
その空き家
どうなるの？

だれも
住んでない
みたい
  だけど・・・
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問題のある
空き家への対応
～よりよい地域づくりのために～

平成27年に「空家等対策の推進に関
する特別措置法」が施行されました。
福島市では同法６条の規定により「福
島市空家等対策計画」を策定し、これ
に基づいて空き家の発生予防や適切
な管理をお願いしています。

福島市では、通報などにより「問題のある空き家」を確認した場合、
所有者に対し、文書等により速やかな改善を求めます。

　特に、著しく保安上危険な状態、衛生上有害となる恐れのある状態などの空き家を、市が
「特定空家等」に該当すると判断した場合、その所有者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採など
必要な改善が図られるよう、状況に応じて行政指導や行政処分を行う場合があります。

●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
●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
●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
●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

特定空家等
とは

段階的に行政措置を行います
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問い合わせ先：住宅政策課　空き家対策係  TEL.024-535-1111（内線 4180）

空き家に関する相談

【その他の相談先】

福島市空家等対策計画 検索

福島県宅地建物取引業協会　福島支部
（公社）全日本不動産協会　福島県本部 

福島県空き家・古民家相談センター 

福島県県北建設事務所 

福島県建築士会　福島支部 

福島市シルバー人材センター 

福島市クリーンサービス協同組合 

福島県司法書士会総合相談センター 

様々な銀行で空き家の解体等に利用可能な融資制度があります。
詳しくは、各金融機関のホームページ等をご参照ください。

空き家相談の種別 機　関　名 電話番号・受付時間

空き家の売買や賃貸についての相談

空き家・古民家住まいるマッチングナビ
への登録、活用、改修についての相談
県外からの移住者・震災の避難者対象の
空き家のリフォーム補助の相談

解体・リフォームについての相談

空き家の見回りや除草作業など
についての相談

家財処分の相談（一般ごみ）

空き家の相続・登記、財産管理、
成年後見人についての相談

空き家のローンについての相談

024-521-5252
（9:00～ 17:00 土日、祝日を除く）

024-521-2575
（9:00～ 17:00 土日、祝日を除く）

024-531-2511
（8:30～ 17:15 土日、祝日を除く）

0120-81-5539
（10:00～16:00 土日、祝日を除く）

024-536-0354
（9:00～ 16:30 水、土日、祝日を除く）

024-531-7966（9:00～17:00 土日、祝日を除く）
024-939-7715（9:00～17:00 土日、祝日を除く）

024-593-3841
（9:00～ 17:00 土日、祝日を除く）

空き家の　管理　利活用　税制　法律　など
※専門的な相談に関しては他の専門機関を紹介する場合もあります。
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空き家をそのままにしておくと、
さまざまな問題が起こります。

問題のある空き家にしないために！3  つの約束問題のある空き家にしないために！3  つの約束

納付税額が高くなる
場合があります

税額が高くなります！

空き家の管理をお願いします。

たとえば･･・･・･・･

　空き家は所有者や管理者の責任において、適切に管理していただくものです。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、所有者や管理者は周辺の生活環境に
悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならないと定められています。
　空き家の倒壊により、通行人がけがをした場合、所有者や管理者は損害賠償など
の管理責任を問われることがあります。

「特定空家等」になり「勧告」を受けると、固定資産
税等の住宅用地特例の対象から除外されます。

（特定空家等について詳しくは裏表紙参照）
※以下、現行の住宅用地特例の内容（課税標準額とは、
税額を算出する基礎となる価格のことです）

　2013年の調査では、福島市の空
き家数、空き家率は、東日本大震災の
影響もあり、一時的に減少しました。
　しかし、2008年までの調査では、
空き家数、空き家率ともに増加し続
けており、特に2008年の空き家率
は全国平均を上回っていました。
　また、将来的な空き家数、空き家
率の予測では、2025年に空き家数
は18,323戸、空き家率は13.8％と
なり、今後も増加していくことが予
想されます。

倒壊や火災で、隣接家屋が全壊・
死亡事故が起こった場合

空き家を放置すると、地域の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。空き家を放置すると、地域の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。

空き家の

管理は所
有者・

管理者の

責任です！
！

固定資産税の課税標準額 1/6に減額 1/3に減額

都市計画税の課税標準額 1/3に減額 2/3に減額

200㎡超部分200㎡

除外

損害賠償を請求される
　　　　　　　　場合があります

損害賠償額：約２億円
※夫婦、子供の計３人が死亡

外壁材等の落下により道路歩行
者の死亡事故が起こった場合

損害賠償額：約６千万円
※子供１人が死亡

［参考］日本住宅総合センターによる損害賠償額の試算の例

空き家数、空き家率とも今後さらに増加することが予想されます。

　福島市が2016年度に行ったアンケート
調査では空き家となる要因として、住ん
でいた人が亡くなり空き家となるケース
が最も多く、33.3%を占めています。次
いで、住人が長期間の入院などにより空
き家となるケースが24.4%と
なっています。

■相続等により取得したが居住者が
いないため
　（住んでいた人が死亡したため）
■住んでいた人が長期間の施設入所、
入院したため
■貸借人が転居したため
■別な場所に住宅を新築・購入して
転居したため
■居住用に取得したが入居していな
いため
■転勤等で長期不在なため

福島市では住んでいた人が亡くなったり、
入院・入所などで空き家になるケースが
５割を超えています。

DATA 福島市の空き家の現状

空き家となった理由
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予　測

全国平均空き家率

1
管理はまめに管理はまめに

建物のメンテナンスをしておきま
しょう。空き家を放置すると、建物
の老朽化が進んでいきます。建物の
価値を落としてしまわないように、
定期的に管理しましょう。

●通風・換気・通水
●ポストの整理　●草木の手入れ
●屋根や外部周りの破損等の確認

2
相続は速やかに相続は速やかに

相続が発生したら、速やかに土地・
建物の登記手続きを行いましょう。
建物を活用できず放置され、大切な
財産が親族の負担となってしまう場
合があります。

3
地域で声を
かけあって
地域で声を
かけあって

地域の代表者や近所の方と連絡先
を確認しあい、異常があった際に
連絡をとれるように日頃から努め
ましょう。

草木が繁茂し、
隣家や道路に
越境し周辺へ
影響を及ぼし
ます。

不審者が
侵入する
可能性が
あります。

建物が傷み、
壁の倒壊や、
屋根材飛散の
危険があり
ます。

動物が
住み着き、
糞尿などの
臭気で影響を
及ぼします。

不法に
ゴミが捨てられ、
景観や衛生面に
悪影響が
でます。

増加
傾向

空き家とは？
年間を通して日常的に
利用されていない建物
で、敷地や立木などを
含みます。

試算

13.8％13.8％

いろいろな
理由が
あるんだね

9.8％9.8％

（出典：福島市空家等対策計画）

（出典：福島市空家等対策計画）


