洲 本 市 空 家 等 対 策 計 画
【 概 要 版 】
近年、全国的に人口減少・少子高齢化が進展する中で、空家の増加が地域住民の生活環境に及ぼす影響が
問題となっており、
「空家等対策の推進に関する特別措置法」
（以下、
「空家法」とする。）が平成 27 年５月
に全面施行されました。
本市においては、平成 25 年７月に「洲本市空き家等の適正な管理に関する条例」
（以下、
「洲本市空家等
条例」）を施行し、空家対策に取り組んでいますが、空家法の施行を受けて、本市の実態にあった「洲本市
空家等対策計画」を策定することにより、空家対策をより一層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していきます。

◆ 計画の基本的事項
対

象

地

区

計

画

期

間

2018 年度（平成 30 年度）から 2022 年度
までの５年間

洲本市全域

計

画

の

対

象

・空家法第２条第１項に規定する「空家等」
・空家法第２条第２項に規定する「特定空家等」
・洲本市空家等条例に基づく「法定外空家等」及び「特定法定外空家等」
◆「空家等」とは
建築物又はこれに附属する工作物で、
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。
）のことをいいます。
※国又は地方公共団体が所有・管理するものを除きます。

◆「特定空家等」とは
「空家等」のうち、そのまま放置すれば、以下の状態になると認められるものをいいます。
・そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば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
◆「法定外空家等」
・
「特定法定外空家等」とは
空家法の「空家等」
・
「特定空家等」の定義に、長屋又は共同住宅の住戸を含んだものをいいます。

空家等の発生要因

空家等が地域に及ぼす影響

○少子高齢化の進展や若者の都会への流出
○空家等の所有者や相続人の管理責任意識の低さ
○住宅の処分や貸すことへのためらい
○住宅の管理や除却への経済的負担
○制度上の問題（税制、建築基準法等）

○火事等の災害の発生や治安の悪化
○周辺の建物や人への影響
○ゴミの放置等による衛生の悪化や景観の悪化
○地域活力・コミュニティの低下
○市街地整備への支障
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◆ 洲本市の空家等を取り巻く現状と課題
洲本市の現状
【人口減少・高齢化】
・平成 27 年国勢調査では、人口
44,258 人、世帯数 18,081
世帯で、いずれも減少傾向。
・65 歳以上の高齢者は年々増加
し、市の全人口の３割を占め
る。今後もさらに高齢化が進行
すると推計。
・高齢夫婦のみ世帯、高齢単身世
帯は増加傾向。

【空家実態調査】
・空家実態調査により空家と判
断した家屋は 1,926 件、空家
率は 4.5％。
・空家率は中心市街地から由良・
上灘地区の沿岸部で高く、幅員
約 1.8ｍ未満の路地に接道し
ているものが多い。

人口・世帯数の推移
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【空家所有者アンケート】
・所有している建物の利用状況で
は、“利用していない”が約６
割を占める。
・所有している建物で困っている
こととしては、“改修や解体費
用について”が約５割、“税制
の問題”が約３割と経済的理由
をあげる人が多い。
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改修や解体したいが費用が高い
33.9%

固定資産税等の税制上の問題
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管理が手間
改修や解体の頼み先がわからない

16.1%

管理にかかる費用が負担

16.1%
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洲本市の空家等の課題
・空家等の所有者や相続人の管理責任意識が希薄
・管理不全の空家等が地域の良好な生活環境の維持に悪影響を及ぼしている
・空家をはじめとする中古物件の利活用の伸び悩み
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◆ 洲本市の空家等対策の基本的な方針
基

本

理

念

個人財産の所有者責任を前提とした、
総合的な空家等対策の推進
基

本

方

針

基本方針１

空家等の発生予防の促進

空家等となる前段階で所有者等に働きか
けを行い、空家等の発生を予防します。

基本方針２

空家等の利活用の促進

利活用可能な空家等の有効活用を通して、
地域交流や地域活性化等に貢献します。

基本方針３

管理不全空家等の解消

管理不全空家等の措置を適切に実施し、空
家等の増加を抑制します。

◆ 空家等対策に係る具体的な取り組み
空家等の発生予防の促進に係る取り組み
●所有者意識の啓発と醸成

●建物の適正管理の促進

・所有者等への情報提供

・関係機関等との連絡体制の確立

・空家等に関する相談機会の創出

・住宅政策と連携した既存住宅の質の向上

空家等の利活用の促進に係る取り組み
●定住促進策との連携

●住宅以外の用途への活用

・空家等の利活用に関する相談機会の創出

・地域活動における跡地の活用の促進

・定住支援策との連携

・跡地の公的利用の検討

管理不全空家等の解消に係る取り組み
●所有者意識の啓発と醸成

●管理不全空家等の解消

・所有者等への情報提供

・空家実態調査に基づくデータベースの管理・更新
・地域との連携による空家等の適正な管理
・特定空家等を判断するための基準等の作成
・空家法及び洲本市空家条例に基づいた適切な措
置の実施
・緊急対応措置の体制の構築
・除却に対する支援の実施

・空家等に関する相談機会の創出
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◆ 相談窓口
総合窓口

都市計画課

TEL: 0799-24-7611

建物に関する事項

管理に関する事項

利活用に関する事項

土地に関する事項

都市計画課

消防防災課

企画課

用地課

TEL: 0799-24-7611

TEL: 0799-24-7623

TEL: 0799-24-7614

TEL: 0799-24-7617

・空家法全般･除却支援
・建物の老朽や腐朽等の
危険事項

・火災・防犯に関する連絡
調整

・空家の利活用に関する
こと
（移住・地域活性策）

・空家の敷地の官民境界等
の調査に関すること

生活環境課

農政課

TEL: 0799-24-7607

TEL: 0799-24-7638

・不法投棄等のゴミや衛
生に関する事項
・隣地への樹木の繁茂等
の処分方法の相談

・空家の利活用に関する
こと
（農業振興施策）

用地課

総務課

TEL: 0799-24-7617

TEL: 0799-24-7621

・道路への樹木の繁茂等

・空家の寄附の相談に関
すること

◆ 洲本市の空家の支援制度
洲本市危険空き家除却支援事業補助金

洲本市では、空家の利活用に向けた各種支援を
行っています。
くわしくは、洲本市ホームページまたは、担当
課におたずねください。

倒壊等のおそれがあり、周辺に危険がおよぶおそ
れがある空き家について、解体・撤去・処分を行う
場合、その費用の一部を支援しています。
【問い合わせ先】都市計画課

洲本市 HP→ http://www.city.sumoto.lg.jp/

洲本市空き家バンク

洲本市移住及び定住のための空き家入居支援事業

所有者が売却又は賃貸等を希望する空き家の情
報を登録し、市内への移住・定住を目的に空き家の
利用を希望する方に、空き家情報を紹介していま
す。

空き家を購入したＵＪＩターンの人や、移住・定
住希望者に空き家を賃貸する所有者を対象に、改修
費用や空き家の家財の撤去・処分費用、登記費用、
引越費用等を支援しています。

https://sumotto-countrylife.jp/bank.html
【問い合わせ先】企画課

http://www.city.sumoto.lg.jp/contents/20151
120161734.html
【問い合わせ先】企画課

◆お問い合わせ先

洲本市都市整備部都市計画課

〒656-8686 兵庫県洲本市本町三丁目４番 10 号
TEL 0799-24-7611（直通） FAX 0799-24-7612
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