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第１章 計画の趣旨と位置付け 

１．計画の趣旨 

近年、全国的に空き家の数が年々増加し、適切な管理が行われずに長期間放置された空き家は、地

域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。 

松山市では、誰もが安全・安心に暮らせる住まい・まちづくりを推進し、地域の安全確保と生活環

境の保全を図り、併せて空き家の有効活

用を促進することを目的として、「松山市

空家等対策計画」（以下「本計画」という。）

を定めました。 

２．計画の位置付け 

本計画は、空家法第 6 条第 1 項に規定

する「空家等対策計画」であり、国が定

めた基本指針に則して、空き家に関する

対策を総合的かつ計画的に実施するため

に定めるものです。 

また、本計画は、「第 6 次松山市総合

計画」を最上位計画とし、「松山創生人口

100 年ビジョン先駆け戦略」、「松山市住

宅マスタープラン」など、関連する計画

と整合・連携を図り、計画を推進してい

きます。 

 

 

第２章 人口と空き家の現状及び課題 

１．松山市の人口・世帯 

（１）人口の推移と見通し 

 総人口は、平成 22（2010）年の 517,231 人をピークに減少に転じ、平成 42（2030）年に

は 47.9 万人程度になると見込まれています。 

 年齢 3 区分別にみると、老年人口（65 歳以上）の割合は年々高まり、平成 42（2030）年の

老年人口の割合は 32％程度になることが予想されています。 

（２）世帯数の推移と見通し 

 世帯数は、今後横ばいから減少傾向に転じ、平成 42（2030）年には 23.1 万世帯程度になる

と見込まれています。 

 今後、特に 65 歳以上の高齢者の単独世帯の割合が高まると予想されています。 

 

 

図表 1 【計画の位置づけ】 
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２．松山市空き家等実態調査 

総合的な空き家対策の基礎資料とするとともに、今後の空き家対策で有効活用するため、平成 27

年度に市内全域の空き家の実態調査を行いました。 

（１）建物総数と空き家棟数 

 現地調査の結果、市内全域の全ての専用住宅（別荘含む）・共同住宅・店舗・事務所・その他（工

場・倉庫）239,371 棟に対し、空き家棟数 8,479 棟、空き家率 3.5％となりました。 

 地区別にみると、空き家棟数の多い地域は、都心（市内中心部）1,992 棟、南東部 1,782 棟、

島嶼部 1,079 棟の順になっています。 

 都心と南東部は、建物総数が多いため相対的に空き家数が多く、一方、島嶼部は、建物総数に

対する空き家率も 10.5％と比較的高い状況になっています。 

 

                        資料 「松山市空き家等実態調査報告書」(単位 棟) 

（２）空き家の種別 

 専用住宅が 7 割以上を占め、市全体では 6,194 棟に達しています。特に島嶼部では空き家の

87.6％が専用住宅になっています。 

 都心では店舗・事務所の割合が 15.9％と比較的高く、北西部では共同住宅が 14.1％、店舗・

事務所が 15.1％と比較的高い割合となっています。 

（３）空き家の不良度 

 市内全域で把握された空き家に対し、

不良度（空き家の老朽度危険度）ラ

ンク判定を実施した結果、ランク D

が 1,958 棟、ランク E が 772 棟と

なりました。 

 修繕や解体などの対応が必要と判定

された空き家は合計 2,730 棟に達

し、本市の空き家全体の約 1/3 となっています。 

 地区別では、ランク D・E と判定された空き家は、島嶼部が 592 棟（56.5％）と最も多く、北

条が 341 棟（51.6％）、北西部が 329 棟（44.5％）となりました。 

 この 3 地区だけで合計 1,262 棟あり、市全体の空き家数に対する D・E の数の割合は 46.2％

を占め、おおよそ 2 棟に 1 棟は修繕や解体などの対応が必要であると判定されました。 

図表２ 【地区別にみた空き家数と空き家率】 

ランク 判定内容

Ａ 小規模の修繕により再利用が可能

Ｂ 管理が行き届いていないが、当面の危険性は少ない

Ｃ 管理が行き届いておらず、損傷がみられる

Ｄ 建物に損傷がみられ、修繕や解体などの必要性が高い

Ｅ 倒壊の危険性があり、解体などの緊急措置の必要性が高い

図表３ 【不良度ランク判定基準】 
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 修繕の実施等により利活用が可能な A・B は、市全体で 2,388 棟あり、これらは、そのままの

状態、または修繕の実施等により、第三者による利活用が可能な状態と考えられます。 

３．松山市建物所有者等意向調査 

（１）所有者意向調査の概要 

松山市空き家等実態調査（平成 27 年度実施）で把握した、空き家等と思われる建物 8,479 棟の

うち 4,000 棟を対象に、アンケート方式による意向調査を実施し、1,429 件が回収されました。 

（２）所有者意向調査の結果 

 所有者の年齢…「60 歳 74 歳」が 43.7％と最も多く、「75 歳以上」40.6％。 

 空き家となったきっかけ…「所有者・居住者が亡くなった」が 244 件と最も多く、「借り主が

いなくなった」180 件、「転居」143 件。 

 空き家のままになっている理由…「建物を取り壊すと土地の固定資産税が上がるから」が

17.2％と最も多く、「売ろう・貸そうとしたが、うまくいっていない」14.4％、「売りたい・貸

したいと思っている（準備中や依頼済のもの）」12.7％。 

 現在の管理の頻度…「ほぼ毎月」が 45.9％と最も多く、「年に数回」が 29.0％。 

 維持管理で困っていること…「金銭的負担が大きい」が 29.3％と最も多く、「手間がかかりす

ぎる」16.6％、「年齢的につらい」16.1％、「遠くに住んでいるので大変」13.6％。 

 利活用の意向…「売りたい」305 件、「貸したい」168 件。一方で、「売ることも貸すこともし

たくない」は 278 件。 

４．空き家に関する課題 

（１）空き家の増加についての課題 

① 本市の空き家数の状況   ② 適切に管理されない空き家の増加 

（２）空き家の発生要因についての課題 

① 相続を契機とした空き家の増加に関する課題   ② 税制上の課題や住宅の流通の課題 

（３）空き家の利活用についての課題 

① 管理意識は高いが、維持管理の負担が大きい   ② 利活用への意識を高める情報提供 

③ 支援制度などについて一層の周知が必要 
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第３章 空き家対策における基本方針 

１．基本理念 

空き家等の適切な管理は所有者の責務であることを前提とし、管理されていない空き家等が

防災、衛生、景観等の市民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、意識啓発、相談体制の

充実等、実効性のある改善指導を行い、有効に活用することにより、地域活性の維持及び、増

進を図ることができる資源であることを認識し、市、空き家等の所有者、関係団体等が、安全

で良好な生活環境を目指し、協働して適切な管理、活用の促進に取り組むものとする。  

 

２．基本方針 

（１）対象地区 

対象とする地区は、松山市内全域とします。ただし、空き家を取り巻く環境は、地区ごとに異な

るため、対策を進める過程で、重点的に推進すべき地区（重点対象地区）の設定が必要な場合には、

適宜その位置付けを行います。 

（２）対象とする空き家の種類 

空家法第 2 条第 1 項に規定された「空家等」及び同条第 2 項に規定された「特定空家等」としま

す。 

（３）計画期間 

平成 30 年度を初年度として平成 39 年度までの 10 年間とし、5 年間で見直しを行います。 

また、計画期間内であっても、社会情勢の変化や本市における空き家の状況等に応じて内容の見

直しを行う場合があります。 

３．空き家対策の取組方針 

（１）空き家の発生抑制 

① 空き家の実態把握 

② 所有者への意識の啓発 

③ 建物の長寿命化の促進 

（２）空き家の適切な管理 

① 適切な管理への意識の醸成 

② 様々な協働による空き家の維持管理

に向けた体制づくり 

（３）空き家の有効活用 

① 空き家の利活用の推進 

② 地域特性を踏まえた空き家の利活用 

（４）管理不全な空き家への対策 

（５）実施体制の整備 

図表４ 【空き家対策の取組方針のイメージ】 
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第４章 空き家対策に係る具体的取組 

１．空き家の発生抑制 

（１）空き家の実態把握 

① 個々の空き家情報の統合       ② 空き家情報の効果的活用方法の検討 

③ 空き家情報の適切な収集と更新 

（２）所有者への意識啓発 

① ホームページ、広報紙、チラシ、パンフレットによる市民への周知 

② 相談窓口の整備、専門家による相談会・セミナーの開催 

③ 相続登記の重要性を周知する仕組みづくり 

④ 空き家等の発生を抑制するための特例措置の周知 

（３）建物の長寿命化の促進 

① 松山市木造住宅耐震診断事業     ② 松山市木造住宅耐震改修等補助事業 

③ 松山市わが家のリフォーム応援事業 

２．空き家の適切な管理 

（１）適切な管理への意識の醸成 

① 市ホームページ、広報紙、チラシ、パンフレットによる市民への周知 

② 相談会、セミナー等の開催 

③ 空き家所有者への助言文書の送付（法第 12 条の助言等） 

（２）地域との協働による空き家の維持管理 

① 地域単位での官民協働の出前講座の開催やパンフレットの配布 

② 民間事業者やＮＰＯ法人、ボランティア団体と協働した空き家の維持管理 

３．空き家の有効活用 

（１）中古住宅としての流通促進 

① 空き家バンクの設置に関する検討 

② 民間事業者や関係団体と連携した相談体制の整備 

③ 耐震診断や耐震改修、リフォームへの支援 

④ 中古住宅やリフォーム市場の活性化等に関する支援 

（２）空き家の利活用 

① 既存ストックを活かした活用事例の紹介 

② シティプロモーションと連携した移住定住促進に向けた利活用 

③ 地域資源として良好な空き家等の再生支援 

④ 各種支援制度を活用した空き家等の利活用等支援 

４．管理不全な空き家への対策 

適切な管理が行われていない空き家等のうち、空家法第 2 条第 2 項に定める「特定空家等」と認め
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られるものに対しては、市民の安全・安心を守るために、空家法に則り必要な措置を実施します。 

（１）特定空家等とは 

空家法においては、適切な管理がされていないことにより、次のような状態にあると認められる

空き家等を「特定空家等」と判断します。 

 
① 「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」 

② 「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」 

③ 「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」 

④ 「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」 

                            【空家法第 2 条第 2 項抜粋】 

 

（２）松山市特定空家等の判断基準 

「松山市特定空家等の判断基準」に基づき、特定空家等の判断を行います。 

（３）特定空家等への措置の実施 

職員による現地確認を行った後、その空き家の所有者等を調査し、判明次第、所有者に対し適切

な管理をするよう助言・指導や勧告等、空家法に規定された措置を実施します。 

① 助言・指導   ② 勧告   ③ 命令   ④ 行政代執行 

（４）松山市特定空家等対策審議会 

「特定空家等」に該当するかどうかの判定や特定空家等の除却、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内容の妥当性について審議します。 

（５）緊急対応措置に関する庁内連携体制の強化 

危険な状態にある空き家への緊急対応措置に関する庁内の連携体制を強化します。 

（６）空き家の指導に関する関係法令 

空家法に基づく対応が困難な場合には、関連する他の法令に基づく指導を検討します。 

５．実施体制の整備 

（１）空き家に関する市の相談体制 

地域住民からの相談等に対しては、住宅課が総合窓口として受付し、相談の内容に合わせて関係

課が連携して対応します。 

（２）庁内推進体制の整備 

 住宅課が中心となり庁内連携体制を構築し、関係課が連携して空き家問題に取り組みます。 

 庁内各課が抱える問題に、空き家を有効利用して解決できるよう協力します。 

（３）関係団体・機関との連携 

多岐にわたる空き家対策を総合的に推進するため、関係団体、ＮＰＯ法人などの民間組織及び関

係機関との連携を強化し、空き家が抱える複合的な問題の解決に取り組みます。 

 




