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第 1章 はじめに                            

１．方針策定の趣旨 

豊中市では、世帯数の増加を上回る住宅数の増加により空き家率の上昇が続いており、平成 20 年

（2008年）時点で約 15％、７戸に１戸は空き家という状況にあります。これは全国・大阪府・周辺市

と比べても高く、また、少子高齢化の進行等に伴い、今後も空き家は増加していくことが見込まれて

います。 

これらの空き家の中には、管理が不十分なため、景観の悪化や防犯・防災面での不安等、地域の住

環境へ悪影響を及ぼしているものがあります。また、適切に管理されている場合であっても、その数

が増えていくと、地域の魅力や活力の低下に繋がることが懸念されます。 

このため、空き家等の適切な管理を促すとともに、空き家の発生を抑制する、あるいは、空き家を

地域資源ととらえて様々な形で利活用することが求められています。 

以上の状況をふまえ、豊中市における安全・安心で良好な住環境の維持と、良質な住宅ストック※の

形成に向けて、市民※・事業者※・市民公益活動団体※・行政が協力・連携し、総合的に空き家対策の取

組みを推進していくための方針を策定するものです。 

２．方針の位置づけ 

本方針に基づく取組みは、第３次豊中市総合計画後期基本計画※が掲げる基本方針「人口減少社会に

対応した生活環境の整備と自律した都市づくり」にそって、全市的観点から効果的・総合的に推進す

るものです。 

また、生活環境の変化を見据えた住宅・住環境整備、住み続けられる地域づくりに向けた住宅・住

環境整備等の課題への対応を通じて、豊中市都市計画マスタープラン※が掲げるサブコンセプト「安全

でゆとりのあるまち」などの実現に資するものです。 
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第２章 豊中市の空き家をとりまく現状                  

１．豊中市の特徴 

豊中市では、高度経済成長による人口急増期から多くの住宅が建設されてきました。交通・買い

物等の利便性や公園・自然環境等の住環境のよさが魅力であり、居住ニーズが高く、住宅流通市場

が活発な状況にあります。 

世帯数は増加傾向ですが、それ以上に住宅数が増加していることから空き家率は上昇を続けてい

ます。また、持ち家に住む高齢単身世帯・夫婦世帯の割合が周辺市と比べても高く、今後も空き家

が増加する可能性は高いと考えられます。 

２．豊中市の空き家の実態 

２－１．空き家の全体像 

   平成 20年（2008年）住宅・土地統計調査等のデータ等から概観される豊中市の空き家の全体像は

次のとおりです。 

〇種類別にみると、賃貸用・売却用の流通空き家が多く、特に、賃貸用の空き家が空き家全体の約

７割を占めている。 

〇建て方・構造別にみると、非木造の長屋・共同住宅が最も多く、長屋・共同住宅は空き家全体の

約９割を占めている。また、木造の長屋・共同住宅では、腐朽・破損ありの割合が高い。 

〇非流通空き家は空き家全体の２割に満たないが、そのうち４割以上を一戸建が占める。非流通空

き家の 4割弱に腐朽・破損があり、その中には著しい腐朽・破損があるものも含まれる。 

〇市内でも地域によって立地する住宅のタイプが異なっており、その住宅タイプに応じて地域の空

き家の特徴が異なる。北部は、敷地規模の大きい一戸建の空き家が多い。南部は、小規模で古い

木造・長屋・賃貸アパートの空き家が多く、また、借地権住宅※も多く、所有者の高齢化もみられ

る。中部は、北部・南部の特徴が混在しており、戦前・戦後にかけて宅地化された住宅地や旧集

落などには、古い一戸建の空き家などが見られる。 

２－２．住宅タイプ別の空き家の傾向 

  平成 26年度（2014年度）空き家実態調査から概観される住宅タイプ別の空き家の傾向は次のとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 26 年度 （2014 年度）空き家実態調査 概要】 

①所有者アンケート調査（「お住まいの利用状況調査」という名称で実施） 

＊調査地域 ：新千里北町 2 丁目、中桜塚 1 丁目、庄内幸町 2 丁目 

＊調査方法 ：現地調査（外観目視調査）で特定した空き家候補の所有者を対象に、調査票を郵送配布・ 

郵送回収 

＊調査時期 ：平成 26 年（2014 年）9 月～10 月 ※準備期間を除く 

＊調査票送付件数 ：215 件（新千里北町 2 丁目：31 件、中桜塚１丁目：79 件、庄内幸町２丁目：105 件） 

＊有効回答件数 ：101 件（新千里北町 2 丁目：21 件、中桜塚１丁目：29 件、庄内幸町２丁目： 51 件） 

②流通空き家に関する事業者等へのヒアリング調査(分譲マンション管理組合(1 件)、地元不動産事業者(2 件)) 
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（１）一戸建・長屋（分譲）の空き家 

○回答のあった住宅の所有形態は個人名義が約９割、単独個人名義は約７割。土地所有形態も含め

ると、複雑な権利関係（複数名義、借地等）の形態が４割。 

○空き家所有者の年齢層は高齢者（65歳以上）が約半数を占める。55～64歳の熟年層（次世代の高

齢者）も約３分の１いる。また、８割が空き家から１時間以内の場所に居住。 

○回答のあった住宅の大半が旧耐震※（昭和 55年(1980年)以前建築）。 

○空き家になったきっかけは、居住者の転居・退去が約半数を占め、その理由は、入院・福祉施設

への入所、就職・転職・転勤が多い。また、空き家となってから３年未満のものが約４割、10 年

以上経過したものが３割を占めている。 

○約８割の空き家で、所有者自らまたは家族が管理を行っており、大半が月１回以上の定期的な維

持管理が行われている状況にある。維持管理の手間や費用面での負担を感じている所有者は３割

いるが、空き家の管理を第三者（地域や業者）に委ねることや、空き家を貸すことについては消

極的な傾向が強い。 

○空き家の所有・管理上の課題として、空き巣・放火などの防犯面での不安、樹木・雑草・ゴミ・

害虫等による近所迷惑を挙げる所有者が多い。 

○空き家の売却や建替え、解体などの意向を持つ所有者は一定数存在する。これらを行う場合の課

題はないと考える所有者が多いが、一方、建替え等の準備資金や税負担等の経済面での課題や支

援の必要性を挙げる所有者は一定数存在する。 

（２）共同住宅・長屋（賃貸）の空き家  

○回答のあった共同住宅・長屋（賃貸）の所有形態は個人名義が全体の９割弱。土地所有形態も含

めると、複雑な権利関係（複数名義、借地等）の形態が４割。 

〇共同住宅・長屋（賃貸）を１棟のみ所有する所有者が全体の６割弱を占めており、賃貸業を本業

としている所有者が少ない。 

○回答のあった共同住宅・長屋（賃貸）は旧耐震（昭和 55年（1980年）以前建築）が約半数を占め

る。住戸の面積としては 40㎡未満が 7割弱を占め、小規模住戸が多い。 

○入居世帯は、単身者が多く、４割の共同住宅・長屋（賃貸）に単身高齢者が入居している。 

○月１回以上の定期的な維持管理が行われている住宅が多い。 

○空き家発生時に入居募集している住宅は約７割。特に、昭和 55年（1980年）以前建築の共同住宅・

長屋(賃貸)では、半数弱が入居募集していない。平均募集期間（空き家期間）が半年以上かかる

物件は約４割ある。 

○最も長い空き家期間が１年以上となっている共同住宅・長屋（賃貸）が約３割あり、建築年が古

いほど、その割合が高くなる。３年以上の空き住戸を抱える共同住宅・長屋（賃貸）もある。 

○空き家長期化の問題を感じている所有者は平成２年（1990 年）以前建築の共同住宅・長屋(賃貸)

では半数以上見られ、建物・設備の老朽化・陳腐化、賃貸需要の変化により空き家が長期化して

いる賃貸住宅が存在。 

○一部の物件では、家賃・共益費等の値下げやリフォームを行うなど、空き家解消の工夫がされて

いるが、これ以上の家賃値下げが困難などの問題も見られる。 

○賃貸住宅の経営（管理）においては、建物・設備の老朽化・陳腐化のほか、入居者の高齢化が課
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題として挙げられている。ただし、課題は特にない、とする所有者も一定割合存在。 

（３）分譲マンションの空き家 

○居住ニーズが高く、空き家が発生しても分譲貸し等で比較的早く入居者が決まる状況がある。 

〇維持管理については、区分所有者の高齢化が進み機敏に管理組合活動を行うことが難しい状況がある。 

２－３．管理不全空き家の状況 

豊中市では平成 26年度（2014年度）に管理不全空き家に関する庁内の相談・連絡体制を立ち上げま

した。この取組み（6月～12月の相談対応件数 52件）を通じてみられる管理不全空き家の状況は次の

とおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域住民等からの相談について 

○「雑草が繁茂している」「樹木が道路にはみ出しいる」「樹木が電線にかかっている」「雑草や樹木

が隣地にはみ出している」「屋根瓦等の建物の一部が道路や隣地に落下するおそれがある」「塀に

ひびが入り道路側に傾いている」「窓ガラスが割れている、施錠されていない等で不法侵入や放火

等のおそれがある」「屋根上のテレビアンテナが傾き、道路や隣地に落下するおそれがある」「ゴ

ミが集積されている」等の、景観上の問題、通行の妨げ、隣地への迷惑、防犯・防災上の不安等

による相談が寄せられている。 

○改善までに長期間かかるため、その間に、同じ物件について複数回相談が寄せられることがある。 

（２）管理不全空き家に対する対応が困難になる要因について 

○所有者が不在（相続人不存在）、あるいは高齢により管理能力・判断能力が低下しているため、適

切な管理や改善に向けた協議が困難な場合がある。 

○相続人が多数の場合など権利関係が複雑で、所有者の調査が困難かつ時間を要する場合がある。 

○相続登記などの手続きもされないまま死後５年以上経過している場合、住民票の保存期限を超え、

相続人の調査ができない場合がある。 

○借地権の持家の場合、解体して土地を地主に返そうとすれば解体費用が必要になるため、家を相

続しても空き家のまま放置される場合がある。 

○建替えや除却に至らない要因として、解体費用の負担や、除却して更地になると固定資産税が上

がる（減免がなくなる）ことが、ネックとなっている場合がある。 

○危険な部位の除去など所有者が対応できない場合や所有者不明の場合に、行政が応急的に対処す

ることができない。 

【管理不全空き家に関する相談・連絡体制】 

＊目的：住環境に悪影響を及ぼしている管理不全空き家等の改善に向けて、庁内関係課が情報を共有し、協力・連

携して取り組むことを目的とする。 

＊内容：〇管理不全空き家対策連絡会議：対応物件の進捗状況についての情報共有や対応策についての協議・調整 

    〇日常業務における連携    ：相談物件の各課対応状況等の台帳管理、対応についての協議調整 等 

＊構成：まちづくり総務室、監察課、危機管理室、美化推進課、市民相談課、道路管理課、道路維持課、消防本部

予防課、北消防署予防広報課、南消防署予防広報課 
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○空き家所有者の調査を目的とした住民票や戸籍等の取得について、法的根拠が不明確であるため

請求ができない。 

○テレビアンテナや隣地への樹木のはみ出し等、既存の法や条例では指導対象としていないものが

ある。 

〇所有者には管理不全空き家に関する行政への対応報告義務がなく、任意の判断にゆだねられてい

るため、報告が行われない場合がある。 

〇所有者が空き家の改善に向けて相談できる環境がない。 

 

３．現状をふまえた課題の整理 

（１）所有者（居住中を含む）の空き家に対する意識の啓発が必要 

高齢化が進むなか、将来の自身の状況を見据えた準備を事前に行っておくことが必要ですが、所

有者は空き家にまつわる問題を認識していない事が多い状況です。常日頃から、将来的な空き家化

の可能性やそこで起こりうる問題点などの意識を啓発していくことが求められます。 

（２）権利関係や相続問題など空き家の管理や流通を阻害する要因を解消することが必要 

権利関係や相続問題などが阻害要因となって空き家を適切に管理できない、売買・賃貸しにくい

状況が見られます。空き家の円滑な管理や売買・賃貸に向けて、これらを解消する必要があります。 

（３）使える空き家を有効活用するための仕組みが必要 

すぐにでも住める状態であるのに利用していない、市場に乗せても住宅としての需要がないなど、

使えるにもかかわらず有効に活用されていない空き家が見られます。これらを有効活用するための

環境を整備する必要があります。 

（４）地域に不利益・悪影響を及ぼす管理不全空き家の改善・解消が必要 

地域に防犯上・衛生上の不利益・悪影響を及ぼすような管理不全空き家が見られます。地域の安

心・安全性を確保し良好な住環境を維持するために、これらを改善・解消していく必要があります。 
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第３章 空き家対策における基本的な考え方と視点             

１．基本的な考え方 

 

 

 

 

 

豊中市はこれまで、交通や買い物などの利便性に優れた立地の良さや、教育・自然環境などを含め

た住環境の良さなどを背景に、大規模な公的開発や多様な民間開発が行われ、良好な住宅市場を形成

するとともに、「住宅都市」としてのイメージを確立してきました。 

一方、空き家率は上昇を続けており、その中には、所有者の高齢化や複雑な権利関係、問題意識の

希薄さなどを背景に、活用されないままの空き家や管理不全空き家が見られるようになっています。

管理不全化した空き家については、空き巣や不法侵入、放火、災害時の倒壊、樹木・雑草の繁茂、害

虫の繁殖、景観の悪化などの原因となることもあります。空き家の多くは個人資産ですが、こうした

悪影響は、所有者だけにとどまらずその周辺地域にも及びます。また、空き家が増加すると、まちな

み等の地域の魅力や良好な地域コミュニティの維持等に悪影響を及ぼし、地域のまちづくりを進める

うえでも大きな問題となります。 

そのため、豊中市の空き家をとりまく現状をふまえ、「住宅の適切な管理」「中古住宅の流通促進」「管

理不全空き家の改善・解消」を空き家対策の方向性の三つの柱とし、空き家に対する意識の啓発や、

空き家の適切な管理、利活用・除却等を進め、地域の住環境に悪影響を及ぼす空き家の抑制・解消を

めざします。 

なお、空き家対策を進めるためには、市民・事業者等は、所有・管理する空き家を適切に管理し、

多様な利活用に努め、地域や行政と協働して良好な住環境の維持と地域のまちづくりを進める必要が

あります。また、行政は、民間住宅市場や民間の資産である住宅の状況の把握に努め、関係者との意

見交換を行うなど、積極的に関わっていく必要があります。 

これらの空き家対策を効果的で実効性のあるものとするために、取組み内容に応じて、市民や事業

者、市民公益活動団体、行政が、それぞれの役割を担いながら協力・連携して取り組んでいきます。 

 

豊中市の空き家をとりまく現状や課題をふまえ、これまで培ってきた質の高い住宅都市としての

イメージの継承・発展をめざし、「住んでみたい」「住み続けたい」と思える生活環境の整備の一環

として、住宅を「社会的な資産」と捉え、市民・事業者・市民公益活動団体※等の多様な主体との

協働のもと、総合的な空き家対策に取り組んでいきます。 
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２．視点 

空き家対策を行うにあたり、豊中市の空き家に関する特徴や立地特性等の住宅都市としての魅力、

市民・事業者・市民公益活動団体等の多様な主体が持つ力などをふまえることが重要になります。

そこで、空き家対策の基本的な視点として次の５つを掲げ、この視点に立って空き家対策に取り組

むこととします。 

 

 

     住宅都市として評価されている市場性を活かす 

      多様なライフスタイルや社会ニーズに応じた幅広い利活用を可能にする 

空き家の様々な状態・段階や、一戸建・共同住宅などの住宅タイプに応じた多

様な対策を講じる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域特性をふまえ、地域資源を活かす 

国や大阪府の動向をふまえ、市民・事業者・市民公益活動団体・行政が果たす

べき役割を明確にする 

 

視点 １ 

視点 ２ 

視点 ３ 

※上記において別荘等の二次的住宅は除く。 

管理不全空

き家の解消 

居住世帯あり住宅 

非流通空き家 流通空き家 

市場への供給 なし あり 

＜売却・賃貸化＞ 

空き家 

住宅 

＜売却・賃貸化＞ 

居住世帯あり住宅 
管理不全 空き家 適切管理 空き家 

更地 

（除却） 

居住者の転居・退去・死亡等 

需要 あり なし 適切管理 あり なし 

老朽危険 

家屋 

流通促進（需要・供給のﾏｯﾁﾝｸﾞ） 

流通促進
（売却・賃貸

化） 

＜地域利用等による住宅以外での活用＞ 

地域活動拠点化、グループホーム

化 

適切管理（空き家の発生予防） 

流通促進（他用途での利用） 

管理不全空

き家の解消 

改善（適切管理） 

≪段階・状態に応じた空き家対策のイメージ≫ 

視点 ４ 

視点 ５ 



第 4 章 空き家対策の方向性 

8 

第４章 空き家対策の方向性                             

１．住宅の適切な管理の推進 

少子高齢化等により今後も空き家の増加が見込まれるなか、空き家対策の基本として、空き家の発生

を抑制すること、また、空き家となった後は適切に管理し管理不全化することを予防することが、良好

な生活環境を維持し向上していくためにも重要になります。 

そのため、空き家にまつわる問題や建物の適切な維持管理について、空き家になってからだけではな

く、居住中からの意識啓発や支援を行い、空き家問題を共通認識として根付かせていくことが必要です。 

 

（１）住宅の長寿命化・性能向上に向けた支援 

   住宅として性能や耐久性が不十分だと、安全・安心に住み続けることや住み継いでいくことが困

難になります。住宅の長寿命化や性能向上に向け、所有者が日頃からの手入れや定期的なメンテナ

ンス等を行い、住宅を適切に管理していくことが重要です。関係部局や関連団体等と連携した意識

啓発や相談体制の充実等を行います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

（２）不動産の相続や権利に関する情報提供等 

   所有者の死後、相続等による権利関係の承継が円滑・適切になされず、不動産の管理者が複雑化・

不明化した場合や、所有者の高齢化に伴い不動産の管理等についての判断ができなくなった場合、

適切な管理や財産処分が困難になることが想定されます。こうした状況を未然に防止するため、関

係部局や関連団体等と連携して、土地・建物や家財等に関わる権利や相続に関する相談、普及啓発

を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み例】 

 ＊住宅の性能向上（耐震化、バリアフリー化、省エネ化）や長寿命化に対する支援（相談、補

助金）の実施 

 ＊住宅の改修・維持管理等に関する情報提供、相談の実施 

 ＊住宅の改修・維持管理等に関するセミナーの実施 

 

【取組み例】 

 ＊相続や成年後見人制度※等に関する情報提供、相談の実施 

 ＊相続や成年後見人制度等に関するセミナーの実施 
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２．中古住宅の流通促進 

現在、住宅数が世帯数を上回っているため、住宅ストックの余剰分が空き家として存在している状 

況です。これらの空き家は、たとえ適切に管理されていても、活用されないままでその数が増加する

と、まちとしての魅力が低下するおそれがあります。 

これらの住宅ストックを「社会的な資産」として最大限に活用するためには、中古住宅の魅力を高 

めることと合わせて、流通や利活用を阻害する要因等を解消することで、中古住宅の流通を促進して

いくことが重要です。 

 

（１）中古住宅市場の活性化に向けた環境整備 

中古住宅市場を活性化するためには、高齢者や障害者、子育て世帯等の多様な世代・世帯のニー

ズに対応した様々なタイプの住宅が流通していることが重要です。 

そのため、流通市場に乗っているものの需要の低い空き家については、消費者ニーズとのミスマ

ッチを解消し競争力のある住宅にするための取組みを、流通市場に乗っていない空き家については、

賃貸・売却を促すような働きかけを進める必要があります。また、消費者が安心して中古住宅を取

引するための仕組みづくりを行うことも必要です。なお、取組みにあたっては、豊中市では個人所

有の賃貸住宅が多いことをふまえることも重要な視点となります。 

こうした状況をふまえ、事業者等と連携しながら、中古住宅市場の活性化に向けた体制や仕組み

を構築し取組みを行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域課題やニーズに応じた空き家の利活用 

地域には、老朽化していない活用可能な空き家がある一方で、福祉拠点の充実や子育て支援、地

域コミュニティの活性化等の地域の課題やニーズがあります。こうした課題やニーズに対応するた

めには、空き家を住宅としてだけでなく住宅以外の多様な用途で活用するなど、地域資源として積

極的に利活用していくことも必要です。 

そのため、庁内関連部局はもとより事業者や市民公益活動団体等と連携しながら、住宅以外での

多様な活用方法について所有者に対して情報提供や提案を行う等、空き家の多様な利活用策と地域

ニーズをマッチさせるための取組みを行います。 

【取組み例】 

＊中古住宅の検査や住宅履歴情報※の蓄積・活用についての普及啓発 

＊空き家を住宅セーフティネット※として活用するための住宅改修等についての普及啓発 

 ＊ＤＩＹ賃貸※や多様なニーズに応じたリフォーム※・リノベーション※等の流通促進策につい

ての情報提供や相談の実施 

＊個人所有の賃貸住宅の管理運営に関する相談や専門家の派遣等の実施 

＊個人所有の空き家の賃貸化に向けた各種制度やサービス等の普及啓発、相談の実施 

 ＊中古住宅の流通に関する業界団体・事業者等との連携の仕組みづくり 
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３．管理不全空き家の改善・解消 

空き家が長期間放置され管理が適切に行われないと、地域の防災性・防犯性の低下やごみの不法投

棄、景観の悪化等、周辺の住環境に様々な悪影響を及ぼすことになります。 

地域の安心・安全性を確保し良好な住環境を維持するためには、これら管理不全空き家の改善に向

けて、庁内関連部局が連携して積極的な取組みを進める必要があります。さらに、老朽化が進み利活

用ができない空き家については、除却・更新に向けた働きかけが必要です。 

 

（１）適切な管理に向けた指導・誘導 

管理不全空き家は長期化するとさらに状態が悪くなり、さらなる悪影響を地域に及ぼすため、で

きるだけ早い改善が求められます 

庁内関連部局による横断的な体制のもと、継続して管理不全空き家所有者への指導を行うととも

に、空き家の適切な管理・改修に関する助言・相談等を行います。 

また、管理不全空き家の改善に向けた取組みを実効性のあるものとするために、指導対象範囲や、

所有者調査、立入調査、緊急避難的措置等の権限に関する、法的根拠等について検討する必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）除却・跡地利用の促進 

老朽化で腐朽・破損が進み利活用できない空き家については、速やかな改善に向けての指導等を

行うとともに、除却・更新に向けて誘導することが重要です。特に密集市街地※内にある旧耐震基準

で建てられた木造の建築物など、耐震性が脆弱な木造住宅については、災害時において延焼の危険 

【取組み例】 

＊空き家所有者に対する住宅以外での多様な活用方法についての情報提供や提案 

＊子育てや福祉サービス等の施設整備における事業者・市民公益活動団体等との連携や、地域

ニーズと空き家所有者とのマッチング 

＊ＮＰＯや不動産の流通に関わる団体等と連携したサブリース※や改修補助等の利活用策につ

いての検討 

＊空き家の利活用についての提案公募によるモデル事業の実施 

【取組み例】 

＊豊中市「空き家に関する相談窓口」の普及啓発と管理不全空き家に関する情報の管理 

＊管理不全空き家所有者への適切な管理に向けた意識啓発、助言・指導 

＊空き家の管理、改修等に関する情報提供、相談の実施 

＊条例など指導の実効性の確保に向けた検討 
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性や倒壊による避難路の閉塞等が懸念されるため、除却の促進を図る必要があります。 

このため、所有者等に向けた除却・跡地活用等に関する情報提供や相談を実施するとともに、危

険・老朽化した空き家の除却・更新に向けた誘導策等について検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み例】 

 ＊密集市街地における木造住宅等の除却費補助 

＊耐震性が不足している木造住宅の除却費補助 

＊除却、跡地活用等に関する情報提供、相談の実施 

＊危険・老朽化した空き家の除却に向けた誘導策についての検討 

11 
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第５章 推進にあたって                               

本方針に基づく空き家対策は、市民や事業者、市民公益活動団体等の多様な主体と情報や課題を共

有し、協力・連携して取り組んでいく必要があります。 

豊中市では、現在、住まいに関する事業として、既に市民公益活動団体と協働で取り組んでいるも

のもあります。これらの既存の事業を展開しながら、空き家対策についても課題を共有し連携を図る

とともに、趣旨に賛同する他の事業者や市民公益活動団体、市民等とも協力関係を築き、より充実し

た連携体制を構築していくことで、各事業者等が持つ専門性を活かした、多岐にわたった取組みを実

施していくこととします。また、地域で行われている景観のまちづくりや防災・防犯のまちづくりと

も密接に関わっているため、そうした取組みとも連携を図りながら空き家対策を行っていきます。 

一方、周辺市も含めた広域的な取組みが必要なものについては、大阪府を中心に府内の事業者や公

的団体が参画する「大阪の住まい活性化フォーラム※」とも連携して取組みを進めます。このほか、空

き家対策の阻害要因が法律などに起因する場合などは、国や大阪府に対して積極的な情報発信を行う

とともに、平成 26 年（2014 年）11 月に成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び国・

大阪府の動向をふまえながら取り組んでいきます。 

本方針に基づく取組みについては、おおむね５年程度を目安に進捗状況等を確認し、その後の取組

みの進め方について検証していくこととします。 
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【用語の説明】 

頁 用語 説明 

 空き家 住宅又はこれに付属する工作物であって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。また、その敷地及び敷地内の立木や塀も含む。 

 管理不全空き家 管理が不十分なため、景観の悪化や防犯・防災面での不安等、地域の住環境へ

悪影響を及ぼしている空き家。 

1 住宅ストック ストックは蓄積・資産の意味で、住宅の分野では、現在建っている全ての住宅

およびその量のことを示す。 

1 市民 空き家対策に関わる、空き家をはじめとする住宅所有者、近隣住民、空き家対

策に関わろうとする学生等。 

1 事業者 不動産・建築関係をはじめとする空き家対策に関わる事業者。個人家主も含む。 

1 市民公益活動団体 自主的・自発的な社会貢献活動を行う団体で、豊中市では、ボランティア団体

等のＮＰＯ（民間非営利組織）や自治会、まちづくり協議会等の様々な団体が

幅広く活動している。 

1 第３次豊中市総合

計画後期基本計画 

豊中市のまちづくりの総合的な指針となる計画で、めざすべき豊中市の将来像

を示すとともに、その実現に向けた文化、教育、福祉などの施策に関する考え

方を定めたもの。（計画期間：平成 23 年（2011 年）～平成 32 年（2020 年）） 

1 豊中市都市計画マ

スタープラン 

都市計画の目標となる豊中市の望ましい都市像と長期的な都市整備の方針、そ

の実現のための施策を総合的、体系的に示す計画。（計画期間：平成 23 年（2011

年）～平成 32 年（2020 年）） 

2 借地権住宅 敷地の権利が所有権ではなく借地権となっている住宅 

3 旧耐震 建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準のう

ち、昭和 56年(1981年)5月 31日までの建築確認において適用されていた基準。

平成 7 年(1995 年)の阪神・淡路大震災では、この基準で建築された多くの住宅

や建築物が倒壊・崩壊するなど大きな被害が見られた。この教訓をもとに平成

7 年(1995 年)12 月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施行され、

新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めるこ

ととされた。 

8 成年後見人制度 認知症などの理由で判断能力の不十分な方々に対して、成年後見人が、本人を

代理して契約などの法律行為を行なったりすることで、本人を保護・支援する

制度。 

9 住宅履歴情報 

(愛称「いえかる

て」) 

住宅の設計、施工、維持管理、権利及び資産等に関する情報。いつ、だれが、

どのように新築や修繕、改修・リフォーム等を行ったかを記録したもの。 

9 住宅セーフティネ

ット 

住宅確保要配慮者（低額所得者や被災者、高齢者、障害者、子育て世帯その他

住宅の確保に特に配慮を要する者）の居住の安定を図るための仕組み。 
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頁 用語 説明 

9 DIY 賃貸 貸主が原則として修繕義務を負わない代わりに低廉な賃料とし、借主が自費で

修繕や模様替え等をする形態で、当該箇所については退去時の原状回復義務を

免除するしくみ。 

9 リフォーム 古くなった設備や内装を新しくしたり、間取りを変えたりすることを指し、「住

まいの改修」全般を表す言葉。 

リノベーションとの比較で、老朽化した建物を建築当初の状態に戻すことを指

すことも多い。 

9 リノベーション 住まい全体を一新し、用途や機能を変更して建築当初よりも性能を向上させた

り、好みのデザインや間取りに変えたりすることで、中古住宅に新たな付加価

値を生み出すこと。 

10 サブリース 不動産事業者等が所有者から住宅を自ら借り上げ、貸主の立場で転貸を実施す

るしくみ。所有者は入居の有無に関わらず一定の家賃が保証されるとともに、

入退去に関する手続きや家賃の集金業務などの負担がない。 

10 密集市街地 老朽化した木造建築物が密集し、十分な公共施設が整備されていない市街地

で、火事・地震が発生した場合の延焼防止や避難のために確保されるべき機能

が確保されていない市街地。 

12 大阪の住まい活性

化フォーラム 

大阪府内の中古住宅流通やリフォーム・リノベーションに関わる民間団体・事

業者、公的団体が参集し、平成24年(2012年)に設立した団体。中古住宅流通・

リフォーム市場の活性化を図ることを目的に、情報提供、市場環境整備、市場

活性化方策の調査・研究・提言に関する事業を行っている。 

 


