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対 象 市民 
意 図 安全で安心して快適に住み続けられる 

◇施策の方向 

住宅の「質」の向上を推進し，住宅の耐震化，バリアフリー化，省エネルギー化を進めることにより，安全・安心で
災害に強い良質な住環境づくりを推進するとともに，既存住宅ストックの活用や，超高齢社会に対応する住環境を形
成します。 

 

まちづくり指標 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 
目標値 
平成30年度 

１ 市内の住宅（一戸建て，分譲マンシ

ョン等）の耐震化率【☆，◎】 
84.０% 84.9％ 85.8％ 86.6％ 93.0％ 

２ バリアフリー対応住宅に住んでい

ると答えた市民の割合【☆，◎】 49.0％ 47.3％ 48.8％ 51.7％ 65.0％ 

 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 市内の住宅（一戸建て，分譲マンション等）の耐震化率【☆，◎】 
 市内の住宅の耐震化率指標は，「調布市耐震改修促進計画」の中で，平成２８年度から令和７年度（平
成３７年度）までの促進期間をもとに，都の耐震化率の推計方法に準じて耐震化率を推計した数値によ
るもので，平成３０年度で前年度より０．８ポイント上がり，８６．６％となっています。 
※調布市耐震改修促進計画は平成２９年３月に改定し，平成２７年度の耐震化率についても，上記と

同様，都の耐震化率の推計方法に準じて時点修正を行った結果，従前の８８．６％から４．６ポイント
下降して８４．０％となりました。 

２ バリアフリー対応住宅に住んでいると答えた市民の割合【☆，◎】 
 平成３０年度の市民意識調査では，前年度調査より２．９ポイント上がり，５１．７％となっていま
す。バリアフリー適応住宅改修補助の申請実績として，平成２８年度は４３件，平成２９年度は５１件，
平成３０年度は７１件となりました。平成２８年度から「住宅リフォーム相談窓口」を開設し，普及啓
発等にも努めた結果，当初計画（４０件）を大幅に上回りました。 

 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 市内の住宅（一戸建

て，分譲マンション等）

の耐震化率 

調布市耐震改修促進計画に位置付けた，令和7（2025）年度

までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消するという目標達成を

見込んだ目標とした。 

（総務省「住宅土地統計調査」（5年毎）） 

85.8% 

（平成29年度） 

97.0% 

（令和4年度） 

２ バリアフリー対応住

宅に住んでいると答え

た市民の割合 

だれもが住みやすい居住環境の形成を促進するため，バリアフ

リー適応住宅改修補助を継続し，市民の6割以上がバリアフリ

ー対応住宅に住んでいることを目標とした。 

（調布市民意識調査） 

51.7% 

（平成30年度） 

65.0% 

（令和4年度） 

３ 空き家とならないた

めの予防策が必要であ

ると感じている市民の

割合 

管理不全の空き家が近隣へ影響を及ぼさないようにするため，

市民の8割が空き家とならないための予防策が必要であると感

じられることを目標とした。 

（調布市民意識調査） 

※令和元（2019）年度調布市民意識調査にて現状値を把握

し，改めて目標値を設定 

－ 
80.0% 

（令和4年度） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  



（施策２３ 良好な住環境づくり） 

 

◆施策の成果向上に向けた主な取組実績【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

２３－１ 安全・安心な住環境づくり 

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業は，震災時に救急・救命活動や緊急支援物資の輸送などの
緊急輸送道路としての機能を確保するため，市内の沿道建築物が地震により倒壊して，特定緊急輸送道路
を閉塞することがないよう，旧耐震基準の沿道建築物所有者に直接訪問を行い，耐震診断，補強設計，耐
震改修など，耐震化の促進に取り組みました。 
  耐震化の目標として，平成３１年度末時点の耐震化率９０％，令和７年度（平成３７年度）末時点 
１００％を目標に事業を進めています。平成３０年度末時点の補助対象建築物の耐震診断実施率は 
９７．２％，耐震化率は４２．３％という結果になりました。 
（※特定緊急輸送道路の沿道建築物耐震化について，東京都は，都条例で耐震診断を義務付けた建築物の
9割以上の診断結果が得られたことから，路線ごとの耐震状況をほぼ把握することができました。これを
もとに，震災時における沿道建築物の被害状況についてシミュレーションした結果，緊急輸送道路として
の機能を確保するためには，耐震性が特に低い建築物を解消し，全体の耐震化率を９０％まで引き上げる
必要があるとの結論に至りました。この考えの下，東京２０２０大会開催までの目標や，沿道建築物全て
の耐震化に向けた道筋を検討し，平成２８年３月に「東京都耐震改修促進計画」を改定し，目標値の修正
を行いました。これに連動し，調布市では「調布市耐震改修促進計画」を平成２９年３月に改定し，耐震
化率についての目標値を修正しています。） 
  住宅の耐震化の促進は，昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅及び分譲マンションの所有者
等に対して，平成３０年度の耐震化率９３％の目標達成に向けて，耐震相談窓口の設置（奇数月の開催）
を行いました。また，建物の耐震化に係る費用の一部助成などの支援に取り組みました。 
 木造住宅では，耐震化助成制度等を周知するため，市報及びホームページの掲載により，支援制度の周
知を図りました。また，平成２９年度から４箇年の事業として，木造住宅の戸別訪問事業を実施しており，
普及啓発を行いました。 
分譲マンションでは，分譲マンションの管理組合に対して，支援制度の周知・啓発を図りました。また，

平成３０年度から３箇年の事業として，対象マンションの訪問事業を開始し，普及啓発を行いました。さ
らに，調布市では，それぞれの部署で幅広く住宅支援施策を実施していることから，支援制度の情報をよ
り簡単に得ることができるよう，住まいという視点から，多様な制度を取りまとめた「住まいのサポート
ガイドブック２０１８」を作成し，市報やホームページにてお知らせするなど，普及啓発に取り組みまし
た。 

２３－２ 良好な居住環境の形成と支援 

分譲マンションの適正な管理の支援の取組は，関係機関と連携し，分譲マンション管理組合勉強会及び
個別相談会を開催し，マンション管理組合の主体的な取組の重要性について普及啓発活動を実施しまし
た。 
 居住環境改善の主な取組は，高齢化社会への対応を目的として，個人住宅等のバリアフリー適応住宅改
修を実施する際，その工事費用の一部を補助することにより，良好な居住環境の整備と支援に取り組みま
した。 
省エネルギー事業については，低炭素まちづくり及び環境負荷の軽減として，太陽光発電設備取付け等

への補助，民生用燃料電池購入への補助を実施し，環境に配慮した快適な居住環境の整備と支援に寄与し
ました。 
居住支援の推進については，住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セー

フティネット法）に基づき，住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の支援策等について，不動産関係
団体及び居住支援団体等と連携し，調布市居住支援協議会を４回開催しました。平成３０年度は，「住ま
いぬくもり相談室」による物件情報の提供や仲介支援事業，家賃等債務保証支援を継続して実施したほか，
居住支援の取組を広く知っていただけるよう，居住支援セミナーを実施するなど，住宅確保要配慮者の支
援に努めました。 

２３－３ 空き家対策の推進 

空き家等対策については，平成２７年度に実施した外観目視による実態調査や平成２８年度に実施した
所有者意向調査（アンケート調査）などの基礎データを踏まえ，空き家等対策検討委員会での議論を５回
にわたり実施し，調布市における空き家等の状況を把握し共有したうえで，調布市空き家等対策計画（素
案）を作成しました。調布市空き家等対策計画（素案）では，調布市の空き家等施策を「予防」という観
点から考案するにあたり，平成３０年度は，民間事業者や東京都の空き家施策のモデル事業者と連携し，
相談事業や各種セミナーなどの啓発事業を実施しました。 
また，調布市内において，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すおそれのあ

る，いわゆる管理不全の空き家等については，市民からの問い合わせや情報提供などに迅速に対応する仕
組みを構築するため，関係各課で組織する都市整備対策協議会連絡調整会議などの実施により，庁内連携
の取組を強化しました。 

 
  

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策２３ 良好な住環境づくり） 

  
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
（平成３０年度） 

・特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の取組は，耐震改修等１件の費用補助を実施した。平成３０年度末時点での補助対象建築

物の耐震診断実施率は９７．２％（６９件/７１件）耐震化率は４２．３％（３０件/７１件）に上昇した。 

・木造住宅の耐震化の取組は，耐震アドバイザー派遣５３件，耐震診断１６件，耐震改修４件の費用補助を実施した。 

・分譲マンションの耐震化の取組は，分譲マンション６件について耐震アドバイザーを派遣した。 

・居住環境改善の促進の取組は，バリアフリー適応住宅改修７１件の費用補助を実施した。 

・省エネルギーの取組は，太陽光発電設備等取付は３４件の費用補助を実施し，公称最大出力の合計値は，１６２キロワットとな

った。民生用燃料電池（エネファーム）は，２０９件の費用補助を実施し，環境負荷の軽減に配慮した居住空間の形成を推進した。 

・住宅確保要配慮者（高齢者，障害者，子育て世帯等）の民間賃貸住宅への入居支援策として，仲介支援事業５件，債務保証支援

事業４件の費用助成を実施した。 

・空き家等対策については，過年度に実施した実地調査，所有者意向調査（アンケート調査）を踏まえ，（仮称）調布市空き家等対

策計画（修正案）を作成した。また，空き家を増やさないという「予防」という観点から，特に，民間事業者や専門家等との連

携を強化し，空き家に関する無料相談会やセミナーの実施など，啓発事業に取り組んだ。 

評価 Ａ 
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①特定緊急輸送道路の沿道建築物全体の耐震化率（平成３０年度

末８７．３％） 

 

 

 

 

②住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居支援の取組（居住支

援協議会（平成２７年度設置）） 

 

 

 

①特定緊急輸送道路沿道建築物のうち，平成３０年度末時点にお

ける補助対象建築物の耐震化率は４２．３％にとどまっている

が，沿道建築物全体では８７．３％であり，東京都全域におけ

る耐震化率（令和元年６月時点８５．７％）を上回っている。

引き続き耐震化率の向上に取り組む。 

 

②引き続き，住宅確保要配慮者への支援策を検討する。なお，居

住支援協議会の設立状況は，平成２６年度に東京都，平成２７

年度に調布市，八王子市，平成２８年度に日野市，平成２９年

度に多摩市が設立している。 

 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①住宅の耐震化の促進 

 

 

 

 

②バリアフリー適応住宅に住んでいると答えた市民の割合 

①住宅の耐震化は，基本計画（平成３０年：９３％）の目標達成

には至っていないが，引き続き，相談窓口の設置や戸別訪問の

実施，耐震アドバイザーの派遣等により，耐震化の促進に取り

組んでいく。（耐震化率は，多摩近隣市も同様の状況である） 

 

②バリアフリー等の補助金について，制度化している自治体は，

多摩２６市において，調布市を含め６市であるが，現状では数

字的な比較が難しい状況である。より多くの方に利用してもら

えるよう，補助率等の変更を行ったことで，平成３０年度は申

請件数が７１件となり，前年度から２０件増加している。 

  

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策２３ 良好な住環境づくり） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
・特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の耐震化の取組は，平成３０年度末で，耐震診断実施率は９７．２％，（６９件／７１

件），耐震化率は４２．３％（３０件／７１件）となり，耐震化率は４箇年で８．５ポイント上昇した。 

・住宅の耐震化促進事業は，平成３０年度，木造耐震診断１６件，耐震改修４件，また，分譲マンションにおいては，戸別訪問事業

の成果から，耐震アドバイザー派遣６件，耐震補強設計１件となり，昨年度の実績を上回っている。引き続き，耐震化の必要性な

どについて啓発していく。 

・居住環境改善の促進の取組は，特に，バリアフリー適応住宅改修について，平成３０年度７１件の費用補助となり，昨年と比較し

て大幅に増加している。基本目標における数値目標を達成することはできなかったが，取組成果は得られた。 

・住宅確保要配慮者（高齢者，障害者，子育て世帯等）の民間賃貸住宅への入居支援策について，仲介支援事業５件，債務保証支援

事業４件の費用助成を実施した。居住支援の取組は，引き続き，福祉部署との密接な連携により取組を強化していく必要がある。 

・空き家等対策については，過年度に実施した外観目視による実地調査，所有者意向調査（アンケート調査）を基に，空き家対策計

画（素案）を取りまとめた。また，平成３０年度は，空き家を「予防」という観点から，市民を対象とした相談事業や民間事業者

等と連携して，各種セミナーを実施した。 

評価 Ａ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

  

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①平成１８年の住生活基本法の制定により，住宅の量の確保から住宅

の質の向上へと大きく方向転換した。平成２８年３月，今後１０年

の住宅政策の指針として，新たな住生活基本計画（平成２８年度～

令和7年度）を閣議決定。少子高齢化・人口減少等の課題について

住宅政策の方向性を提示 

②平成２５年「建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進

法）」が一部改正。耐震改修促進法では，特定緊急輸送道路沿道建築

物等については耐震診断を実施し，所管行政庁に報告することを義

務化，公表する旨を規定 

③平成２７年５月２６日に空家等対策の推進に関する特別措置法が

全面施行され，市町村等に調査権が付与されるとともに，特定空き

家の所有者に対して，助言，指導，勧告，代執行等踏み込んだ対応

が可能となる。 

①少子高齢化と人口減少により，分譲マンションの適正

管理，空き家の増加等，住宅政策上の諸課題に対する取

組の検討が必要である。 

 

 

②調布市においても，特定緊急輸送道路沿道建築物の耐

震診断結果並びに法第８条第１項の規定に基づき命令

（耐震診断及び報告がなかった所有者１件）を行った

内容について，平成３０年３月末に公表。 

③平成２７年度に空き家実態調査を実施し，平成２８年

度は，その所有者に意向調査を実施した。今後は，調査

結果等を踏まえ，空き家等対策計画の策定や特定空き

家対応など，庁内体制の整備が課題となる。 

都
や
近
隣
自
治
体
等
の
動
向
等 

①平成２８年３月「東京都耐震改修促進計画」を改定。東京２０２０

大会開催を控え，特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の目標を修

正。 

 

②平成２８年３月「良質なマンションストックの形成促進計画」の策

定。平成２８年から今後１０年間の具体的な施策について取り組

む。 

①特定緊急輸送道路の沿道建築物で，補助対象建築物の

耐震化率（4２．３％）は低い状況である。引き続き，

都と連携して取り組むことが重要である。（東京都全

域：平成３０年度末４４．０％） 

②分譲マンションの管理適正支援について，建物の老朽

化と居住者の高齢化などの課題があるため，東京都と

連携を図り取組を進める必要がある。 

そ
の
他 

①住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅の入居支援に係る取組を進める

旨，要望がある。 

 

②空き家等対策の計画の策定や空き家の利活用に係る取組を進める

旨，要望がある。 

 

 

 

③特定空き家に係る取組を進める旨，要望がある。 

①住宅確保要配者の住まいの入居支援については，居住

支援協議会の中で検討した，仲介支援事業，債務保証支

援事業の費用助成を実施した。 

②空き家等対策検討委員会を組織し，空き家に関する課

題整理を行う中で，（仮称）調布市空き家等対策計画（素

案）を作成した。今後は計画の策定とともに，引き続き，

民間企業や関連事業者等との連携により，空き家施策

を推進していく。 

③調布市空き家等対策計画等の策定に取り組むととも

に，特定空き家へ適切に対応できる体制づくりを行う。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策２３ 良好な住環境づくり） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・「東京都耐震改修促進計画（平成２８年３月改定）」及び「調布市耐震改修促進計画（平成２９年３月改定）」の中で，特定緊急輸

送道路の建築物については，耐震化率を，令和元年度末で９０％，令和７年度末で１００％の目標値としている。引き続き，東

京都と連携して耐震化の促進を図る。 

・「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」（都条例）の施行に基づき，マンションの管理不全を予防し，適正

な管理を促進する。 

・住宅確保要配慮者（高齢者，障害者，子育て世帯等）の民間賃貸住宅への入居支援の取組について，居住支援協議会の中で今後

の課題，支援策等を検討し，さらなる施策の展開を図る。 

・居住環境の改善に向けた取組として，超高齢社会を見据え，良好な住環境の整備と支援を推進する。 

・空き家等対策については，「予防」という観点から，相談会やセミナーの開催などの啓発事業を展開するとともに，管理不全とな

った特定空き家等への対応については，庁内関係各課との連携や体制整備により対応を図る。 

◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
・「東京都耐震改修促進計画（平成２８年３月改定）」及び「調布市耐震改修促進計画（平成２９年３月改定）」の中で，特定緊急輸

送道路の建築物については，耐震化率を，令和元年度末で９０％，令和７年度末で１００％の目標値としている。引き続き，東

京都と連携して耐震化の促進を図る。 

◎「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」（都条例）の施行に基づき，二つの老い（建物・居住者）により管

理不全となるマンションを予防し，適正な管理を促進するとともに，居住環境の形成並びにマンションの周辺における防災・防

犯の確保及び衛生・環境への悪影響の防止を図る。 

・住宅確保要配慮者（高齢者，障害者，子育て世帯等）の民間賃貸住宅への入居支援の取組について，居住支援協議会の中で今後

の課題，支援策等を検討し，更なる施策の展開を図る。 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 
・良好な居住環境の形成と支援を推進する取組として，住宅確保要配慮者等の民間賃貸住宅への入居促進に関する必要な支援等に

ついては，居住支援協議会での議論を通じて，住まいの確保に向けた実効性のある対応策を講じていく必要があるため，引き続

き，庁内の連携・調整を図ることが重要である。 

・空き家等対策については，様々な問題から空き家や管理不全になるケースがあるため，民間事業者や専門家等の知見が不可欠で

ある。また，管理不全の空き家に対する情報提供は，庁内関係部署が連携して対応していく必要がある。 

 
≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 

 ■連携テーマ1 「地域共生社会の実現に向けた取組」 

・住宅確保要配慮者（高齢者，障害者，子育て世帯等）の民間賃貸住宅への入居支援の取組について，居住支援協議会の中で課

題を整理し，今後の支援策等を検討し，更なる施策の展開を図る。 

・住宅の「質」の確保や高齢化の進行に対応するため，バリアフリー化等の事業を推進することで，安全・安心な住環境を形成

する。 

 

■連携テーマ2 「にぎわいとうるおいのあるまちづくり」 

・安全・安心な住環境づくりにおいて住宅の耐震化が進むことにより，震災時等に市民の生命を守るとともに，財産の保全等

にもつながる。また，バリアフリー適応住宅が増えることにより，安定した住まいの確保，並びに長きにわたり住み続けられ

る良好なまちを形成する。 

 
  



（施策２３ 良好な住環境づくり） 

【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

      ●   

        

 

 ●      ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，自らの住宅の安全を確保し，良好な住環境の形成に努めます。 

・事業者は，良質な住宅の供給，良好な住環境の形成等を通じ，将来にわたって住み続けられる良質な住宅ストックの形成を推進

します。 

 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居支援の充実を図ることにより，市内の既存住宅の流通が活性化され，安定した住まい

の確保につなげることができる。 

・管理不全の空き家がなくなることで，地域の居住環境の安定が図れる。 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・調布市居住支援協議会での議論を踏まえ，「住まいぬくもり相談室」の継続実施のほか，更なる支援策を検討する。 

・空き家等の対策の取組を推進していくため，調布市空き家等対策検討委員会による議論を踏まえ，調布市空き家等対策計画を策

定する。また，管理不全に陥っている空き家については，特定空き家として認定する仕組みを条例により位置付けるなど，所有

者等へ意識啓発を図る。 


