第２部 空き家問題の現状整理
第１章.

空き家の発生状況

１． 全国における空き家の発生状況
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全国的に空き家数は増加してきており、平成 20 年の空き家率は 13.1％に達している。ま
た、空き家の種類別割合についてみると、空き家のうち不適正管理が起こりやすい「その他
の住宅」については平成 15 年から 26.6 ポイント増加している。
都道府県別に空き家率をみると、平成 15 年は①長野県、②山梨県、③和歌山県、平成 20
年は①山梨県、②長野県、③和歌山県の順番で空き家率が高くなっている。また、空き家率
の平成 15 年から平成 20 年にかけての増減率をみると、①山形県、②福井県、③島根県の順
番で高くなっている。
空き家率は、全国的に年々高まっており、平成 20 年には 20％を超える自治体もみられる。
また、平成 15 年から平成 20 年にかけての空き家率の増減率をみても、山形県のように 50％
を超える自治体もみられ、空き家は地方部から増加している現状がうかがえる。

部
図表 5

全国における空き家数と空き家率の推移

出典：総務省「住宅・土地統計調査」から引用

図表 6

全国における空き家の種類別割合（平成 20 年）

平 成 15 年 か ら
26.6 ポイント増加

空き家

二次的住宅（別荘等）
賃貸用の住宅
売却用の住宅
その他の住宅

出典：総務省「住宅・土地統計調査」から引用
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図表 7

全国における空き家率（平成 15 年、平成 20 年）

空き家問題の現状整理

出典：総務省「住宅・土地統計調査」から作成
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２． 空き家がもたらす外部不経済 1
空き家は長期間放置され老朽化すると、周辺地域に様々な問題をもたらす。国土交通省が
全国の市町村に対し実施した調査によると、迷惑土地利用（管理水準の低下（雑草繁茂等）
した空き家や空き店舗）の発生により生じる周辺の地域や環境に対する影響として、「風
景・景観の悪化」のほか、「防災や防犯機能の低下」「ゴミなどの不法投棄等を誘発」等、
様々な影響が挙げられている。
図表 8

迷惑土地利用2の発生により生じる周辺の地域や環境に対する影響（複数回答）
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＜主な「その他」記入回答＞
•
•
•
•
•

蚊、蝿等害虫、ねずみ発生誘発／野良猫の繁殖
建物の倒壊／落下物による危険の増大／屋根材（瓦等）の落下の危険性の発生／強
風、積雪、地震等による倒壊／近隣の子供が怪我をしそうになった
周囲の住環境の悪化／大気汚染／樹枝の越境／隣接地へ草が侵入する／大量の落ち
葉
積雪による倒壊の危険／冬期間堆積した雪で空き屋がつぶれたり、落ちた雪で周囲
に被害を及ぼす／災害発生時の崩壊への不安
ホームレス 等

出典：国土交通省「地域に著しい迷惑（外部不経済）をもたらす土地利用の実態把握アンケート」から作成

1

本稿でいう外部不経済とは、空き家の存在が近隣住民など第三者に不利益・損害を与える、地域にもたらされる著しい
迷惑を指す。
2
管理水準の低下（雑草繁茂等）した空き家や空き店舗をいう。
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全国的にも、外部不経済をもたらす土地利用の発生状況の中で、管理水準の低下した空き
家や空き店舗が「発生している」と回答した市町村が多くなっており、さらに、10 年前より
も増加したととらえられている。
図表 9

外部不経済をもたらす土地利用の発生状況

空き家は、外部不経済を
もたらす土地利用の上位
空き家問題の現状整理

出典：国土交通省「空き地・空き家等外部不経済対策について」から引用

図表 10

外部不経済をもたらす土地利用の変化（10 年前との比較）

空き家は、
この 10 年で
増加中

出典：国土交通省「空き地・空き家等外部不経済対策について」から引用
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また、空き家によってもたらされる問題は、外部不経済の発生だけではない。
多摩・島しょ地域アンケート調査によれば、空き家のもたらす問題として「雑草・悪臭な
ど衛生環境悪化」「景観の悪化」「不法侵入などによる治安の悪化」「生命・身体への被害
のおそれ」の順に高くなっている。
さらに、「土地（住宅地）利用の非効率化」についても、５番目に多くなっている。この
点については、特に土地（住宅地）利用のニーズが高い都市部において、潜在的かつ大きな
課題と考えられる。実際、多摩地域におけるヒアリング調査でも、市の住宅政策を考える上
で、空き家の存在が土地（住宅地）利用の非効率化を生じさせるという意見があった。
まとめると、空き家のもたらす問題は、防犯防災、衛生、環境面の悪化といった空き家に
よる外部不経済の発生と、住民税等の減少や新規移住者の阻害といった土地利用の非効率化
の大きく２つに集約できるといえる。

第

図表 11

空き家のもたらす問題（N=116 部署、複数回答）

２

空き家による外部
不経済の発生

土地利用の
非効率化

部
＜その他自由回答（一部）＞
•
•
•
•
•
•
•
•

火災発生時に、住民による発見や初期消火が遅れる
地震発生時に古くなった空き家の倒壊等により、避難路が塞がれるおそれがある
雑草やごみに起因する火災発生の危険性
犯罪機会の増加
侵入者、放火のおそれ
税の滞納
まちの活力の低下
人口の流出、過疎化 等
出典：多摩・島しょ地域アンケート調査から作成
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３． 多摩・島しょ地域における空き家問題の実態
（１）

東京都における空き家の状況

平成 20 年の東京都における空き家率は 11.1％（約 75 万戸）であり、そのうち 25.1％
（約 18.9 万戸）が「その他の住宅」に該当し、いずれも全国より低い水準となっている。
空き家率が全国平均より低い理由としては、地方部と比較して人口減少圧力が低いことが挙
げられる。逆にいえば、人口減少が本格化したときには東京都において空き家が急増するお
それがあるものと考えられる。
図表 12

東京都における空き家数及び空き家率の推移

空き家問題の現状整理

出典：東京都「平成 20 年住宅・土地統計調査

図表 13

東京都における空き家の種類別構成比

資料集」から引用

全国における空き家の種類別割合（平成 20 年）

出典：東京都「東京の空き家の実態」から引用

出典：総務省「住宅・土地統計調査」から引用
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（２）

多摩地域における空き家問題の実態

ア） 統計データからみる実態
まず、住宅・土地統計を中心とした統計データを整理することで、多摩地域の市部におけ
る空き家問題の実態を整理する。なお、多摩地域の町村と島しょ部については、データの制
約があったため、分析対象から除外した。

①

空き家率

多摩地域における平成 20 年の空き家率についてみると、多くの自治体において空き家率
が 10％を超えている。しかし、一時居住用や販売用等を除いた「その他の住宅」空き家率に
ついては、全ての自治体で５％を下回る水準にとどまっている。多摩地域では、老朽危険空
き家のような外部不経済の原因となるおそれのある空き家は、まだあまり多くないものと推
測される。
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図表 14

多摩地域における空き家率

部
出典：総務省「住宅・土地統計調査」から作成
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②

空き家数の増減率

多摩地域における平成 15 年から平成 20 年にかけての「その他の住宅」空き家数の増減率
についてみると、過去５年間で空き家が増加している自治体がみられる一方、一部では減少
している自治体もある。
例えば、三鷹市や青梅市は、近年になって空き家が増加傾向にある自治体であると推測さ
れる。これらの自治体で増加傾向が続いた場合、空き家問題が顕在化してくる可能性がある。

図表 15

多摩地域における空き家数の増減率

空き家問題の現状整理

出典：総務省「住宅・土地統計調査」から作成
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③

空き家に係るデータの相関性

多摩地域において、「空き家数」「空き家率」「空き家増減率」と、人口及び住宅に係る
データの相関についてみると、以下の図表のとおりの結果が得られた。
特に、「空き家増減率」は、他と比べて「持ち家住宅の割合」と正の相関がある（持ち家
住宅割合が高いと、空き家が増加する可能性がある）点が特徴である。

図表 16
項目

多摩地域における空き家に係るデータの相関係数
空き家数 空き家率

空き家数
空き家率
空き家増減率

1.00
0.15
0.24

長屋建・
空き家増 人口増減
老年人口 住宅地区
持ち家住 住宅総数
人口密度
共同住宅
減率
率
の割合
の割合
宅の割合 増減率
の割合

0.15
1.00
0.11

0.24
0.11
1.00

0.04
-0.24
-0.11

0.09
-0.11
-0.20

-0.14
-0.01
0.17

0.01
-0.14
-0.02

0.10
-0.21
-0.28

-0.05
-0.11
0.43

0.33
-0.23
0.11
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出典：総務省「住宅・土地統計調査」、「国勢調査」から作成
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図表 17

相関係数の評価基準

相関係数

評価

0.7≦相関係数＜1.0

強い正の相関がある

0.4≦相関係数＜0.7

正の相関がある

0.2≦相関係数＜0.4

やや正の相関がある

▲0.2≦相関係数＜0.2

ほとんど相関はない

▲0.4≦相関係数＜▲0.2

やや負の相関がある

▲0.7≦相関係数＜▲0.4

負の相関がある

▲1.0≦相関係数＜▲0.7

強い負の相関がある

そこで次に、空き家増減率と正の相関が高かった持ち家住宅の割合（以下、「持ち家率」
という。）について整理する。

- 13 -

④

持ち家率と空き家増減率の関係

持ち家は、借家と比べて住宅の流動性が低いことが、空き家化しやすい理由として考えら
れる。多摩地域においては、持ち家率の高いあきる野市や青梅市は、空き家数の増減率（図
18）が比較的高い傾向にある。
表 15）が比較的高い傾向にある。
図表 18

多摩地域における持ち家率

空き家問題の現状整理

出典：総務省「住宅・土地統計調査」から作成
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空き家増減率と持ち家率との関連性
統計データからみた空き家増減率と持ち家率の傾向と、多摩・島しょ地域アンケート調査
で把握した空き家に関する苦情の状況を整理したのが、図表 19 である。
図表 19

空き家増減率と持ち家率との関連性

A

（空き家増減率：％）
4
三鷹市

青梅市

立川市

B

3

府中市

狛江市
■空き家の苦情（アンケート問２）
苦情増加：５件／６件中
2 わからない：１件／６件中

小平市
八王子市
東久留米市
東村山市
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小金井市

部
40

45
調布市

-2

東大和市

西東京市

0

-1

羽村市

市部平均
多摩市
国分寺市
稲城市

清瀬市

国立市

あきる野市
町田市

福生市

1

■空き家の苦情（アンケート問２）
苦情増加：５件／８件中
横ばい：３件／８件中

D

50

55

60

65

70

武蔵野市
武蔵村山市

昭島市

C

日野市

■空き家の苦情（アンケート問２）
苦情増加：２件／10件中
わからない：２件／10件中

町村部
■アンケート結果
苦情増加：２件／１３件中

75

80

（持ち家率：％）

横ばい：６件／１３件中

■空き家の苦情（アンケート問２）
わからない：２件／２件中

わからない：５件／１３件中

E

出典：総務省「住宅・土地統計調査」、「多摩・島しょ地域アンケート調査」から作成

Ａグループは、空き家の増減率及び持ち家率が多摩地域の市部平均より高い自治体であり、
青梅市、あきる野市、町田市、羽村市、東大和市、八王子市、東久留米市、東村山市の８団
体が該当する。このうち、空き家に関する苦情が増えているのが５団体、横ばいなのが３団
体となっている。苦情が増加傾向にあり、地域で空き家問題が増加してきている傾向がうか
がえる。
一方、空き家の増減率・持ち家率ともに多摩地域の市部平均より低いＤグループの場合、
該当する 10 自治体のうち、苦情が増加しているのは２団体にとどまる。
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⑤

接道状況別の空き家率

後述するように、空き家化が進みやすい要因として、建築基準法上の接道条件3が挙げられ
る。接道条件を満たしていない宅地は原則として建て替えができないため、空き家が放置さ
れやすい傾向にあることが指摘されている。
多摩地域における接道状況別の空き家率についてみると、「４～６ｍ」の接道状況での空
き家率の割合が高い自治体が多い。ただし、昭島市、あきる野市では「２～４ｍ」、稲城市、
羽村市では「６～10ｍ」の接道状況での空き家率が高くなっており、地域特性に応じて違い
がみられる。

図表 20

多摩地域における接道状況別での空き家率

空き家問題の現状整理

出典：総務省「住宅・土地統計調査」から作成

3

建築基準法第 43 条は、住宅は幅員４m 以上の道路に２m 以上接しなければならないと定めている。現行建築基準法施
行前に建てられた住宅の場合、建て替え時にこの条件を満たすことができない場合、解体しての新築が認められない。
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イ） アンケートからみる実態
次に、多摩・島しょ地域に対して実施したアンケート調査（p２参照）の結果から、多
摩・島しょ地域の空き家問題の実態を整理する。

①

空き家に係る住民からの苦情の状況

空き家に係る住民からの苦情の状況についてみると、「増加している」との回答が 38.5％
で最も多く、空き家に対する苦情は増加傾向にあるものと推察される。しかし、「わからな
い」との回答も３割以上を占めていることから、全体としてはあまり深刻な問題になってい
ないものと推察される。

図表 21

空き家に対する住民からの苦情（N＝３９自治体、単回答）
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②

空き家問題の緊急度

空き家問題の緊急度についてみると、「やや高い」との回答が最も多く、次いで「やや低
い」「低い」「非常に高い」の順となっており、緊急度を認識している団体が多いことがう
かがえる。

図表 22

空き家問題の緊急度（Ｎ＝116 部署、単回答）
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③

空き家のもたらす問題

空き家のもたらす問題については、「雑草・悪臭など衛生環境悪化」「景観の悪化」「不
法侵入などによる治安の悪化」の順に高くなっている。特に多摩地域において潜在的な問題
と想定していた「土地（住宅地）利用の非効率化」については、想定よりも割合が低い傾向
となった。これは、空き家問題がまだ顕在化していないためと推測される。
図表 23

空き家のもたらす問題（N＝116 部署、複数回答）

空き家問題の現状整理

④

空き家発生の主な原因

空き家発生の主な原因については、「相続人の不在（遠地居住など）」「相続に伴う権利
関係の複雑化」という相続関係が主な原因として多く挙げられている。これまで、「定住人
口の減少」が空き家発生の主要な原因に取り上げられてきたが、多摩・島しょ地域で「定住
人口の減少」はまだ主要な原因とはなっていないことが推測される。
図表 24

空き家発生の主な原因（N＝116 部署、複数回答）
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（３）

多摩地域における空き家対策に関する取組状況

次に、これまでみてきた空き家の実態に対して、多摩・島しょ地域の自治体がどのような
取組を実施しているかについて、アンケート調査結果から整理する。

ア） 空き家対策の関連部署
空き家対策に関連する部署等として多いのは、「都市整備」が最も多く、次いで「環境」
「防犯防災」となっている。空き家対策の組織においては、都市整備部門が関わっている自
治体が多い傾向にある。
図表 25

空き家対策の関連部署（N＝39 自治体、単回答）

第
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イ） 部署間で連携した取組の状況
部署間で連携した取組の状況についてみると、「特に具体的な連携はない」が最も多い。
「庁内連絡会議」を設置している団体、「庁内での空き家所有者情報の共有」を行っている
団体は、５団体である。ヒアリング等で推測されたように、多摩・島しょ地域では、空き家
問題に対する組織連携が十分に進んでいないことが確認できる。ただし、すでに空き家対策
に取り組んでいる自治体では、庁内連絡会議を設置するなどの動きがみられる。
図表 26

部署間で連携した取組の状況（N＝３９自治体、複数回答）
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ウ） 空き家対策の実施状況
①

空き家予防に係る取組の実施状況

空き家予防に係る取組の実施状況についてみると、「実施予定なし」が最も多く、「実施
済み又は実施予定」は２件にとどまる。この結果から、予防策がほとんど実施されていない
済み又は今年度実施予定」は２件にとどまる。この結果から、予防策がほとんど実施されて
ことが確認できた。
いないことが確認できた。
図表 27

空き家予防に係る取組の実施の有無（N＝39 自治体、単回答）

空き家問題の現状整理

②

空き家条例の制定状況

空き家条例の制定状況についてみると、「制定予定なし」が７割強を占めている。全国的
には関心が高い「空き家条例」は、多摩・島しょ地域では積極的に検討されていないことが
確認できる。
図表 28

空き家条例の制定状況（N＝39 自治体、単回答）
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多摩・島しょ地域における空き家条例の制定事例
平成 25 年度時点において、多摩・島しょ地域で空き家条例を制定しているのは、八王子
市及び小平市である。それぞれの条例の概要を次に示す。
「八王子市空き家の適正管理に関する条例」（以下、「八王子市条例」という。）の概要

第
２
部

目的
空き家の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空き家が管理不全な状
態になることを防止し、もって市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与すること
内容
・市民からの情報提供を規定
・敷地への立入調査を規定
・各種専門相談の実施機関との連携による適切な「助言」を規定
・「指導」「勧告」「命令」「公表」と段階に応じた措置を規定
・警察署や消防署等との連携を規定
施行
平成 25 年 4 月 1 日
「小平市空き家等の適正管理に関する条例」（以下、「小平市条例」という。）の概要
目的
空き家等が所有者等により適正に管理されないまま放置され、管理不全な状態とな
ることを防止することにより、防災及び防犯のまちづくりの推進並びに生活環境の保
全に寄与すること
内容
・空き家の所有者等に対して、適正管理の責務を規定
・市民による情報提供の努力義務を規定
・助言、指導及び勧告の根拠条文を規定
・勧告に従わない場合の公表措置を規定
・自治体による実態調査権限を規定
施行
平成 25 年 1 月 1 日
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③

空き家実態調査の実施状況

空き家実態調査の実施状況についてみると、４割弱の自治体が、「実施済み又は実施予定」
空き家実態調査の実施状況についてみると、４割弱の自治体が、「実施済み又は今年度実
となっている。実態調査は、他の対策に比べて、多くの自治体で実施が検討されている傾向
施予定」となっている。実態調査は、他の対策に比べて、多くの自治体で実施が検討されて
にある。
いる傾向にある。
図表 29

空き家実態調査の実施の有無（N＝39 自治体、単回答）

図表 30

国が実施する空き家実態調査

住宅・土地統計調査

空き家実態調査

実 施主体

総務省統計局

国土交通省住宅局

調 査頻度

５年ごと（直近は平成 20 年）

５年ごと（直近は平成 21 年）

調 査対象

• 全国から抽出された調査区の調査結果の全
• 東京都（市区）、大阪府（32 市）、茨城県・千
数を推計し、集計。
葉県・埼玉県・神奈川県の東京都心から
• 調査区は、全市区町村を対象として定めら
40km 以遠の市町から抽出された調査区。
れた抽出率に基づき抽出されているが、市
• 外観調査の回収数が 880 件、所有者調査
区町村の結果は、市・区及び人口 15,000 人
の有効回収数が 510 件とデータが少ない。
以上の町村を対象に表章されている。

空 き家の
定義

• 居住世帯のない住宅のうち、一時現在者の
• 住宅・土地統計調査における定義に準じる
みの住宅、建築中の住宅を除く住宅

調 査方法

• 空き家等の居住世帯のない住宅について
• 外観調査・所有者調査の二本立てによる調
は、住宅・土地統計調査員が外観で判断し、
査。
調査項目の一部について調査。
• 外観調査：空き家の基本情報、立地条件、
接道条件等。
• 所有者調査：所有者の属性、設備、面積、建
築年代等の基本情報、継続期間、空き家に
なったきっかけ、今後の活用意向等。

把 握可能 な
空 き家情 報

•
•
•
•

メ リット
デ メリッ ト

• 空き家の所在地、所有者やその意向が把握
• 空き家の分布の傾向がつかめる。
できる。
• 空き家の所在地、所有者やその意向は把握
• 得られるデータは首都圏の一部。
できない。

空き家の種類別の戸数、
腐朽・破損の有無別の空き家数、
都市計画区域の地域区分別の数、
立地状況（種類、建て方別）等。

出典：「平成 20 年住宅・土地統計調査」、「空き家実態調査」から作成
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空き家問題の現状整理

「空き家実態調査」について
国が実施している空き家に関する代表的な調査として、総務省「住宅・土地統計調査」、
国土交通省「空き家実態調査」がある。これら２つの調査によって、空き家数や属性等を把
握することができる。住宅・土地統計調査では、抽出された調査区を外観調査のみ実施して
いる。空き家実態調査では、外観調査に加え所有者調査を実施しているが、回収数は少ない。
さらに、国による調査では、自治体が独自に実施している対策の認知度等は調査していない。
このように、国の実施する空き家調査では、調査対象や調査項目が限定されているため、
個別の空き家の正確な位置や所有者の意向等、自治体の空き家対策に重要な情報が得られな
い可能性が高い。そのため、各自治体で独自に空き家実態調査を実施している場合がある。

多摩・島しょ地域における空き家実態調査の実施事例
多摩・島しょ地域では、平成 24 年度に福生市、三鷹市で空き家実態調査が実施されてい
る。
福生市では、平成 25 年度に予定している住宅マスタープランの基礎資料とするとともに、
今後の空き家対策の施策づくりに活用することを目的に実施した。
三鷹市では、良好な住環境を維持保全していくため、関係部署との連携を強化するととも
に、より実効性のある対策を検討するにあたり、委託調査員による空き家の実態調査を実施
した。
図表 31

福生市、三鷹市の空き家実態調査

福生市

三鷹市

第
２
部

調 査年度

平成 24 年度

平成 24 年度

調 査対象

• 横田基地内を除く福生市行政区域内全域

• 三鷹市全域

空 き家の
定義

• 住宅・土地統計調査における定義に準じる

• 一戸建ての建物を中心に、空き家の可能性
の高い建物を調査
• 全室空き家の場合は、マンション・集合住宅
も対象

調 査方法

• 予備調査（不動産管理業者、各町会への調
査）
• 現地調査（調査員による外観調査）
• 現地調査（調査員による外観調査）
• アンケート調査（所有者へのアンケート配布）
• 所有者調査（所有者へのアンケート配布）

把 握可能 な
空 き家情 報

予算

空 き家の
判 断基準

•
•
•
•
•

対象物の区分（建て方／構造／階数）
建物の状況（外壁／出入り口／窓ガラス）
敷地の状況（門扉／雑草の状況／駐車場）
老朽度（外観から見た老朽度）
周辺環境（接道状況／募集状況）

• 建物の基本情報（空き家の判定指標／建物
の区分／構造／階数）
• 建物情報（破損状況の有無／施錠、表札の
有無）

予算 4,389 千円（緊急雇用創出事業臨時特
補正予算 5,216 千円（緊急雇用創出事業）
例補助金）
•
•
•
•

外観が廃屋風（人が住んでいる気配がない）
雨戸を締め切っている
電気メーターが動いていない
郵便受けに大量に郵便物やチラシがたまっ
ている
• 居住実態を示す物品（物干し、カーテン、表
札等）が見当たらない
• 建物の周囲に不動産管理事業者の「入居者
募集」や「売家」の案内看板がある

•
•
•
•

人が住んでいる気配が感じられない
電気メーターが動いていない
郵便受けに大量の郵便物がたまっている
樹木等の管理がなされていない

出典：福生市「福生市空き家実態調査報告書」、三鷹市「三鷹市空き家等調査報告書」から作成
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調査結果
福生市、三鷹市における空き家実態調査の結果は以下のとおりである。住宅・土地統計調
査と比較すると両市とも大きく空き家数が異なっている。理由としては、福生市は外観調査
のほか、予備調査として不動産管理業者や各町会への調査を行い、調査の精度を高めている
ため、また、三鷹市については一戸建てを中心に調査を行っている等、いずれも調査方法や
空き家の定義が異なっているためと考えられる。
図表 32

福生市及び三鷹市における空き家数の比較

空き家実態調査
（いずれも平成 24 年度実施）

参考：住宅・土地統計調査
（平成 20 年度実施）

2,080 戸（うち、戸建て 222 戸、1,858 戸）

4,400 戸

三 鷹市

617 戸

11,920 戸

出典：福生市「福生市空き家実態調査報告書」、三鷹市「三鷹市空き家等調査報告書」、「平成 20 年
住宅・土地統計調査」から作成
注：「平成 20 年住宅・土地統計調査」は空き家総数

また、地区ごとの空き家数の集計をみると、地区によって空き家率が大きく異なっている
ことがわかる。福生市では、住宅が密集する中心市街地等で空き家率が高くなっている。ま
た、三鷹市では突出して高い地区があるわけではないが、調査報告書によれば、一つの街区
に空き家が連担している箇所が比較的多く散見されており、これは同時期に住宅を購入した
住民の高齢化等の影響が考えられる、とされている。
このように、同じ市内でも住宅開発の時期や住宅の密集度、住民の年齢層に違いがあり、
結果として空き家集中エリアが発生していると考えられる。
図表 33

地区ごとの空き家率（福生市）

図表 34

地区ごとの空き家率（三鷹市）

注：空き家率は、空き家数（戸建て）を平成 22 年国勢調査の主世帯数（一戸建）で割り算出
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福 生市

コラム１：［座談会］多摩地域の空き家問題について語る
はじめに
現在、少子高齢化による人口減少等の影響により、全国的に空き家問題が顕在化しつつあ
る。今後、多摩地域においても人口が減少してくることにより、急速に空き家が増加し、地
域内の環境面、防災面等における外部不経済が増加していく可能性もある。
多摩地域の自治体の中には、空き家対策や活用に向けた様々な取組を行っているところが
みられる。そこで、多摩地域において実際に空き家対策に取り組んでいる自治体職員を招き、
実施している取組、日頃抱えている課題、今後の方向性等についての意見交換を行うことを
目的に座談会を実施した。
第

座談会の概要

２

•

部

•
•

日時：平成 25 年 11 月 12 日（火） 15：00～17：00
場所：東京自治会館 2 階会議室
出席：小金井市総務部地域安全課（以下、「小金井市」という。）、八王子市生活
安全部防犯課（以下、「八王子市」という。）、三鷹市生活環境部安全安心課（以
下、「三鷹市」という。）、(公財)東京市町村自治調査会・㈱浜銀総合研究所（以下、
「事務局」という。）

座談会の内容
多摩地域の空き家の実態
事務局：まず、多摩地域で実施されて
事務局：まず、多摩地域の空き家の実
いる空き家対策についてお聞かせい
態ということで、各市の空き家の状
ただけますか。
況についてお聞かせいただけますか。
八王子市：八王子市では、空き家につ
いて近隣住民がよく把握しています
ので、近隣からの情報提供で空き家
の実態を把握しています。空き家条
例制定以来、近隣からは 40 件程度の
情報提供を受けており、順次指導等
を行っています。
三鷹市：三鷹市では、昨年度３か月程
度空き家実態調査を実施しました。
同調査を通して戸建ての空き家は
617 件、空き家率にすると、戸建て
の２％程度が空き家となっているこ
とが把握できました。この中には、
適正に管理されている空き家も含ま
れています。
小金井市：小金井市では、市内の
28,000 件程度の家屋に係る実態調査
を行ったところ、599 件の管理不全
な状態にある物件が見つかりました。
事務局：各自治体において空き家の状
況が異なり、状況を把握する手法も
異なっていますね。多摩地域は未だ
に人口が増加している地域が多いこ
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ともあり、空き家問題は行政上、さ
ほど深刻な問題ではないのでしょう
か。
八王子市：八王子市では 30,40 年前に
造られた大規模戸建団地が点在して
いるため、今後は相続等の問題によ
り、次第に空き家問題も顕在化する
ものと思われます。ただし、現段階
では目に余るほど空き家が点在して
いるわけではないのが現状です。
事務局：空き家問題が今後深刻化する
兆しはみられるが、現時点では深刻
化していないということですね。と
ころで、ヒアリング等の中で地域に
よっては空き家が集中するエリアが
みられるとの声を聞きました。三鷹
市や小金井市では空き家の集中エリ
アはありますか。
三鷹市：三鷹市では空き家の連担して
いる箇所が見られました。これらの
エリアにおける空き家は、道路の接
道要件等により再建築ができないこ
とが要因となっていると推測されま
す。
小金井市：小金井市では特定している
空き家の集中エリアはありませんが、

多摩地域における空き家対策の事例
事務局：次に、空き家対策の事例につ
いて聞かせていただけますか。
八王子市：本市の空き家条例は、平成
25 年４月１日から施行されました。
市は所沢市条例を参考に、公表まで
規定することとしました。条例制定
後は、指導等の措置の前段に行う指
導前通知を送付した時点で、すぐ返
答がある等の効果がみられました。
三鷹市：八王子市では、空き家所有者
の公表に踏み切った実績はあります
か。また、実際に命令する段階では、
第三者機関を入れることを考えてい
ますか。
八王子市：現時点で公表の実績はなく、
指導のみ行っています。また、特に、
第三者機関を入れることは考えてい
ません。
八王子市：条例に過料と行政代執行の
規定をなぜ入れないのかとの住民か
らの意見がありました。しかし、過
料については、支払ってしまえばそ
れで終わりになってしまうため、実
効性に疑問を感じております。また、
行政代執行については、民と民の問
題に対して行政がそこまで踏み込む
べきではないと考えています。
三鷹市：八王子市では相談者が匿名の
場合でも、条例に則って対応してい
るのでしょうか。
八王子市：相談者が匿名の場合にも、
条例の基準に則って対応しています。
空き家条例の適用対象についてです
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が、一般的には建物の構造など、建
築基準法の適用があげられると思い
ますが、法で定められている著しく
危険の基準がはっきり示されていま
せん。そこで各自治体の自主条例と
して様々な切り口で制定が進んでい
ます。八王子市では防犯、防災の観
点から管理不全となっている空き家
を対象としています。
三鷹市：空き家条例により対処できる
ことは限定されているため、空き家
化の予防や空き家の有効活用といっ
た観点について考える必要があるの
ではないでしょうか。
小金井市：今後小金井市で空き家条例
を制定する場合には、空き家化への
予防策について措置する必要がある
と思っています。
事務局：空き家といえども住民の所有
する個人財産であるため、なかなか
行政が介入できない側面があるので
はないかと思われます。空き家の維
持管理、例えば樹木繁茂等への対応
に直接市が関わっていますか。
八王子市：維持管理に直接市が関わっ
ているわけではありません。あくま
で所有者の自発的な対応を求める条
例です。樹木繁茂等については条例
対象になりませんが、空き家の維持
管理という面では関係がないとは言
えないと感じています。
三鷹市：民と民の問題に行政が踏み込
むことは困難です。しかし、道路交
通上の支障が生じている場合には、
市としても対応するケースがありま
す。
事務局：空き家の所有者と連絡が付け
ばどうにかできるものなのでしょう
か。
八王子市：連絡が付いた場合には、所
有者に解消してもらうことが最も望
ましいです。

空き家の所有者の把握に当たって
事務局：空き家対策を行う上で、空き
家の所有者を把握することが難しい
との意見がありますが、各自治体で
は所有者把握に当たってどのような
取組をされていますか。
八王子市：八王子市では、登記簿に記
載されている空き家の所有者が亡く

空き家問題の現状整理

町会から継続的に相談を受ける場所
が複数あります。
事務局：空き家の集中する地区には地
域特性がみられ、例えば小金井市、
八王子市、三鷹市でも空き家の集中
地区や建築形態等に違いがみられる
のではないでしょうか。
三鷹市：三鷹市には八王子市のような
大規模住宅地はありませんが、どち
らかというと市内に戸建ての空き家
が点在している状況です。
小金井市：小金井市内の駅前が整備さ
れてくると駅前にマンションが建て
られてくると思いますので、駅から
離れた地区等に空き家が発生するの
ではないかと思われます。
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なった場合には、戸籍等を用いて所
有者の法定相続人に対して指導通知
を送付しています。
三鷹市：三鷹市では、個人情報保護条
例に則って、目的外利用の手続きを
行った後に、資産税課から情報を提
供してもらい、所有者を把握してい
るケースがあります（登記事項証明
書の範囲内でかつ住所・氏名のみ）。
事務局：税情報の活用については、実
施している自治体もあれば、実施し
ていない自治体もあるようですね。
小金井市：小金井市では、個人情報保
護審議会に諮問し、固定資産課税台
帳の目的外利用について承認してい
ただき、対応したケースがあります。
八王子市：空き家の所有者と納税者が
同一でないケース等は、それでも必
要な相手方までたどりつけないこと
があります。このため、空き家の周
辺住民の方から情報を提供していた
だくことも１つの方法です。
三鷹市：空き家の所有者に法定相続人
がいない、又は不明の場合には、利
害関係人が相続財産管理人の選任を
家庭裁判所に請求できます。また、
検察官が家庭裁判所に対して相続財
産管理人の選任を請求することもで
きます。

空き家対策に求められること
事務局：空き家対策に取り組むに当た
っては、庁内での連携もポイントに
なるものと思われます。三鷹市では
プロジェクトチームを組織している
そうですが、いかがですか。
三鷹市：24 年度から関連部署の係長職
を交えての連絡会を起ち上げており、
25 年度から部課長級がメンバーとな

るプロジェクトチームを組織しまし
た。高齢者福祉部門、道路部門等 10
の部署と連携しつつ、空き家対策に
ついて検討しています。
八王子市：八王子市では、高齢者福祉
部門と連携し、（空き家化するおそ
れのある）住宅を所有している高齢
者を事前に法律相談に案内すること
もあります。
事務局：八王子市では防犯課が窓口と
なっていますね。窓口となる部署や
連携する部署については、自治体が
置かれている地域特性に左右される
ものなのでしょうか。
八王子市：空き家対策については様々
な問題が背景となっているため主体
となる部署が各自治体により様々で
す。そのような状況の中、八王子市
では防犯は住民の最も気にかけると
ころであると考え、防犯部門が担う
こととなりました。このことで条例
の浸透度が深まる効果も期待してい
ます。
事務局：例えば空き家を活用する場合
には、個人財産への介入となってし
まうため行政単独で取り組むことは
難しいのではないでしょうか。その
ため、自治会やＮＰＯ等の地域の力
が必要になるのではないかと思われ
ます。
八王子市：既に空き家となっている建
物への対策だけでなく、空き家を生
まない予防策も必要です。そのため
に、自治会やＮＰＯ等の地域の力を
活用することは必要であり、それら
の団体と空き家を生まない地域づく
りのためのコミュニケーションを行
う必要があります。

座談会を終えて
多摩地域での空き家対策はまだ端緒についたばかりであるが、空き家の実態把握や個人情
報の活用の制約等、様々な課題があることが明らかになった。
そのような状況の中で、多摩地域で先駆けて空き家条例の制定に取り組んだ八王子市は、
自治会等の地域コミュニティと協力しながら実態把握を進めている。また、小金井市は空き
家の所有者等の情報把握のため、個人情報保護審議会に諮問し、対応したケースがあるほか、
三鷹市は庁内連携のためにプロジェクトチームを立ち上げている等、空き家対策に取り組ん
でいる。
空き家条例や空き家実態調査等は、空き家問題を解決するための一つのツールである。重
要なことは空き家化の予防に向けた取組、空き家の適正管理、空き家の有効活用等について
庁内で一体的に取り組み、解決に向けて知恵を出し合うことであろう。
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第２章.

空き家問題の発生メカニズムと課題解決の基本的な考え方

次に、住宅がどのようなプロセスを経て空き家化し、管理が行われなくなり、不適正管理
空き家・老朽危険空き家となっていくのか、その問題の発生メカニズムを整理する。

１． 空き家問題の発生メカニズム
空き家問題の発生メカニズムは、大きく（１）住宅の需給バランスの不均衡、（２）個別
の住宅の空き家化、（３）不適正管理空き家の老朽化、の３段階から整理できる。
図表 35

空き家問題の発生メカニズム
（３）不適正管理空き家の老朽化

（２）個別の住宅の空き家化

経済的要因
土地利用の制約
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空き家問題の現状整理

心理的要因

負の
連鎖

老朽化

空き家化

＋
相続されず

（
１）
住宅の需給バランスの不均衡

放置・不適正管理

（１）

住宅の需給バランスの不均衡

ア） 住宅ストックの増加
近年、全国的に空き家が増加している原因の一つ目として、住宅の需給バランスの不均衡、
すなわち住宅の供給過剰が挙げられる。
住宅・土地統計調査によれば、昭和 43 年以降、総住宅数は総世帯数を上回る水準が続い
ている。
図表 36

総住宅数、総世帯数及び 1 世帯当たり住宅数の推移
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部
出典：総務省統計局「平成
出典：総務省「平成 20 年住宅・土地統計調査」から引用

また、総住宅数の増加幅は、総世帯数の増加幅を常に上回っており、世帯の増加を上回る
水準で、住宅の供給が進んでいることがわかる。
図表 37

総住宅数及び総世帯数の増減率の推移

出典：総務省統計局「平成
出典：総務省「平成 20 年住宅・土地統計調査」から作成

今後は、人口の減少に伴い、住宅ストックに対する需要は減少していく可能性が高い。そ
うした場合、住宅ストックの供給を抑制するか、既存空き家の除却を進めない限り、今後も
空き家は増加を続けていくことが予想される。

- 29 -

イ） 中古住宅流通市場が不十分
日本のこれまでの住宅市場は、新築住宅の供給が中心となって進められてきた。市場にお
ける住宅流通量に占める中古住宅（既存住宅）の割合は、平成２年以降上昇しているが、平
成 20 年時点でも 13.5％にとどまっているのが現状である。
図表 38

既存住宅流通シェアの推移

空き家問題の現状整理

出典：国土交通省「第 1 回

中古住宅の流通促進・活用に関する研究会」配布資料から引用

今後の人口減少社会を見据えた場合、今後の住宅政策は新築住宅の供給による「量の充足」
から、古くても良い住宅をより長く使っていく「質の充足」へと方向転換する必要があると
考えられる。この点において、平成 24 年以降、国土交通省も「個人住宅の賃貸流通の促進
に関する検討会」「中古住宅の流通促進・活用に関する研究会」を相次いで立ち上げる等、
中古住宅の流通拡大に力を入れている。
上記研究会の資料では、中古住宅の流通を促進するための方向性として「中古住宅評価の
適正化」「中古住宅の質に対する不安の解消」「中古住宅流通上の障害除去」「住宅ストッ
クの活用」等が挙げられている。今後の工程表（案）では、平成 32 年度に中古住宅の流通
シェアを 25％に引き上げることを目標に、様々な施策を講じていく方針が打ち出されている。
多摩地域は、従来から東京のベットタウンとして機能してきており、潜在的な住宅ニーズ
は高く、老朽空き家問題が顕在化している他道府県と比べて、良質な住宅ストックが維持さ
れているものと予想される。
空き家対策に当たっては、こうした相対的に良質な住宅ストックの強みを活かし、積極的
な流動化策を検討していくことも必要と考えられる。
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（２）

個別の住宅の空き家化

個別の住宅が空き家化するきっかけは、住宅所有者の死亡や転居、入院など様々である。
ここでは、アンケートでも多く挙げられた「相続」の問題について取り上げる。

第

世帯分離の増加に伴う、相続の「空き家要因」化
具体的には、高齢世帯の住宅所有者の死亡により、住宅の維持管理主体が不在となった後、
次世代世帯等への相続が円滑に行われず、空き家化が進む場合が多い。特に、二世帯以上で
の居住が中心であった過去と異なり、現在は、次世代世帯が就学・就職・結婚等を機に別居
するパターンが多いことから、高齢世帯における死亡が空き家化に結びつきやすい傾向にあ
る。
平成 24 年の国民生活基礎調査によれば、65 歳以上の単独世帯及び夫婦のみの世帯の割合
は年々高まっており、既に半分以上に達していると推測される。これらの世帯が居住してい
る住宅は、将来、相続が円滑に行われず、維持管理主体が不明確な状況となった場合、空き
家化が進むおそれがある。

２

図表 39

家族形態別にみた 65 歳以上の者の構成割合の年次推移

部
出典：平成 24 年

国民生活基礎調査から作成

相続人の不在
相続が円滑に行われず空き家が発生する場合として、空き家の所有者に相続人がいなかっ
た場合や、相続人が相続を放棄して、空き家を引き続き管理すべき相続人が不在であった場
合がある。住宅の相続は基本的に私人の間で行われるため、相続人の不在を行政が早期に察
知することは難しい。また、相続人が不在の場合に行政が第三者として関与できる手段も、
相続財産管理制度（p99 参照）等に限られているため、この問題において行政がとり得る手
段はあまり多くないのが現状である。
相続による権利関係の複雑化
さらに、相続によって権利関係が複雑化してしまうことも、相続による住宅の円滑な移行
を阻害する要因として挙げられる。
特に相続人が複数存在する場合、売却や除却等の処分をする場合には相続人の合意が必要
になるため、手続きが進みにくくなる場合が多い。利害関係を有する相続人は、相続が重な
るほどに増える傾向にある。そのため、相続発生後に相当の時間が経過し、問題が大きくな
っている空き家ほど老朽危険空き家化が進んでしまう「負の連鎖」が進むことになる。
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（３）

不適正管理空き家の老朽化

本来、空き家は適正に管理されており、雑草繁茂等の外部不経済を生じさせていなければ、
あまり問題にはならない。しかし、空き家が適正に管理されず放置されていると、次第に住
宅としての利用が難しい状態になってしまうとともに、前述のとおり周辺地域に様々な外部
不経済をもたらすことになる。そこで次に、空き家が適正に管理されず、老朽化が進む要因
を整理する。

ア） 心理的要因
①

空き家を処分することに対する抵抗感

②

空き家の管理責任者意識の希薄化

もう一つの心理的要因は、自分が、相続した空き家の管理責任者である、という意識の希
薄化である。特に、実際に居住したことがなく、遠い血縁関係にあった者から相続によって
引き継いだ住宅等は、相続人にとっても自らが管理責任者であるとの意識は持ちにくい。こ
うした心理的要因に、経済的要因や土地利用の制約が相まって、適正な管理が行われない状
況が継続されるようになる。

イ） 経済的要因
空き家の適正管理を阻害する経済的要因としては、①定期的な維持管理業務にかかる費用
負担（維持管理費用負担）、②空き家の除却にかかる費用負担（除却費用負担）、③除却後
の固定資産税負担（固定資産税負担）、が挙げられる。

①

維持管理費用負担

空き家は放置しておくと物理的な傷みが生じ、次第に利用が難しい状態になっていく。老
朽化を防ぐためには、定期的な維持管理を行うことが不可欠である。
具体的には、空き家に対しては、定期的に以下のような維持管理を行うことが必要とされ
ている。

主な空き家の維持管理作業の例（月 1 回程度）
• 定期的な換気、通水（水道を使用している場合）
• 屋外・屋内の清掃、雑草の除去
• 破損の確認（窓ガラス、施錠等）
• 郵便物等の確認
近所に住んでいる場合は、こうした維持管理作業も大きな負荷にはならないが、相続によ
って空き家の所有者となった者は、既に前世代と居住を別にしており、場合によってはかな
り遠地に居住している場合もある。そのような場合、空き家に対して定期的な維持管理を行
うことは、時間的・費用的な負担となる。

②

除却費用負担

利用される予定がない空き家は除却し、更地にしてしまうことで、屋根の飛散や外壁剥離
等の外部不経済の発生を防止することができる。しかし、空き家の除却には費用がかかり、
特に急傾斜地や密集街区等、解体用の重機搬入が難しいエリアほど、除却に要する費用負担
は大きくなる。
その結果、利用が進まず、除却せざるを得ない空き家ほどコストがかかり、ますます除却
が難しくなる、という悪循環に陥る傾向にある。
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空き家問題の現状整理

まず挙げられるのが、空き家を処分や賃貸に供することに対する心理的抵抗である。
空き家の相続人が遠地に居住している場合でも、古くからの家財道具を空き家に残してい
る場合が多い。また、親と幼少期を過ごした住宅を処分することに対して抵抗があるケース
も多く、こうした心理的要因が、空き家を処分したり、賃貸に出したりしにくい原因として
指摘されている。

③

固定資産税負担

利用予定のない空き家の除却が進まないもう一つの理由として、除却費用負担や心理的要
因のほか、除却に伴う固定資産税負担の増加が挙げられる。
現在、住宅の取得を促進する観点から、以下の通り住宅用地については固定資産税の課税
標準の特例措置が行われている。
図表 40

住宅用地に係る固定資産税課税標準の特例措置

区分 区分
小規模住宅用地
一般住宅用地

土地の利用状況と面積区分
土地の利用状況と面積区分
住宅の敷地

課税標準

課税標準

200 ㎡以下の部分

課税標準となるべき価格×１／６

200 ㎡を超える部分

課税標準となるべき価格×１／３
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この結果、空き家を除却して更地にした場合、固定資産税が最大で６倍になる可能性があ
り、所有者が空き家除却を進める上でのディスインセンティブになっている可能性が指摘さ
れている。

部

「老朽危険空き家」にも特例措置が適用される理由
この点に関して、適正に管理されていない空き家に対してもこの特例措置が適用され、税
負担が軽減されることの弊害が指摘されているところである。老朽危険空き家にも特例措置
が適用される理由として、大きく以下の２点が挙げられる。
通達による運用
空き家に対しても原則として特例措置が適用される根拠としては、以下の通達が挙げられ
る。
自治省税務局固定資産税課長
「地方税法第３４９条の３の２の規定における住宅用地の認定について」
自治固第１３号平成９年４月１日
一 住宅の認定
当該家屋が住宅であるかどうかの判定については、次のとおり取り扱うものとする。
⑶ 人の居住の用に供するとは、特定の者が継続して居住の用に供することをいう。
⑷ 賦課期日において現に人が居住していない家屋については、当該家屋が構造上住
宅と認められ、かつ、当該家屋（併用住宅にあっては、当該家屋のうち居住部分とす
る。）が居住以外の用に供されるものでないと認められる場合には、住宅とする。
これによれば、現に人が居住していない家屋であっても、当該家屋が構造上住宅と認めら
れ、かつ居住以外の用に供されるものではないと認められる場合は、老朽化が進んでいたと
しても、住宅として取り扱うこととされている。

課税の公平性の確保
また、課税標準を変更する場合、実務上は、課税の公平性の観点から、条件を満たす空き
家に対しては一律に変更することが必要であり、一部の空き家を「狙い撃ち」するような形
での変更は困難であることが指摘されている。
空き家をこの特例措置の対象から除くためには、
•
•

軽減税率の適用外となる「空き家」の要件の明確化
対象となる全空き家の把握

が実務上必要になると考えられる。しかし、別に指摘されているように、「空き家」の認
定・定義が実際には難しいことに加え、職員数が限られる中、空き家の全数を把握すること
が困難であることが指摘されている。
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ウ） 土地利用の制約
空き家が適正に管理されない３つ目の理由として、地勢・地形的、法的な理由から、空き
家のある土地の利用に制約があり、利活用の可能性が見いだせない場合が挙げられる。

①

地勢的制約

まず、空き家が急傾斜地や狭小地に建てられている等、地勢的な利用条件が悪い場合であ
る。高度経済成長期の都市部のように土地利用ニーズが高かった時期にはこうした制約のあ
る地域にもニーズがあったが、住宅の経年化が進み、土地に加え建物の利用価値が低減して
くると、これを再度利用しようとするインセンティブは進みにくくなる。

②

法的制約

建築基準法の制約
空き家の適正管理の法的制約として、建築基準法による制約が挙げられる。
現行の建築基準法第 43 条は、住宅は幅員４ｍ以上の道路に２ｍ以上接しなければならな
いと定めている。現行建築基準法施行前に建てられた住宅の場合、建て替え時にこの条件を
満たすことができない場合、解体しての新築が認められない。
すなわち、現行法施行前に狭小宅地に建てられた住宅の場合、この接道条件を満たせない
限り、建て替えることができない。また、こうした狭小宅地は市街地に存在する場合が多く、
空き家を除却して更地にすると、固定資産税の負担が大きくなる可能性がある。
所有者にしてみれば、新築建て替えもできず、更地にすることで税負担が増加する土地に
対して投資をするインセンティブは持ちにくい。その結果、空き家は手を付けられることな
く放置され、老朽化が進み易くなる。
図表 41

建築基準法の接道規制（法第 43 条関係）の基本的な考え方
旗竿地

住宅
住宅
2m 以上接する

幅員 4m 以上の道路
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地勢的制約の例
• 密集市街地（狭い範囲に、敷地面積の小さい住宅が密集している）
• 旗竿地（袋地から延びる細い敷地で道路に接している土地）
• がけ地・急傾斜地（建築や除却が難しい状況）

２． 自治体における空き家対策の課題
近年は、年々増え続ける空き家がもたらす問題に対して、多くの自治体が様々な取組を進
めているところである。特に、自治体が空き家対策に取り組む際の課題として、以下の４つ
が挙げられる。

（１）

関連部署が多岐にわたる

空き家がもたらす問題は、雑草の繁茂、治安の悪化、景観の悪化等、多方面にわたる。こ
れは自治体の側から見れば、対応に当たる所管部門が多岐にわたることを意味する。
こうした関連部署が多岐にわたることは、タテ割りの組織構造をとる自治体にとって、以
下の問題の遠因になっていることが指摘できる。
•
•

第

•

住民対応窓口が一元化されず、迅速な対策が進まない
所管部門が分散してしまい、予算、職員、情報等の活動資源を確保しにくい
個別事案への対処が中心となり、総合的・横断的な問題解決が進まない

２
部

図表 42

空き家問題と関連部署

関連部門が多岐にわたる
安全・安心

防災・消防
空き家問題

環境・景観

（２）

地域活性化

•
•
•

窓口の一元化が進まない
予算、職員、情報などの
活動資源を確保しにくい
個別事案への対処が中心

所有者情報が不十分

老朽危険空き家の場合、既に空き家の所有者の所在がわからなくなっている場合が多い。
行政の老朽危険空き家対策は、まずはその空き家の所有者を探知することから始まる。
所在不明の所有者の探知の流れは、大きく以下の２つである。

ア） 周辺住民への聞き取り調査
一つ目として、当該空き家の周辺住民に対する聞き取り調査がある。特に地方都市のよう
に、町内会等の地域コミュニティが活発な自治体では、聞き取り調査でかなりの状況を把握
できる場合が多い。

イ） 照会・調査
空き家所有者の近況が周辺住民への聞き取り調査でもわからない場合、行政が独自に探
索・照会を進めることになる。主な調査方法としては以下のようなものがある。

①

不動産登記簿の調査

不動産登記簿は、不動産に関する権利関係及び物理的現況を記載した帳簿であり、登記所
に保管されている。登記簿で登記事項証明書を取得して、「権利部」を確認することで、所
有権者情報を把握することができる。
ただし、不動産登記法は相続に伴う登記申請を義務付けていない。そのため、相続時に相
続人が登記事項を修正していない場合、不動産登記簿からは正確な実態が把握できない。

②

戸籍の調査

戸籍謄本を辿ることで、空き家の相続人を追跡する方法もある。ただし、戸籍等は市町村
が管理しており、追跡には個別に照会が必要になる等、相当の手間がかかる。特に、相続が
複数回生じていた場合等は、相続人の数も膨大になってしまい、追跡が非常に困難になる。
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③

庁内にある情報の活用

個人情報保護制度上の制約
庁内の他部門が管理している住民情報を活用して、不明者の所在を確認する方法も考えら
れる。しかし、ほとんどの自治体が制定している個人情報保護条例は、住民の個人情報の利
用を「目的の範囲内」に限定にしているため、無条件な住民情報の利用は認められない。庁
内の住民情報を空き家対策に活用できる場合は、①予め個人情報の利用について本人から同
意を得ているとき、②個人情報保護審議会により認められたとき、等に限られる。

（３）

権限の不足

老朽危険空き家に対しては、空き家条例によることなく、建築基準法第９条（違反建築物
に対する措置）及び第 10 条（保安上危険な建築物に対する措置）の規定により、所有者等
に対して除却・移転・改築等の勧告、命令及び代執行をすることができる。ただし、この勧
告、命令及び代執行の行使権限を有しているのは、「特定行政庁」（具体的には、建築主事4
を置く市町村の長又は都道府県知事）とされており、すべての市町村がこの権限を有してい
るわけではない。
建築主事を置いてない（特定行政庁ではない）市町村の場合、老朽危険空き家に対して危
険排除措置を執る権限を有していないため、十分な対応ができない場合が想定される。

（４）

公と私の役割分担が不明確

空き家を含む住宅は個人の財産であり、基本的には行政が積極的に関与すべき対象ではな
い。空き家が安全面や衛生面において周囲に迷惑を及ぼしていた場合でも、それは一義的に
は私人の間で解決されるべき問題である。
その一方で、老朽危険空き家が放置されている場合、住民の生命や身体に危害が及ぶおそ
れもあることから、行政による一定の関与が求められる可能性もある。しかし、どのような
状況下において、私人の財産である住宅に対して、行政が公権力の行使や公費投入を通じて
関与すべきかについては、明確な判断基準が存在しないのが現状である。
行政が空き家対策において積極的な関与に踏み込みにくい背景には、こうした空き家対策
における、公と私の役割分担の不明確さがある。

4

建築基準法第４条の規定により、建築確認事務をつかさどるために、政令で指定する人口 25 万人以上の市に置かれる
もの。
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地方税法上の制約
特に、固定資産税賦課のために税部門が把握している、固定資産税の納税義務者の個人情
報（特に氏名及び住所）は、空き家相続人探索の重要な手掛かりになり得るため、活用が期
待される情報である。
しかし、地方税法第 22 条は、担当職員の守秘義務を規定しており、事務に関して知り得
た秘密を漏らした場合等においては、２年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処されるこ
とになっている。多くの自治体では、実務上この守秘義務の範囲は厳格に運用されており、
空き家所有者の探索のために、税情報を活用することに対しては消極的な姿勢をとる自治体
が多い。この点については、コラム２：税務情報の活用で詳述する。

コラム２：税務情報の活用

第
２
部

空き家対策に関する税務情報の利用について
税務担当職員には地方税法第 22 条によって地方公務員法におけるより重い守秘義務が課
せられている。これは、税務職員は職務を行う過程において納税者の行う申告や申述、また
は、税法に基づく質問検査権の行使により対象者の意思に関係なく所得や資産等の個人の情
報を知りうる立場にあり、このような秘密をみだりに漏らしたり、窃用することがあれば、
納税者等の人権を侵害するばかりでなく、納税者やその情報の提供者等との信頼関係が崩れ
税務行政遂行上の障害の原因となるからである。
だが、その情報が共有可能であれば、空き家対策における特に不動産登記簿上の所有者が
存在しない場合や不明な場合等に有用な情報であると思われる。これは、本調査研究におけ
る多摩・島しょ地域アンケート調査でも、23 団体が共有したい（している）情報と回答して
いることからも明らかである。しかしながら同時にそのアンケートにおいても 20 団体が
「共有したいができない情報」と回答しており、税務情報の共有にハードルを感じているこ
ともまた事実である。
そこで本コラムでは、税務情報を空き家対策において共有する可能性について考察してみ
た。
１．税務情報の共有ができない理由
法律による規定
一般には地方税法における守秘義務が解除される要件としては「地方税法に規定する犯罪
とならないと解しうるためには、そのような行為を適法なものとして許容したと認めるに足
・

・

の規定があること」
（ ※1）と理解されている。ここで重要なのが「認めるに足りる
りる法律の規定があること」（※1）と理解されている。ここで重要なのが「認めるに足り
・

・

・

地方 税法 における
地方税法における
守秘義務
守秘義務

守秘
秘義
義務
務解
解除
除は
は法
法律
律の
のみ
み
守

」が必要なことである。つまり個々の法律の内容、趣旨を個別に判断して場合によって
」が必要なことである。つまり個々の法律の内容、趣旨を個別に判断して場合によっ
法律
る法律
てはその法律に規定されていても、守秘義務は解除されないということであり、ましてや条
はその法律に規定されていても、守秘義務は解除されないということであり、ましてや条例
例やその他の規則では守秘義務は解除されないということをここでは示している。たとえば、
やその他の規則では守秘義務は解除されないということをここでは示している。たとえば、
空き家条例に税務情報の利用が規定されていた場合や、個人情報審議会で答申があったとし
ても、これらはあくまで条例に基づき地方公務員法上の守秘
義務が解除されるにとどまり、地方税法上の守秘義務の解除
には法律が必要であるということである。また、空き家条例
上の税務情報の利用規定に関しては、憲法第 94 条の「条例は
法律の範囲内」の趣旨からも疑問が残るところである。この
ように地方税法第 22 条の守秘義務が厳格と捉えたうえで、空
き家対策において税務情報の提供を受けるには、今後、制定
が予想されるいわゆる“空き家特措法”によって調査権が存
在する旨の規定が必要になる。

２．税務情報の共有の可能性
① 税務情報(秘密)の定義
空き家対策において利用しようとしている税務情報は地方税法及び、地方公務員法におけ
る守秘義務の対象の情報か、それとも、地方公務員法のみの守秘義務の対象かどうかの吟味
が必要である。地方税法における守秘義務は「地方税に関する調査に関して知りえたもの」
（※2）
（※2）と定義される。例としては、収入額、所得額、税額等については地方税法・地方公
と定義される。例としては、収入額、所得額、税額等については地方税法・地方公務
務員法、両方の守秘義務に該当するが、納税者名及び滞納額一覧等は地方公務員法の守秘義
員法、両方の守秘義務に該当するが、納税者名及び滞納額一覧等は地方公務員法の守秘義務
務のみに該当すると考えうる。ただし、その場合でも一般に公表しないことは無論、行政の
のみに該当すると考えうる。ただし、その場合でも一般に公表しないことは無論、行政の円
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円滑な運営確保の必要性と納税者等の利益の保護等を総合的に勘案した結果、必要があると
滑な運営確保の必要性と納税者等の利益の保護等を総合的に勘案した結果、必要があると判
判断した場合にのみ共有すべきである。
断した場合にのみ共有すべきである。
空き家対策においては、空き家所有者が不動産登記簿で
特定できないときに、その家屋の納税者（課税者）名の提
地公法による
供を税務部門より受けることにより、得る利益が期待でき
守秘義務：納税者名
る。仮にこの情報が、地方税法における守秘義務の対象の
情報ではなく、地方公務員法のみの守秘義務の対象情報で
あれば、各自治体における個人情報保護条例に抵触しない
地方税法による
守秘義務：所得額
かぎり、税務部門より情報を得る可能性が生まれると考え
られる。

まとめ
空き家対策における税務情報の利用への検討に際しては、空き家問題が顕著化してから日
が浅いため、判例は存在せず、また、類推して考察すべき空き家以外の行政施策における税
務情報の共有（照会）も税務機関と官公庁との関係が主なため、同じく判例が乏しく、通達
等を元に判断せざるを得ないのが現状である。また、地方税法における守秘義務違反は地方
公務員法より厳罰が加重されており、ひいては職員の身分にかかわることになるので照会
(共有)に応じるにあたっては、その判断は慎重にならざるを得ない。しかし、そのことに萎
縮しすぎることは、公共の利益を害する原因ともなりえる。自治体職員としては判断の難し
いところであるが、熟慮の上、バランスのとれた判断が必要だと思われる。
※１内閣法制局第一部長回答（昭和 38 年３月 15 日内閣法制局一発第六号）
※２各都道府県知事あて自治省税務局長通達（昭和 49 年 11 月 19 日自治府第 159 号）
※３東京高裁昭和 59 年６月 28 日判決
※４個人情報保護法第
参考書籍 事例解説 地方税とプライバシー
11 条
地方税事務研究会
参考書籍 事例解説 地方税とプライバシー 地方税事務研究会
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② 法益均衡による税務情報の共有
地方税法第 22 条は個人のプライバシーや、税務行政の円滑な運営を主な保護法益として、
罰則を規定しているが、この法益に違反するすべてが罰則の対象ではない。他の法益が優先
し、結果的に地方税法上の守秘義務が解除される場合が考えられる。
その代表的な判例として、国税職員が納税者に対する調査の結果をマスコミの取材に対し
て公表した件について争われた裁判で、税務職員の守秘義務はこれを解除すべき理由があれ
ば解除されるとした旨の判例がある。（※3）空き家対策においてもケースにより地方税法
ば解除されるとした旨の判例がある。
（※3）
空き家対策においてもケースにより地方税法の守
の守秘義務解除が考えうるが、空き家が倒
秘義務解除が考えうるが、空き家が倒壊し
壊しかかっていてその対応が緊急切迫した
かかっていてその対応が緊急切迫した状態
地方税法の法益
状態にある場合等限定的にならざるを得な
にある場合等限定的にならざるを得ないと
他の法益
いと考えられる。
考えられる。
また、この法益均衡による税務情報の共
有は、硬直化しがちな守秘義務を弾力的に
運用すると同時に、恣意的に運用される危
険性を持っているので、慎重な判断が必要
である。

３． これからの空き家対策の基本的な考え方
空き家の実態、発生メカニズム及び自治体における空き家対策の課題を踏まえると、今後
求められる空き家対策の基本的な考え方として、「状況に応じた空き家対策の検討」が必要
と考えられる。

（１）

状況に応じた空き家対策

第
２
部

これからの自治体における空き家対策においては、老朽危険空き家への「応急対策」のみ
ならず、適正に管理された空き家の「活用策」、そして、空き家問題の発生を防止する「予
防策」の３つの視点が重要である。
空き家の「応急対策」とは、老朽化により生じている外部不経済の解消が目的であり、い
わば「マイナスの解消」のための対策である。
一方、空き家の「予防策」と「活用策」は、老朽化はしていない空き家を有効活用するこ
とで老朽化を阻止するという、いわば「プラスの創造」を目指す対策である。そのため、
「予防策」と「活用策」は相互に深く関わっている。ここでは、空き家からプラスの価値を
生む取組のうち、個々の空き家に着目した対策を「予防策」、空き家が置かれた地域全体を
視野に入れた面的な対策を「活用策」として整理する。
図表 43

状況に応じた空き家対策の考え方

予防策
個別の空き家
が対象

相互に関連

活用策
空き家を含む
地域が対象

応急対策

•
•

（２）

・空き家から新しい価値を生み出す取組

マイナスの解消

個別の空き家から生じている不利益の除去

•

プラスの創造

・空き家がもたらす外部不経済を解消する取組

予防策 ：個々の空き家の老朽化を防止し、新しい価値を生み出す取組
応急対策：空き家がもたらしている外部不経済を解消する取組
活用策 ：空き家を含む地域全体で、新しい価値を生み出す取組
各状況下における空き家対策の考え方

空き家対策の基本的な考え方は、空き家の置かれた現状に応じて、「予防」「応急」及び
「活用」ごとに異なっているものと考える必要がある。
各状況下における、空き家対策の基本的な考え方は、以下のように整理できる。

ア） 「予防策」の考え方
空き家の「予防策」とは、空き家問題発生の兆候をできるだけ早期に発見し、所有者等に
よる適正管理を妨げる要因を取り除いて、適正管理や流動化を促す対策である。
自治体においては、「空き家バンク」のような流動化支援の取組が進められているが、空
き家化から老朽危険家屋化に至る一連のプロセスに対して、具体的にどのような対策があり
得るのか、現状では十分に整理されていない。
空き家の「予防策」においては、空き家の「発見」から「流動化」に至る一連の流れに沿
って、対策を整理することが求められる。
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イ） 「応急対策」の考え方

ウ） 「活用策」の考え方
空き家の「活用策」とは、いわば空き家を「資産」としてとらえ、そこから新しい価値を
創造しようとする取組である。地域に新しい付加価値をもたらす「資産」として空き家を有
効活用する場合に重要なのは、「エリアマネジメント」という考え方である。

①

「エリアマネジメント」とは

国土交通省の「エリアマネジメント推進マニュアル」5（以下、「推進マニュアル」とい
う。）では、エリアマネジメントを以下のように定義している。

地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・
地権者等による主体的な取り組み
推進マニュアルは、エリアマネジメントが求められる背景として「環境や安全・安心への
関心の高まり」「維持管理・運営の必要性の高まり」及び「地域間競争の進行に伴う地域の
魅力づくりの必要性の高まり」を指摘している。これらは、空き家対策が求められる背景と
も共通しているといえる。
また、推進マニュアルが提示するエリアマネジメントの成果として、「快適な地域環境の
形成とその持続性の確保」「地域活力の回復・増進」及び「資産価値の維持・増大」が挙げ
られている。これらは、空き家対策を通じて目指すべき成果とも共通しているものといって
よい。つまり、エリアマネジメントが求められる背景や目指している成果は、空き家対策に
も共通する考え方であるといえる。
図表 44

エリアマネジメントの背景と成果

背景

成果

■環境や安全・安心への関心の高まり
■維持管理・運営の必要性の高まり
■地域間競争の進行に伴う地域の魅力
づくりの必要性の高まり

エリア
マネジメント

■快適な地域環境の形成と持続性の確保
■地域活力の回復・増進
■資産価値の維持・増大

空き家対策にも共通する考え方
出典：推進マニュアルから作成
5

国土交通省「エリアマネジメント推進マニュアル」平成 20 年３月
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空き家問題の現状整理

空き家の「応急対策」とは、主に老朽危険家屋がもたらしている様々な外部不経済を一時
的に除去する対策である。
行政が私有財産である老朽危険空き家に対して、行政代執行等の公権力を行使するために
は、法制度上の根拠が不可欠である。しかし現在は、空き家の応急対策に対して総合的に対
応できる法制度は存在しないのが現状である。近年増加している「空き家条例」の制定事例
は、こうした応急対策上の法制度の不足を補うための一つの取組といえる。
また、老朽危険空き家の自発的な除却を支援する手段として「助成制度」があるが、個人
の財産に対して公費を支出することに対しては、一定の「公益性」が認められなければなら
ない。現在、自治体が実施している除却に対する助成制度は、空き家の除却を通じて、地域
福祉やまちづくり等の公益的な価値を増進させることを目的としている。
空き家の「応急対策」においては、空き家条例や各種法制度のあり方とともに、空き家の
除却助成における公益性のあり方について整理することが求められる。

②

エリアマネジメントと空き家の有効活用

エリアマネジメントの考え方を活用した空き家の有効活用策には、以下のようなことが求
められる。

空き家の適正管理：空き家が適正に維持・管理されていること
まず、エリアマネジメントの中心となる「空き家」が、適正に維持・管理されていること
である。老朽化した危険空き家は、そのままではエリアマネジメントにおける「資産」とし
ての空き家にはなり得ない。
すなわち、エリアマネジメントによる空き家の有効活用においては、「予防策」や「応急
対策」が適切に行われ、空き家が適正に管理されていることが前提条件となる。

第
２
部

知識・ノウハウの活用：外部の知識・ノウハウを積極的に活用すること
本来、すぐに活用策が見つかる住宅であれば、空き家にはならないか、なったとしても短
期間に留まるはずである。空き家状態が続いている住宅とは、多くの場合、土地利用環境等
の面でいくつかの制約があり、活用方法がすぐに見つからない難しい住宅である。
そのような空き家を有効活用し、新しい価値を生み出していくには、幅広い知識やノウハ
ウが必要である。
持続可能性の確保：空き家の有効活用を継続させる仕組みを作ること
空き家の有効活用において重要なのは、一時的・過渡的な対策に留まることなく、空き家
の有効活用に向けた取組を継続できる仕組みを整えることである。
空き家の有効活用を継続させるためには、担い手となる「組織」や「人材」を確保するこ
とが必要である。
図表 45

エリアマネジメントと空き家の有効活用

エリアマネジメントによる空き家の有効活用
空き家の適正管理
［空き家が適正に維持・管理
されていること］

知識・ノウハウの活用
［外部の知識・ノウハウを積
極的に活用すること］

＋

持続可能性の確保
［空き家の有効活用を継続さ
せる仕組みを作ること］

＋
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図表 46

状況
状況

状況に応じた空き家対策の方向性

課題

課題

方向性

方向性

空き家の発生プロセスに応じた対応策の整理
予 防策

応 急対
策

•
空き家予防策の全体像 •
•
が整理されていない
•
•
•

空き家の早期発見・把握
所有者への働きかけ
地域と連携した空き家の維持管理
経済的インセンティブの活用
土地利用性の向上
流動性の向上

空き家条例及び関連法制度、助成制度のあり方の整理
空き家条例及び関連法制度、支援制度のあり方の整理
法 制 度 上 の 根 拠 、 支 援 • 空き家条例の活用
• その他の法制度の活用
の正当性が不明確
空き家対策に係る支援制度（除却・改修等）の活用
• 空き家対策に係る支援制度（除却等）の活用

外部の知識・ノウハウの活用策、地域の担い手の確保策の整理
•
•
•

空き家の適正管理（予防策及び応急対策の実施）
空き家有効活用の知識・ノウハウの活用
空き家有効活用の持続可能性の確保
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空き家問題の現状整理

活 用策

知識・ノウハウの不足、
持続的な活用の仕組み
の不足

