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資料１
諮問について
住生活基本計画について
（１） 「住生活基本法」（以下「法」という。）は、国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、
国民経済の健全な発展に寄与することを目的としており、住生活の安定の確保及び向上の促進
に関する施策などを定めることとされている。
（２） 国では、令和３年１月１８日公表の住生活基本計画（全国計画）見直し案について、令和３年３
月閣議決定に向け、パブコメ・都道府県の意見聴取をしているところ。
（３） 道では、法に基づき「全国計画」に即して平成１８年度に当初「北海道住生活基本計画」を策定
し、平成２３年度、平成２８年度と５年毎に見直しを行ってきた。
前回の見直しから５年目を迎える今年度より、令和４年３月決定に向け、これまでの施策の評価と
ともに、社会経済情勢などの変化の調査審議を行っているところ。
※北海道住生活基本計画の位置づけ

住生活基本法

上位計画
北海道総合計画

関連計画
住宅確保要配慮者（※）に関する計画

法15条(基本理念にのっとり施策を策定）

住生活基本計画（全国計画）

※住宅確保要配慮者：低額所得者、高齢者、
障がい者、ひとり親、多子世帯、外国人など

北海道人口ビジョン
北海道創世総合戦略

空き家に関する方針

法17条(全国計画に即して計画を策定)

北海道住生活基本計画

耐震に関する計画
子ども・高齢者に関する計画

・
・
・

連携

連携

市町村計画
諮問理由
本道において、人口減少、少子高齢化、災害の激甚化・多頻度化、空き家の増加などに加え、新
型コロナ感染症の影響による住宅困窮者の増加や移住への関心の高まりといった住生活をめぐる社
会経済情勢などの変化への対応が求められている。
今回の見直しに当たっては、「全国計画」の検討内容を踏まえるとともに、住生活をめぐる様々な課
題に対応しながら、より一層安全安心で豊かな住生活の実現に向けた計画とするため、広く専門家の
意見を求めることとし、条例に基づき設置した北海道住宅対策審議会に対し「これからの北海道にお
ける住宅政策のあり方」について諮問する。
求める意見の内容
（１）住生活の理想像
※目指すべき北海道の住生活

月

令和４年３月

令和３年
12

計画策定・決定

計画案の作成

10

月
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10

市町村意見聴取 令和３年

月

10

月

日

18

パブリックコメント 令和３年

※施策を総合的かつ計画的に推進するため
に必要な事項

計画の策定
計画素案の作成 令和３年

（４）施策の推進方針

令和３年７月

※目標を達成するための基本的な方針

答申

（３）施策の方向性

令和３年２月

※理想像に向けた計画期間内の目標

調査審議
諮問

（２）施策の目標

諮問・計画見直しスケジュール

北海道住宅対策審議会のスケジュール（案）
令和２年２月１８日時点

住宅対策審議会 （黄：審議会、緑：専門部会）
令和２年
10月16日

【第１回審議会】
・北海道における住宅政策のこれまでと今後について
・専門部会の設置

令和２年
11月5日

【第１回専門部会】
・これまでの取組について（施策・取組・成果指標）
・社会経済情勢・市町村等の状況・課題について（総論）
・住生活基本計画見直しにあたっての論点(案)について

令和２年
12月25日

【第２回専門部会】
・居住者からの視点の施策検討の方向性（案）について
・防災・まちづくりからの視点の施策検討の方向性（案）について

令和３年
1月22日

【第３回専門部会】
・ストックからの視点の施策検討の方向性（案）について
・事業者からの視点の施策検討の方向性（案）について

その他（住生活基本計画に
係る国・道の実施事項）

【道】９月～翌１月
意見聴取
(市町村・民間事業者)
【国】１０月
全国計画(骨子案）

【国】１月
全国計画(案）

【第２回審議会】
・諮問について

諮問（案）
【これからの北海道における住宅政策のあり方】
令和３年
２月18日

＜求める意見（案）＞
住生活の理想像、施策の目標、
施策の方向性、施策の推進方針

・これまでの議論について
【第４回専門部会】
・全国計画(案)概要説明
・これからの北海道における住宅政策について
令和３年
５月
令和３年
６月下旬

【道】３月
建設委員会報告（諮問）
【国】３月
全国計画策定

【第５回専門部会】
・答申(素案)について
【第３回審議会】
・答申(案)について

令和３年
７月上旬

答申手交

令和３年
10月

【第４回審議会】
・計画（素案）について

令和３年
12月

【第５回審議会】
・計画（案）について

【道】８月
建設委員会報告（答申）
【道】１１月
建設委員会報告（素案）
【道】１１月
意見聴取(パブコメ等)
【道】令和４年２月
建設委員会報告（計画案）

令和４年
３月
令和４年
４月

【道】令和４年３月
計画決定
【第６回審議会】
・計画策定の報告
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資料２
住生活基本計画見直しに係るこれまでの議論
住宅政策の変遷
「北海道住宅建設五箇年計画」（昭和４１年度～平成１７年度）
住宅建設計画法に基づき、昭和４１年度より８次（４０年）にわたり策定され、
５年ごとに公的住宅の建設戸数目標を位置付けてきた。
社会情勢の著しい変化（住宅ストックの量の充足、少子高齢化、人口減少）に伴い、
新たな住宅政策への転換へ（住宅の「量の確保」から、住生活の「質の向上」へ）
「北海道住生活基本計画」（平成１８年度～）
住生活基本法に基づき、平成１８年度からこれまでに３度（５年ごと）にわたり策定され、
全国計画に即して北海道住生活基本計画を策定してきた。

「北海道住生活基本計画」（現計画）の概要（平成２８年度～平成３７年度）
目標

「安全で安心な暮らし」の創造
「北海道らしさ」の創造
「活力ある住宅関連産業」の創造

施策の方向性 ①若年世帯や子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現
②地域で支え合い高齢者が安心して暮らせる住生活の実現
③住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保
④「きた住まいる」制度を活用した新たな住宅循環システムの構築
⑤リフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新
⑥空き家等の活用・適正管理の推進
⑦地域を支える住宅関連産業の振興
⑧魅力ある持続可能な住環境の維持・向上

重点的な取組 ➊安心して子どもを生み育てることができる住まい・環境づくり
（１）子育て世帯などに配慮した公営住宅などの供給促進
（２）民間賃貸住宅を活用した重層的な住宅セーフティネットの構築
➋空き家等を含む住宅ストックの有効活用や流通の」促進
（１）空き家情報バンクによる空き家の活用の促進
（２）住宅ストックの性能向上と流通促進に向けた仕組みづくり
➌子どもから高齢者まで誰もが地域で住み続けられる住環境や産業の形成
（１）安心して住み続けられる地域づくりに向けた住宅の供給
（２）地域を支える住宅生産体制の整備

計画期間

平成２８年～平成３７年までの１０年間とし、前期５箇年の終了時に、成果指標による進捗状況や
社会情勢の変化などを踏まえて、新たな目標や住宅施策などの見直しを行う。

これまでの議論（令和２年度

北海道住宅対策審議会 専門部会）
【第２回審議会】 （R３年２月１８日）
・これまでの議論の報告
・諮問

【第１回審議会】
（R２年１０月１６日）
・専門部会の設置

【第１回専門部会】
（R２年１１月５日）
・これまでの取組について
・現状と課題について
・市町村アンケート結果

【第２回専門部会】
（R２年１２月２５日）
・施策検討の方向性について
（居住者からの視点）
（防災・まちづくりからの視点）
・事業者アンケート結果について
・委員からのヒアリング
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【第３回専門部会】
（R３年１月２２日）
・施策検討の方向性について
（ストックからの視点）
（事業者からの視点）
・市町村からのヒアリング
・委員からのヒアリング

住生活基本計画見直しに係るこれまでの議論
総論

※赤：主なご意見

※主に計画の構成や表現に関するご意見

ご意見など
・計画全体を通じ、時代のトレンドに引っ張られすぎないことが重要である。まずは、住生活基本計画の基盤的な課
題をどのようにしていくかを検討し、その次にトレンド（サブスクリプション等）について検討してはどうか。
・住生活基本計画はハードに限らない。今の課題は、ハードの整備だけでは解決できない。他部門（福祉部門等）
との連携が必要であり、連携の仕方を書き込む必要があると思う。。
・道計画を参考に、市町村計画が作成されることを考え、全体の繋がりはあると思うが、単体的にかぶらないように
したほうがわかりやすいと思う。特に、コンパクトシティなどは北海道に求められる考え方であるため、推進すべき
ものがわかるようにメリハリをつけるべき。また、集落の集約化は喫緊の問題。
・計画策定において、実行可能性のあるものを計画とすべき。重要性の高いものがわかるように表現するなどの
工夫が必要。
・計画のまとめ方について、「北海道としてやっていること」の説明ではなく、これまでやってきたこととできてないこ
とを捉えた上で、新しい挑戦などが伝わるような形の見せ方が大事だと思う。市町村が参考にするためには、価
値観を伝えることをすべき。列挙ではなく、やるべきことなど構成が大事。

意見を踏まえた、新たな「住生活基本計画」の構成（案）

これまでの議論の概要

※委員に加え、市町村、事業者等の意見を踏まえた構成を検討。
第１章

計画の目的など

計画の目的・基本的な方針・位置づけ・期間・構成
第２章

第１回専門部会の議論
・これまでの取組や社会経済情勢など
の変化を踏まえ、課題について議論

住生活を取り巻く現状と課題

北海道の特性、住生活を取り巻く現状と課題
第３章

北海道における住生活の理想像

理念、理想の住生活像
第４章

視点・目標・基本的な方針・施策・成果指標

目標

施策の方向性(基本的方針)

基本的な施策

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・
第５章

成果指標

公営住宅の供給の目標量など

公営住宅の役割、供給目標量
第６章

総合的かつ計画的な施策の推進

各事業主体の役割、総合的な施策の推進
※視点・施策の横断的な取組のパッケージ
施策・取組のパッケージ
➀

第７章

②

➂

➃

⑤

⑥

地域における住宅政策の推進

地域別（または振興局別）の住宅政策の方針
第８章

その他（資料編）

用語集
住宅性能水準、居住環境水準、居住面積水準
計画策定体制
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・・・・

第２・３回専門部会の議論
・住宅政策の対象として、 視点、項目
を議論
・各項目における目標、施策の方向性
を議論

住生活基本計画見直しに係るこれまでの議論
※赤：主なご意見

これまでの取組について

現計画における重点的な取組や成果指標（目標達成度を確認する指標）の報告と課題について議論
議題
報告
ご意見など
重点的な 参考資料 ・きた住まいるメンバーについて、参加するメリットが感じられなければ、今後の伸びは少ないかもし
取組
１－１
れない。
・BISについて、北海道において断熱は特に重要であるため、資格者を増やすためには、技術者への
参考資料 支援（ユーザーへの説明を促すこと）やメリットが必要。
成果指標
１－２
・地域材の使用について、道産材の使用は増えているものの、推進を図るためには、使用に対する
制約の撤廃・緩和、コストの低減、供給不足の解消を林務部局や民間と連携する必要がある。

現状と課題について
北海道における住生活をめぐる社会経済情勢等の状況と課題について議論（参考資料1-3）
居住者の視点
項目

現状（状況）

課題

・コロナ禍による住宅困窮者の増加
住宅確保要配慮者 ・外国人世帯の増加（外国人の住宅困窮）
・住宅確保の障壁（障がい者、外国人、高齢者など）
・人口・世帯数の減少
子育て・高齢者世
・少子高齢化、共働き世帯の増加
帯
・単身高齢者の増加、平均寿命の延伸
・住宅の探し方の多様化
多様な居住者
・暮らしの多様化
・北海道（魅力・移住先として）の認知度上昇

・さらなる住宅セーフティネットの推進
・ハードだけでなく、ソフトと連携した施策検討
・貸す側と借りる側を繋ぐ仕組みや支援
・入居支援だけでなく生活支援等
・住み慣れた地域内での住替え支援
・高齢者向け住宅の地方展開
・住宅購入者やサービスの享受者への適切な住宅
情報の提供
・移住希望者に対する情報提供・仕組みづくり

防災・まちづくりの視点
項目

現状（状況）

防災・復興

・災害の激甚化、多頻度化
・気候変動の不安定化（雪害など）

住環境

・人口の低密度化、偏在
・集落の増加、地域の高齢化

地域コミュニティ

・居住者の孤立、地域衰退

課題

・事前の備え、発災時の対応、災害後の復興に向
けた取組（雪対策含む）
・地域拠点・支援・機能施設の利便性向上が必要
・地域のニーズにあった用途変更などの検討
・まちづくりにおける再生可能エネルギーの利用
・地域共生社会の実現に向けたソフト連携
・コミュニティマネジメントなどの地域交流・活性化
・コミュニティミックスなどによる共生社会の実現

ストックの視点
項目

現状（状況）

課題

新たに供給される住 ・健康などのニーズの高まり
宅
・省エネルギー、脱炭素などの社会的要請

既存の住宅

・住宅ストックの余剰と活用・流通の停滞
・マンション等の老朽化の振興
・民間賃貸住宅の低い居住環境
・空き家の増加、空き家予備軍の増加

・ニーズや社会的要請に対応した良質な住宅ストッ
クの形成
・民間賃貸住宅の質の向上
・住宅ストックの適切な維持管理・修繕の促進
・マンションの管理の適正化
・空き家予備軍への対応、空き家の利活用、除却

事業者の視点
項目

現状（状況）

課題

・技術力の維持、向上や承継
新規の供給を支え
・地域の住宅生産体制の維持、地域での技術者の
・技術者の減少、高齢化
確保
る事業者
・新技術の導入、担い手の確保、住教育
ストックの活用等を ・既存住宅の活用、流通を支える事業者や環境の ・住宅ストックのリフォームや質の維持、円滑な流通
を支える事業者の確保
支える事業者
維持
住生活を支える事 ・住生活に関わる支援や新たなニーズに対応した
・住生活に関わる支援の拡充
業者等
サービス
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住生活基本計画見直しに係るこれまでの議論
施策検討の方向性について
施策対象を４つの視点と１１の項目に分け、それぞれの対象に関する目標やどのような施策（住生活
の安定の確保及び向上の促進）が求められるか、検討の方向性について議論。

居住者の視点

防災・まちづくりの視点

家主とのトラブル

入居を拒まれる方

事前の備え

災害対応

防災・復興

住宅確保要配慮者

子育て世帯

高齢者世帯

コンパクトな
都市形成

子育て世帯・高齢者世帯

住宅購入者・
サービス利用者

移住者・
多地域居住者など

復興

多様な暮らし方

住環境

地域共生社会

持続可能な
まちづくり

繋がりづくり

地域コミュニティ

多様な居住者

ストックの視点

事業者の視点

住宅性能・機能

住宅生産体制

新規の供給を支える事業者

地域材の活用

省エネルギー・省CO2

新たに供給される住宅
住宅診断

不動産・賃貸事業者

ストックの活用等を支える事業者
リフォーム
空き家
活用

除却
暮らし方・住まい方の新たなニーズ

既存の住宅

住生活を支える事業者等
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住生活基本計画見直しに係るこれまでの議論

居住者からの視点
※赤：主なご意見

住宅確保要配慮者
主な意見
・増加傾向の生涯低所得者を考慮すべき。
・外国人に対する支援も必要
・居住支援法人の周知をより一層取り組むべき。
・住宅と要配慮者を繋ぐシステムなどのソーシャルワー
カーが必要
・家賃補助制度の可能性の検討も進めていくべき。
・公営住宅等は、低料金宿泊施設入居などに至る前の
セーフティネット住宅として役割を果たすことが重要。
・住宅確保要配慮者の受け入れ先として、公営住宅以
外の手法を検討することも課題である。
・ユニバーサルデザインなどの住環境の整備は、生きる
意欲に影響するため、重要である。

論点 住宅の確保に配慮が必要な世帯が安心して住宅に
入居し、生活するためには、どのような住まい・支援
（入居・居住）が求められているか。
テーマ（目標案）
生きがいある暮らしにつながる住まいの確保
施策検討の方向性（案）
①住宅確保要配慮者の入居・居住支援（居住支援法人の登
録促進・取組支援など）

②借りる側、貸す側の双方が安心できる仕組みの検討（居
住支援協議会での情報共有や啓蒙、保証会社との連携事例の
紹介など）

③安全安心で良質な住宅の整備・活用（公的賃貸住宅や民
間賃貸住宅等の整備・活用、UDの導入など）

子育て世帯・高齢者世帯
主な意見
・サービス付き高齢者住宅（以下、「サ高住」）は、札幌
及びその近郊だけではなく、全道展開するとともに、
サービス提供者や介護施設などと連携すべき。
・サ高住事業に進出しやすいインセンティブ等が必要。
・自分の住宅だけでなく、地域に住み続けられることが
大事であり、住替えの居住者負担も考慮すべき。

論点 子育てしやすい環境を求める子育て世帯や、地域
で安心して健康に暮らせる環境を求める高齢者世帯
など、各世帯が抱える課題の解決のためには、どのよ
うな住まい・支援が求められているか。
テーマ（目標案）
子育てしやすく、住み続けられる暮らしの実現
施策検討の方向性（案）
①子育て・高齢者世帯の入居・居住（情報提供・相談体制の
充実など）

②安全安心で良質な住宅の整備・活用（公的賃貸住宅や民
間賃貸住宅等の整備・活用、サービス付き高齢者向け住宅の供
給・全道展開の促進、UD+αなど）

③住み慣れた地域での住替え支援（福祉や介護施設への住
替え支援、子育て世帯と高齢者世帯間の住宅ストックと居住ニー
ズのミスマッチの解消）

多様な居住者
主な意見
・人口減少の課題対策としての移住定住のみでなく、居
住者側のメリットを打ち出す施策が大事。
・もっと住みやすいということを道外の方にPR してはどう
か。
・コロナの影響などで社会の動きが変わった場合、空き
家や別荘などの活用の仕方が変わるかもしれない。

論点 居住者の利益の擁護と増進を図るとともに、住まい
の多様なニーズに対応するためには、どのような情
報・サービス（入居・居住）が求められているか。
テーマ（目標案）
多様な暮らしに対応できる暮らしの実現
施策検討の方向性（案）
①住宅の維持管理やトラブル回避、意識啓発などを図る
ための住宅購入者やサービスの享受者に対する情報提
供、住教育（住宅のトラブル回避や維持管理の促進など）
②多様な居住者のための情報提供・サービスの活性化（体
験移住、サブスクリプションサービスや空き家活用など）

③多様な住生活の実現に向けた住まい・住環境の検討（リ
モートワーク、シェアハウス、コワーキングスペースなどの、多様な
住まい・暮らしの実現に向けた公営住宅等への導入検討など）
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防災・まちづくりからの視点
※赤：主なご意見

防災・復興
主な意見
・胆振東部地震の際に、農家の方が家畜のために応急
仮設住宅へ入居せず、トレーラーハウスで生活してい
た。（第一次産業の方のためなど）北海道の特性を踏
まえた、災害対策を検討すべき。
・安心して暮らすためにも、除雪の問題を解決していく
ことが必要。
・北海道特有の「雪」の問題を取り上げて、検討すべき。
・防災対応拠点の整備について、建物単体で解決しよ
うとするのではなく、まち全体の防災計画を考えたとき
に、どこに避難ビルが必要かなど、面的な広い視点を
重視した方がよい。
・防災対策をどこまでの水準で実施するのか、線引き
が必要。

論点 激甚化・頻発化する自然災害などに対応し、安全
安心で強靭な住まい・まちづくりのために、事前の備え
と事後の対策には、どのような住まい、住環境が求め
られるか。
テーマ（目標案）
安全安心で災害に強い住生活の実現
施策検討の方向性（案）
①住宅・住宅地における防災対策（耐震などの住宅性能、災
害リスクが低い地域への誘導、雪害対策など）

➁公営住宅等における災害対応拠点機能の整備（避難
所・蓄電池・防災備蓄倉庫など）

➂円滑な応急仮設住宅などの供給に向けた仕組みづくり
（供給体制の構築など）

➃災害時の迅速な建物被害状況調査（応急危険度判定な
ど）

⑤災害時の迅速な住宅確保（応急仮設住宅・恒久的応急住
宅・みなし公営住宅など）

⑥災害後の被災地への住宅における復興支援（災害公営
住宅・改良住宅の整備支援、地域復興など）

住環境
主な意見
・住み続けたい、住み続けられる住環境について、交通
や買い物、医療環境等の利便性などを含めて検討す
べき。
・今後の人口減少などに対応して、町を柔軟に対応さ
せることが大きな課題。

論点 利便性や心地よさなどの魅力を備え、経済や環境
の観点からも住み続けられる住環境として、何が求め
られているか。
テーマ（目標案）
持続可能で賑わいのある住環境の形成
施策検討の方向性（案）
①市街地の衰退・スポンジ化問題などの解決に寄与する
コンパクトなまちづくり（公営住宅等の集約建替、空き家・空き
地のエリアマネジメントなど）

②多様な暮らし方に対応できるまちづくり（地域のニーズに
あった用途地域の見直しや用途変更など）

③環境問題などの解決に寄与する持続可能なまちづくり
（低炭素化を図る地域材や省エネ機能の活用）

④安全安心で賑わいのある住環境の創出（生活拠点機能
（商業・医療・福祉）、生活支援機能（子育て・高齢者支援）、地
域機能（交流センター）の整備・向上）

地域コミュニティ
主な意見
・多世代の交流をマネジメントする人を配置するなど、ソ
フトの施策を検討すべき。
・外国人や高齢者を含めた多世代の共生を検討し早め
に取り組むべき。
・入居時だけでなく、入居後の地域との繋がりも重要。
人との繋がりがなければ社会から孤立する。集会所な
どを多面的に活用できるようなソフトの仕組みが大事。
・多世代共生住宅を推進するためには、理念の共有や
コミュニティマネジメントの重要性を理解した仕組みづ
くりが重要。
・共生を促進するような建物の配置計画やマネジメント
するような人材を配置することを検討すべき。

論点 地域住民等が支え合い、一人ひとりの生きがいと暮
らし、地域をともに創っていくためには、どのような地域
づくりや繋がりづくりが求められるか。
テーマ（目標案）
生きがい創出・暮らしの向上ができる地域コミュニティの
形成
施策検討の方向性（案）
①互助を促進し、賑わいのある地域づくり（コミュニティマネジ
メントの導入検討、地域交流の創出、福祉サービスとの連携、地
域共生社会・包括ケアとの連携など）

②差別・偏見なく、多様な世代が共生できる繋がりづくり（コ
ミュニティーミックスの住宅配置計画など）
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ストックからの視点
※赤：主なご意見

新たに供給される住宅
主な意見
・地域材（道内産木材）の活用については、使用量（需
要量）の見通しがあれば、活用が進めやすいのではな
いか。
・北海道でのZEHの実現は難しいと思う。北海道で取り組
めることを記載すべき。
・これまで、賃貸住宅は持ち家を取得するまでの「仮の
住まい」のような位置づけだったが、今後は、賃貸住宅
の質を高め、持ち家と賃貸住宅の供給の量と質のバラ
ンスを検討すべき。
・良質な民間賃貸住宅を建てて長く使う発想がなければ、
質の低いものを建てては壊すことの繰り返しになり、居
住者の満足度は低いままである。民間賃貸住宅の質
の向上は急務である。
・現在の技術力から見て、今は住宅の質を向上させるタ
イミングで、勝負のしどろである。
・民間賃貸住宅については、発注者のバリアフリー、ユニ
バーサルデザインへの意識の向上が大事である。発注
者が住宅事業者にきちんと考えるよう要請できる環境
が必要である。

論点 積雪寒冷の北海道にふさわしい住宅の「質」（性能・
機能、健康などの価値）はどのようにあるべきか。
テーマ（目標案）
住まい手のニーズや社会的要請に応える北海道らし
い住まいづくりの推進
施策検討の方向性（案）
① 積雪寒冷な気候への対応やバリアフリー、健康などの
住まい手のニーズを踏まえた北海道らしい住まいづくり
の推進
② 地域材の活用や省エネルギー、カーボン・ゼロ（カー
ボン・ニュートラル）などの社会的要請を踏まえた住ま
いづくりの推進
③ 民間賃貸共同住宅の質（省エネルギー性能、快適
性）の向上や、地域の施策課題に対応した公営住宅
等の整備など、良質な賃貸共同住宅の整備の推進

既存の住宅
主な意見
・これまで、賃貸は持ち家取得までの過程であったが、
循環の形を変えることを図り、これからは賃貸住宅の質
を高めるなど、住宅の供給と質のバランス、持家と賃貸
の両方を見ながら検討すべき。
・民間賃貸住宅の質の向上は急務で重要。
・これまでに建てられた民間賃貸住宅を、いかにして今
の技術や基準に持っていけるのかが非常に大事。

論点 人口や世帯数の減少が進み、住宅が余る中で、空
き家を含む住宅ストックの質をどのように維持し、引き
上げ、どのように活用していくか。
テーマ（目標案）
住宅リフォームなどによる住宅の質の維持、向上と、
空き家を含む住宅ストックの流通、活用の促進

施策検討の方向性（案）
① 既存住宅の性能等の確認や評価（インスペクション）
・分譲マンションの管理の適正化について、マンション管
などによる住宅ストックの流通の促進
理組合のための災害時の対応などマニュアルがあれば、 ② 性能向上リフォームの推進などによる住宅ストックの
良いと思う。
質の維持・向上、活用の促進
・マンション管理組合どうしで、問題や解決方法の情報
③ 空き家等対策の推進
共有できる場があるとよい。
④ 分譲マンションの管理の適正化の推進や、公営住宅
ストック等の活用、円滑な建替の推進
・利活用できる空き家と危険な空き家は分けて考えるべ
き。都市と地方でも活用の仕方は異なる。
・地域住民の交流の場としての空き家を活用し、地域活
性化を図れる。
・建設工事の作業員の宿泊先などとする、一時的な利
用として、空き家の利活用ができると良い。
・魅力があり、住みたいと思えるモデル的な空き家のリノ
ベーション事例ができると、関心を引くことができると思
う。
・所有者を探すことや行政代執行の除却のための特定
空家認定のルールづくりが課題。
・解体費を行政で負担することについて、公平性に欠け
る。除却できないことを立証する仕組みづくりが必要。
・住宅の解体について、よいものを使っている古い住宅
などは、材料の転用や需要などを考慮して費用軽減が
できないか。SDGsの観点からも進めていただきたい。
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※赤：主なご意見

新規の供給を支える事業者
主な意見
・プレハブ化やプレキャストコンクリート等で省力化を進
め、生産性を高めている一方で、若い世代の従業者
が増えてほしいとも考えている。
・大工の減少を防ぐためには、低コスト・大量生産を
行っている住宅メーカーにも協力を求める必要がある
のではないか。
・高度な技術により住宅がメンテナンスフリーになり、地
域の大工がいなくなる。これまでの関係に代わるもの
を議論したい。
・ユニバーサルデザインに関する技術者の理解がまだ
十分ではないと思う。技術者向けの研修会や勉強会
で、ユニバーサルデザインについて知ってもらえる機
会を作ってほしい。
・札幌圏だけでなく地方において、住宅の質の向上に
関わる専門技術者を育成するために、振興局などを
活用して、地方でも満遍なく専門的なサポートを受け
ることができる体制を作ってほしい。

事業者からの視点

論点 大工などの専門職や就労人口の減少、高齢化が
進む中で、地域で安心して住宅を建てることができる
住宅生産体制や技術力をどのように維持し、向上を
図るか。
テーマ（目標案）
地域における住宅生産体制の維持と住宅生産に係る
技術力の維持、向上
施策検討の方向性（案）
① 優良な住宅事業者の登録、公開など、安心して住宅
を建てることができる環境の整備
② ICTの導入や専門職の多能工化などによる住宅生産
の合理化・効率化や、住教育などによる人材・担い手
の育成など、地域における住宅生産体制の維持
③ 北海道らしい住まいづくりを支える技術力の維持、向
上

ストックの活用等を支える事業者
主な意見
・ストックを維持し、メンテナンスをいかに行っていくかと
いう視点を持ってもよいと思う。

論点 住宅ストックの活用や流通、質の向上を支える事業
者や環境をどのように維持するか。
テーマ（目標案）
住宅ストックの円滑な流通や機能の維持、向上を支
える環境の整備
施策検討の方向性（案）
① 既存住宅の検査や評価、宅地建物の取引など、住
宅ストックの円滑な流通を支える事業者や環境の確保
② 住宅リフォームなど、住宅ストックの質の維持、向上を
支える事業者や環境の確保

住生活を支える事業者等
主な意見
・貸す側への周知・啓蒙など、行政や民間と併せて続
けることが必要。
・障がい者などの入居拒否の理由である差別や偏見を
なくし、理解してもらうことが必要。
・住まい手の支援とともに、賃貸リスク低減などの貸す
側の支援も検討が必要。
・制度の周知だけでなく、事業者への研修や事業検討
を促すことが必要。
・貸す側・借りる側の間に民間事業者が入り、課題解決
する取組も支援すべき。

論点 住宅への入居の支援、高齢者等の見守りや介護・
支援、新たな暮らし方・住まい方のニーズに対応した
サービスなど、住生活に関わるサービスとどのように連
携するか。
テーマ（目標案）
住生活に関わる支援や新たなニーズに対応したサー
ビスに取り組む多様な事業者と連携した住まいづくり
施策検討の方向性（案）
① 住宅確保要配慮者に対する居住支援活動の拡充や、
高齢者や障がい者、子育て世帯など多様な世帯の住
生活に関わる支援の拡充
② 住宅のシェア、サブスクリプション型居住サービスなど、
新たな暮らし方・住まい方のニーズに対応した住生活
サービスとの連携
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資料３
北海道高齢者居住安定確保計画について
「北海道高齢者居住安定確保計画」の位置付け
上位計画
北海道総合計画

（平成２８年度～平成３７年度）

長期的な展望に立って、道の「めざす姿」とその実現に向けた「政策展開の方向」を総合的に示す計画

【住宅政策】
北海道住生活基本計画

【高齢者福祉政策】
第7期北海道高齢者保健福祉計画
・介護保険事業支援計画 （平成３０年度～平成３２年度）

（平成２８年度～平成３７年度）

住宅セーフティネットの構築や住宅
のバリアフリー化に係る施策を展開
する住生活基本法に基づく計画

連携

老人ホームの整備等の施策を展開する、老人福祉法
に基づく老人福祉計画と、介護サービス基盤の整備等
の施策を展開する、介護保険法に基づく介護保険事
業支援計画を一体とした計画

高齢者の居住の安定確保に関する法律
高齢者の居住の安定確保
に関する法律

北海道高齢者居住安定確保計画
※法４条(基本方針に基づき計画を策定)

高齢者の居住の安定の確
保に関する基本的な方針
※法３条

高齢者の住まいの問題は、両政策にまたがるものであり、建
物という「ハード」とサービスという「ソフト」を一体的にとらえ 連携
て、住民本位の立場から、住宅政策と福祉政策の緊密な連
携のもとに取り組む必要がある。
高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な計画として、
高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）に
基づき、平成２４年度に策定してからこれまでに３度（３年ごと）
にわたり見直しを行ってきた。

市町村計画

（以下、「高齢者住まい法」）

高齢者住まい法について
目的（法１条）
この法律は、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環
境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃
貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安
定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高
齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

国及び地方公共団体の責務（法２条）
国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

基本方針（法３条）
国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本的な方針を定めなければならない。

都道府県高齢者居住安定確保計画（法４条）
都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(都
道府県高齢者居住安定確保計画)を定めることができる。
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北海道高齢者居住安定確保計画について
「北海道高齢者居住安定確保計画」（平成30年度～平成３２年度）の概要
基本目標

※参考資料２

具体的な施策
サ高住の適切な供給

【基本目標１】（ハード）
高齢者のニーズに応じた多様
な住まいづくり

特別養護老人ホーム等の整備促進
公的賃貸住宅による高齢者の住宅セーフティネットの形成
高齢者が安心して暮らせる環境づくり

【基本目標２】（ソフト）
身近な地域で高齢者が長く暮
らせる環境づくり
【基本目標３】（体制）
高齢者の居住の安定確保に
向けた体制の確保
計画期間

地域における生活支援体制の充実
在宅生活を支えるサービス提供基盤の充実
相談・情報提供体制の充実
関連分野の連携

計画期間は平成３０年度～３２年度の３年間を基本とするが、法制度などに大きな変
更があった場合には適宜見直す。

「北海道高齢者居住安定確保計画」の見直しスケジュール

12

計画策定・
決定
令和３年 月
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10

計画案の意見聴取
令和３年 月

10

市町村意見聴取
令和３年 月

10

パブリックコメント
令和３年 月

計画素案の意見聴取
令和３年 月

第８期北海道高齢者保健福祉計画
・介護保険事業支援計画 策定
令和３年３月

見直しに関する意見聴取
令和３年２月 日

18

12

空き家等対策に関する取組方針（見直し素案）【概要】

資料４－１
資料４-１

１ 策定の目的
本道における空き家等対策の現状や新たな課題を踏まえ、平成27年に策定した本方針
を見直し、道における今後の空き家等対策の取組の方向性と内容を定める。
14.1%

500,000 戸

２ 現状と課題

400,000

○ 空き家総数は減少に転じたものの、住宅
市場に流通しない空き家は一貫して増加し
ている。

12.0%

300,000
200,000

6.0%

100,000

3.0%

0
H10
H15
二次的住宅

その他の住宅

H20

0.0%
H25
H30
賃貸・売買用の住宅
空き家率

空き家の内訳と空き家率の推移（住宅・土地統計調査）

これまでの取組
取組

15.0%

139,500157,300
35.9% 41.4% 9.0%

○ 将来空き家になる可能性が高い、いわゆ
る「空き家予備軍」は増加する傾向にある。
○

13.5%

内容や成果

今後の課題

北海道空き家情報バンクの
開設、運営

取扱・成約件数は増加、道
外からのアクセスが多い

空き家等のニーズとのマッ
チングや、掲載情報の拡充

モデル市町村の支援

空家等対策計画策定モデル
市町村に専門家を派遣

市町村で不足する専門的知
識等に対する支援が必要

空き家等対策の手引き等の
作成

空き家等対策の手引き等を
作成し、市町村に配布

市町村で不足する専門的知
識等に対する支援が必要

空き家相談会の開催

遠隔地に居住する所有者等
と市町村、専門家の相談会

貴重な相談の機会であり、
継続して開催が必要

空き家等対策連絡会議の
開催

空き家等対策に関する情報
を市町村や関係団体と共有

取組事例などを市町村と共
有するため継続して開催

大規模空き建築物に関する
意見交換会の開催

大規模空き建築物対策に取
り組む市町村が意見交換

対策等の情報を市町村と共
有するため継続して開催

空き家ガイドブックの作成、
配布

所有者向けの意識啓発資料
として作成し配布

いわゆる「空き家予備軍」
の意識啓発などのため継続

○ 市町村における取組状況等の調査では、所有者等の責任意識の低さ、人員・予算や専門
的知識の不足、専門家等との連携などが課題として認識されている。
○

新たな課題に対応した取組事例として、
・いわゆる「空き家予備軍」の増加への
対応として、所有者等の意識の向上や
相談などのための人材の育成
・サテライトオフィスなど幅広い用途で
の活用や古民家の活用

などが取り組まれている一方、大規模空き
建築物への対応では、複雑な権利関係や除
却費等の増嵩、費用回収の困難さなどが課ー13ー
題となっている。

空き家を活用したサテライトオフィス
（徳島県神山町）

３ 取組の方向性
○

継続して取り組むものとして、

・市町村空家等対策計画の策定促進
・危険な状態にある空き家等の除却の促進
○

など

新たな課題に対応した取組として、
・所有者等の意識啓発や調査・相談への対応など、「増加する空き家や、いわゆる『空
き家予備軍』への対応」
・空き家のニーズの募集とマッチング、性能向上リフォームなどの推進、幅広い用途で
の活用など、「さらなる空き家等の活用の促進と人材等の育成」
・大規模空き建築物に関する取組事例などの情報収集と市町村との共有、国に対する制
度拡充の要望・提案など、「大規模空き建築物の対策」

４ 道の役割
○

空き家等対策に関する情報収集や会議等を通じた情報共有など、市町村の支援

○

道内全域を対象とする取組や市町村間の調整など、広域自治体としての役割

○

国、他都府県・道外地域、関係団体等との調整、連携

５ 具体的な取組
項目

取組

概要

北海道空き家情報バンクの
運営
空き家等の活用の
促進

市町村への支援

拡充

掲載情報の拡充やニーズの募集、
マッチングなど

住宅ストックとしての活用の
拡充
促進

流通するための調査や性能向上リ
フォームなどの推進

住宅以外の幅広い用途での活用の
促進、古民家の活用の促進 拡充

サテライトオフィスなど幅広い用
途での活用事例や古民家の活用事
例などの情報収集と共有

人材・担い手の育成の支援

空き家の相談・調査に対応するマ
ニュアルの作成と研修会等の開催

新規

空き家相談会の開催

都市部での空き家相談会の開催

市町村空き家等対策相談会の
新規
開催

市町村が対応に苦慮している問題
に対し専門家等と連携して助言

空き家等対策連絡会議の開催

市町村等を参集した会議の開催

大規模空き建築物対策の
支援

拡充

市町村空家等対策計画の策定促進、
危険な状態にある空き家等の除却
促進、国への予算要望、制度提案

継続する取組

道民への周知・
啓発

対策事例などの情報収集と共有、
国への提案・要望

新規

所有者等に対する効果的な意識啓
発のための広報資材などの開発

ガイドブックの作成・更新、配布

ガイドブックの作成・更新、配布

所有者等に対する意識啓発
ー14ー

資料４－２
資料４-２

空き家等対策に関する取組方針
見直し素案

令和 年（ 年） 月
北海道
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１ 策定の目的
道では、平成 27 年 5 月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、住宅ス
トックの循環利用や生活環境の保全に向けて、空き家等の有効な活用などに取り組むとともに、市町
村の空き家等対策を積極的に支援することを目的として、同年 12 月に「空き家等対策に関する取組
方針」を定め、取組を進めてきたところです。
国の平成 30 年住宅・土地統計調査では、本道の空き家戸数の割合は減少したものの、別荘など
の二次的住宅や売却・賃貸用の住宅などではない、住宅市場に流通しない空き家が増加しており、こ
れらの空き家の所有者等に対しては、空き家の適切な管理を促す必要があります。
また、高齢単身世帯や高齢者のみの夫婦世帯が居住する戸建て住宅など、将来、住み替えなどに
より空き家になる可能性がある、いわゆる「空き家予備軍」は増加傾向にあり、こうした住宅の所有者等
に対しても意識啓発が必要です。
一方、全国では、空き家の除却や住宅としての活用だけでなく、宿泊施設やサテライトオフィスなどと
して活用される事例など、空き家等を幅広い用途で活用した事例が見られるとともに、コロナ禍による
様々な変化により、地方への移住に対する関心の高まりやテレワークの普及、ワーケーションの推進な
ど、地方の空き家等に対するニーズにも変化が見られます。
このほか、地域経済の低迷等により生じた空きビルなどの大規模空き建築物では、所有権等が輻輳
したケースが多く、除却や活用に向けて所有者等の特定のための調査や調整が困難であるといった課
題があるほか、アスベストや PCB（ポリ塩化ビフェニル）などの有害物質を含んだ建材、建築設備などが
使用されており、除却に要する費用が増嵩するといった問題が生じており、市町村においてはその対応
に苦慮しているところです。
このような本道における空き家等対策の現状や新たな課題を踏まえ、平成 27 年に策定した本方針
を見直し、道における今後の空き家等対策の取組の方向性と内容を定めることとします。
なお、この方針に基づく取組は、「持続可能な開発目標」（SDGｓ）のゴール 11（ターゲット 11.3）＊の
達成に資するものです。

ー19ー

＊持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）
2015 年 9 月に国連サミットで採択された、先進国を含む
2030 年までの国際社会全体の開発目標であり、17 のゴール
（目標）とその下位目標である 169 のターゲットから構成されま
す。すべての関係者（先進国、途上国、民間企業、NGO、有識
者等）の役割を重視し、「誰一人取り残さない」社会の実現を目
指して、経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題に統合的に取り
組むこととしています。
ゴール 11 は、都市及び人間の居住地を包摂的、安全、レジ
リエントかつ持続可能にすることを目標としており、ターゲット 11.3
は、2030 年までに、すべての国で、包摂的かつ持続可能な都
市化を促進し、だれもが参加でき、差別がない持続可能な人間の居住について、計画・管理する
能力を強化することを目標としています。
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２ 現状と課題
（１）空き家等の現状、動向
１）空き家の総数
5 年ごとに行われている国の住宅・土地統計調査（総務省）によれば、道内の空き家戸数は、平
成 30 年で 379,800 戸となっており、平成 25 年の調査と比較すると 8,400 戸減少しています。
また、住宅総数に占める空き家の割合（空き家率）についても、平成 30 年は 13.5％で、25 年の
調査と比較すると 0.6 ポイント減少しています。（グラフ 1）
２）「その他の住宅」の状況
同じく、住宅・土地統計調査よると、空き家のうち、別荘などの二次的住宅、賃貸用や売却用の
住宅を除く、住宅市場に流通しない「その他の住宅」の戸数は、平成 30 年で 157,300 戸となってお
り、平成 25 年の調査と比較すると 17,800 戸増加しています。（グラフ 1）
また、空き家に占める「その他の住宅」の割合についても、平成 30 年は 41.4％で、平成 25 年の
調査と比較すると 5.5 ポイント増加しています。（グラフ 1）
「その他の住宅」は、住宅市場に流通しておらず人が住まない状況が長期にわたり継続するおそ
れがあるため、所有者等により適切な管理が行われる必要があります。

500,000

戸

14.1%

13.5%

15.0%

450,000
400,000

12.0%

350,000

139,500
157,300
35.9%
41.4%

300,000
250,000

200,000

9.0%

6.0%

150,000
100,000

3.0%

50,000
0

0.0%
S58

S63

二次的住宅

H5

H10

賃貸・売買用の住宅

H15

H20

H25

その他の住宅

H30
空き家率

グラフ 1 空き家の内訳と空き家率の推移（住宅・土地統計調査（総務省））

（建て方・構造）
「その他の住宅」のうち木造の一戸建て住宅は、平成 30 年で 88,800 戸となっており、「その他の
住宅」の 56.5％を占めています。
同じく、共同住宅は、平成 30 年で 53,200 戸となっており、33.8％を占めています。（グラフ 2）
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一戸建（非木造）
1,200 長屋建
0.8%
12,800
8.1%

賃貸・売却用の住宅
213,600
56.2%
その他の住宅
157,300
41.4%

一戸建（木造）
88,800
56.5%

二次的住宅
8,900
2.3%

共同住宅
53,200
33.8%
その他
1,300
0.8%

「その他の住宅」の内訳

グラフ 2 その他の住宅の建て方・構造の内訳（H30 住宅・土地統計調査（総務省））
（腐朽・破損の状況）
「その他の住宅」について、主要な構造部分などの腐朽・破損の状況を見ると、空き家全体のうち
腐朽・破損がある住宅の割合は 23.7％であるのに対し、「その他の住宅」では 29.4％とやや高くなっ
ており、人が住まず、住宅市場にも流通していないため、管理が不十分になりがちな状況が見受けら
れます。（グラフ 3）

腐朽・破損あり
89,900
23.7%

腐朽・破損あり
46,300
29.4%

空き家全体

腐朽・破損なし
289,900
76.3%

その他の住宅

腐朽・破損なし
111,000
70.6%

グラフ 3 腐朽・破損の状況（H30 住宅・土地統計調査（総務省））
３）一戸建て住宅に居住する 65 歳以上の者のみの世帯の状況
住宅・土地統計調査によれば、道内で一戸建て住宅に居住する 65 歳以上の者のみの世帯は、
平成 30 年の調査で 430,100 世帯となっており、20 年前と比較して約 2.3 倍になっています。
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また、主世帯に占める割合も 17.7％で、20 年前と比較して約 2 倍となったほか、全国での割合
の 15.5％を上回っています。（グラフ 4）
65 歳以上の高齢者のみで構成される世帯が居住する一戸建て住宅は、将来、住み替えなどに
より空き家になる可能性が高い、いわゆる「空き家予備軍」であると考えられ、所有者等に対しては、
住宅の処分や適切な管理のほか、所有者等を特定するため相続登記を確実に行っていただくなど
意識啓発を図る必要があります。
千世帯

千世帯
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60,000
50,000

7,197

2,400

8,292

2,000

40,000
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H25
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H25

H10
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65歳以上の者のみの世帯
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15.5%
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65歳以上の者のみの世帯
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H30

92.0%

H15

64歳以下の者を含む世帯

H30

91.3%

84.5%

全国

82.3%

北海道

グラフ 4 一戸建て住宅に居住する高齢者のみの世帯の推移（住宅・土地統計調査（総務省））
（２）空家等対策の推進に関する特別措置法の概要
国では、空き家の増加や市町村における空家条例の制定などの動きを踏まえ、平成 26 年 11 月に
「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「法」という。）を公布し、平成 27 年 5 月に施行しまし
た。
法では、倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態や、著しく衛生上有害となるおそれのある状
態にある空き家を「特定空家等」として定義し、措置の実施のための立入調査や、必要な措置を講じるよ
う指導、勧告、命令を行い、さらには代執行の措置を講じることができることとしています。
また、空き家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用ができることとしています。
法の附則では、施行 5 年経過後に、施行状況を勘案して検討等を行うとされており、国では、法制度
の見直しについて、施行状況を調査し、検討を進めているところです。
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空家等対策の推進に関する特別措置法（概要）

※国土交通省資料に基づき作成

公布：平成 26 年 11 月 27 日、施行：平成 27 年 5 月 26 日（特定空家等に対する措置の規定）

背景
○ 適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響
を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のための対応
が必要（1 条）

定義
○ 「空家等」とは、建築物又はこれに附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
が常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。
ただし、国又は地方公共団体が所有し又は管理するものを除く。（2 条 1 項）
○ 「特定空家等」とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 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
にある空家等をいう。（2 条 2 項）

施策の概要
空家等
○ 基本方針・計画の策定等
・国は、空家等に関する施策の基本方針を策定（5 条）
・市町村は、国の基本方針に即した、空家等対策計画を策定（6 条）、協議会を設置（7 条）
・都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助（8 条）
○ 空家等についての情報収集
・市町村長は、法律で規定する限度において、空家等への立入調査が可能（9 条）
・市町村長は、空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用が可能（10 条）
・市町村は、空家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力（11 条）
○ 空家等及びその跡地の活用
・市町村による空家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施
（13 条）
○ 財政上の措置及び税制上の措置等
・市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策
の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う（15 条 1 項）
・このほか、今後必要な税制上の措置等を行う（15 条 2 項）
特定空家等
○ 特定空家等に対する措置
・特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可
能。
・さらに要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能（14 条）

見直しについて
○ 施行 5 年経過後に、施行状況を勘案して検討等を行う（附則）
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（３）道におけるこれまでの取組
道では、平成 27 年 12 月に「空き家等対策に関する取組方針」を定め、空き家対策に取り組んで
きたところです。
以下では、これまでの取組を総括するとともに、今後の課題について整理します。
１）北海道空き家情報バンクの開設、運営
道では、平成 28 年に「北海道空き家情報バンク」を開設し、運営しています。空き家情報バンク
では、売買や賃貸を希望する空き家等の情報を掲載し、インターネット上で閲覧できるようにすること
により、活用につなげています。
空き家情報バンクでの取扱物件数、契約成立数はともに増加しており、本道における空き家等の
活用の促進において、一定の役割を果たしています（表 1）。
表 1 北海道空き家情報バンク 登録取扱状況
年度

延取扱物件数

新規取扱物件数

契約成立物件数

取下等物件数

売買

賃貸

合計

売買

賃貸

合計

売買

賃貸

合計

売買

賃貸

合計

H28

432

35

467

432

35

467

64

11

75

16

2

18

H29

529

90

619

177

68

245

114

30

144

16

2

18

H30

574

122

696

175

64

239

117

58

175

28

5

33

R1

649

122

771

220

63

283

117

47

164

26

4

30

※土地と建物の合計
※表の見方＝延取扱物件数から契約成立物件数と取下等物件数を引き、次年度の新規取扱物件数を加えると、次年度の
延取扱物件数となる。
例）
H28 延取扱物件数 467－H28 契約成立物件数 75－H28 取下等物件数 18＋H29 新規取扱物件数 245 件
＝H29 延取扱物件数 619 件

14,000
総数

道内

道外

その他（海外、不明）

12,000
10,000

10,761

8,000
6,000
4,000
2,000
H28.4
5
6
7
8
9
10
11
12
H29.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
H30.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
H31.1
2
3
4
R1.5
6
7
8
9
10
11
12
R2.1
2
3
4
5
6
7

0

グラフ 5 北海道空き家情報バンクの月別アクセス数の推移
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また、空き家情報バンクのアクセス数は増加しており、特に道外からのアクセスが過半を占めてい
ることから、本道への移住などを検討するにあたり、閲覧されていることが考えられます（グラフ 5）。
（今後の課題）
空き家等の活用の促進に向けては、空き家等を活用したいというニーズを募り、空き家等とのマッ
チングを行うなど、積極的に活用につなげる仕組みや取組を検討する必要があります。
また、北海道への移住に関心がある道外居住者がサイトにアクセスしていると考えられることから、
引き続き移住施策との連携を進め、移住や住宅取得等の支援などに関わる地域の情報をより一層、
効果的に発信することが必要です。
２）モデル市町村の支援（アドバイザー等の派遣）
市町村では国の基本方針に則した空家等対策計画を策定することができるとされていますが、計
画の策定を促進するため、平成 28 年度からモデル市町村を公募し、計画策定の支援を実施しまし
た。
支援では、法務や不動産、建築等の専門家をアドバイザーとして派遣しました。
モデル市町村として選定したのは（平成 28、29 年度）、鷹栖町、知内町、本別町、浦河町、富良
野市、紋別市です。
（今後の課題）
市町村では職員の不足のほか、専門知識や経験の不足などを課題として挙げており、引き続き、
空き家対策等の手引きの作成や技術資料、情報の提供などの支援が必要です。
３）空き家等対策の手引き等の作成
モデル市町村での取組を踏まえ、市町村空家等対策計画の作成において参考となる事項や空
き家等対策の取組事例などを取りまとめ、「空き家等対策の手引き」を作成し、市町村に周知を図り
ました。
また、積雪などの北海道の地域特性を加味し、市町村が特定空家等を判断するための基準のチ
ェックシート化を行った「市町村による特定空家の判断の手引き」を作成し、同じく市町村に周知しま
した。
（今後の課題）
前項と同様に、引き続き、「空き家対策等の手引き」の作成や技術資料、情報の提供などの支援
が必要です。
４）空き家相談会の開催
市町村外に居住する空き家の所有者等が、空き家が所在する市町村の担当者のほか、建築士、
宅地建物取引士、司法書士、金融機関担当者などに、空き家の処分や相続などについて相談する
「空き家相談会」を、札幌市などの都市部において開催しています（表 2）。
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表 2 令和元年度までの空き家相談会の開催状況
年度

会場

相談件数

H29

4 会場（札幌市、函館市、旭川市、帯広市）

46 件

H30

2 会場（札幌市、帯広市）

47 件

R1

2 会場（札幌市、函館市）

28 件

令和元年度までの相談件数 121 件のうち、27 件が解決に至っています。
この中では、遠隔地に居住しており、空き家がある市町村で相談することが難しかった相談者の参
加や無料で専門家に相談できることから参加したという相談者が見られました。
また、相続登記や概算の解体費、費用の回収方法などについて、宅地建物取引士や司法書士
から助言があったことにより、解決に至ったケースが見られました。
（今後の課題）
遠隔地に居住する空き家所有者等と空き家がある市町村が相談を行う貴重な機会であり、その
提供のほか、専門家による助言など、市町村に対する支援として重要であることから、今後も継続し
て開催する必要があります。
５）空き家等対策連絡会議の開催
空き家対策に関する各種の取組事例や制度などについて、情報共有と意見交換を図ることを目
的として、市町村や宅地建物取引業協会など関係団体を参集し、開催しています（表 3）。
空き家等対策に関する事例などの情報の共有を図る場であり、市町村に対する支援として重要で
す。
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表 3 空き家等対策連絡会議の開催状況
年度
H27

開催日

概要

1 0 月 6 日 ・「空き家」と相続物件、法人の清算（弁護士）
・道の取組方針素案、空き家情報バンクなど

参加者数
100 市町村
152 名

2 月 2 3 日 ・「空き家等対策に関する取組方針」、「北海道空き 82 市町村
家情報バンク」について

139 名

・空き家等対策に関する相談体制等について
H28

6 月 3 日

・北海道空き家情報バンクの現状と今後の方向性

93 市町村

・空き家対策Ｑ＆Ａ集（案）、「空き家ガイドブック」に 166 名参加
ついて
・空き家に対する取組（旭川市）
11 月 25 日

・空き家問題における司法書士の活用（札幌司法 70 市町村
書士会）

127 名参加

・市町村の空き家等対策事例
・国の空き家関係施策等について
2 月 2 1 日 ・空き家対策に関する行政書士の取組（北海道行 77 市町村
政書士会）

146 名参加

・空き家の除却、行政代執行について（室蘭市）
H29

7 月 2 5 日 ・「空き家等対策の手引き」について

86 市町村
160 名参加

12 月 15 日

・所有者不明等の空き家への対応策（川口市）

71 市町村

・専門家への相談会（同時開催）

144 名参加

3 月 2 0 日 ・道外先進地調査の報告

69 市町村
127 名参加

H30

7 月 2 6 日 ・所有者不明の予防及び財産管理人制度活用に 80 市町村
よる流通促進検討について（京丹後市）

141 名参加

2 月 1 2 日 ・財産管理人（清算人）による空き家等の整理（札 98 市町村
幌司法書士会）

164 名参加

・大規模建築物に関する対策について
R1

7 月 2 4 日 ・空き家対策の推進のための制度等について（北海 74 市町村
道開発局）

142 名参加

・小さなまちならではのニーズ先取りー企画提案型
空き家流通加速化事業について（下川町）
2 月 1 9 日 ・人口減少社会のまちのデザインー空き家の活用 101 市町村
のコンテンツとマネジメント（コンサルタント）
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159 名参加

（今後の課題）
空き家等を取り巻く状況の変化や新たな課題を踏まえ、空き家等対策の制度や取組事例などの
情報を市町村と共有するため、継続して開催する必要があります。
６）大規模空き建築物に関する意見交換会の開催
空きビルなど管理不全となっている大規模空き建築物の現状や問題点などについて、情報共有
と意見交換を図ることを目的として、大規模空き建築物が所在し、意見交換を希望する市町村を参
集し、開催しています（表 4）。
大規模空き建築物への対応として、市町村間で情報の共有を図る場であり、市町村に対する支
援として重要です。
表 4 大規模空き建築物に関する意見交換会の開催状況
年度
R1

開催日

概要

参加者

5 月 3 1 日 ・「大規模空き建築物への対策に関する調査」の結 8 市
果説明
・各市町村事案・事例の情報提供、意見交換
2 月 1 9 日 ・略式代執行による除却事例の情報提供（室蘭市）

7市

・他県事例の紹介
・各市町村事案・事例の情報提供、意見交換
（今後の課題）
市町村が対応に苦慮している大規模空き建築物の現状や対応事例、方策の情報収集と共有を
図るため、継続して開催する必要があります。
７）空き家ガイドブックの作成、配布
「空き家等対策に関する取組方針」に基づき、道民への周知・啓発の一環として空き家ガイドブッ
クを平成 28 年度に作成し、令和元年度に改訂しました（図 1）。
ガイドブックについては、道や市町村の窓口などで配布しています。
ガイドブックは、空き家の現状や、管理・活用の必要性などをまとめた「全体編」、管理不全の空き
家がもたらす影響や管理・点検方法などをまとめた「管理編」、活用方法や活用事例をまとめた「活
用編」の三部を作成しており、空き家等に関する所有者向けの意識啓発資料として重要です。
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「北海道空き家バンク」のサイトに一覧を掲載していますので、ご覧ください。

http://www.hokkaido-akiya.com/soudan

30

30
8,900
213,200
155,800

88,000

1,20
12,200
53,200

1,200

令和元年８月

図 1 「空き家」ガイドブック（全体編）
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（今後の課題）
空き家の所有者等のほか、今後空き家になる可能性が高い、いわゆる「空き家予備軍」について、
所有者等に対する意識啓発を図るため、内容の見直しを行いながら、作成・更新と周知を図る必要
があります。
（４）市町村における取組と課題認識
１）空き家等対策に関する取組と課題認識
市町村が開設、運営する空き家バンクは 120 市町村（R2.5 末）で設置されています。それぞれの
設置から令和元年度末までの取扱件数の合計（累計）は 4,848 件で、このうち 3,014 件で売買また
は賃貸の契約が成立しています。
また、法に基づく空家等対策計画は、96 市町村で策定済みで、24 市町村で令和 2 年度策定予
定となっており、令和 2 年度末の市町村計画策定率は 67.0％となる見込み（R2.10 末時点）です
が、全国に比べて低い割合となっており、策定の促進が必要です。
（市町村における空き家等対策の取組状況等調査）
令和 2 年 6 月に、市町村における空き家等対策の取組状況と課題認識について調査を実施しま
した（回答 179 市町村）。
市町村では、条例の制定、除却やリフォーム、空き家取得に対する補助、空き家バンクの開設・
運営、相談会の開催などに取り組んでいます。
一方、所有者等の特定の困難さ、所有者等の責任意識の低さ（管理不全、相続未登記、相続放
棄など）、特定空家等の代執行に要した費用の回収の困難さ、人員・予算の不足、専門的知識の
不足、庁内や専門家との連携などを課題として認識しています。
また、将来空き家になる可能性が高い、いわゆる「空き家予備軍」への対応については、取組が
少ない状況です（グラフ 6～9、表 5～8）
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【適切な管理を促進するための施策】

施策を実施しておらず、予定もない
55市町村
31%

施策を実施している
94市町村
52%

施策を実施する予定
30市町村
17%
（実施している施策）

市町村数

1 所有者への助言・指導

37

2 ホームページ・広報誌への掲載やチラシの配布等

4

3 住宅改修・除却費用などに対する補助

3
18

4 講演会・セミナーなどの開催

5 空き家相談会の開催（道主催相談会への参加を含む）

32
33

6 その他

グラフ 6 適切な管理を促進するための施策（市町村照会結果）
表 5 適切な管理を促進するための施策 主な内容と成果・問題点、今後の課題（自由記入）
内容

・条例の制定、助言・指導
・住宅改修に係る助成
・空き家実態調査
・ホームページやパンフレットでの周知 など

成果・問題点

（成果）
・早期での空き家の発生とその所有者の把握
・条例により緊急保全措置などの対応が可能になったこと
・相談件数の増加 など
（問題点）
・通知に対して反応がないこと
・連絡がつかない所有者、相続人不存在の空き家への対応
・相続登記がなされていないこと など

今後の課題

・高齢化による空き家の増加
・相続放棄物件等への対応
・意識の向上、周知・啓発
・SNS などを活用した周知
・専門的なスキルの不足 など
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【空き家の活用を促進するための施策】
施策を実施しておらず、予定もない
39市町村
22%
施策を実施する予定
19市町村
11%

施策を実施している
121市町村
67%

市町村数

（実施している施策）

80

１ 空き家バンクを開設・運営（道バンクの利用を含む）
２ 空き家の取得・改修費用に対する補助

56

３ 不動産業者等と連携した相談体制の整備

7

４ 市町村が所有する空き家を改修し活用

1

５ その他

6

グラフ 7 空き家の活用を促進するための施策（市町村照会結果）
表 6 空き家の活用を促進するための施策 主な内容と成果・問題点、今後の課題（自由記入）
内容

・空き家バンクの開設
・空き家の取得や改修に係る助成
・セミナーや相談会の開催
・相談窓口の開設 など

成果・問題点

（成果）
・空き家バンクを通じた売買や賃貸の成約
・助成制度による空き家の流通
・移住者とのマッチング など
（問題点）
・空き家バンクへの登録が進んでいないこと、停滞していること
・活用が難しい長期空き家の存在
・複雑な問題を抱える空き家の対応 など

今後の課題

・財源の確保
・空き家バンクへの登録の促進
・所有者等に対する啓発、活用の促進
・制度等の周知 など
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【管理不全な空き家の除却を促進するための施策】

施策を実施しておらず、予定もない
56市町村
31%

施策を実施している
91市町村
51%

施策を実施する予定
32市町村
18%
（実施している施策）

市町村数

１ 特定空家等に指定し、助言・指導等を実施

14

２ 市町村所有の空家等を除却

0

３ 行政代執行又は略式代執行による除却

4
73

４ 所有者の除却費用を補助
21

５ その他

グラフ 8 管理不全な空き家の除却を促進するための施策（市町村照会結果）
表 7 管理不全な空き家の除却を促進するための施策 主な内容と成果・問題点、今後の課題（自由
記入）
内容

・空き家の除却に係る助成
・所有者等に対する通知、指導・助言
・条例に基づく代執行の実施
・融資制度の情報提供 など

成果・問題点

（成果）
・除却が進んでいること
・所有者等の意識の向上 など
（問題点）
・法的な対応に苦慮
・低額所得者への対応、（代執行などの）費用の回収が困難であること
・活用可能な空き家まで除却されてしまうこと など

今後の課題

・財源の確保
・税務課など庁内関係部局との連携との連携
・危険な空き家になる前の防止策が必要
・除却の増加に伴う空き地の増加 など
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【将来空き家になる可能性が高い住宅等（いわゆる空き家予備軍）に対する施策】
施策を実施している
45市町村
25%

施策を実施しておらず、予定もない
101市町村
56%

施策を実施する予定
33市町村
19%
市町村数

（実施している施策）
7

１ 相談体制の整備

20

２ 所有者への意識啓発（ホームページ、チラシ等）
３ 実態調査の実施

4

４ セミナー、相談会などの開催

7

５ その他

10

グラフ 9 将来空き家になる可能性が高い住宅等に対する施策（市町村照会結果）
表 8 将来空き家になる可能性が高い住宅等に対する施策 主な内容と成果・問題点、今後の課題
（自由記入）
内容

・相談体制の整備
・所有者に対する意識啓発
・セミナーの開催
・実態調査、アンケート調査の実施 など

成果・問題点

（成果）
・所有者等の意向の把握、意識の涵養
・空き家等の発生抑制 など
（問題点）
・制度等の周知
・効果が不明であること
・実際に空き家になるまで相談がないこと など

今後の課題

・相談窓口のワンストップ化
・所有者に対する意識啓発
・意向調査等の回収率の向上
・所有者と相続人の意思疎通 など
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２）大規模空き建築物について
市町村における空き家対策の取組状況と併せて、大規模空き建築物の状況についても照会しま
した。
大規模空き建築物があり、管理状況を把握している市町村は 19 市町村であり、これらの市町村
では、75 棟の大規模空き建築物のうち、23 棟（31％）が適切に管理されていないことを把握してい
ます（グラフ 10）。
大規模空き建築物の対策としては、所有者や代理人への連絡、司法書士との相談による対応の
検討などが取り組まれています（表 9）。
一方、大規模空き建築物はあるが、管理状況を把握していない市町村は 30 市町村であり、早急
に対応する必要性や要望がないこと、人員や予算が不足していることなどが、施策を実施しない理
由として挙げられています（表 10）。

【大規模空き建築物の把握状況】

大規模空き建築物があり、棟数・管理状況を
把握している, 19市町村, 10.6%

大規模空き建築物に該当する建築物はない,
130市町村, 72.6%

大規模空き建築物はあるが、棟
数・管理状況を把握していない,
30市町村, 16.8%

【大規模空き建築物の管理状況】（75棟）
適切に管理されていない
23棟
30.7%

適切に管理されている
52棟
69.3%

グラフ 10 大規模空き建築物の把握状況、管理状況（市町村照会結果）

ー36ー

表 9 大規模空き建築物対策 主な内容と成果・問題点、今後の課題（自由記入）
内容

・管理者、代表清算法人への指導
・相続人の調査
・司法書士への相談 など

成果・問題点

（成果）
・相続人と連絡がとれたこと など
（問題点）
・（外壁の剥落など）危険を回避することが困難であること
・倒産後の管理者の追跡、特定 など

今後の課題

・代執行にあたり権利関係への対応や手順など専門的なスキルが必要
・国や道の協力 など

表 10 大規模空き建築物対策を実施しない理由
・施策実施に関する要望がない。
・対応できるスタッフがいない。
・手だてが見つかっていない、ノウハウがない。
・措置費用が高額となり、多額の予算を必要とする。空き家除却が優先
・指導対象者が不存在
・所有者が責任をもって対応すべきことである など
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３）国土交通省所管事業による除却・活用等の件数・事業費の推移
国では、法に基づく国庫補助事業等により、市町村による空き家の除却や活用を支援しています。
事業では、空き家等の除却や活用を行おうとする所有者等に対する市町村の補助の一部に国費
を充てる間接補助などを行っており、道内では、除却や活用に補助を行う市町村の数や除却件数
は増加しています（表 11）。
表 11 空き家再生等推進事業（交付金）、空き家対策総合支援事業（補助金）の実績
除却
年度

市町村数

件数

活用
事業費

市町村数

件数

（百万円）

その他
事業費

市町村数

件数

（百万円）

事業費
（百万円）

H27

13

104

98

2

5

48

－

－

－

H28

16

113

123

2

2

71

4

4

12

H29

20

134

77

5

10

439

2

2

4

H30

25

206

65

3

7

109

4

4

7

R1

39

271

162

4

10

189

5

5

6

※「その他」には、実態調査や活用に当たっての設計委託などを含む。
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（５）新たな課題と取組
（いわゆる「空き家予備軍」の増加への対応）
高齢者のみが居住する一戸建て住宅が増加しており（4 ページ、グラフ 4 参照）、将来、住み替え
などにより空き家になる可能性が高い住宅、いわゆる「空き家予備軍」の増加に対応した取組が行
われています。
具体的には、相続登記を行うことや将来の維持管理、売買・貸借について検討することなど、住
宅等の所有者の責任・責務について、意識の向上などを図る取組などが挙げられます。
また、所有者不明土地の発生などが問題となっており、国では、不動産の相続登記が確実に行
われるよう不動産登記法の改正を検討しています。
このほか、相談や調査などに対応する人材の育成などの取組が見られます。
（事例）
○ お家長生きプロジェクト（徳島県神山町）
神山町移住交流支援センターでは、空き
家になる前に所有者等に自宅の活用につい
て考えてもらい、空き家になった際には活用
することを登録してもらう取組を実施していま
す。
登録した住宅は目印の木札「お家長生き
宣言」を見えるところに掲出してもらうこととし
ています。
また、活用に当たっては、移住交流支援セ
ンターが支援を行っています。
出典：神山町

○ 空き家調査員の育成と空き家トリアージ（鷹
栖町、北海道銀行、(株)三友システムアプレ
イザル）
上川総合振興局管内の鷹栖町では、北
海道銀行、(株)三友システムアプレイザルと
連携し、空き家調査員の育成と経済合理性
を加味した空き家トリアージを実施しました。
トリアージとは一般的には、大規模災害や
事故などで、搬送や手当を行う負傷者の優

出典：(株)三友システムアプレイザル

先順位をつけることを指し、空き家のトリアー
ジでは一般的には、空き家の安全性を評価し、活用を図るべきか除却すべきかを判断します。
(株)三友システムアプレイザルでは、空き家の安全性に加えて、市場性、経済合理性を評価
して、活用を図るべきか判断、助言する仕組みを導入しており、鷹栖町の取組では、空き家トリア
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ージを行う空き家調査員を育成し、空き家等の所有者に対する助言や空き家等の利用希望者
とのマッチングを行っています。
（幅広い活用）
ICT の発展や働き方改革などにより、働くことと住まうことの自由度が高まったことにより、空き家を
サテライトオフィスやリモートオフィスとして活用する取組や、サブスクリプションを組合せて空き家を
多地域居住拠点として活用する取組などが見られます。
また、空き家の活用について、幅広いアイディアと資金を募る（クラウドファンディング）取組や空き
家のニーズとのマッチングを行う取組などが見られます。
このほか、古民家の持つ歴史的・文化的価値を評価し活用する取組が挙げられます。
（事例）
○ ワークインレジデンス（徳島県神山町・NPO
法人グリーンバレー）
NPO 法人が、空き家を活用したアーティスト
の住み込み・創作活動の受け入れで蓄積した
ノウハウを活用し、空き家にサテライトオフィス
などを誘致する事業を行っています。
現在では、ICT 関連事業者などのサテライト
オフィスを中心に、様々な業種の人が移住

空き家を活用したサテライトオフィス

し、古民家などの空き家を活用しています。

出典：神山町

移住した人が新たな移住者を誘い込んでく
るという好循環が生じています。
○ サブスクリプションによる多地域居住拠点サービスの提供（(株)ADDress）
(株)ADDress では、定額の会費を納めるこ
とで、全国各地の空き家等を活用した居住拠
点を何カ所でも利用できるサブスクリプション
型多地域居住拠点のサービスを提供してい
ます。
サブスクリプションは、従量制ではなく、基
本的に定額で無制限のサービスを受けられる
仕組みです。
各居住拠点ではコワーキングスペースを設
けたり、家守と呼ばれる管理人が常駐し、各

予約画面
出典：(株)ADDress

地のイベントやアクティビティを紹介したり、地
域との交流を促したりしています。
様々な暮らし方や働き方をする利用者の間、利用者と地域との間で交流が生まれています。
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○ ハロー！RENOVATION（(株)エンジョイワークス）
クラウドファンディングによる空き家等の活
用プロジェクトの資金調達のほか、活用のアイ
ディアの募集など、空き家活用のためのプラッ
トフォームを構築しています。
所有する空き家等の提供、活用のための
資金等の投資・提供以外に、プロジェクトの運
営やアイディア提案などで、プロジェクトに参加

プロジェクト紹介画面

することも可能となっています。

出典：(株)エンジョイワークス

出資金に対する配当は金銭以外に、イベン
ト参加・サービス体験などの形で得ることも可能です。
○ 空き家マッチング支援事業（空き家と人の縁づくり）（大阪府豊中市）
大阪府豊中市では、空き家を地域資源と
捉え、住宅以外の利活用を推進するため多
様な空き家の利活用を望む空き家の所有者
と空き家の利活用を希望する団体・個人の双
方を登録し、マッチングの機会を作っていま
す。
空き家や利活用希望者の登録 のみなら
ず、空き家に興味・関心がある「ファン」の登録
も行っています。
出典：豊中市

○ 厚真町古民家再生プロジェクト
胆振総合振興局管内の厚真町には、北陸
地方からの開拓農家が建てた古民家が数多
く現存しており、伝統建築様式の特徴を今に
伝える貴重な文化資源となっています。

移築再生前

こうした文化資源となっている空き家・古民
家を保存、活用するため、厚真町では、古民
家の移築再生と公開、活用に取り組んでいま
す。
移築再生後

内観
（枠の内（わくのうち））
出典：厚真町
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（大規模空き建築物の課題）
地域経済の低迷などにより、大規模小売店舗などが閉店し、空きビルなど大規模空き建築物が
発生しており、老朽化による外壁等の剥落などの危険だけでなく、まちなかにおける景観や賑わいを
阻害しているケースも見られます。
管理不全となっている建築物であっても、区分所有や抵当権設定など、権利関係が複雑な建築
物については、対応が困難な状況にあります。
また、アスベストや PCB などの有害物質を含有する建材や建築設備等の除去、処分により解体
除却費が増嵩する一方、地価が低迷する地方都市では、解体後の土地の売却費で解体除却費を
回収することは困難であり、地域や市町村では対応に苦慮しています。
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３ 取組の方向性
現状と課題、新たな動きを踏まえ、今後の空き家等対策に関する取組の方向性を次のとおり定め
ます。
（１）継続して取り組むもの

・住宅市場に流通していない「その他の住宅」である空き家の活用の促進
・移住ポータルサイトでの空き家情報の提供や共有など、移住施策との連携
・街並み、景観や持続可能なまちづくりの観点からの空き家等対策の推進
・他市町村に居住する空き家所有者等との相談の機会と専門家による助言を提供する空き家相談
会の開催
・空き家等対策連絡会議、大規模空き建築物に関する意見交換会などによる市町村等への情報
の提供と共有
・市町村空家等対策計画の策定促進
・特定空家や危険な状態にある空き家の除却の促進
・補助交付金事業など、必要な予算の確保や制度の拡充を国に要望
（２）新たな課題に対応した取組

① 増加する空き家や、いわゆる「空き家予備軍」への対応
・将来空き家になる可能性が高い住宅、いわゆる「空き家予備軍」の増加に対応した所有者等の意
識啓発、周知
・空き家の相談や調査に対応する人材の育成
② さらなる空き家等の活用の促進と人材等の育成
・空き家情報バンクの掲載情報の拡充やニーズの募集とマッチングなど、積極的な活用につなげる
仕組みや取組
・住宅ストックとしての流通促進、インスペクション、性能向上リフォームの推進
・サテライトオフィスや宿泊体験施設など、住宅以外での幅広い用途での活用の促進や、地域の文
化資源である古民家の活用の促進
③ 大規模空き建築物の対策
・空きビルなど、周囲の安全や景観に影響を与え、市町村が対応に苦慮している大規模空き建築
物について、対策事例や対応方策などの情報の収集、市町村への提供、共有
・費用が嵩む有害物質を含む建材や建築設備の除去等について、国による補助率の引き上げ、制
度拡充などを要望、提案
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４ 道の役割
今後の空き家対策に関する取組において、道が果たす役割を次のように定めます。
（１）市町村の支援
・空き家等対策に関する情報の収集と提供を行います。
・空き家相談会の開催や、空き家等対策連絡会議、大規模空き建築物に関する意見交換会の開
催など市町村の取組を支援します。
（２）広域自治体としての役割
・北海道空き家情報バンクなど道内全域を対象とする取組を行います。
・市町村間の調整を図ります。
（３）国、他都府県・道外地域、関係団体等との調整、連携
・法令、制度、関連事業などについて、国に対し提案や要望を行うほか、施策や事業の実施に当た
り調整を図ります。
・他都府県や道外地域との連携、調整を行います。
・専門家や関係団体、事業者との連携、調整を行います。
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５ 具体的な取組
取組の方向性と道の役割を踏まえ、継続する取組を含む今後の具体的な空き家等対策の取組
を次の 3 つの柱について、位置づけます。
・空き家等の活用の促進
・市町村への支援
・道民への周知・啓発
また、空き家等対策の段階ごとの課題と道の取組を、図 2 のとおり整理します。
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図 2 空き家の段階ごとの課題と道の取組
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住宅

大規模建築物

道の取組

市町村等の取組

状況、課題

道の取組

市町村等の取組

状況、課題

・空き家バンク
・相談対応、調査

・意識啓発
・相談対応、調査
=人材育成、確保

空き家

・活用、除却の促進（補助等）
・特定空家等の指定
・助言・指導、勧告、命令
・代執行

・特定空家等の指定、代執行等の手続き

・活用
・除却

除却や活用

■大規模空き建築物対策に関する意見交換会の開催

・適切な管理

■大規模空き建築物対策に関する国への提案、要望

■先進事例や事業・制度などの情報収集と共有

・管理状況の把握
・所有者等の調査
・事故等の防止、緊急措置

・適切な管理
・所有者等の把握
・事故等の防止、緊急措置

・活用、除却の促進
・代執行

・代執行等の手続き、除却費用等の回収

・活用
・除却

■住宅ストックとしての活用の推進（インスペクション、北海道R住宅、性能向上リフォーム、サービス付き高齢者向け住宅など）

■市町村空き家等対策相談会の開催

■空き家対策等連絡会議の開催 ■住宅以外の幅広い用途での活用の促進、古民家の活用の促進（情報収集と共有）

■空き家相談会の開催

■北海道空き家情報バンクの運営（活用アイディアの募集、ニーズとのマッチング）

■人材・担い手の育成の支援（特定空家の判定や代執行等の対応を含む相談・調査対応マニュアル等の作成、研修会等の開催）

■所有者等の意識啓発のための広報資材等の開発、市町村への提供
■ガイドブックの作成・更新、配布

・適切な管理
・所有者等の把握

・責任の意識、認識
・活用や処分の計画、準備
・相談、調査

空き家予備軍

（１）空き家等の活用の促進
１）北海道空き家情報バンクの運営
（取組における課題、目的、概要など）
・北海道空き家情報バンクを継続して運営します。
・移住関連サイトなどと空き家情報バンクとの相互リンクを継続するとともに、民間サイトとのリンクを促
進します。
・掲載された空き家等の活用（売買、賃貸）を促進するため、掲載する情報の拡充（例えば、市町村
の住宅取得支援制度の物件への紐付けなど）を図ります。
・空き家等を活用するアイディアの募集や空き家等のニーズとのマッチングを行い、幅広い用途での
空き家の活用を促進します。
・住宅以外の用途を含む道内外での空き家の活用事例などを掲載します。
・宅地建物取引業者がいない市町村、地域における空き家の活用について、不動産関係団体等と
連携し、対応します（空き家の調査、空き家情報バンクへの掲載、契約手続きなど）。
（具体的な取組）
・北海道空き家情報バンクの運営と掲載情報の拡充
・空き家等の活用アイディアやニーズを募り、マッチングを行う。
２）住宅ストックとしての活用の推進
（取組における課題、目的、概要）
・空き家の老朽化の状況や品質、性能水準などの調査（インスペクション）を、北海道住宅検査人制
度と連携し実施することや北海道 R 住宅の推進により、空き家等の住宅市場での流通を促進しま
す。
・耐震化や断熱・気密性能の向上、バリアフリー化などの性能上リフォームを推進し、既存住宅の安
全性や耐久性、居住水準の向上を図ることにより、空き家になることを防ぐ、または住宅市場での
流通を促進します。
・空き家等を活用したサービス付き高齢者向け住宅の整備や住宅セーフティネット法に基づくセーフ
ティネット住宅の登録について、所有者や事業者等に周知し、空き家等と事業者とのマッチングを
図ります。
（具体的な取組）
・北海道住宅検査人制度を活用したインスペクションの推進
・北海道 R 住宅の取組の推進
・性能向上リフォームの推進
・空き家を活用したサービス付き高齢者向け住宅やセーフティネット住宅の供給の推進
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（解説）
・北海道住宅検査人制度とは…
登録講習を受講し、登録を行った資格者であり、第三者の立場として、既存住宅の現況の傷
み・劣化・不具合の状況等の調査を目視、検査機器等により実施し、結果の評価及び改修にあ
たってのアドバイスを行い、リフォームする際の的確な情報を提供します。
・北海道 R 住宅とは…
北海道住宅検査人の調査、アドバイスに基づき、耐久性や耐震性、省エネルギーなどの性能
向上リフォームを行い、改修履歴の保管と性能・品質の表示、瑕疵保証保険への加入を行う、既
存住宅の改修、流通のシステムです。
・サービス付き高齢者向け住宅とは…
介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専
門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすこ
とができる環境を整えます。
新築だけでなく、既存の住宅や建築物を改修したサービス付き高齢者向け住宅も供給されて
います。
・セーフティネット住宅とは…
高齢者、障がい者、子育て世帯など、住宅の確保に配慮が必要な方の入居を拒まない住宅と
して登録した賃貸住宅です。
３）住宅以外の幅広い用途での活用の促進、古民家の活用の促進
（取組における課題、目的、概要）
・サテライトオフィスや宿泊体験施設、福祉や介護関連の事業所など、住宅以外の幅広い用途での
空き家等の活用や、アフター・コロナのニーズやライフスタイルなどの変化に対応した空き家等の活
用について、先進事例などを情報収集し、空き家等対策連絡会議などを通じて市町村や事業者と
情報共有を図ることにより、空き家等の活用を促進します。
・例えば、大学と連携し、空き家等を活用したサテライトキャンパスを開設することで、大学にとっては
市町村等と連携したプロジェクト・ベースのラーニング拠点を得ることができ、市町村にとっては学生
などの交流人口の増加や学術拠点の誘致、研究成果の活用などが期待できるなど、大学と市町
村の双方にメリットがある取組とすることができます。
・幅広い用途での活用を想定したインスペクションやトリアージの取組を促進します。
・空き家となっている古民家の活用について、先進事例などを情報収集し、空き家等対策連絡会議
などを通じて市町村や事業者と情報共有を図ることにより、歴史・文化的価値を有する古民家の活
用と保存を促進します。
・なお、活用の促進にあたっては、関係法令への適合などに留意します。
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（具体的な取組）
・幅広い用途での空き家等の活用について、先進事例などの情報収集と市町村等との情報共有
・古民家の活用について、先進事例などの情報収集と市町村等との情報共有
（２）市町村への支援
１）人材・担い手の育成の支援
（取組における課題、目的、概要）
・空き家等の相談や調査に対応するためのマニュアル・手引きを作成し、これを活用した研修会等
を開催することにより、市町村等で空き家の相談や調査に対応できる人材の育成を支援します。
・市町村が対応に苦慮する特定空家等の判定や代執行の手続きなどについても、マニュアル・手引
きに含めて作成します。
・民間事業者等の取組について、情報の収集と市町村との共有を図るとともに、連携を促進します。
（具体的な取組）
・本道の特性等を踏まえた空き家の相談や調査に対応するマニュアル・手引きの作成
・マニュアル・手引きを活用した人材育成のための研修会等の開催
・民間事業者等の取組との連携の促進
２）空き家相談会の開催
（取組における課題、目的、概要）
・市町村では対応が難しい、または効率的ではない遠隔地や札幌市などの都市部に居住する空き
家の所有者との相談会（空き家相談会）を継続して開催します。
・道が参加市町村を募り、合同で開催することにより、効率的に相談に対応します。
・建築士、宅地建物取引士、司法書士、金融機関担当者などの専門家が相談に同席し、専門的知
見や経験から相談に対応します。
（具体的な取組）
・空き家相談会の開催（継続）
３）市町村空き家等対策相談会の開催
（取組における課題、目的、概要）
・市町村が空き家等対策の業務において抱えている課題や問題などについて、建築士会や宅地建
物取引業協会、司法書士会、金融機関などと連携して、助言などを行い支援します。
・市町村から空き家等対策業務に関する相談や質問を募り、建築士や宅地建物取引士、司法書士、
金融機関担当者などの協力を得て、関係法令や専門的知見などから内容を検討し、回答・助言
を行います。
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・回答・助言内容は、空き家等対策連絡会議などを通じて市町村等と情報共有するほか、集約して
マニュアル・手引きなどに掲載します。
（具体的な取組）
・市町村が空き家等対策の業務において抱えている問題などについて、宅地建物取引業協会や司
法書士会などと連携して、助言などを行う市町村空き家等対策相談会の開催
４）空き家等対策連絡会議の開催
（取組における課題、目的、概要）
・市町村、不動産業関係団体などで構成する空き家等対策連絡会議を継続して開催します。
・空き家等対策に関する制度や先進事例などについて情報収集し、会議を通じて情報共有すること
により、市町村の空き家等対策を支援します。
（具体的な取組）
・空き家等対策に関する先進事例などの情報収集
・空き家等対策連絡会議の開催（継続）、情報共有
５）大規模空き建築物対策の支援
（取組における課題、目的、概要）
・大規模空き建築物対策に取り組む市町村が参加する、大規模空き建築物対策に関する意見交
換会を継続して開催します。
・道内外での大規模空き建築物対策の先進事例や活用されている事業や制度などについて情報
収集し、会議を通じて市町村等と情報共有することにより、市町村の大規模空き建築物対策を支
援します。
・大規模空き建築物対策の取組状況や問題点、市町村からの要望等を踏まえ、他都府県などとも
連携しながら、必要な事業制度の創設や拡充、国庫補助交付金の確保、補助対象の拡充などを、
国に対して提案、要望します。
（具体的な取組）
・大規模空き建築物対策に関する先進事例、事業・制度などの情報収集
・大規模空き建築物対策に関する意見交換会の開催（継続）、情報共有
・国に対する事業制度の創設や拡充、国庫補助交付金の確保、拡充などを提案、要望
６）継続する取組
・市町村空家等対策計画の策定の促進
・特定空家や危険な状態にある空き家の除却等の促進
・国に対する必要な制度や予算の提案、要望

ー50ー

（３）道民への周知・啓発
１）所有者等に対する意識啓発
（取組における課題、目的、概要）
・住宅の所有者等に対し、空き家になる前に活用や除却などの処分について検討することや、相続
登記を行うことなどを促すため、効果的に意識啓発を図るための広報資材や周知方法を開発し、
市町村に提供します。
・行動経済学の「nudge（ナッジ）」などを活用した意識啓発の広報資材や周知方法などを開発しま
す。
・高齢の所有者等に対して、町内会や民生委員、ケアマネージャーなどと連携した意識啓発や周知
方法について事例などの情報を収集し、市町村と共有します。
（具体的な取組）
・所有者等に対する意識啓発のための広報資材や周知方法などの開発と市町村への提供
（解説） nudge（ナッジ）とは
「そっとヒジで押す」という程度の意味で、人の非合理的な意思決定や行動を理論化した行動
経済学を応用し、制限や強制をせず、選択の余地を残しながら、人の行動をより望ましい方向へ
変容させる方法論であり、情報発信や選択肢の提示方法などを工夫するものです。
（具体的な事例）
NEC ソリューションイノベータ（株）では、南
三陸町と連携し、家庭の生ごみ回収、分別を
促進するため、ナッジを活用し、生ごみの排
出、分別について感謝を伝えることで、住民の
返礼意識を促すことを期待して、ゴミ集積所に
感謝状とデータを掲出しました（右図）。
感謝状等を掲示した集積所は掲示しなか
った集積所と比較して、生ごみの回収量は増

出典：NEC ソリューションイノベータ（株）

加し、分別品質も向上しました。
２）ガイドブックの作成・更新、配布など
（取組における課題、目的、概要）
・空き家等対策の取組によって得られた情報を取りまとめ、空き家の管理や活用、空き家になる前
にすべきこと等に関するガイドブック等を作成・更新し、道民に対し周知を図ります。
・空き家等の除却や活用のための助成や補助などに関する情報を、ホームページなど多様な媒体
で提供します。
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（具体的な取組）
・ガイドブックの作成・更新、配布（継続）
・ホームページでの情報の提供
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