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 第 1 章 空家等対策計画の趣旨 

 

1.計画策定の背景と目的 

 

近年、人口減少や少子高齢化等の進展に伴い、全国的に空家等が増える傾向があり、

三好市でも空家等が増加しており、今後、空家等が更に増加するものと見込まれていま

す。 

中でも、適正に管理されていない空家等が増えることにより、防災、衛生、景観、防

犯等の面から地域の住環境が悪化したり、地域の活性化が阻害されたりする等、将来に

わたって深刻な影響が懸念されます。 

このような中、国は空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「空家

等対策の推進に関する特別措置法」（以下「法」という。）を 2014（平成 26）年 11 月

27 日に公布し、2015（平成 27）年 5 月 26 日に全面施行されました。同法は、空家等

の所有者等の管理責任を明確にするとともに、国による基本指針の策定、市町村による

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

めております。 

本市においては、2019（平成 31）年 3月 19 日施行した「三好市空家等対策の推進に

関する条例（条例第 9 号）」に基づき、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため

庁内検討会議を設置し、国、県及び関係団体と連携しながら、空家等の適切な管理や利

活用の促進、管理不全な空家等の除却の促進等の対策等、空家等対策計画の策定に必要

な事項を検討してきました。 

本市では、空家等の問題を、早急に解決すべき重要な政策課題と位置づけ、市民が安

全にかつ安心して暮らすことのできる、住みよいまちづくりの実現に向けて取り組むべ

き対策の方向性を示すため、本計画を策定します。 
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2.計画の位置づけ 

 

本計画は、法第 6条第 1 項に規定する「空家等対策計画」であり、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、国の基本指針を踏まえ策定するものです。 

本計画は、国が定める「基本指針」のほか、「第 2 次三好市総合計画」を上位計画と

して、空家等対策の方針・施策を示すものです。 

 

 

 

 

 

上 

 

位 

 

計 

 

画 

 

 

 

 

 

第 2 次 三好市総合計画 基本構想 

本市の特性、市民ニーズ、時代の潮流、直面している課題等を検討し、これらを

踏まえて、基本理念や将来像、基本施策等を示す。2018（平成 30）年度を初年

度とし、2027 年度を目標年度とする 10 年間の長期構想 

 

第 2 次 三好市総合計画 基本計画 

基本構想で定める施策体系に基づき、今後取り組むべき主要な施策を各分野にわ

たって定める。計画期間は前期 5年（2018（平成 30）年度～2022 年度）、後期 5

年（2023 年度～2027 年度）。 

 

三好市空家等対策の推進に関する条例 

法に定めるもののほか、市の空家等対策の推進に関し必要な事項を定める。 

 

 

 

 

 

三好市空家等対策計画 

 

 

 

 

関

連

計

画 

・三好市都市計画マスタープラン 

・三好市耐震改修促進計画 

・三好市景観計画 

・三好市まち・ひと・しごと創生総

合戦略 等 

 

・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 
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 第 2 章 現状と課題 

 

1. 全国の現状 

 全国の住宅数は年々増加しており、総務省が実施した住宅・土地統計調査※1によると、

2018（平成30）年では総住宅数は6,241万戸と、2013（平成25）年と比べ178万戸（3.0％）

増加しています。また 1988（平成 10）年からの 20 年間で 1,216 万戸増加しています。 

 

 

（出典）平成 30 年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要（総務省統計局） 

図 1 総住宅数，総世帯数及び１世帯当たり住宅数の推移―全国（1958 年～2018 年）より 

 

空き家率は過去 高水準 

住宅のうち空き家についても同様に増加し続けており、2018（平成 30）年では 849

万戸と、2013（平成 25）年と比べ 29 万戸（3.5％）増加しています。また 1988（平成

10）年からの 20 年間で 273 万戸増加しています。空き家率（総住宅数に占める割合）

は、1998（平成 10）年に初めて１割を超えて 11.5％、2018（平成 30）年には 13.6％と

過去 高となっています。 

 

空き家数の内訳をみると、「賃貸用の住宅」433 万戸、「売却用の住宅」が 29 万戸、

別荘などの「二次的住宅」が 38 万戸のほか、「その他の住宅※2」が 349 万戸となってい

ます。 
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（出典）平成 30 年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要（総務省統計局） 

図 2 空き家数及び空き家率の推移―全国（1958 年～2018 年）より 

 

徳島県の空き家率は全国上位 

空き家率を都道府県別にみると、 も高いのは、山梨県の 21.3％、次いで和歌山県

が 20.3％、長野県が 19.6％、徳島県が 19.5％、高知県が 19.1％、鹿児島県が 19.0％

となっています。 
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（出典）平成 30 年住宅・土地統計調査 住宅概数集計 結果の要約（総務省統計局） 

図 3 空き家率―都道府県（平成 30 年）より 

 

※1 住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

住宅・土地統計調査は、我が国における住宅並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、住環境など

に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策

の基礎資料を得ることを目的にしています。調査は昭和 23 年以来 5 年ごとに行われており、平成 30 年調

査はその 15 回目にあたります。 

調査では、調査対象として抽出された住宅等の世帯に調査票を配布し、独自の調査方法により、推計値

を算出します。空き家については、調査員が外観等から判断することにより、調査項目の一部について調

査しています。 

 

※2 その他の住宅 

賃貸用の住宅、売却用の住宅、二次的住宅以外の住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長

期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すこととなっている住宅ほか、空き家の区分の判

断が困難な住宅などを含む。 
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2. 三好市の現状 

（1）人口の推移・将来推計 

本市の総人口は、2006（平成 18）年の市発足以降も減少を続け、国勢調査結果によ

ると 2005（平成 17）年の 34,103 人から 2015（平成 27）年の 26,836 人と大幅に減少し

ており、人口減少が進んでいます。 

また直近の国勢調査である 2015（平成 27）年の総人口（26,836 人）における年齢構

成では、65 歳以上の高齢者人口割合が 41.0％を超え、15 歳未満の人口割合が 8.7％と

少子高齢化が顕著となっています。 

 

 
 

 

（出典）第 2 次三好市総合計画 

 

「三好市人口ビジョン」によると、三好市の人口は今後においても年々減少しつづけ

る見込みで、2022 年では 22,238 人、2027 年には 19,951 人となっていくことが予測さ

れています。 

また年少人比率はやや増加に転じて推移しますが、老年人口比率は 41.0％から

45.2％まで増加していきます。 

「第 2次三好市総合計画」では、本市の将来人口について、長期的には人口ビジョン

の目標人口（自然動態と社会動態を改善させることによって2040年に14,000人を維持）

を掲げています。 
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（出典）第 2 次三好市総合計画 【人口ビジョンをもとに推計した将来人口】 
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（2）総住宅数・空き家数 

 三好市の空き家数は年々増加しており、住宅・土地統計調査によると、2018（平成

30）年の総住宅数は 15,300 戸、空き家数 4,090 戸、空き家率は 26.7％と、全国の空き

家率 13.6％を上回っています。 

二次的住宅や賃貸・売却用を除く、その他の住宅数は 2,970 戸であり、空き家率は

19.4％となっています。 

 

三好市の総住宅数、空き家数の推移 

 総住宅数 空き家数     

   二次的住宅 賃貸用 

の住宅 

売却用 

の住宅 

その他 

の住宅 

2008（平成

20）年度 

16,480 3,700 140 700 50 2,800 

2013（平成

25）年度 

15,590 3,690 160 590 10 2,930 

2018（平成

30）年度 

15,300 4,090 160 920 40 2,970 

（出典）住宅・土地統計調査 2019 年 9 月 30 日公表値（総務省統計局）  

 

三好市の空き家率の推移 

 空き家率     

  二次的住宅 賃貸用 

の住宅 

売却用 

の住宅 

その他 

の住宅 

2008（平成

20）年度 

22.5 1.0 4.2 0.3 17.0 

2013（平成

25）年度 

23.7 1.0 3.8 0.1 18.8 

2018（平成

30）年度 

26.7 1.0 6.0 0.3 19.4 

（出典）住宅・土地統計調査 2019 年 9 月 30 日公表値（総務省統計局）  

  



 

9 
 

（3）空家等実態調査 

空家等対策を効果的かつ効率的に実施するためには、住宅・土地統計調査等の既存の

統計資料に加え、市内の空家等の所在や状態等を把握することが重要であることから、

本市では、次の内容により空家等実態調査を実施しました。 

 

①調査区域・調査対象 

市内全域における全ての空家等 

 

②調査時期 

2020 年度 

 

③調査概要 

市内全域における全ての家屋に対し現地確認を行い、空家等と特定されたものについ

ては、国土交通省作成「地方公共団体における空家調査の手引き（平成 24 年 6月）」を

基に外観目視による空家等の危険度評価を行い、老朽度及び危険度等のランク付けを行

いました。 

 

現地実態調査における空家等を特定する判断基準 

A：郵便受けにチラシや郵便物等が大量に溜まっている。 

B：窓ガラスが割れたままになっている。 

C：カーテンや家具がない。 

D：門から玄関まで雑草の繁茂や放置物があるなど、出入りしている 

様子がない。 

E：売却や賃貸物件の表示がある。 

F：表札がない。 

G：敷地内にごみ等の不法投棄がみられる。 

H：電気メーターが動いていない。 

 

※なお、空家等対策の推進に関する特別措置法でも記されている通り、県営・市

営住宅に関して、居住が確認できない場合でも、徳島県及び三好市様が管理がな

されていると判断し空家等特定する対象外としました。 
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老朽度及び危険度のランク表 

ランク 評定内容 

A 目立った損傷は認められない。 

B 部分的な損傷はあるが、危険な損傷は認められない。 

C 部分的に危険な損傷が認められる。 

D 建物全体に危険な損傷が認められ、放置すれば倒壊の危険性が高ま

ると考えられる。 

E 建物全体に危険な損傷が激しく、倒壊の危険性が考えられる。 

 

④調査結果 

本調査の結果、空家等件数は三好市全体では 3,138 件となりました。うち外観目視に

よる不良度判定をし、老朽度及び不良度のランク付けできた建物は 2,913 件です。残り

225 件については、建物の総合的な判断により、目視による不良度判定ができなかった

建物で、空家率は 19.8％と 10 件に 2件が空家等となります。 

空家等と特定した建物のうち、全体の 26.6％は危険な損傷は認められない、比較的

良好な空家等（老朽度及び危険度「ランク A」「ランク B」の空家等）である一方で、今

後、長期間管理されず放置されると老朽化が進むことや、また不法侵入や放火の危険性、

敷地内の雑草等の繁茂による衛生面の悪化など地域住民の生活環境への影響が出るこ

とも考えられます。また、空家等と特定した建物のうち、全体の 49.9％は部分的に危

険な損傷が認められる要適正管理が必要な空き家等（老朽度及び危険度「ランク C」の

空き家等）であったことから、このまま放置すれば、近いうちに空家等対策の推進に関

する特別措置法(国土交通省:平成26年法律第127号)に該当する特定空家となる恐れが

あります。 

さらに特定空家の可能性が高いと考えられる老朽度及び危険度「ランク D」「ランク E」

の空家等は全体の 16.4％を占めており、これらの長期間管理されず放置され倒壊の危

険性のある管理不全の空家等のなかには、半壊や全壊した廃屋もあり、天災地変により、

道路や隣家など周囲への危険を及ぼす可能性も高く、また衛生上有害となる恐れがあり

ます。 

 

建物総数、調査対象数、空家件数、空家率（三好市全体） 

ａ．三好市全域 建物総数※ １５，８１３件 

ｂ．三好市全域 調査対象数※ １５，９０９戸 

ｃ．三好市全域 空家等件数 ３，１３８件（空家率：１９．８％） 
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建物数、空家等件数、空家率（旧町村別） 

旧町村別 建物数 空家等件数 空家率 

三野町 2,204 件 320 件 14.5％ 

井川町 2,052 件 401 件 19.5％ 

池田町 7,391 件 1,100 件 14.9％ 

山城町 2,307 件 580 件 25.1％ 

西祖谷山村 789 件 278 件 35.2％ 

東祖谷 1,070 件 459 件 42.9％ 

 

空家等件数及び空家率の状況（旧町村別） 

 

 

（出典）三好市空家等実態調査業務 調査結果報告書 

  

◆空家等件数の多い順 ◆空家率の高い順 
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老朽度及び危険度のランク別空家等件数と割合（三好市全体） 

 

 

 

 

 

（出典）三好市空家等実態調査業務 調査結果報告書 
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 建物用途別 空家等件数（三好市全体） 

 

 
（出典）三好市空家等実態調査業務 調査結果報告書 

 

  



 

14 
 

建物用途別 戸建住宅の空家等集計概要（三好市全体） 

 

 

（出典）三好市空家等実態調査業務 調査結果報告書 
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3. 空家等に関する問題・課題 

空家等対策を進めるにあたっては、以下のような問題や課題が想定されます。 

 

（1）空家等を取り巻く問題 

・適正に管理されていない空家等が、防犯・防災、衛生、景観等の面から周辺の住環

境に悪影響を及ぼします。 

・空家等が増加し、都市の空洞化・過疎化が進行することにより、地域の活力が低下

します。 

・現時点では適正に管理されている空家等も将来危険な空家等となる可能性がありま

す。 

・経済面や税制面、相続・権利関係等が障害となり、放置されている空家等がありま

す。 

・将来的に人口が減少し続けることにより、空家等がさらに増えたり、地価が下落し

て不動産市場への流通が滞ったりします。 

・中心市街地や中山間地域等、地域の特性によって抱える空家等の問題が異なります。 

 

（2）空家等対策の課題 

・空家等の適正管理に関する所有者等の意識向上 

・管理不全な空家等の改善・除却 

・税制面や相続・権利関係等、空家等が放置される要因の解消 

・使用可能な空家等の有効活用の促進 

・将来的な空家等の発生抑制 

・地域の特性に応じた施策の実施 

・市民等が相談しやすい体制づくり  



 

16 
 

 第 3 章 空家等対策における施策 

 

1. 対策に関する基本的な方針 

 本市における空家等対策では、管理がされずに放置された危険な空家等に対応する

「安全確保」に加え、空家等を地域の資源ととらえ、空家等の状態に応じた「活用促進」、

さらには空家等の発生予防の観点からの「予防推進」を柱とし、段階的な各種施策の展

開とともに、密集地や郊外などの地域特性に応じた対策を推進することで、市全体の活

力の維持・向上を目指します。 

 

（1）所有者等の意識の醸成 

空家等の管理については、法第 3 条において「空家等の所有者等は、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。」と規定され

ていることから、空家等は個人の財産であり、所有者又は管理者が自らの責任において、

適正に管理することが前提になり、所有者等に対して空家等の適正な管理や利活用の意

識付けを行うことが重要です。また、相続、転勤等により、全ての人が空家等の所有者

等となる可能性があることを周知することも重要です。このため、広く所有者等に対し

啓発を行い、空家等問題に関する意識の醸成を行います。 

 

（2）地域住民・民間事業者と連携した対策の取り組み 

空家等の問題は、建築物の老朽化による危険性だけでなく、生活環境に与える影響が

大きいことから、これらの問題に対し、市の各部局間の連携とともに、地域の問題とし

て地域住民や民間事業者との連携を図り、空家等の適切な管理や利活用を推進し、安

全・安心に暮らせるまちづくりを目指します。 

 

（3）特定空家等の取り組み 

特定空家等は、倒壊、火災の危険性や雑草の繁茂、害虫の繁殖等、地域住民の生活環

境に悪影響を与えることもあることから、優先的に取り組んでいきます。 

 

（4）住民からの相談に対する取り組み 

空家等の所有者等に対し、空家等対策の情報提供を行うとともに所有者等からの空家

等の利活用や維持管理、除却等の相談に迅速かつ的確に対応するために地域の専門家と

連携した相談体制を構築してまいります。 
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2．計画期間 

計画期間は、2020 年度から 2024 年度までの 5年間とし、社会情勢等の変化等必要に

応じて適宜見直しを行います。 

 

 

3．対象地区 

空家等対策計画の対象地区は市内全域とします。今後、空家等が集中的に発生する地

域が生じた場合は、重点的に対応を進める地区を設けることを検討します。 

 

 

4．対象とする空家等の種類 

空家等対策計画の対象とする空家等の種類は、法第 2条第 1項に規定された「空家等
※3」のうち、一戸建ての住宅及び併用住宅及び法第 2 条第 2項に規定された「特定空家

等※4」とし、活用促進の観点からその跡地（空地）についても対象とします。 

 

※3 空家等（法第 2 条第 1 項） 

建築物又はこれに付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ものを含む。)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。 

 

※4 特定空家等(法第 2 条第 2 項) 

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。 

 

 

5．計画の公表 

計画を策定及び変更したときは、市ホームページ等により公表します。 

 

 

6．空家等の調査 

（1）空家等調査方法 

市内の空家等の調査結果について、行政情報も活用しながら も効率的な方法で所有

者等の特定を行います。これら調査結果をデータベースとして整備し、自治会や地域住

民等と連携し、継続的な把握と必要な補正を行います。市民等からの相談等があった空

家等は措置等を記録します。 
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調査の対象となる空家等については、「概ね年間を通して使用実績がないもの」が原

則となりますが、利活用や予防の対策で必要な情報として「 近人が住まなくなった住

宅」や、「これから空き家になる可能性がある住宅」等も調査範囲とします。 

調査の方法は、市民からの通報、相談や、自治会からの情報提供、水道の閉栓状況、

告知端末廃止届等を基に調査を行います。また、空家等の所有者等については、法及び

個人情報保護法の規定を遵守しながら、不動産登記簿情報、住民票情報、戸籍情報、固

定資産税課税情報等を活用し、調査を行っていきます。 

 

 

7．空家等の適切な管理の促進 

空家等がもたらす問題を解消するためには、法第 3 条に「空家等の所有者等は、周

辺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。」と規定

されているように、第一義的には空家等の所有者等が自らの責任により的確に対応する

ことが前提になります。 

また、隣家や周辺の建築物等が空家等を原因とした危険や被害にあった場合の民事案

件についても、双方の憲法で規定する財産権や民法で規定する所有権に基づき解決を図

ることが原則となりますが、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、法に

基づいた調査により、所有者等を特定し、所有する空家等の現状等について、情報提供

や助言又は指導を行うよう努めます。 

なお、適切な管理が行われていない空家等は、周辺に悪影響を及ぼす要因となること

から、空家等の適切な管理を行うことの重要性、管理不全の空家等が周辺地域にもたら

す諸問題及びそれに対処するための方法について、空家等の所有者等に限らず、広く市

民全体で共有することができるよう努めます。 

 

 

8．空家等及び跡地の活用の促進 

（1）空家等の利活用の促進 

①地域の活性化に資する施設としての利用促進 

所有者等に対して空家等の利活用を促すとともに、移住等により市外から市内に転

居する際、空家等の所有者等とその空家等を活用したい者（二地域居住を含む）との

マッチングや空家等の機能回復、古民家等の観光資源化のほか、空家等の流動化を促

進するための補助や関係団体と連携した事業等を検討します。 

 

②地域活動等の拠点の整備 

多世代市民を主体として、福祉や介護、子育て支援をはじめ幅広い分野における地

域福祉の増進を図る活動拠点として、空家等の利活用を検討します。 
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③住宅としての活用 

民間賃貸住宅の空き部屋を活用し、家賃の助成を行う等の検討を行います。 

 

④住宅セーフティネット法に基づく住宅としての活用 

低額所得者、高齢者、障害者等の住宅の確保に配慮を要する世帯のための賃貸住宅

として活用することを検討します。 

 

（2）除却した空家等に係る跡地の活用 

除却した空家等の跡地についても、所有者等に管理の責任があることから、適正な管

理を行うよう、啓発に努めます。 

また、住宅密集地における空家等の除却跡地について、所有者から三好市への寄付の

希望がある場合で地元と管理協定等が結べるものについては、防災空き地等の活用を検

討します。 

 

 

9．空家等の発生抑制 

建物は塗装や修繕、施設改善等、定期的な対策を講じることにより、安全快適なもの

としてその価値を高めることができます。また、建築年数が経過していても耐震改修工

事の実施等により耐震性を確保し、建物の安全性を高めることも可能です。 

このため、現在使用されている建物の長寿命化を図り、定住を促すとともに、将来住

まなくなった場合でも、スムーズに利活用ができるような仕組みとして、住宅の耐震改

修やリフォームに関する補助や、空家等となることが見込まれる建物についても利活用

に向けた事前相談を受け付け、幅広く情報を収集するとともに、所有者等に対して各種

利活用施策の周知を行う等、空家等の発生抑制策を検討します。 

 

 

10．特定空家等に対する措置等 

 市民等からの相談等により把握した空家等のうち、特定空家等に該当すると認められ

る空家等については、「三好市空家等対策の推進に関する条例（平成 31 年 3月 19 日 条

例第 9号）」「三好市空家等対策の推進に関する条例施行規則（平成 31 年 3月 28 日 規

則第 16 号）」に規定に基づき、特定空家等に認定し、必要に応じて、助言、指導、勧告

等を行います。 

なお、これらの措置を講ずるに際には、個人の財産権を考慮する中で、空家等の物的

状態に加え、それらがもたらす悪影響の範囲内において、危険状態の切迫性等を総合的

に判断し、認定と合わせて慎重に協議し決定するものとします。 
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11．空家等対策の実施体制 

（1）庁内の組織体制及び役割 

①趣旨 

空家等問題は防犯・防災、景観や衛生面など多岐に亘ることから、関連部局で連携し

て空家等の対策に取り組んでいくことから、組織横断的な庁内組織を設置します。 

 

部課名 役割 

建設部管理課 ・空家等の調査 

・空家等の適切な管理の促進 

・措置及び対処の実施 

・三好市空家等対策協議会及びその他関係機関

との連絡、調整 

企画財政部地方創生推進課 

産業観光部まるごと三好観光戦略課 

産業観光部商工政策課 

・空家等及び跡地の活用促進 

教育委員会社会教育課 ・文化財保護 

環境福祉部環境課 ・環境保全等に対する調整 

総務部危機管理課 ・災害対策及び災害時の応急措置等  

・道路交通安全確保等 

教育委員会学校教育課 

環境福祉部子育て支援課 

・通学路の安全確保その他児童、園児及び生徒

の危険防止  

企画財政部税務課 ・法第 10 条第 1 項の規定に基づいた固定資産

課税台帳等の情報の提供 

・固定資産税等の住宅用地特例に対する対応 

 

②所掌事務 

ⅰ 計画策定のために必要な事項の検討及び庁内の連絡調整に関すること。 
ⅱ 計画による実施事業の実現に係る調整等に関すること。 
ⅲ 計画の進行管理、計画変更等に関すること。 
ⅳ 前ⅰ～ⅲに定めるもののほか、計画の推進に必要な事項に関すること。 

 

（2）三好市空家等対策協議会 

①趣旨 

空家等対策を実施するにあたり、協議を行うため、三好市空家等対策協議会を設置し

ます。 
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②所掌事務 

ⅰ空家等対策計画の変更に関すること。 

ⅱ空家等対策計画の実施に関すること。 

ⅲ空家等実態調査に関すること。 

ⅳ特定空家等の認定等に関すること。 

ⅴ空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関すること。 

ⅵ空家等の利活用の促進に関すること。 

ⅶその他空家等に関する対策の実施に関し必要なこと。 

 

（3）関係機関等との連携 

空家等に関する相談に適切に対応するため、関係機関、民間団体との連携及び協力の

もと空家対策を実施します。 

 

相談内容 対応例 

空き家の売買や賃貸に関すること 宅地建物取引業者など 

空き家の相続、成年後見等権利関係の整

理、空き家をめぐる紛争に関すること 

弁護士など 

土地・建物の相続登記、成年後見等に関す

ること 

司法書士など 

建物に関すること 建築士など 

空き家の活用に関すること NPO、地域再生推進法人など 
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12．空家等に関する相談への対応 

 空家等に関する総合相談窓口を以下のとおり設置します。 

空家の相談は多岐にわたることから、空家等の問題に関する相談については、その内

容に も適切に対応できる庁内の関係部署に取り次ぎ、速やかに必要な対策の検討・実

施を進めます。また必要に応じて三好市空家等対策協議会及び関係団体と連携し対応し

ます。 

 

市民等 

          

三好市役所        

 老朽空家等に関する相談窓口  利活用に関する相談窓口  

 建設部管理課 地方創生推進課  

適正管理、特定空家等対応、除却支援、関

係課の調整 等 

空き家バンク、移住支援 等 

       

     

 
関係各課 

 

          

 

  

 連携  相談  相談 

総合相談窓口 

連携 

連携 連携 
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13．その他空家等対策の実施に関し必要な事項 

（1）地域での空家等対策の検討と情報の共有 

空家等の管理は一義的には、所有者等が適切に管理若しくは活用すべき問題であるが、

地域全体で対処方法を検討・共有することは有効であるため、三好市空家等対策協議会

での検討状況や、空家の情報に関し必要に応じ公開を検討します。 

 

（2）他法令との連携 

空家等の対策は、この法律に限らず、建築基準法、消防法、道路法、災害対策基本法、

災害救助法等、それぞれの法律の目的の範囲で、適正に管理されていない空家等につい

ても、必要な措置等を講じることが可能なこともあります。このため、空家等の情報に

ついて、内部部局で共有し、密に連携を図ります。 

 

（3）計画の変更 

本計画は、地域情勢の変化、法令や国の補助制度等の改正、目標の達成状況の評価等

必要に応じて随時変更します。変更する場合は、三好市空家等対策協議会での協議、パ

ブリックコメント等を行い、広く意見を求めます。 
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 資料 

 

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 

 

（目的） 

第一条 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。

第十条第二項を除き、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） 

第二条 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） 

第三条 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） 

第四条 市町村は、第六条第一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。 
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（基本指針） 

第五条 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 次条第一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） 

第六条 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（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第

二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の

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 
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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） 

第七条 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 前二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） 

第八条 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） 

第九条 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、第十四条第一項から第三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

場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその
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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 第二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 第二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） 

第十条 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） 

第十一条 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。以下第十三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） 

第十二条 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
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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） 

第十三条 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） 

第十四条 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五日以内に、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、第三項

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。 
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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、第三項の規定に

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、期日の三日前までに、

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 第六項に規定する者は、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、第三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（昭和二十三年法律第四十

三号）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 第三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（過失がなくて第一項の助言若

しくは指導又は第二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三項

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、第三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、第三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 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三

章（第十二条及び第十四条を除く。）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
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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） 

第十五条 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） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下

の過料に処する。 

 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以

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三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、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、

公布の日から起算して六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。 

 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五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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三好市空家等対策の推進に関する条例 

平成 31 年 3 月 19 日 

条例第 9 号 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、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。)に定めるもののほか、市の空家等対策の推進に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 空家等 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) 特定空家等 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。 

(3) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。 

(4) 市民等 本市に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。 

(5) 事業者 本市の区域内において事業を営む個人又は法人をいう。 

 

(所有者等の責務) 

第3条 所有者等は、法第3条の規定に基づき、空家等の適切な管理に努めるとともに、

空家等を積極的に活用するよう努めるものとする。 

2 所有者等は、空家等を利用する見込みがないときは、賃貸、譲渡その他これらを活

用するための取組を行うよう努めるものとする。 

 

(市の責務) 

第 4条 市は、法及びこの条例の規定に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画

的に実施するものとする。 

 

(市民等及び事業者の責務) 

第 5条 市民等及び事業者は、適切な管理が行われていない空家等が生活環境に及ぼす

影響について理解を深めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう
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努めるものとする。 

2 市民等及び事業者は、適正な管理が行われていない空家等を発見したときは、速や

かにその情報を市に提供するよう努めるものとする。 

 

(空家等対策計画の策定) 

第 6条 市は、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、法第 6 条第 1

項に規定する空家等対策計画を定めるものとする。 

2 市は、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。 

 

(空家等対策協議会) 

第 7条 前条に規定する空家等対策計画の変更及び実施に関する協議のほか、次に掲げ

る事項について協議するために、三好市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)

を置く。 

(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。 

(2) 法第 14 条第 1 項から第 3 項までに規定する措置に関すること。 

(3) その他空家等の適切な管理及び活用の促進に関し市長が必要と認める事項 

2 協議会は、委員 10 人以内で組織する。 

3 委員は、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他市長が必要

と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

4 委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

5 委員は、職務上知り得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。 

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が

定める。 

 

(空家等及び空家等の跡地の活用等) 

第8条 市長は、法第13条の規定に基づく空家等及び空家等の跡地の活用等について、

所有者等、市民等、空家等又は空家等の跡地の活用に関連する事業を営む者等と連携し、

必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

 

(緊急安全措置) 

第 9条 市長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい

危険が切迫し、これにより道路、広場、その他の公共の場所において、人の生命、身体

に対する危害又は財産に対する甚大な被害(以下この条において「危害等」という。)

を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大
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を防ぐため、必要 小限の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。 

2 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措

置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。 

3 前項の規定にかかわらず、当該措置に係る空家等の所有者等を確知することができ

ないときは、市長は、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を告示するも

のとする。 

4 市長は、緊急安全措置を講じたときは、その費用を当該空家等の所有者等から徴収

することができる。 

 

(関係機関との連携) 

第 10 条 市長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、市の区域を管

轄する警察その他の関係機関に必要な措置について協力を要請することができる。 

 

(委任) 

第 11 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 31 年 4月 1 日から施行する。 
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三好市空家等対策の推進に関する条例施行規則 

平成 31 年 3 月 28 日 

規則第 16 号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、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。)及び三好市空家等対策の推進に関する条例(平成 31 年三好市条例

第 9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(定義) 

第 2 条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例によ

る。 

 

(立入調査) 

第 3条 法第 9条第 3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第 1 号)により

行うものとする。 

2 法第 9 条第 4 項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第 2 号)によるものとす

る。 

 

(助言又は指導) 

第 4 条 法第 14 条第 1 項の規定による助言又は指導は、特定空家等に係る助言・指導

書(様式第 3号)により行うものとする。 

2 助言又は指導後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合には、特定空家等に

係る改善報告書(様式第 4号。以下「改善報告書」という。)により市長へ報告するもの

とする。 

 

(勧告) 

第 5 条 法第 14 条第 2 項の規定による勧告は、特定空家等に係る勧告書(様式第 5 号)

により行うものとする。また、勧告した場合は、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第

349 条の 3の 2に該当する固定資産税等の住宅用地特例が適用除外となるため、勧告通

知書(様式第 6号)により固定資産税課税事務所管課へ通知するものとする。 

2 勧告後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ

報告するものとする。 

 

(命令に係る事前通知) 

第 6 条 法第 14 条第 4 項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第 7 号)
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により行うものとする。 

 

(公開による意見の聴取) 

第 7 条 法第 14 条第 5 項の規定による意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を

行うことの請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第 8 号)により

行うものとする。 

2 法第 14 条第 7項の規定による通知は、公開による意見聴取通知書(様式第 9号)によ

り行うものとする。また、同項の規定による公告は、公開による意見聴取の公告(様式

第 10 号)により行うものとする。 

3 前条の通知又は意見の聴取後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改

善報告書により市長へ報告するものとする。 

 

(命令) 

第 8 条 法第 14 条第 3項の規定による命令は、命令書(様式第 11 号)により行うものと

する。 

2 命令後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ

報告するものとする。 

 

(標識の設置) 

第 9 条 法第 14 条第 11 項の規定による標識の設置は、標識(様式第 12 号)により行う

ものとする。 

 

(代執行) 

第 10 条 法第 14 条第 9項に規定する措置を行う場合において、次の各号に掲げる書類

は、当該各号に定める様式によるものとする。 

(1) 行政代執行法(昭和 23年法律第43号)第 3条第 1項の文書 戒告書(様式第13号) 

(2) 行政代執行法第 3条第 2項の代執行令書 代執行令書(様式第 14 号) 

(3) 行政代執行法第 4条の証票 執行責任者証(様式第 15 号) 

2 戒告後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ

報告するものとする。 

 

(緊急安全措置) 

第 11 条 条例第 9 条第 2 項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第 16

号)により行うものとする。 

2 条例第 9条第 3項の規定による告示は、緊急安全措置告示(様式第 17 号)により行う

ものとする。 
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(費用の徴収) 

第 12条 法第 14条第 9項又は条例第9条第 1項に基づき実施した措置に要した費用の

徴収は、緊急安全措置・代執行費用納付命令書(様式第 18 号)により行うものとする。 

2 前項の緊急安全措置・代執行費用納付命令書による納期限までに納付されない場合

は、所有者等に対する督促を緊急安全措置・代執行費用納付督促状(様式第 19 号)によ

り行うものとする。 

 

(略式代執行) 

第 13 条 法第 14 条第 10 項の規定による公告は、略式代執行公告(様式第 20 号)により

行うものとする。 

 

附 則 

この規則は、平成 31 年 4月 1 日から施行する。 
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