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１ 富岡市空家等対策計画策定の目的 

  人口減少や建物の老朽化、過疎化等により空家が増加しており、防犯、防災、衛生、景観等に重 

大な影響を及ぼし社会問題となっています。 

 そこで、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「空家法」という。）」を制定して、 

国による基本方針の策定・市町村による空家等対策計画の作成等、空家等に関する施策を総合的か 

つ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することとしています。 

 富岡市についても、空家法に基づき、空家等対策計画を作成し、総合的かつ計画的に空家等対策 

を行い、市民の生活環境の保全を図るとともに地域の活性化の推進を目的とします。 

２ 計画の位置づけ 

  本計画は、空家法第６条に規定する空家等対策計画として平成 28 年９月に発足した「富岡市空家 

等対策協議会」での協議を踏まえて策定しました。 

  本計画は、行政内部の関係部署だけでなく、地域住民や大学、不動産、法務、建築等の専門家団 

体、警察・消防等の行政機関、民間事業者などが連携協働して取り組む総合的な空家対策の方向性 

を示すものです。 

３ 計画期間 

  第２次富岡市総合計画の計画期間が平成 28年度から平成 38年度で、前期基本計画が平成 28 年度 

から平成 30 年度、中期基本計画が平成 31 年度から平成 34 年度のため、これらと連動させるために 

平成 29 年度から平成 34年度までの 6年間とします。 

なお、本計画は、継続して適正な進行管理を行うとともに、社会情勢の変化等を考慮して２年ごと

に具体的な施策の見直しを行うものとします。 

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ 

第２次総合計画 

空家等対策計画  

第１章 富岡市空家等対策計画の目的と位置づけ 

前期基本計画 中期基本計画 

計画期間 



１ 富岡市の現状 

(1)人口と世帯について 

  平成 27 年国勢調査によると富岡市の人口

次のグラフのとおり富岡市の人口は、平成７年をピークに減少に転じています。

今後の予想では、平成 34年（2022

えられています。（下表、人口推計による人口・世帯数

  また、世帯数も平成 22 年の 18,297

資料：総務省 国勢調査（昭和

国立社会保障・人口問題研究所（平成

※国勢調査による「富岡市における６５歳以上高齢者の単身世帯数」は、上表のとおり増加

傾向にあります。  
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第２章 富岡市の空家の現状と調査結果
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年国勢調査によると富岡市の人口は 49,746 人、世帯数は 18,255 世帯となっています。

次のグラフのとおり富岡市の人口は、平成７年をピークに減少に転じています。

2年）には 47,302 人と現在よりも２千人以上減少することが考

推計による人口・世帯数の変動による。） 

18,297 世帯をピークに緩やかに減少するものと推計されます

国勢調査（昭和 50年から平成 27年） 

国立社会保障・人口問題研究所（平成 32 年から 34 年） 

※国勢調査による「富岡市における６５歳以上高齢者の単身世帯数」は、上表のとおり増加

16,138 17,130 18,026 18,297 18,255 17,935 17,723

54,259 54,435 54,401 53,765 52,070
49,746 48,208 47,302
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となっています。

減少することが考

推計されます。 

※国勢調査による「富岡市における６５歳以上高齢者の単身世帯数」は、上表のとおり増加



(2)住宅・土地統計調査の結果 

住宅・土地統計調査は、住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を

把握し、その現状と推移を明らかにする調査

本調査において、空き家は、「別荘などの二次的住宅」、「賃貸用住宅」「売却用住宅」「その他住

宅」の４つに分類されています。 

①空家数と空家率について 

  平成 25 年住宅・土地統計調査（以下、「平成

16.4％と年々増加傾向にあり、全国平均（

値となっています。 

 平成 25年調査での空家数は、3,280

が減少するものと推計されることから、
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住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を

把握し、その現状と推移を明らかにする調査で、５年ごとに実施されています。 

本調査において、空き家は、「別荘などの二次的住宅」、「賃貸用住宅」「売却用住宅」「その他住

（以下、「平成 25 年調査」という。）によると富岡市の空き家率は、

年々増加傾向にあり、全国平均（13.5％）よりも高く、群馬県平均（16.6％）とほぼ同数

3,280 戸と平成 20年調査と比較して、500 戸増加しており、

が減少するものと推計されることから、今後も空家数、空家率が増加するものと考えられます。

資料：総務省 住宅土地統計調査

住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を

本調査において、空き家は、「別荘などの二次的住宅」、「賃貸用住宅」「売却用住宅」「その他住

によると富岡市の空き家率は、

％）とほぼ同数

戸増加しており、世帯数 

考えられます。

住宅土地統計調査



 ②空き家の種類と変動状況 

  平成 25 年調査での空き家について、「その他の住宅」の占める割合が

宅」の 35.1％となっており、前橋市などと比較すると

っています。 

  また、平成 20 年調査と比べると「そ

「賃貸用の住宅」と「二次的住宅」については減少しています。

③空き家の建て方と種類 

 平成 25 年調査では、富岡市内の一戸建の空き家は、「その他の住宅」が

してない空き家が多いことがわかります。

 長屋建・共同住宅の空き家は、「賃貸用の住宅」が

「売却用の住宅」は、ありません。
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年調査での空き家について、「その他の住宅」の占める割合が 58.5％、次が「賃貸用の住

％となっており、前橋市などと比較すると市場で流通していない空き家の割合が高くな

と比べると「その他の住宅」と「売却用の住宅」の割合は増加しており、

については減少しています。

一戸建の空き家は、「その他の住宅」が 79％を占めて

空き家が多いことがわかります。

は、「賃貸用の住宅」が 86％を占めています。また、「二次的住宅」や

％、次が「賃貸用の住

空き家の割合が高くな

増加しており、

％を占めており、流通 

また、「二次的住宅」や



④世帯主の年齢別割合 

  世帯主が 54 歳以下の年齢層（40％）

おり、平成 20年調査と比較しても 54

4％増加しています。 

  高齢人口は増加する一方で、若年人口は減少することが見込まれるため、空家

高くなると考えられます。 

65歳以上
34%

富岡市における世帯主の年齢別割合

65
31%

富岡市における世帯主の年齢別割合
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％）と比べると 55歳以上の年齢層の割合（60％）

54 歳以下の年齢層割合は 4％減り、55 歳以上の年齢

一方で、若年人口は減少することが見込まれるため、空家が増加する可能性が

25歳未満
1%

25  ～ 34歳
6%

35  ～ 44歳
15%

45  ～ 54歳
18%

55  ～ 64歳
26%

歳以上

34%

富岡市における世帯主の年齢別割合(H25)

55歳以上の割合

25歳未満
1%

25～34歳
10%

35～44歳
14%

45～54歳
19%

55～64歳
25%

65歳以上
31%

富岡市における世帯主の年齢別割合(H20)

55歳以下の割合

％）が高くなって 

年齢層割合は 

が増加する可能性が

歳以上の割合60％

歳以下の割合56％
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資料：富岡市市民生活部市民課

500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

2,5002,0001,5001,0005000500

0～4
5～9
10～14
15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84
85～89
90～94
95～99
100～104

富岡市における年齢別人口構成表
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⑤建設時期について 

  平成 25 年調査によると市内の住宅数は

成２年に建築された建物が多く、昭和

は、34％（5,360 戸）となっており、築

ム工事をしていない建物の割合も高く、
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市内の住宅数は 16,140 戸で、構造別建築時期について、昭和５６年～平

昭和 56 年の新耐震基準施行以前に建設された建物の

おり、築 30年以上が経過していて、腐朽・破損していてもリフォー

高く、大規模な修繕が必要な建物が多くなることが予想されます。

資料：総務省 住宅土地統計調査

昭和５６年～平

建物の占める割合 

いて、腐朽・破損していてもリフォー

大規模な修繕が必要な建物が多くなることが予想されます。

住宅土地統計調査
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資料：総務省 住宅土地統計調査住宅土地統計調査
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２ 空家実態調査結果及びアンケート調査結果 

(1)平成 27 年度空家実態調査の結果 

   富岡市では、空家等のデータベース作成のため、下記のとおり実態調査を行いました。 

   その結果、776 件の空家を特定しました。うち、所有者不明の空家が 5.8％（45 件）でした。 

   ア 対象区域 

     富岡市内全域 

   イ 期間 

    平成 27 年７月 10 日から平成 28 年３月 10 日まで 

   ウ 対象 

     富岡市内の空家等対策特措法第２条第１項に規定する空家等のうち、一戸建て住宅及び店 

舗併用住宅 

   エ 調査内容及び方法 

     外観調査及び聞き取り調査 

   オ 住宅・土地統計調査による空家数との相違について 

     総務省が実施した平成２５年住宅・土地統計調査では、富岡市内に 3,280 戸の空家が存在 

    するとの結果が出ておりますが、これは調査方法の違いによるもので、当該調査は悉皆調査 

ではなく、全国の 15 分の 1を無作為で抽出して選定された約 350 万の住戸とそこにお住ま 

いの世帯が、調査の対象となるためです。

(2)空家所有者または管理者へのアンケート調査の結果 

    実態調査で特定した空家の所有者または管理者に対して、空家となった理由や管理状況、今後 

の利活用等について、アンケート調査を行いました。 

   ア アンケート実施期間 

     平成 27 年 12 月 21日から平成 28年１月７日まで 

   イ アンケート依頼先 

     空家実態調査により空家と判定した建物の所有者または管理者 

ウ アンケート調査結果の概要（12 項目中８項目を抽出） 

 空家と判定した 776 件に対して意向調査を実施し、429 件の回答を得ました。 

（回答率 55.3％） 



設問１の「この建物の種類はなんですか？」

の 65％、次が養蚕農家用住宅の９％

設問２の「この建物をどのように利用していますか？」

置として利用」の 28％、次が「特に利用はしていない（空き家）

  設問３の「空き家になってしまった原因はなんですか？」

「相続により取得したが利用していない

   設問４の「今まで解体しない理由はなんですか？」

費用がかかる」の 39％、次が「固定資産税が上がってしまう

10 

「この建物の種類はなんですか？」では、もっとも割合が多かったのが

次が養蚕農家用住宅の９％でした。 

「この建物をどのように利用していますか？」では、もっとも割合が多かったのが

特に利用はしていない（空き家）」の 23％でした。

「空き家になってしまった原因はなんですか？」では、もっとも割合が

相続により取得したが利用していない」の 33％、次が「別の住居に転居した」の

「今まで解体しない理由はなんですか？」では、もっとも割合が多かったのが、

固定資産税が上がってしまう」の 21％でした。 

多かったのが、「一戸建住宅」 

多かったのが、「物 

。

割合が多かったのが、 

29％でした。 

多かったのが、「解体 

解体業者が

わからない

3%

今まで解体しない理由はなん

ですか？（複数回答有）

Ｎ＝２４９ 



   設問５の「今後どのように利用・活用したいですか？」

「未定」の 22％と「売却又は賃貸したい

  設問６の「売却や賃貸としない理由はなんですか？」

物に思い入れがある」の 19％、次が

した。 

   設問７の「空き家の管理はどれくらいの頻度ですか？」

「月に１回程度」の 27％、次が「半年に１回程度」の

また、「管理していない」という回答も

 設問８の「空き家バンクへの登録を希望しますか？」

いえ」の 31％、「わからない」の 21

からない」を合わせた 44％でした
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「今後どのように利用・活用したいですか？」では、もっとも割合が多かったのが、

売却又は賃貸したい」の 22％でした。 

「売却や賃貸としない理由はなんですか？」では、もっとも割合が多かったのが、

次が「売却又は賃貸したいが、改修費を工面できない

「空き家の管理はどれくらいの頻度ですか？」では、もっとも割合が多かったのが、

次が「半年に１回程度」の 23％でした。 

また、「管理していない」という回答も 20％ありました。 

「空き家バンクへの登録を希望しますか？」では、「はい（検討したい）」

21％で、登録の可能性がある空家は、「はい（検討したい）」と「わ

。 

多かったのが、

多かったのが、「建 

売却又は賃貸したいが、改修費を工面できない」の 17％で 

多かったのが、

「はい（検討したい）」の 23％、「い 

％で、登録の可能性がある空家は、「はい（検討したい）」と「わ



(5)富岡市における地区別世帯数・空家数・空家率について

空家実態調査により把握した空家率を地区別で分類すると、黒岩地区が最も高く

 に富岡地区の 6.95％、妙義地区の

富岡市は、市街地である富岡地区や山間部である妙義地区の空家率が高く、新興住宅地の多い

高瀬地区は、空家率が低いという結果が得られました。

※６５歳以上の割合＝平成２２年国勢調査結果による。

4.12 
6.95 

2.13 
6.97 

29.0 27.8 

20.9 
25.0 

富岡市における地区別

空家数/世帯数

12 

富岡市における地区別世帯数・空家数・空家率について

空家実態調査により把握した空家率を地区別で分類すると、黒岩地区が最も高く

5.33％と続き、最も低いのが高瀬地区の 0.81％でした。

富岡市は、市街地である富岡地区や山間部である妙義地区の空家率が高く、新興住宅地の多い

空家率が低いという結果が得られました。

※６５歳以上の割合＝平成２２年国勢調査結果による。

2.30 0.81 
4.69 4.81 4.21 

2.05 
5.33 

25.0 25.0 
21.1 

27.2 26.7 
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空家実態調査により把握した空家率を地区別で分類すると、黒岩地区が最も高く 6.97％で、次 

％でした。
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齢者人口の割合が低く、１５歳未満の若年人口
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他の地域と比較して６５歳以上の高齢者人口の割合が高く、１５歳未

います。 

それに対して、東富岡地区や高瀬地区などの新興住宅地が比較的多い地区は、６５歳以上の高

割合が低く、１５歳未満の若年人口の割合が高いことが分かります。

平成２２年国勢調査による富岡市地区別年齢別人口を割合で示した表で、吉田地区

割合が高く、１５歳未

それに対して、東富岡地区や高瀬地区などの新興住宅地が比較的多い地区は、６５歳以上の高
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１ 対象とする空家等の種類 

  本計画で対象とする空家等の種類は、空家法第２条第１項に規定する「空家等」を対象とします。 

２ 空家等対策の対象地区と空家実態調査 

  空家等に関する対策の対象とする地区は、市内全域とします。 

  また、空家等の調査について、「第２章 ２ 空家実態調査結果及びアンケート調査結果」に記載 

 したとおり、平成 27年度に実施した空家実態調査により、中心市街地と山間部において、空家の割 

合が高いことが判明しています。 

  このため、本計画においては、平成 27年度の実態調査の結果も参考に、対策を進める上での具体 

的な施策を定めるものとします。 

  なお、本計画策定後も第４章で掲げる具体的な施策を実施するために、必要に応じて空家等の調 

査を行います。 

３ 対策の実施体制に関する事項 

(1) 所管する部署 

空家等に関する対策を所管する部署は、経済建設部建築課とします。 

なお、特定空家等に関する指導や苦情対応の窓口は、建築係とし、空家の利活用や定住促進に関 

する窓口は、住宅係とします。 

また、空家対策は課題が多岐にわたるため、庁内の関係する部署とも連携して取組を進めます。 

(2) 富岡市空家等対策協議会 

富岡市空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うために市長を会長とし、12 

人以内で構成する富岡市空家等対策協議会を組織します。 

４ 空家等対策の基本方針 

(1) 空家の予防 

  富岡市は今後、人口減少と高齢化率の増加、特に高齢者の単身世帯数が増加傾向にあるため、今 

後も空家は増加することが予想されます。空家の増加を抑制するためには、現に存在する空家につ 

いて対策を講じるだけでなく、新たな空家の発生を未然に防ぐことも重要です。 

 そこで、空家予防の取組を実施します。

(2) 空家の流通・活用の促進 

  再利用可能な空家は、大切な財産であると考えられるため、活用の促進や空家の流通を促進する 

ための施策を実施します。

(3) 特定空家等の防止 

  適切に管理がされていない老朽化した空家は、景観を損ねるだけでなく火災や犯罪の温床となる 

第３章 基本方針等 
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可能性が高いことや周辺の住宅等にも悪臭や病害虫の発生等の悪影響を及ぼすことから、空家の所 

有者や管理者に対して注意喚起や必要な指導を行います。 

また、活用できない空家について、除却を行う場合には除却費用の一部を補助するなどの制度を 

整備します。 

(4) 空家の需要の喚起 

  富岡市は、人口の減少と高齢化が進むことが予想されるため、空家は今後も増加することが考え 

 られます。そこで、空家の需要を喚起するための施策を実施します。 
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１ 空家の予防 

 (1) 空家等相談会の開催 

  空家になると老朽化が進み、市場に戻すには多大なエネルギーが必要なことから、将来に空家と 

なる可能性のある住宅の所有者等を対象として、専門知識を有する不動産、法務、建築等の専門家 

団体と連携して空家に関する相談会を開催し、適切な助言を行うようにします。 

 (2) 所有者等への啓発（チラシ・パンフレット等の配布、広報等） 

市民に空家に対する正しい知識を持っていただくための啓発を行うため、チラシやパンフレット 

等の配付等を行います。 

また、「相談会・補助制度・空き家バンク制度等」の案内も行い、空家の除却や改修、売買や賃 

貸などの制度への理解を促します。 

 (3) 高齢者施設等との連携 

  ひとり暮らしの高齢者が、施設等に入所することにより、それまで暮らしていた建物が空家にな 

ることがあるため、高齢者施設等と連携することにより、空家情報の把握や入所者である空家所有 

者等の意向確認を行います。 

２ 空家の流通・活用の促進 

 (1) 空家バンク制度の活用 

  一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会群馬県本部と連携し 

て、空家バンク制度を運用し、空家を売りたい・貸したいという方と買いたい・借りたいという方 

を結び付け、空家の売買や貸借の促進を行い、空家の流通を図ります。 

(2) 補助制度の創設 

  ア 空家の利活用を促進するための補助制度 

空家所有者や空家の賃借主が、改修工事を行う場合に、その費用の一部を補助することにより、 

空家改修の促進を図ります。 

  イ 木造住宅の耐震化を促進するための補助制度 

   昭和 56年以前に建築された住宅は、耐震性が低いものが多いため、耐震診断の結果「倒壊する 

可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅に対して耐震改修設計工事等に 

要する経費の一部を補助することにより、木造住宅の耐震化を進め、木造住宅の流通促進を図り 

ます。 

ウ 移住・定住を促進するための補助制度 

 富岡市は、平成７年をピークに人口が減少する傾向にあり、高齢化も進んでいます。そこで、 

若年層を中心とした移住・定住を推進するため、市内の空家を取得した者に奨励金を支給するこ 

とにより、空家の活用を図ります。 

エ 良好な景観づくりのための補助制度 

第４章 具体的な施策 
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空家の修景を行う場合には、当該費用の一部を補助することにより、空家の外観の改修を促進 

し、空家の活用を図ります。 

オ その他空家の流通・活用に有効な補助制度 

 上記以外にも有効な補助制度の創設を検討し、空家の流通や利活用の促進を図ります。 

 (3) 空家対策相談会の開催（再掲） 

  空家を所有・管理しているが、どうしたらよいか分からない方も多くいます。そうした方が、所 

有・管理する空家の流通や利活用の促進を図るため、専門家団体と連携して「空家対策相談会」を 

開催し、所有者・管理者に空家の流通や利活用が図れるように適切な助言を行います。 

 (4) 空家を活用した移住者や子育て世帯向け住宅の整備 

  近年、都市部から山間部へ移り住む若者がいますが、本市においても若者の移住促進を図るため 

に、住宅を取得または賃借するまでの間の一定期間入居ができる等の空家を活用した住宅の整備を 

検討します。 

また、子育て世帯で公営住宅への入居条件を満たさない世帯向けの空家を活用した住宅の整備も 

検討します。 

 (5) 養蚕体験農家住宅の整備 

  富岡製糸場の世界遺産登録及び国宝指定後、本市において養蚕を行いたいと考えている若者がい 

ることから、空家となった農家住宅を養蚕体験農家住宅として整備し、養蚕を体験する施設として 

の活用を図ります。 

 (6) 空家を活用した宿泊施設及び店舗等の整備 

  近年、富岡製糸場に国内外から多くの観光客が訪れています。そこで、これらの観光客を対象に 

空家を改修し、宿泊施設や店舗としての活用を図ります。 

(7) 空家を抑制するための特例措置（空家の譲渡所得 3,000 万円特別控除）の活用 

 耐震性のある空家や空家を除却後の更地を譲渡する際に平成 31 年 12 月 31 日までの期限で、そ 

の譲渡所得に対して 3,000 万円の特別控除が適用されることから、税制優遇措置の周知を行い、譲 

渡を検討している空家の所有者等への啓発を行います。 

(8) マイホーム借上げ制度等の活用 

リバースモーゲージの促進や移住・住みかえ支援機構（JTI）の「マイホーム借上げ制度」を活用 

して空家の流通促進を図ります。 

(9) 文化的価値の高い空家の活用 

 市内には、歴史が古く、文化的価値の高い建物が数多く残っています。これらの建物の中には空 

家となり、管理がなされていないものもあります。 

 そこで、文化財保護を所管する部署や景観法に関する事務を所管する部署と連携して、空家とな 

った当該建物の保存や活用方法について、所有者等に対して働きかけを行います。 

３ 特定空家等の防止 

(1) 補助制度の創設 

ア 空家の除却を推進するための補助制度 
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   空家の除却には、多額の費用を要することがあり、所有者等が除却を躊躇することも考えられ 

ます。そこで、空家の除却を促進し、安全や景観の向上及び居住環境の改善を図るため、空家の 

解体費用の一部を補助します。 

  なお、特定空家等の除却を行う場合には、補助率及び補助限度額を拡大します。 

イ 除却後の跡地を活用するための補助制度  

  空家を除却するだけでは、空地が増えるだけになります。そこで、除却後の跡地を住環境の改 

善及び地域の活性化に資する場合には、除却に対する補助金の補助率や補助限度額を拡大し、跡 

地の活用促進を図ります。 

(2) 特定空家等の予備軍である空家所有者等への具体的対策の助言 

 平成 27 年度に実施した空家所有者等へのアンケート調査では、空家の管理頻度について「半年 

に１回程度」「１年に１回程度」「管理していない」の３つを合わせると６割近くに上ることから、 

これらの空家が管理不全により特定空家等にならないよう指導及び助言を行います。 

(3) 特定空家等にしないため、チラシ・パンフレット等を活用した啓発 

 空家の所有者や管理者等に対して空家の管理方法や空家の売買・賃貸、除却等に関するチラシや 

パンフレットを作成・配布し、啓発を行います。 

  また、空家を所有又は管理していない市民向けにも空家に関する知識を持ってもらうために啓発 

を行います。 

(4) 所有者等不明の空家に対する相続人調査 

 平成 27 年度に実施した空家実態調査では、所有者等不明の空家が 45 件ありました。 

これらの空家は、管理されていない可能性が高く、特定空家等に指定しても所有者等が特定でき 

なければ有効な指導ができません。そこで、群馬司法書士会との協定により、所有者等が不明の空 

家の相続人調査を行い、迅速な指導を図ります。 

(5) 特定空家等に対するガイドラインの適用 

空家法第 14 条第 14項の規定に基づき、国により、特定空家等に対する措置に関する適切な実施 

を図るために必要な指針（以下、「ガイドライン」という。）が定められていることから、特定空家 

等の判断や特定空家等に対する必要な措置等は、当該ガイドラインに基づき、行うものとします。 

(6) 関係機関との連携 

適切に管理がされていない空家等は、防犯上問題になることがあり、犯罪の温床にもなりかねま 

せん。 

そこで、警察署と連携して未然に犯罪を防ぐなどの対策を講じます。 

また、放火事件等の可能性も高くなることから消防署とも情報の共有等による連携を図ります。 

(7) 地元地区との連携 

空家等の情報は地元地区でも把握していることが多いため、地元地区との連携により情報収集を 

図り、空家情報の早期把握に努めます。 

４ 空家の需要の喚起 

(1) 空家バンク制度の活用（再掲） 
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   一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会群馬県本部と連携し、 

空家バンク制度を活用して、空家を売りたい・貸したいという方と買いたい・借りたいという方を 

結び付け、空家の売買や貸し借りの促進を行い、空家の流通を図ります。 

(2) 農家需要喚起のための養蚕体験農家住宅及び研修施設の整備 

 養蚕農家数は繭の買取価格下落に伴い、減少の一途を辿り、就農者の高齢化も進んでいます。 

 しかし、富岡製糸場の世界遺産登録及び国宝指定により、県内外から養蚕農家への就農を希望す 

る若者が集まって来ています。 

そこで、空家となった養蚕農家住宅を養蚕体験ができる施設として整備し、就農希望の若者等が、 

養蚕への理解が図れる場所を提供します。 

また、養蚕農家として自立を目指す若者には、養蚕のノウハウを習得することが必要であるため、 

空家となった養蚕農家住宅を改修し、養蚕研修施設として整備することを検討します。 

(3) 空家活用の促進（宿泊施設、店舗等） 

  近年、国内外から多くの観光客が訪れています。しかし、市内には宿泊施設が少なく、多くの観 

光客は、市外の宿泊施設を利用しており、富岡市総合戦略において実施した富岡市観光実態調査で 

は、市内の滞在時間は、２時間以内が約７割となっています。 

 そこで、できるだけ長く滞在が可能となるように宿泊施設の増加を図るため、空家を活用した宿 

泊施設のモデル事業を展開し、宿泊施設の需要の喚起を図ります。 

 また、山間部の自然豊かな景観を活かした農家民泊等も推進します。 

(4) 高齢者施設等への空家の活用促進 

 富岡市においても高齢化が進んでいることから、空家を高齢者施設等として活用することを検討 

します。 

(5) 移住・定住の促進 

 ア トライアル・ステイ（お試し居住）の検討 

  移住促進対策として、富岡市への移住を検討している方に対して、市が借りた空家を短期間賃 

貸し、その後、移住を希望する方に対して空家バンク等を通じて空家の紹介等を行う事業を検討 

します。 

イ 移住・定住相談会の開催 

 群馬県や県内の他市町村と連携して大都市圏等での移住・定住の相談会を開催し、富岡市の魅 

力をＰＲすることにより、移住・定住の促進を図ります。 
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【資料１】 

○空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成26年11月27日 法律第127号） 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境

に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その

生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国によ

る基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第10条第２項を除き、以下同じ。）による空家等対策計

画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関

する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使

用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）

をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、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

のある状態又は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

る状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼ

さないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第４条 市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対

策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。 

（基本指針） 

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は、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（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他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に必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

（空家等対策計画） 
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第６条 市町村は、その区域内で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、基本指針に

即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることがで

きる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策

に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関する

事項 

六 特定空家等に対する措置（第14条第１項の規定による助言若しくは指導、同条第２項の規定によ

る勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第９項若しくは第10項の規定による代執行をいう。

以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、

技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第７条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下

この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、

法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって

構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第８条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基づ

き市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連

絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するため

の調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第14条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委

任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせ
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ようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。た

だし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第10条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名

その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、そ

の保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の

存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報で

あって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を

求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うもの

とする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公

共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができ

る。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第11条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために

所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限

る。）を除く。以下第13条までにおいて同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正

確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第12条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、

助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第13条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は

賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために

必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第14条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採

その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（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又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建

築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善

されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなか
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った場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧

告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする

者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書

を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機

会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長に対し、意見書の

提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項の措置を命じよう

とする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定によって命じようと

する措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、前項に規定する者に通知するとと

もに、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出する

ことができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその

措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みが

ないときは、行政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為

をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

10 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられる

べき者を確知することができないとき（過失がなくて第１項の助言若しくは指導又は第２項の勧告が行

われるべき者を確知することができないため第３項に定める手続により命令を行うことができないとき

を含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは

委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき

旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がそ

の措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務

省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

12 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合におい

ては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

13 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第88号）第３章（第12条及び第14条

を除く。）の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な

指針を定めることができる。 

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令

で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第15条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な
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実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その

他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関

する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第16条 第14条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、50万円以下の過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、第９条第２項から第５項まで、第14条及び第16条の規定は、公布の日から起算して６月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（平成27年政令第50号で、本文に係る部分は、平成27年２月26日から、ただし書に係る部分は、平成27年

５月26日から施行） 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる

ものとする。 
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【資料２】 

富岡市空家等対策協議会条例 

（平成 28年富岡市条例第 45号） 

 （設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号。以下「法」という。）第７条

第１項の規定に基づき、富岡市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について、協議する。 

(1) 空家等対策計画（法第６条第１項に規定する空家等対策計画をいう。）の作成及び変更並びに実施

に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、空家等（法第２条第１項に規定する空家等をいう。）に係る対策の推進

に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員 12 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、市長及び次に掲げる者のうちから市長が委嘱するものをもって構成する。 

(1) 法務、不動産、建築等に関する有識者 

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長） 

第５条 会長は、市長をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した者がその職務を代理

する。 

 （会議） 

第６条 協議会は、会長が招集し、議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 会長は、特に必要があると認める場合には、会議に委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴

くことができる。 

 （守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 （庶務） 

第８条 協議会の庶務は、経済建設部建築課において処理する。 
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 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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【参考資料】 
氏 名        様 

住 所 群馬県富岡市 

家屋管理番号   －                     

富岡市      の建物についてお伺いします。

空き家アンケート調査票 
各設問の該当する項目の番号いずれか一つに○印をしてください。 

その他に該当する場合は（  ）に記入してください。

◇このアンケートの宛名に印刷されている方についてお伺いします。 
設問1 あなたは、次のどちらに該当しますか？ 

   1. 建物の所有者 

   2. 建物の所有者の親族 

   3. その他（                    ）

◇この建物についてお伺いします。 
設問2 この建物の種類はなんですか？ 

   1. 戸建住宅 

   2. 併用住宅 

   3. 養蚕農家用住宅（お蚕を飼うことができる住宅） 

   4. 店舗 

   5. その他（                    ）

設問 3 この建物を現在どのように利用していますか？ 

   1. 物置等として利用 

   2. 帰省時のセカンドハウスや別荘等として、自己及び親族が利用 

   3. 具体的な利用はないが、除草や掃除をしている（空き家） 

   4. 特に利用はしていない（空き家） 

   5. その他（                    ） 

  【3. 4. 以外に該当の方は設問7にお進みください】

設問4 空き家になってしまった原因はなんですか？ 

   1. 相続により取得したが利用していない 

   2. 別の住居に転居した 

   3. 転勤等による長期不在 

   4. 賃借人などの入居者の退去 

   5. その他（                    ） 

設問 5 空き家の状態で今まで解体をしなかった理由はなんですか？ 

   1. 固定資産税が上がってしまう 

   2. 解体業者がわからない 

   3. 解体費用がかかる 

   4. 相続問題がある 

   5. その他（    
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設問6 空き家の管理はどれくらいの頻度でしていますか？ 

   1. 月に 1 回程度 2. 半年に 1回程度 3. 一年に1回程度 4. 管理はしていない

設問7 今後どのように利用・活用したいですか？ 

   1. 未定 

   2. 取り壊したい（平成  年頃）具体的に決まっていましたらご記入ください

3. 自己で利用したい、若しくは親や子ども、親族等に利用してもらいたい

   4. 売却又は賃貸したい 

   5. その他（                    ） 

   【1.と回答された方は設問 8 へ、2.と回答された方は設問 9へお進みください】 

設問 8 売却や賃貸としない理由はなんですか？（複数回答可） 

   1. 建物に思い入れがある 

   2. 今後、活用する予定がある  

   3. 売り手（借り手）がいない 

   4. 手放したいが、方法がわからない 

   5. 売却又は賃貸したいが、改修費を工面できない 

   6. その他（                    ）   

設問 9 取壊しをされた後、敷地はどのようにしたいですか？ 

   1. 自己で活用  2. 売却又は賃貸  3. そのまま 

◇「空き家バンク」[注1]制度の利用についてお伺いします。 

注 1：「空き家バンク」とは、空き家の賃貸や売却を希望する人から申込みを受けた物件の

情報を空き家の利用を希望する人へ紹介する制度です。 

設問 10 現在、富岡市では空き家バンク制度作成に向けて事業を進めております。 

     空き家バンクが完成した場合、この建物の登録を希望しますか？（登録は無料で

す。） 

1. は い（検討したい）  2. いいえ  3. わからない
【設問11へお進みください】 

設問 11. 登録を希望される場合、この建物の情報提供をしていただける方の連絡先をご記入ください。

(記入いただいた内容は富岡市で厳重に管理し、記入いただいた方の承諾なしに外部に情報を提供することはありません） 

所有者 

若しくは 

管理者

〒  - 住所 

氏 名 TEL 

携 帯  FAX 

e-mail  

その他 

連絡先 

〒  - 住所 

連絡先名 TEL 

設問 12. 空き家の管理等について市に要望がございましたらご記入ください。 
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富岡市空家等対策協議会委員名簿 

 職 種 等 人数 候補者名 所属団体等 

１ 富岡市長 １人 岩井 賢太郎 富岡市 

２ 法務に関する学識

経験者 
各１人 

石井 妙子 弁護士（群馬弁護士会） 

３ 宮前 知光 司法書士（群馬司法書士会） 

４ 

不動産に関する学

識経験者 
各１人 

武藤 政尚 
土地家屋調査士（群馬土地家屋調査士

会） 

５ 高柳 幸子 群馬県宅地建物取引業協会理事 

６ 新井 晴夫 全日本不動産協会群馬県本部長 

７ 建築に関する学識

経験者 
各１人 

堤  洋樹 前橋工科大学工学部建築学科准教授 

８ 城田 幸子 群馬建築士会副会長 

９ 区長会代表 １人 矢島 孝芳 富岡市区長会長 

１０ 富岡警察署長 １人 坂本 龍二 富岡警察署長 

１１ 消防本部消防長 １人 五十嵐 俊弘 富岡甘楽広域消防本部消防長 


