


