
埼玉県の空き家対策

埼玉県都市整備部建築安全課

令和元年７⽉９⽇

埼玉県のマスコット「コバトン」「さいたまっち」

１ 埼玉県の空き家の現状

空き家に「しない」(予防)
空き家を「つかう」(流通・活⽤)
空き家を「こわす」(除却)

Point︕

住宅総数
338.9万⼾

12.4 万⼾(全国9位)
(対総住宅数 3.7％ 全国45位）

市町村による⽼朽危険空家の
指導等件数

368 件

空き家（売却・賃貸・別荘等以外）

・発生要因の5割強は相続

予備軍
39.2 万世帯(全国4位)

H30住宅・⼟地統計調査（総務省）

（高齢単身・高齢夫婦世帯）

［Ｈ25住調］

(対総住宅数 12.0％ 全国40位）

※売却・賃貸・別荘等を含む
空き家
34.6 万⼾(全国8位)

(10.2％ 全国47位）

空き家を抑制
するために

Administrator
テキストボックス
資料１



２ 埼玉県空き家対策連絡会議 （平成26年12月発足）

建物及び空き家 所有者

埼玉県空き家対策連絡会議

関係団体※ 市町村

埼玉県

連携

援助

空き家予防、流通等の
周知・啓発により働きかけ

法に基づく計画策定、
指導、代執⾏等

埼玉県空き家対策連絡会議を中心とした、全県的な官⺠連携体制を構築

(公社)埼玉県宅地建物
取引業協会

(公社)全⽇本不動産協
会埼玉県支部

(一社)埼玉建築士会 (一社)埼玉県建築士事務
所協会

(一社)埼玉建築設計監理
協会

埼玉県住まいづくり協議
会

埼玉弁護士会 埼玉司法書士会 (一社)移住・住みかえ支援
機構

埼玉県住宅供給公社 (一社)埼玉県銀⾏協会 埼玉県信⽤⾦庫協会

埼玉⼟地家屋調査士会 (公財)⽇本賃貸住宅管
理協会さいたま支部

(公財)いきいき埼玉 埼玉県⾏政書士会 (独法)住宅⾦融支援機構

※ 関係団体（１７）

※ 空家等対策特別措置法（H27~）

■所有者 ︓空き家の適切な管理

■市町村 ︓空き家対策の主体

（指導、勧告、命令、代執⾏）

■都道府県︓市町村への技術的助言、援助

【高齢者の集まり】（空き家予備群）

・高齢者向けサロン
・自治会の集会 など

講師︓司法書士
⾏政書士

１０軒に１軒が
空き家予備軍

相続おしかけ講座 Ｒ１．６スタート

遺⾔、任意後⾒、
家族への信託など、
相続対策の意識啓発

売却、賃貸、除却、
適切な管理の実施等
を促進

空き家予備軍への
積極的な働きかけ相続 が5割強

※平成２６年空き家実態調査（国）

空き家の
発生要因 ⇒ 相続おしかけ講座

＜H30.10 プレ講座の様子＞

講演
相談

宮代町⻄⼝８町会地区 交流サロンどんぐりクラブ 白岡市 Studio Labo オレンジカフェ

３ 【予防】 相続おしかけ講座

※「空き家の持ち主応援隊」
との連携を検討中

＜連携団体︓埼玉司法書士会、埼玉県⾏政書士会、埼玉県住宅供給公社＞



４ 【活⽤・流通】 空き家の持ち主応援隊

● 制度の特徴
（１）所有者が、空き家の管理に応じてくれる地元の業者を簡単に検索できる。
（２）管理だけでなく、空き家の解消に向けた売買、賃貸、解体等の相談も可能。

市町村窓口で、地元の登録業者を紹介しています!!
Ｈ３０．４スタート

＜連携団体︓（公社）埼玉県宅地建物取引業協会、（公社）全⽇本不動産協会埼玉県本部＞

□ 草木の手入れ
□ 通水や換気
□ ポストの確認
□ 清掃
□ 劣化目視確認

【 空き家管理の内容 】 【 検索 】
□ 家財の生前整理、

遺品整理
（一部の登録業者が対応可）

株式会社○○不動産

業者ごとのサービス・料⾦を掲載

＜契約実績＞ （平成31年3月末時点）

管理 売買 賃貸 解体 計
１０ ２９ ２１ ２０ ８０

登録事業者数
１３８

※「埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度」としてH30年度から開始。実績や相談は管理以外の流通に係る
ものが多かったことを受け、「空き家の持ち主応援隊」という愛称を付けた（H31.3～）

改善 ８１ 件

H31.3.31時点 埼玉県調べ

（うち除却 ６２ 件）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 計
助言・指導 ５５ ８３ ９４ ９６ ３２８

勧告 ０ ４ １６ ９ ２９

命令 ０ １ ９ ０ １０

代執⾏等 ０ ０ ２ ２ ４

計 ５５ ８８ １２１ １０７ ３７１

■ 指導等の実施件数（回数）

■ 代執⾏等の措置状況
H29年度 H30年度

⾏政代執⾏（法14条9項） 坂⼾市（1件）
略式代執⾏（法14条10項） 川⼝市（1件） 深谷市（1件）、川⼝市（1件）

市町村⻑は法に基づき特定空家等に対して、⾏政代執⾏等の措置が可能

指導・
助言

勧告 命令
行政

代執行

所有者が確知できない場合は、公告をすれば、略式代執行が可能

※参考 市町村⻑による「特定空家等」（※1） に対する措置の流れ

勧告 ⇒ 住宅⽤地特例（※２）の
対象から除外

※２住宅⽤地特例︓固定資産税1/6等
都市計画税1/3等

※1 「特定空家等」の定義

① 著しく保安上危険となるおそれ
② 著しく衛生上有害となるおそれ
③ 著しく景観を損なっている 等

H31.3末時点 国⼟交通省調べ

H31.3末時点 国⼟交通省調べ

５ 【除却等】 特定空家等に対する措置の状況 ［市町村］



■ 具体的な取組一覧
※参考資料

・【県⇒国要望】 中古住宅の購入、建替に対する住宅ローン減税率引上等
譲渡所得3000万円特別控除の期間延伸と対象要件緩和

・【団体連携】 空き家の持ち主応援隊
⇒ 空き家の相談や管理、売買等を頼める地域の不動産業者を簡単検索 ※H30〜

・【団体連携】 相続おしかけ講座の創設
⇒ 空き家予備軍へ相続登記の推進、相続方法の普及啓発 ※H31〜 実施

・【市町村】 危険空き家への指導、代執⾏等 （県は支援）

・【県⇒国要望】 空き家を除却しても跡地の固定資産税が急増しない税制措置
譲渡所得3000万円特別控除の期間延伸と対象要件緩和

・【空き家会議】 周知・啓発資料作成及び⽅法マニュアル作成
死亡届時に相続登記を促すマニュアル作成

予防

活⽤
流通

・

除却

・【市町村】 空き家バンクの設置

・【団体連携】 安心中古住宅登録制度の拡充
・【県・公社】 多子世帯向け中古住宅取得・ﾘﾌｫｰﾑ補助
・【団体連携】 JTI「ﾏｲﾎｰﾑ借上げ制度」の普及促進

※住宅課




