
平成３０年度空き家関連施策
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地域振興課
 ・旭川市山村定住促進補助制度
　（地域振興費）

江丹別地域外から転入し，地域の住民として居住する意志のある者や，「季節移住」のように
一定の期間を決めて地域に滞在される者，又は移住される方用の賃貸住宅を建てる者が，住宅の
新築や購入，増築，改修，土地購入などに係る費用の一部を補助する。

H25実績　0件
H26実績　0件
H27実績　0件
H28実績　0件
H29実績　0件

H30継続実施中
※補助要件拡充

資産税課  ・固定資産税納税通知業務
　固定資産税の納税者や納税管理人に通知される固定資産税納税通知書用封筒に，空き家等の適
正な管理についての啓発文を印刷する。

実施中 継続

納税管理課
納税推進課

 ・市税及び国民健康保険料滞納者への処置

　市税，国民健康保険料の滞納整理において，来庁あるいは電話等による納付折衝時に，所有者
等の建物等が老朽化・破損している等の情報を得た場合，建物等の適正管理を促すため建築指導
課への連絡を指導する。
　また，公売などの可否の検討において，対象が適正管理されていない空き家等であった場合
に，検討要素として考慮するなどの適切な処置を行う。

※公売（強制執行）
必要に応じて実施している 適切に対応する

市民生活課  ・市民相談センター
市では，法律的アドバイスを目的に，弁護士と本人との直接面談による相談を旭川弁護士会所

属の2名の弁護士により実施している。
　相談時間はひとり20分間で相談にあたり，事前に電話予約を必要

※相談時間
※相続相談

実施中 継続

市民活動課
 ・市民委員会チャレンジ事業
　（地域力向上事業）

地域力の向上と市民主体のまちづくりを推進するため，地区市民意委員会及び町内会・自治会
が主体となり行う，地域の課題解決や地域連携の促進等の活動に市が補助金を交付する事業で
す。

補助対象団体は，地区市民委員会，地区市民委員会に属する町内会，自治会（複数の町内会で
も可）となっており，補助対象事業は，地域の課題解決事業，地域連携の促進事業及びその他地
域力向上に関する事業としています。

※妙高市（参考）空き家等の適正
管理に係る協働作業補助金制度
※事業費

H22から事業実施
（事業実績）
　　補助団体数　 補助総額

　H22　　 9 　　1,226千円
　H23　　12 　　1,968千円
　H24　　17 　　2,435千円
　H25　　16 　　2,006千円
　H26　　20 　　2,332千円
　H27　　19 　　2,508千円
　H28    20     2,472千円
  H29    24     2,908千円

未定

地域まちづくり課  ・地域まちづくり推進事業

　多様なまちづくりを推進するため，市民委員会，社会福祉協議会，商工会，消防団，学校関係
者などの様々な団体の代表者や，一般公募により構成される地域まちづくり推進協議会におい
て，地域情報の共有化及び地域課題やその解決方法等を検討するとともに，地域活動団体が実施
する地域活性化に資する取組に対し補助金を交付する。

※旭川市地域自治推進ビジョン策
定（H26.10)

H26末広・春光まちづくり推進協
議会において，雪・交通安全に関
連して地域から空家に関する指摘
があり，建築指導課との協議及び
地域への情報提供を行った。

未定
（まちづくり協議会の協議によ
る）

介護高齢課
 ・高齢者の権利擁護のために
（成年後見制度利用支援事業）

認知症等により，判断能力が不十分なため財産の管理ができないなど，成年後見人等による支
援が必要な65歳以上の高齢者で，後見等の審判申立てを行う家族がいない場合，市が申立てを行
う（経済的な理由から，後見人等への報酬が支払えない場合には，一定の条件に基づき，費用の
一部を助成する。）。

※不動産の処分 実施している 継続して行う

生活支援課 （実施事業なし）

保護第１課 （実施事業なし） 生活保護上の資産活用（売却等）の指導のみ

衛生検査課
 ・ねずみ・衛生害虫
　　　　　　　相談窓口業務

　管理不全な状態にある空き家等に繁殖しているねずみ・衛生害虫の相談に対応するもの。

相談に対応する。町内会単位で殺
鼠剤を無料配布。

H30に同じ

 ・蜂駆除業務 　所有者不明の空き家等においても駆除を行うものです。（旭川市蜂駆除業務実施要領）
依頼に基づき実施する。 未定

 ・エキノコックス症対策におけるキツネの駆除 　空き家にキツネが巣を作った場合はエキノコックス対策のために捕獲及び殺処分を行う。
依頼に基づき実施する。 未定

 ・空き地等の雑草等相談業務
市街化区域内の空き地等について雑草の繁茂等市民から相談があった場合に，現地調査及び所

有者等の調査を行い，必要に応じ所有者等に対し助言，指導等を行う。（空き地等の適正管理に
関する事務処理要綱）

H27実績：86件
H28実績：80件
H29実績：93件
H30実施中

継続

平成31年度以降の予定
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担当部局 取組業務／（事業） 取組業務・事業内容 備　考 進捗状況
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環境総務課

1/2



平成31年度以降の予定担当部局 取組業務／（事業） 取組業務・事業内容 備　考 進捗状況

 ・刈払機貸出業務 　市街化区域の空き地等の草刈を行う町内会等に対し刈払機を無料で貸出しする。

H27実績：51件
H28実績：47件
H29実績：42件
H30実施中

継続

 ・野生鳥獣等相談業務 　繁殖期のカラスの威嚇，野生鳥獣への餌やり等野生生物に関する相談

＊カラス苦情件数
　H27実績：154件
　H28実績：191件
　H29実績：230件
  H30実施中

継続

クリーンセンター  ・剪定枝の回収・リサイクル
個人の庭から出る剪定枝を市が回収・リサイクルするもので，回収対象は木の枝の１本の直径

は20cm以内まで。長さ1m以内に切りそろえ，直径30㎝以内の束にしてに麻紐かビニール紐で束ね
たもの。

※町内会活動 実績　０件 継続

農
政
部

農林整備課  ・農村環境保全のための家屋の解体 多面的機能支払交付金を利用した農振農用地における家屋等の解体

 ・旭川市まちなか住み替え情報の提供

市では「旭川市まちなか住み替え情報制度」を設け，旭川市中心市街地活性化基本計画に位置
づけられた区域の空き家・空き部屋等の情報及びまちなか地域に住み替えるにあたって空き家と
なる物件の情報等を，ホームページ等に掲載し，まちなか地域の住み替えに有用な情報を提供す
ることにより，まちなか居住の推進を図ることを目的としています。

H25.6　制度運用開始
H29　　制度実施中（開始以降の
掲載物件数：63件）

現状，民間事業者により十分な物件情
報が市中に提供されているため，行政
の行う本制度については手法を見直し
していく予定。

・新たな住宅セーフティネットに関する業務

低額所得者，高齢者，障害者，子どもを育成する家庭など住宅の確保に特に配慮を要する者
（住宅確保要配慮者）の入居を拒まない賃貸住宅（セーフティネット住宅）の登録を行っていま
す。また，本市における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進を図るため，「旭川市住
宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」を策定します。

セーフティネット住宅登録数
H29年10月より実施
H29実績　０棟
H30実施中

H30年度中に「旭川市住宅確保要配慮
者賃貸住宅供給促進計画」を策定予定

 ・旭川市空き家住宅除去補助制度
　（空き家等総合対策事業）

空き家等の放置化対策として，市内にある概ね１年以上空き家となっている戸建て木造住宅の
うち，住宅の基本性能が低い（住宅の不良度）ものを除却する場合，その費用の一部を補助する
もので，補助対象者を所有者又は相続関係者とし，補助対象は空き家等の除却に要する費用と考
えています。

※不良空き家住宅除去補助制度
（H26）

H26実績　３棟
H27実績　２棟
H28実績　４棟
H29実績　３棟
H30実施中

H31継続実施予定

 ・北海道空き家情報バンク
所有者から売買等の希望のあった空き家情報を、空き家の利用を希望する方に提供する取組み

です。「北海道空き家情報バンク」とは、北海道内の空き家及び空き地の有効活用を通して、移
住・定住の促進や住宅ストックの循環利用を図ることを目的として、道が運営する制度です。

※空き家バンク関連事業 H28年4月より実施中 H31継続実施予定

 ・相続財産管理人又は不在者
　財産管理人選任の申立

特定空家等のなかには，所有者等が死亡しており相続人が存在しない，または存在が明らかで
ない，若しくは相続人全員が相続を放棄している事例，さらに所有者等の所在や生死が不明であ
るといった事例があります。

そのような特定空家等のなかで，利害関係者の申立がない場合，本市が家庭裁判所へ相続財産
管理人又は不在者財産管理人選任の申立を行い，相続財産管理人又は不在者財産管理人若しくは
新たな所有者による空家等の管理や処分に導きます。

H28年度実績　2件
H29年度実績　2件
H30年度実施予定　2件

H31継続実施予定

 ・無料空き家合同相談会
空き家の適切な管理について啓発を図るとともに，空家等の適切な管理や活用方法等について

どこに相談して良いかわからない方々のために，行政と司法書士会や宅建業協会が連携し相談に
答えることで，空き家の発生抑制や利活用等の推進を図る。

H29年10月実施
H30年10月実施予定

H31継続実施予定

 ・本市と外部団体との空家等対策に関する協定
宅建業協会や司法書士などの外部団体と一層の連携強化を図ることで，特定空家等への対応の

ほか，空き家の発生抑制や利活用について新たな施策の展開を図る。

平成30年4月25日締結
今後，関係団体と検討を重ねて連
携強化を図る。

 ・空き家等対策
　　　　　 緊急安全措置事業

周辺住民及び歩行者等に危険が及ぶおそれがある管理不全な状態の空き家等の適正管理を促進
するとともに，緊急時の安全対策として市が行う事務管理対応又は緊急避難対応に要する費用と
考えています。

※緊急安全措置対応 消防の応援等自前での対応のほ
か，H26業務委託1件あり
H30も必要に応じて自前又は委託
により対応

継続

土木管理課  ・道路管理業務
道路管理者の所管する市道の管理や通行人，通行車両の安全確保に関する保全を目的としてい

ます。

　通行を阻害する支障物（樹木や
落雪など）の所有者又は管理者
へ，当該支障物件の道路からの除
却や適正管理について指導等を
行っています。

継続

土木事業所  ・道路維持管理業務 　道路管理者の所管する市道の維持管理を目的としています。
実績なし
H30も状況に応じて対応

継続

環
境
部

環境総務課

建
築
部

建築指導課

建築総務課

状況に応じて対応 継続

土
木
部

※緊急安全措置対応

消
防
本
部

南・北消防署  ・危険除去業務
管理不全な状態にある空き家等に危険が発生し，人の生命若しくは身体に対する危害若しくは

財産に対する甚大な被害を及ぼすおそれがある場合，その危険を除去し安全を確保することを目
的としています。

※緊急安全措置対応
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