
 

佐賀市空家等対策計画 【概要】 
 

 第１章 空家等対策計画の趣旨                      

１．策定の背景と目的  
❀人口減少や既存建築物の老朽化、社会ニーズの変化等に伴い、「空家等」が年々増加しており、安全

性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題が生じています。こうした状況を背景

として、平成 26 年 11 月 27 日に「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「法」とい

う。）」が公布されました。本市は、これに先行し、平成 25 年３月 21 日に「佐賀市空き家等の適正

管理に関する条例（以下、「条例」という。）」を施行し、空家等の問題に取り組んできました。 

❀これらを踏まえ、市民の生活環境の保全を図り、併せて空家等の活用を促進するために、「佐賀市空

家等対策計画（以下、「本計画」という。）」を策定します。 

 

２．計画の位置づけ   
❀本計画は、法第６条の規定に基づき、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に、

本市が取り組むべき対策の方向性等について、基本的な考え方を示したものです。 

❀計画の推進にあたっては、佐賀市空家等の適正管理に関する条例や第２次佐賀市総合計画、佐賀市

都市計画マスタープラン、佐賀市住宅マスタープラン等の関連計画との整合性・連携を図りながら

空家等対策に取り組みます。 

 

 第２章 空家等の現状                                 

１．佐賀市の概況   

（１）人口・世帯数 

❀本市の人口は、平成７年をピークに減少しており、平成 27 年は 23.64 万人となっています。 

（２）高齢化の状況 

❀国勢調査によると、本市の高齢化率は、平成 27 年で 25.7％となっており、年々増加しています。 

❀高齢者のひとり暮らしの構成比は、平成 27 年で 10.3％となっており、増加傾向にあります。 

 
２．空家等の現状と課題   

（１）住宅・土地統計調査による状況 

１）空家の種類 

❀総務省の住宅・土地統計調査による空家の種

類は、右表のように定義されています。 

２）全国の空家の状況 

❀平成 25 年住宅・土地統計調査によると、全国の空家数は 820 万戸となっており、空家率（住

宅総数に占める割合）は、13.5％と過去最高になっています。 

 

空家    二次的住宅    別荘 

               その他 

      賃貸用の住宅 

      売却用の住宅 

      その他の住宅 

 

 

３）本市の空家の状況 

❀平成20年から平成25年までの５年間

で、本市の住宅総数は3,210戸増加し

ていますが、空家数は3,270戸増加

し、総数の増加数を上回っています。

空家率は５年間で2.8％増加し、平成

25年度で15.1％となっています。 

４）住宅の建築時期 

❀住宅・土地統計調査では、本市におけ

る新耐震設計法（昭和56年）より前

の住宅は、31.2％となっています。 

（２）実態調査による空家の状態 

❀本市の空家問題を検討するにあたり、平成 28 年 8 月から 10 月に、市内にある空家等と思われる

建物について、外観調査等による実態調査を実施しました。 

❀調査件数 2,251 件  

・うち、危険なし：1,176 件（52.2％） 

危険あり：1,075 件（47.8%） 

 

 

 

 

 

 

（３）空家等対策における課題 

１）空家を増加させない予防対策 

❀住宅ストックの増加、世帯数の減少等により空

家の増加が予想されるため、リフォーム等によ

る継続的な利用促進や、空家になる前の相談体

制の構築など、空家の発生を未然に防ぐ対策が

求められています。 

２）空家の積極的な市場流通 

❀実態調査では、空家のうち市場に流通している

住宅が 7.2％と低い割合となっています。 

❀市場に流通していない空家が、管理不可能にな

ることを防止するために、積極的に市場に流通

させることが求められています。 

３）良質な空家の積極的な活用 

❀質の高い比較的規模の大きい空家について、地域

住民の交流施設、子育て支援施設、高齢者等の福

祉施設等としての活用の検討が求められます。 

４）空家の適正管理の対応 

❀空家に関する相談・苦情件数も年々増加してお

り、空家による住環境への悪影響を防ぐため

に、除却等の対応も促進する必要があります。 

❀相続登記の推進など、所有権の整理等をすすめ

ることも求められます。 

５）空家等の継続的な調査・実態把握 

❀新たな空家の発生、腐朽破損の進行、新たな入

居、解体・除却など、経年変化が生じることか

ら、空家の継続的な調査や実態把握が求められ

ます。 

 Ｈ20年 Ｈ25年 増減 

住宅総数（戸） 101,770 104,980 3,210 

空家数（戸） 12,530 15,800 3,270 

 賃貸・売却用（戸） 6,590 8,160 1,570 

その他（戸） 5,120 7,070 1,950 

 腐朽・破損あり

（戸） 

3,260 

(26.0%) 

5,290 

（33.5%） 

2,030 

（7.5%

） 

 一戸建て 1,960 2,760 800 

長屋建・共同住宅

等 

1,300 2,520 1,220 

空家率 

（％） 

全国 13.1 13.5 0.4 

佐賀県 11.1 12.8 1.7 

佐賀市 12.3 15.1 2.8 

■ 佐賀市の空家の状況 

 

危険度Ａ：安全な空家（利活用が見込まれるもの） 

危険度Ｂ：一部危険な状況がある空家 

危険度Ｃ：倒壊等の恐れのある空家 

危険度Ｄ：Ｃのうち倒壊等の場合近隣に影響あり 

危険度

Ａ, 

52.2%

危険度

Ｂ, 

31.5%

危険度

Ｃ, 

3.8%

危険度

Ｄ, 

12.5%

空家総数 
2,251 件 

資料：住宅・土地統計調査 



 

 第３章 空家等対策の基本的事項                            

 １．空家等対策の基本的な考え方   

（１）空家等の所有者等の管理の原則 

❀空家等は、管理責任が第一義的には所有者との前提に基づき「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務めるものとする」と規定されています。（法

第３条） 

❀空家等を原因とする損害等に関する民事上の事件についても、財産権、所有権に基づき当事者同士

で解決を図ることが原則となります。 

（２）地域及び関係団体との連携 

❀市は、地域及び関係団体等と連携協力しながら、適切に管理されていない空家等について、法及び

条例に基づき所有者等に適切な管理を行うよう促すとともに、空家等の活用・流通を促していきま

す。 

（３）危険空家等への対応 

❀市による緊急安全措置等の実施が必要と判断した場合、法及び条例に基づき、原因となっている空

家等に対し、公益性に基づく危険回避のため最小限の範囲で措置を行うものとします。 

 

 ２．計画期間   

❀計画期間を平成 29 年度から令和４年度までの６年間とします。 

 

 ３．対象地区   

❀空家の分布状況を踏まえ、佐賀市全域を空家等に関する対策の対象地区とします。 
今後の空家の発生状況から必要に応じて、重点対象地区設定の必要性について検討を行います。 

 

 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の種類は、法第２条第１項で規定する「空家等」（「特定空

家等」を含む。）とします。住宅用途に限らず、店舗、事務所、倉庫等も含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間の経過 

（空家になった状態） （管理不全な状態） 

 

 第４章 空家等対策の基本的取組                        

 １．空家等の調査   

❀空家等対策計画において、市内にある空家等の所在や状態を把握するため、次の調査を実施

します。 

所在調査 市内全域の空家を対象とし、その所在地を調査し、空家等対策の基礎資料とするもの 

個別調査 
佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例第４条に基づき情報提供のあった空家等を対象

とし、その所在地、外観、所有者等を調査し、所有者等への助言等の資料とするもの 

特定空家等調査 
特定空家等と認められる可能性のある空家等を対象とし、特定空家等であるか否かの

判断をするため及び特定空家等に対する措置の内容を検討するための資料とするもの 

 

 ２．空家等の適切な管理の促進   

（１）空家対策に関する協定締結 

❀空家等の所有者や管理者への啓発、中古住

宅としての流通・地域の活動拠点等への活

用促進、管理不全の防止、空家等の跡地の

活用を柱とした総合的な空家対策を促進す

るため、不動産・法務・建築等の専門家団

体等との連携・協力に関する協定を締結し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）相談窓口の案内 

❀各団体の窓口を活用して、空家等の所有者や

管理者を対象とした相談に対応します。 

❀空家化する前に、専門家団体窓口等を案内す

ることで、空家等の相続や権利関係の整理、

土地・建物の売却・賃貸や有効活用に向けた

空家等の所有者や管理者を支援し、空家化を

未然に防ぎます。 

 

（３）市民への情報発信 

❀法の概要、建築物の所有者又は管理者の責

務、専門家団体の相談窓口の案内につい

て、パンフレットの作成やホームページの

掲載を行い、適正管理に向けた情報発信、

意識啓発を行ないます。 

（４）高齢者への支援 

❀今後、増加する高齢者世帯や単身高齢者世帯

に対して、法務や不動産、福祉の専門家等と

連携し、早い段階での相続対策や相続登記の

推進、成年後見制度の活用等に関する相談体

制を充実させます。 

不動産 

建築 法務 連携 

相談 

 

関連団体 



 

 ３．空家等及び跡地の活用の促進   

（１）空家等の活用の促進に関する事項 

１）リノベーション補助（改修費補助）の実施 

❀空家所有者に対して、住宅の機能・価値を高

めるリノベーション工事費用の一部を助成

し、中古住宅としての流通に向けた空家所有

者の取組を支援し、市場流通の促進を図りま

す。 

３）空き家バンク等の推進 

❀空き家バンク等の仕組みを利用し、空家所

有者と空家利用希望者のマッチングを推進

します。 

❀地域の交流施設等の活用についても、関連

部署等と連携し中古住宅の活用促進を図りま

す。 
２）中古戸建住宅の流通促進 

❀インスペクション（住宅診断）制度や住宅履

歴情報など、中古戸建住宅の流通促進に向け

た国の動き等と連携した取組を検討します。 

（２）空家等の跡地の活用の促進に関する事項 

❀空家の建築場所、状態、所有者等に応じて、適切な空家の管理方法、活用方法、空家の跡地の活用方

法等について、専門団体と連携した相談窓口等により、所有者等への情報の提供を図ります。 

（３）相談等に関する事項 

❀空家等及び跡地の利活用を促進するため、専門家団体と連携し、以下の取組を実施します。 

① 説明会・相談会の開催 

② 市と協定を締結した宅地建物取引団体による相談体制の整備、周知 

③ その他広報等により意識の啓発を図る事業 

 

 ４．特定空家等に対する措置等及びその他の対処    

（１）管理不適切空家等に対する市の対応 

❀空家所有者や管理者への啓発や注意喚起を行い、管理不全な空家の防止・解消を促します。 

❀周辺へ悪影響を及ぼす特定空家等に対しては、法を活用した実効性のある改善指導を行います。 

（２）特定空家等に対する措置の内容 

❀法に規定する指導、勧告、命令、代執行等について、「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）に基づいて措置します。 

■ 特定空家等の定義 

第２条 略 

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。 

 

（３）特定空家等の所有者等への指導 

❀特定空家等の状態に改善が認められない

ときは、所有者に対し文書で指導します。 

（４）特定空家等の所有者等への勧告 

❀指導書に記載の履行期限後において、特定

空家等の状態が改善されていない場合は、

ガイドラインを参考に、勧告の検討を行い

ます。 

（５）特定空家等の所有者等への命令 

❀勧告に記載の措置の履行期限後におい

て、特定空家等の状態が改善されていな

い場合は、ガイドラインを参考に、命令の検

討を行います。 

（６）特定空家等に係る代執行 

❀代執行については、法第 14 条第９項の規

定に基づき、ガイドラインを参考に行いま

す。 

（７）特定空家等に係る略式代執行 

❀略式代執行については、所有者等の状

況、特定空家等の状態及び周辺の生活環

境等への影響を勘案し検討します。 

 

 

 ５．空家等対策の実施体制   

（１）市の担当部署 

担当部署 実施内容 

建設部都市政策課空き家対策室 

空家対策全般に関すること 

・空家等の適正管理に関する事項 

・空家及びその跡地の活用推進に関する事項 

（２）佐賀市空家等対策協議会 

法第７条第１項に規定する空家等対策協議会として、条例第 14 条第１項の規定により、

市の附属機関として、佐賀市空家等対策協議会を設置しています。 

 

 ６．その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項      

（１）計画の見直し 

１）計画期間による見直しの時期 

❀空家等の増加抑制、利活用、除却等、各種対策の効果を検証し、令和４年度に見直しを行います。 

２）随時の見直し 

❀法令や国の補助制度等の改正や社会情勢の変化等にあわせ、随時必要な見直しを行います。 

３）協議会の関わり 

❀空家等対策計画を変更する際は、変更に関する協議を協議会において行った上で変更します。 

（２）公表 

❀空家等対策計画を作成又は変更したときは、市のホームページに掲載するなどにより公表し

ます。 


