
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

はじめに 

日立市は、明治時代以降、鉱工業を中心とした産業の形成

や集積により、日本有数の工業都市として発展してきました。 

特に、戦後の高度経済成長期には、市内就業者の増加に

伴い、人口が急増しましたが、その住宅需要に対応するた

め、山側丘陵部の造成等によって、市内には多くの住宅団

地が開発されました。 

一方で、近年、急激な人口減少や少子高齢化の進行が全

国的な課題となっていますが、本市の人口減少は、国より

速いスピードで進んでおり、総務省の「住民基本台帳人口移動報告」によれば、転出

超過による本市の社会減少数は、平成２５年・２６年と、２年連続で全国ワースト２

位となっています。 

 

人口減少は、まちの活力を低下させるだけでなく、空き家を生じさせる大きな要因

にもなっており、特に、適切な管理が行われていない空き家は、防犯、防災、環境衛

生、都市景観などの観点から、地域住民の生活に大きな影響を与えるおそれがあり、

そのまま放置すれば、まちの魅力が著しく低下してしまう可能性があります。 

若い世代から高齢者まで、多くの方々に「住みたい」「住み続けたい」と思ってい

ただけるまちづくりを実現するためには、今後も、空き家の適切な管理と活用を図り

ながら、安心・快適な住環境を確保することが大変重要であると考えております。 

このような背景から、本市では、今後５年間における空き家対策のマスタープラン

として、「日立市空家等対策計画」を策定いたしました。 

今後は、本計画に基づき、市民や関係団体の皆様の御理解、御協力をいただきなが

ら、空き家の安全対策や有効活用策の具体化を進めるとともに、山側住宅団地などに

おける空き家対策として、高齢者と子育て世代が相互に住み替える仕組みづくり等を

検討してまいります。 

結びに、これまで貴重な御意見や御提案をいただきました、市民、関係団体等の皆

様をはじめ、熱心な御審議を賜りました「日立市空家等対策協議会」の皆様に、心か

ら感謝を申し上げます。 

平成２９年６月 

日立市長  小川 春樹 
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平成 25 年に総務省が実施した住宅・土地統計調査                  

によると、全国の総住宅数は前回調査より 304 万戸増

えた約 6,063 万戸であり、総世帯数の約 5,245 万世帯

に対し住宅ストックが量的には充足していることが示

されています。 

また、空き家の数は約 820 万戸であり、空き家率は

13.5％と平成 20 年に比べ 0.4％上昇し、過去最高とな

っています。 

 

空き家の内訳では「賃貸用又は売却用の住宅」及び「二次的住宅（別荘など）」を除いた「そ

の他の住宅」の数は約 318 万戸に上っており、総住宅数に占める割合は 5.3％ですが、その数

は過去 20 年間で約 2倍に増加しています。 

 

年々増加している空き家の中には、適切な管理が行われない結果として安全性の低下、公衆

衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民に深刻な影響を及

ぼしているものがあり、今後も数が増加すれば、それがもたらす問題が一層深刻化することが

懸念されます。 

 

こうした背景から、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保

全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため平成 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」といいます。）が公布されました。（平成27年 5月 26日全面施行） 

法では、市町村の責務として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の空家

等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する措置を

適切に講ずるよう努めることとされています。 

 

日立市では、急激な人口減少や少子化が進展しており、特に高度経済成長時に開発された住

宅団地を始め、市営住宅、社宅、寮などの住宅等について、今後ますます空き家が増加するこ

とが予想されます。 

空き家の中には利活用が可能なものもあることから、適正な管理と利活用の両面による空き

家等対策を進めるため、「日立市空家等対策の推進に関する条例」（以下「条例」といいます。）

を制定しました（平成 29 年 4 月 1日施行）。 

法及び条例に基づき、本市の空家等対策に関する基本的な方針を市民の皆様に示し、空家等

対策を総合的かつ計画的に推進するため、「日立市空家等対策計画」（以下「計画」といいます。）

を策定します。

総住宅数、空き家数及び空き家率の推移 
-全国（昭和 48 年~平成 25 年） 

資料 平成 25 年住宅・土地統計調査（総務省） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画

なお、社会情勢の変化や施策の進行状況、各種計画の策定

直すものとします。

・日立市営住宅ストック総合活用計画

・日立市耐震改修促進計画

・日立市高齢者保健福祉計画

・日立市障害福祉計画

・新ひたち子どもプラン

・日立市公共交通総合体系計画

・その他の計画

本計画は、法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」で

◎ 本計画

法に

しています。

本計画は、

～H32）」を上位計画としており、

～H35）」を

計画期間は、平成

なお、社会情勢の変化や施策の進行状況、各種計画の策定

直すものとします。

日立市住生活基本計画

・日立市営住宅ストック総合活用計画

・日立市耐震改修促進計画

・日立市高齢者保健福祉計画

・日立市障害福祉計画

・新ひたち子どもプラン

・日立市公共交通総合体系計画

・その他の計画

空家等

空き家

計画は、法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」で

本計画における「空家等」

法に基づく空家等

しています。 

は、「日立市総合計画

を上位計画としており、

」を始めとする

平成 29 年度から平成

なお、社会情勢の変化や施策の進行状況、各種計画の策定

直すものとします。 

日立市住生活基本計画

・日立市営住宅ストック総合活用計画

・日立市耐震改修促進計画 

・日立市高齢者保健福祉計画

・日立市障害福祉計画 

・新ひたち子どもプラン 21 

・日立市公共交通総合体系計画

・その他の計画 

空家等 

空き家 

日立市都市計画マ

計画は、法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」で

における「空家等」

基づく空家等については

日立市総合計画（H24

を上位計画としており、

とする他の計画等との連携・整合を図ります。

から平成 33

なお、社会情勢の変化や施策の進行状況、各種計画の策定

日立市総合計画

日立市住生活基本計画 

・日立市営住宅ストック総合活用計画 

 

・日立市高齢者保健福祉計画 

 

・日立市公共交通総合体系計画 

法に基づく空家等

一般的な空き家

（法

日立市都市計画マ

2 

計画は、法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」で

における「空家等」、「空き家」の表記の違いについて

については「空家等」と表記し、それ以外

H24～H33）」

を上位計画としており、住宅関係の計画である

他の計画等との連携・整合を図ります。

33 年度までの

なお、社会情勢の変化や施策の進行状況、各種計画の策定

日立市総合計画

上位計画 

連携 
整合 

基づく空家等 

一般的な空き家 

法以外） 

日立市都市計画マスタープラン

計画は、法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」で

「空き家」の表記の違いについて

「空家等」と表記し、それ以外

）」及び「日立市都市計画マスタープラン

住宅関係の計画である

他の計画等との連携・整合を図ります。

までの 5年間とします。

なお、社会情勢の変化や施策の進行状況、各種計画の策定や改定

日立市総合計画 

日立市空家等対策計画

空家等

空き家

 

スタープラン

計画は、法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」です。 

「空き家」の表記の違いについて

「空家等」と表記し、それ以外は

日立市都市計画マスタープラン

住宅関係の計画である「日立市住生活基本計画

他の計画等との連携・整合を図ります。 

年間とします。 

や改定に合わせ、必要に応じて見

日立市空家等対策計画

空家等 

空き家 

スタープラン 

 

「空き家」の表記の違いについて 

は「空き家」と表記

日立市都市計画マスタープラン

「日立市住生活基本計画

に合わせ、必要に応じて見

日立市空家等対策計画 

「空き家」と表記

日立市都市計画マスタープラン（H12

「日立市住生活基本計画（H26

に合わせ、必要に応じて見


