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坂出市空家等対策計画（案）の骨子 

 

１ 空家等対策計画の目的と位置づけ 

（１）計画策定の背景と目的 

ライフスタイルの多様化により，核家族世帯や高齢者のひとり暮らし世帯の増加に

加え，人口減少を伴う少子高齢化が加速したことにより，居住その他の使用がなされ

ていない「空家等」が年々増加しています。また，管理不全な空家は，火災の危険性

や倒壊のおそれ，公衆衛生の悪化等多くの問題を抱えており，今後，空家等の増加に

伴い，これらの問題は一層深刻化していくことが懸念されます。 

こうした状況を背景として，空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」と

いう。）および坂出市空家等対策の推進に関する条例（以下「条例」という。）に基づ

き，市民の生活環境の保全，空家等の地域資源としての活用，行政・空家等の所有者

等・市民等の連携を図り，空家等に対する対策を総合的かつ計画的に取り組むことを

目的とします。 

 

（２）計画の位置づけ 

  坂出市空家等対策計画は，法第 6条第 1項および条例第 8条の規定に基づく「空家

等対策計画」であり，国の基本指針に即して策定するものです。また，本市の最上位

の方針である「坂出市まちづくり基本構想」との整合性を図りつつ，空家等対策を推

進していきます。 

 

２ 本市の概要と空家等の現状 

（１）本市の概要 

坂出市は，香川県のほぼ中央部に位置し，瀬戸内海を隔てて岡山県に対していま

す。高松駅へは 15分，対岸の岡山駅（岡山県）へも快速マリンライナ－で 40分，空

の玄関口高松空港へも車で 30分という位置にあり，海に山に自然豊かな土地柄で

す。 

 

（２）人口，世帯数 

  平成 29年 10月 1日現在の本市の人口は，52,160人，世帯数は 21,406世帯となっ

ています。高齢化の進行とともに，65歳以上の高齢者のいる世帯も増加していま

す。  
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（３）空家等の現状 

  本市の空家数も人口減少等により増加傾向にあると考えられます。 

  総務省が 5年ごとに実施している「住宅・土地統計調査」によりますと，平成 25

年 10月 1日現在の全国の総住宅数は 6,063万戸，うち空家数は 820万戸で，空家率

（総住宅数に占める空家数の割合）は 13.5％と，住宅のほぼ 7戸に 1戸が空家とな

っています。また，平成 25年調査における香川県の空家率は 17.2％で過去最高とな

っており，坂出市は 20.3％で，県内市町のうち 4番目に高い空家率となっていま

す。 

  なお，平成 28年度に市が実施した「空家等実態調査」では，空家数は市内全域で

2,177戸，空家率については，市内全域では 5.1％となっています。  

  このような空家等に関して，「隣接する空家等の屋根の破損によるトタンや建築資

材の飛散」「庭等の樹木や草の繁茂による通行の障害」「ハチ等の害虫の発生」などの

相談が市に寄せられています。 

  また，本市は，香川県の移住・定住推進協議会に加盟しており，当該協議会と（公

社）香川県宅地建物取引業協会および（社）全日本不動産協会香川県本部と協定を結

び，平成 24年度より空き家バンク制度を実施し，空家の活用を図っています。 

 

３ 空家等に対する基本的な方針 

「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」（法第 6条第 2 項第 1号）・「計画期間」（同条同項第

2 号）に関すること 

（１）対象地区 

対策の対象地区は「坂出市全域」とします。 

 

（２）対象とする空家等 

 本市で対象とする空家等の種類は，空き住宅，空き店舗等とします。また，利活用

促進の観点から，その跡地も対象に含めます。 

 

（３）取り組み方針 

①空家等発生の未然防止 

②管理不全な空家等の発生抑制 

③空家等の利活用の推進 

④空家等への初動対応と特定空家等に対する措置 

⑤空家等に対する効果的な支援 

⑥相談・実施体制の整備 
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（４）計画の期間 

 空家等対策計画の期間は，坂出市まちづくり基本構想の計画期間（平成 28年度～

平成 37年度）に合わせ，平成 30年度から平成 37年度までの 8年間とします。 

 

４ 空家等の調査 

「空家等の調査に関する事項」（法第 6 条第 2 項第 3号）に関すること 

（１）相談等のあった空家等に関する調査 

①空家等の除却および利活用等について相談のあった空家等，②適切な管理が行わ

れておらず近隣住民等から相談または苦情のあった空家等に関し，関係各課の協力の

もと調査を行います。 

 

（２）立入調査 

 特定空家等に対する「助言・指導」「勧告」「命令」等の措置（法第 14条）ならび

に危険な空家等に対する必要最小限度の措置（条例第 12条）に必要な限度におい

て，当該空家等の敷地等に立ち入って調査を実施します。 

 

（３）所有者等の確認方法 

 ①固定資産税の課税情報から空家等の納税義務者の住所・氏名，登記簿情報から所

有者等の権利関係や登記の状況を確認。 

 ②住民基本台帳や戸籍および附票の情報から，空家等の所有者等の現住所や相続関

係者等を確認。必要に応じて，関係各課から，所有者等の居所や連絡先を確認。 

 ③所有者等が市外の場合，関係する市町村から情報を収集。   

 ④空家等の近隣住民や関係者等から聞き取り調査を行い，必要な情報を収集。 

 ⑤水道，電気，ガス等の使用状況にかかる情報から空家等を確認。 

 ⑥上記①～③の調査結果に基づき，該当者に通知し，所有者等を特定。また，必要

に応じて上記④・⑤の調査を実施。 

 

（４）所有者等が確認できない場合の対処 

 「（３）所有者等の確認方法」により調査した結果，①所有者等が不明の場合，②

相続人全員が相続放棄した場合，③所有者等を特定したが住所地が不明な場合には，

法第 14条第 10項の規定による「過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することが

できない」に該当するものとし，所有者等が不存在，行方不明の空家等と判断するこ

ととします。 
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（５）空家等の調査 

  今後，市における空家等の把握状況が，実情と大幅にかけ離れ，空家等対策の推進

に支障を来すおそれもあることから，平成 28年度に実施した「空家等実態調査」と

同様の調査を 5年を目途に実施することとします。調査は，市全域あるいは必要に応

じて一定区域に限定した範囲とします。また，自治会等から地域にある空家等につい

ての情報収集に努めます。 

 

５ 所有者等の適正管理の促進 

「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」（法第 6 条第 2項第 4 号）

に関すること 

（１）所有者等の管理責任 

空家等は，所有者等の私有財産であり，所有者等において適切な管理に努める義務

があります。法では「空家等の所有者等の責務」について，また，民法や建築基準法

等においても「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」や「維持保全」などにつ

いて規定されています。 

 

（２）空家等に関する相談体制 

 ①窓口の一元化 

  さまざまな状態の空家等に関し，所有者等や隣接する市民等からの空家等に関す

る多種多様な相談に対応する窓口の一元化を図ります。 

 ②関係部署との連携 

  相談内容が複数の部署にまたがる案件に関しては，関係する法令等により対応が

異なることから，関連する部署と情報を共有し，連携して対応できる体制を整備

します。 

 ③民間事業者との連携 

  民間事業者や専門家が組織する関係団体との連携を推進します。 

 

（３）所有者等の意識の涵養 

 特定空家等の発生を未然に防止するため，空家等の所有者等の適正管理・利活用に

関する意識の涵養に努めます。 

   

６ 空家等の利活用の促進 

「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事項」（法第 6条第 2 項

第 5号）に関すること 

 



5 

 

（１）「空き家バンク」制度等の活用 

  不動産流通市場による利活用を推進するため，（公社）香川県宅地建物取引業協会

等と連携し，「空き家バンク」の情報を広く外部に提供している体制の，より一層の

強化を図るとともに，利活用可能な空家等を，所有者の同意を得て「空き家バンク」

に登録してもらい，その情報を市ホームページ等で提供することにより，空家等の有

効利用および移住定住を促進します。 

   

（２）関係団体との連携 

  空家等の売買，管理，賃貸，解体，財産の所有権移転等，市民からの専門性の高い

相談に応じられる体制に関し，関係団体との協議を進め，その体制を構築するなど，

関係団体との連携を図ります。 

 

（３）空家等の利活用支援策の検討 

  空家等は，地域の活性化や本市の政策課題に取り組むために，有効活用が可能な資

源であるとの考えのもと，国や県等から講じられる支援の活用等，新たな制度の実施

について検証，検討を進め，利活用を促進します。 

 

（４）老朽危険空き家除却支援事業の推進 

  老朽化して倒壊などのおそれのある空家の除却を促進し，地域の住環境の向上を図

るため，市内に存する老朽危険空家の除却を行う者に対し，国，県の補助金を活用

し，助成する「坂出市老朽危険空き家除却支援事業」を推進します。 

 

（５）起業等の支援 

  起業等の支援の一つとして商店街に立地する空き店舗や事業所（事務所）の利活用

を促進します。 

 

７ 特定空家等への対処 

「特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項」（法第 6 条第 2

項第 6 号）に関すること 

（１）特定空家等の認定方法 

特定空家等に該当するか否かの判断については，国の「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（ガイドライン）」を踏まえて定めた「坂

出市特定空家等判断基準等を定める規則」に基づき，認定を行います。その際，必要

に応じて立入調査（法第 9条第 2項）を行うものとします。 
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（２）特定空家等に対する措置 

  特定空家等と認定した空家等については，その所有者に対し法第 14条の規定に基

づき，「指導，助言」（第 1項），「勧告」（第 2項），「命令」（第 3項），「代執行」（第

9項）のほか，必要な措置を講ずるものとします。 

 

（３）危険な空家等への緊急安全措置 

条例第 12条の規定により，空家等の状態がそのまま放置すれば倒壊等により道

路，公園その他の公共の場所において，人の生命，身体もしくは財産に危害が及ぶこ

とを避けるため，緊急の必要があると認めるときは，当該空家等の所有者等の了解が

なくとも，市は必要最小限度の措置を講じることができます。 

 

８ 空家等の相談への対応 

「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」（法第 6 条第 2項第 7 号）

に関すること 

（１）空家等総合窓口の設置 

空家等に関し，所有者等からは住宅等の管理，処分，利活用や除却の方法，権利関

係に関する相談，一方で空家等の周辺住民からは，空家等が周辺に及ぼしている悪影

響についての苦情などがあります。 

これらに迅速に対応するため，窓口を一元化した上で，可能な限りワンストップに

努めるとともに，（公社）香川県宅地建物取引業協会や香川県司法書士会等関係団体

との協力，連携を図り，専門性の高い相談等に対応できる体制の構築を推進します。 

有効活用が図れる空家等は，「空き家バンク」の紹介，修繕や除却が必要な空家等

については，各種補助・融資制度等の紹介，解体業者等を紹介できる窓口への誘導，

ごみ処理の方法等をアドバイスします。 

 

（２）データベースの構築 

 平成 28年度に実施した空家等実態調査における調査結果（データベース）を活用

し，空家等の所在地情報や個人情報等に留意する中で，関連部署と情報共有を図りつ

つ対策を推進します。データベースにおけるＧＩＳの有効活用を図り，所有者等との

交渉・相談内容等もデータベース化を図ります。 

 

９ 空家等対策の実施体制 

「空家等に関する対策の実施体制に関する事項」（法第 6 条第 2項第 8号）に関するこ

と 
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（１）坂出市空家等対策協議会 

 本市における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，坂出市空家

等対策協議会を設置します。（法第 7条第１項，条例第 13条第 1項） 

 

（２）庁内の組織体制および役割 

空家等の問題は多種多様であるため，関係する部署が協力・連携して対応します。 

 

（３）坂出市空家等対策推進本部 

 空家等がもたらす問題の解決に向け，効果的かつ総合的な支援施策を検討し，空家

等対策の円滑な推進を図るため，坂出市空家等対策推進本部を設置し，推進本部に関

係部局による空家等対策連絡会議を設置します。 

 

（４）関係団体等との連携 

 市は，空家等対策の推進のため，協定を締結している(公社)香川県宅地建物取引業

協会および香川県司法書士会のほか，国や県その他の関係機関，自治会，弁護士会，

土地家屋調査士会，建築士会，不動産鑑定士協会および金融関係団体等と連携を図

り，助言や協力を得る中で空家等の問題に取り組みます。 

 

１０ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

「その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項」（法第 6条第 2項第 9 号）に関

すること 

（１）計画の見直し方針 

本計画の取り組み方針に基づき，空家等対策を実施し，助言・指導，勧告等の措

置，「空家等総合窓口」で受けた相談や苦情の内容等を分析，課題を洗い出し，検証

を進めるとともに，法令や国の補助制度の改正，社会情勢の変化等に合わせ，5年を

目途に実施する実態調査の調査結果により，必要に応じて計画の見直しを行うものと

します。 

 

（２）計画の評価指標 

①危険空き家件数 

 平成 28年度実態調査において D・Eランクと判定された危険空き家件数 

②老朽危険空き家除却支援件数 

 老朽危険空き家除却支援制度利用により除却した空家件数 

③空き家バンク登録件数 

 空き家バンクに登録された空き家件数 

 

  


