第３部 空き家対策の具体的な方向性
ここでは、前述の「これからの空き家対策の基本的な考え方」に基づき、空き家対策の具
体的な方向性について整理していく。
解決の方向性の全体像は、以下のとおりである。
図表 47

空き家対策の具体的な方向性の全体像

方向性

方向性

参考事例等 参考事例等

1．空き家の早期発
（１）行政主導の実態調査
見・把握

埼玉県「空き家実態調査」

46

北区「空き家実態調査」

46

豊島区「空き家実態調査」

46

（２）地域と連携した実態把 地域（自治会等）との連携（八王子市）
握
住民対応窓口の一元化（所沢市等）

第

第１章 老朽空き家化の予防策

２．所有者への働き （１）意識啓発
かけ
（２）法律相談の活用

３．地域と連携した空き家の維持管理

チラシ等による意識啓発（酒田市等）

51

弁護士との連携（八王子市）

52

ＮＰＯ法人空家・空地管理センター

53

横浜市栄区自治会

54

ＮＰＯ法人とやまホーム管理サービス

55

３

松江市「まちなか住宅団地整備事業補助金」

部

５．土地利用性の向 （１）密集市街地の再編支援
鶴岡市「ランド・バンク事業」
上
（２）隣接地の買い上げ支援 江戸川区「街づくり宅地資金貸付制度」

イ）農山漁村地域の事例

第２章 老朽空き家への応急対策

１．空き家条例の活用

（１）公法の活用
２．その他の法制度
の活用

（２）私法（民法）の活用
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48
50

横須賀市の家賃助成
４．経済的インセンテ （２）家賃助成
松江市の家賃助成
ィブの活用
（３）リバースモーゲージの活 厚生労働省：生活福祉資金貸付制度
用
民間のリバースモーゲージ

６．流動性の向上

48

条例による意識啓発（所沢市）

（１）固定資産税の負担軽減 見附市「固定資産税の負担軽減」

ア）都市地域の事例

ページ

56
58
59
61
62
64
66
68

宗像市の空き家バンク

70

ＪＴＩの住み替え支援サービス

72

山梨市の空き家バンク

74

江津市の空き家バンク

76

北海道後志地域の空き家バンク

78

「ソフト型条例」と「ハード型条例」

82

「独立型条例」と「法律実施型条例」

82

まちづくり型条例

84

建築基準法

95

道路法

95

廃棄物処理法

95

消防法

96

公売の活用（宗像市）

96

事務管理

97

不在者財産管理制度

98

相続財産管理制度（三鷹市）

99

方向性

方向性

参考事例等 参考事例等

３．空き家対策に係る支援制度（除却等）の活用

第３章 空き家の活用策

１．空き家有効活用の知識・ノウハウの活用

２．空き家有効活用の持続可能性の確保

ページ

長崎市の支援制度

101

神戸市の支援制度

104

足立区の助成制度

106

世田谷区「空き家等の地域貢献活用モデル
事業」

111

江津市「ビジネスプランコンテストを通じた空
き家活用」

113

京都市「京都市地域連携型空き家流通促進
事業」

115

尾道市「尾道空き家再生プロジェクト」

119

高岡市「地域で連携した空き家活用推進協
議会の設置」

121

横浜プランナーズネットワーク「空き家相談窓
口の設置」

125

空き家対策の具体的な方向性
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第１章.

老朽空き家化の予防策

ここでは、個々の住宅の空き家化を予防し、利用を促進するための施策を検討する。
老朽空き家化の予防策は、大きく以下の６つのステップから構成される。
図表 48

老朽空き家化の予防策の体系

１．空き家の早期発見・把握

２．所有者への働きかけ

４．経済的インセンティブの活用
３．地域と連携した
空き家の維持管理
５．土地利用性の向上

６．流動性の向上

第
３
部
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１． 空き家の早期発見・把握
老朽空き家化の予防においては、まずは空き家をできるだけ早期に発見し、把握しておく
ことが重要である。この方向性として、自治体が実施する「空き家実態調査」のような「行
政主導の実態把握」と、自治会等の地域と連携し、随時、地域から空き家情報を収集してい
く「地域と連携した実態把握」の２つのパターンがある。

（１）

行政主導の実態調査

ア） 概要
総務省「住宅・土地統計調査」、国土交通省「空家実態調査」とは別に、自治体独自の調
査によって空き家の実数を把握する方法である。自治体の中には独自に国レベルの調査では
実施が難しい、空き家のマッピングやより詳細な空き家所有者のデータを把握するため、登
記簿謄本等を活用した調査や、所有者調査を実施している自治体がある。
行政主導の実態調査には、以下のような効果が期待される。
•
•
•

外観調査：調査対象地区を調査員が調査し、「空き家」の定義に従い家屋の外観か
ら空き家を判断。空き家の住所や、自治体内の空き家の分布等を把握できる。
データ調査：登記簿謄本等のデータを調査し、所有者の名前や連絡先を特定できる。
所有者への実態・意向調査：所有者へのアンケート調査、ヒアリング調査の実施。
空き家内部の設備の状況や、所有者の空き家の活用意向等を把握できる。

イ） 取組事例
①

埼玉県「空き家実態調査」

②

北区「空き家実態調査」

北区では、老朽空き家の防犯・防災面への対応、空き家の有効活用による居住安定の確保
等、今後の住宅施策を検討することを目的に、空き家実態調査を実施している。
調査の特徴として、住宅密集地域や高齢地域、一般地域、景観地域に絞って調査対象を設
定している点のほか、自治会による調査協力が得られている点が特徴的である。特に自治会
による調査協力については、外観調査で調査員が目視により空き家の構造を把握する際、敷
地内に入って調査することもあるため、自治会へ事前に実態調査についての周知を進め、空
き家周辺地域の住民の理解を得ておくことが必要と考えられる。

③

豊島区「空き家実態調査」

豊島区では、豊島区住宅マスタープラン（平成 21 年３月策定）において空き家の活用を
重点プロジェクトとして推進していくことが明記されており、今後の既存住宅ストックを利
活用した住宅政策の充実を図るための基礎資料とすることを目的に、調査が実施されている。
調査の特徴として、前述と同様、老朽建物が多い地区、高齢化率の高い地区、駅から離れ
た地区に絞って調査の対象としているほか、全調査員で空き家の判断方法・基準等を確認・
標準化した上で聞き取り調査を実施している。こうした工夫により、調査員の精度を一定に
保ち、より正確な調査結果が得られる。
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空き家対策の具体的な方向性

埼玉県では、空き家住宅が増加傾向になる中、既存の住宅ストックとして重要な役割を果
たす空き家の実態を把握し、今後の住宅施策の検討に資する基礎資料を得ることを目的に、
平成 23 年度に空き家実態調査を実施している。
調査の特徴として、県全域を対象とした地域別調査と特徴的な地区の特性を把握するため
の調査の２つが実施されていることが挙げられる。特徴的な地区とは、開発から 40 年近く
を経過し高齢化の進展している郊外型大規模団地・ニュータウン、人の出入りが多いと想定
される中心市街地であり、いずれも過去の経過から空き家が発生している可能性のある地区
である。
県単位かつ対象地域を絞って調査を実施することにより、県域の総体的な空き家数の把握
を図りつつ、空き家が懸念される地域の実態を把握することができている。

図表 49

事例の比較

埼玉県
報 告書公 表時 期
調 査対象

空 き家の 定義

北区

平成 24 年３月

平成 23 年３月

平成 24 年３月

• 国勢調査からの地域別
• 郊外型大規模団地
• 中心市街地

•
•
•
•

• 老朽建物が多い地区
• 高齢化率の高い地区
• 駅から離れた地区

＜調査項目＞
• 概況（空き 家判定 方 法 所
有者特定状況）
外観
• 立地状況（最寄駅からのア
調査
クセス、破損有無等）
• 構造（隣接道路状況、駐車
場の有無等）
• 設備状況（共同住宅の場
合の共同設備状況）

第

所有
者調
査

住宅密集地域
高齢地域
一般地域
景観地域

• 住宅・土地統計調査にお • 住宅・土地統計調査にお
ける定義に準じる
ける定義に準じる

• 実施

把 握可能
な 空き家
情報

• 住宅・土地統 計調査にお
ける定義に準じるが、既存
の一戸建住宅が中心

• 実施
• 実施
• 実施前にモデル地区にお
• 調査実施前に、全自治会
いて全調査員による確認
へ調査実施のお知らせを
を実施
配布
• 目 視 による外 観 調 査 後、
後、
隣家の住民、管理人（集合
＜調査項目＞
住宅）からの聞き取り
• 空き家の判定理由
• 外観調査（腐朽・破損の有
＜調査項目＞
無、住宅の用途、住戸の • 対象物の区分
種類）
• 建物の状況
• 周辺状況把握（空き地の • 敷地の状況
有無、建物の有無）
• 危険度（建物の破損状況）
• 写真撮影
• 周辺の状況（物件の賃貸
募集状況等）

• 登記情報・管理者調査後、
• 所有者の特定（登記簿情 • 建物所有者へのアンケート
調査票によるアンケート調
報）後、所有者アンケート
調査、所有者登記簿調
査（訪問聞き取り調査）を
調査を実施
査、ヒアリング調査を実施
実施

３
部

特徴

豊島区

• 県単位による調査の実施

• 自治会による調査協力

• 聞き取りによる、空き家発
見の精度の向上

出典：各自治体の空き家実態調査から作成

ウ） 課題
行政主導の実態調査の課題として、「空き家」の認定が難しいことが挙げられる。調査員
に同じ尺度で空き家を判定してもらえるよう、基準決めや研修が必要となる。
また、後述する「地域と連携した実態把握」と比較して、調査実施にコスト、人数がかか
また、後述する「地域と連携した実態把握」と比較して、調査実施にコスト、人員がかか
る点も課題である。
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（２）

地域と連携した実態把握

ア） 概要と取組事例
行政主導の実態調査は、行政が自ら情報の収集を行うといういわば「集中型の実態把握手
法」である。
もう一つの実態把握の手法として、行政が自ら情報を集めに行くのではなく、照会や問い
合わせ、情報提供等の形で、随時、地域からボトムアップで情報を収集していく「分散型の
実態把握手法」がある。
こうした地域と連携した実態把握手法は、うまく機能すれば、行政主導の実態調査のよう
な労力・コストが不要になる。さらに、情報提供側である住民の心理的負担の軽減につなが
る、という付随的なメリットも期待できる。

①

地域（自治会等）との連携

地域からボトムアップで情報が提供されるようにするためには、窓口の一元化に加え、日
頃から、自治会等地域との連携を強化しておくことが重要である。
八王子市は、空き家条例を所管している防犯課が、通常業務で頻繁に自治会と情報交換を
している。また、八王子市には意識の高い自治会が出始めており、自治会で自ら空き家マッ
プを作製する等の取組も進められていた。そのため、八王子市では空き家実態調査を実施し
ていないが、地域や自治会からの情報提供により、空き家の実態を把握することで所有者に
適正管理を促している、とのことであった。

②

住民対応窓口の一元化

先進自治体における住民対応窓口一元化の例
• 所沢市：空き家条例の制定に先立ち、防犯担当部門を住民対応窓口として整理
• 島根県松江市：空き家を含む住民問い合わせは、市民生活課の「伺います係」が一元的
に対応
• 長崎県長崎市：空き家条例の制定に先立ち、建築指導課を住民対応窓口として整理

図表 50

空き家問題と窓口の一元化
連携して対応

住民等

窓口の一元化

問い合わせ

安全・安心

防災・消防
空き家問題

環境・景観
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地域活性化

空き家対策の具体的な方向性

空き家対策を進める際には、まず実態を正しく把握することが重要である。
空き家条例の制定等、先進的な取組を行っている自治体においては、初期の段階から住民
対応窓口の整理・一元化が進められている場合が多い。
行政の住民対応窓口が整理されていると、住民としても照会先がわかるため、行政に対す
る情報提供がしやすくなる。しかし、前述したように、空き家問題は関連部署が多岐にわた
るため、予め住民対応窓口が整理されていない場合、住民も問い合わせ先がわからず、場合
によってはたらいまわしにあってしまう可能性もある。

イ） 課題
地域と連携した実態把握の仕組みを作るに当たっては、以下のような課題が挙げられる。

①

継続的な地域との連携

地域との連携においては、行政と地域との信頼関係が構築されていることが重要である。
八王子市のように、地域と連携した実態把握を可能とするためには、信頼関係を構築する
ための交流がある程度継続していることが重要である。すぐにこうした体制を作るのは難し
いため、継続的に取り組んでいくことが求められる。

②

庁内の連携体制の構築

窓口を一元化する場合には、窓口だけでなく、問い合わせや照会に具体的に対応するため
の組織の連携も進めておくことが必要である。長崎市や所沢市等では、庁内に空き家対策の
ワーキンググループ等を設置して検討を進め、窓口の一元化と同時に庁内の連携体制構築も
進めている。

第
３
部
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２． 所有者への働きかけ
（１）

意識啓発

ア） 概要と取組事例
空き家問題の背景には、自分が所有している空き家を適正に管理する義務がある、という
所有者の意識の低さがある。「空き家は個人の財産」という前提に立てば、空き家対策とは、
まず所有者が自ら対応することが重要である。
そのためには、空き家所有者としての責任を理解してもらうための意識啓発が重要である。

条例による意識啓発
全国で先駆けて空き家条例を制定した所沢市であるが、空き家条例制定の効果の一つとし
て、住民の意識啓発につながったことが挙げられている。所沢市の空き家に関する相談件数
の年次推移は以下のとおりである。
図表 51

所沢市における空き家相談件数と空き家件数

出典：所沢市資料から作成

ミニコラム：相続放棄することで、空き家の管理義務は免除されるのか？
ミニコラム：相続放棄することで、空き家の管理義務は免除されるのか？
民法第 938 条は、相続人による相続放棄を定めている。相続を放棄することで相
民法第 938 条は、相続人による相続放棄を定めている。相続を放棄することで相
続財産の管理義務は消滅するため、空き家の相続人が相続を放棄した場合、空き家は
続財産の管理義務は消滅するため、空き家の相続人が相続を放棄した場合、空き家は
無管理状態に陥ることにもなりかねない。そこで民法は、こうした事態を避けるため
無管理状態に陥ることにもなりかねない。そこで民法は、こうした事態を避けるため
の規定も設けている。すなわち、民法第 940 条は、相続放棄により相続財産が無管
の規定も設けている。すなわち、民法第 940 条は、相続放棄により相続財産が無管
理状態になると、他の相続人や相続債権者、受遺者等に不利益を与えてしまうおそれ
理状態になると、他の相続人や相続債権者、受遺者等に不利益を与えてしまうおそれ
があるため、相続を放棄した者に対して、放棄によって相続人となった者が相続財産
があるため、相続を放棄した者に対して、放棄によって相続人となった者が相続財産
の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならないと定め
の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならないと定め
ている。
ている。
つまり、空き家を相続放棄したとしても、次に当該空き家の相続人となった者が空
つまり、空き家を相続放棄したとしても、次に当該空き家の相続人となった者が空
き家を管理できるようになるまでは、引き続き管理を続けなければならないのである。
き家を管理できるようになるまでは、引き続き管理を続けなければならないのであ
もしこの義務を怠り、老朽化した空き家の屋根が飛散する等して周囲の住民等に被害
る。もしこの義務を怠り、老朽化した空き家の屋根が飛散する等して周囲の住民等に
を及ぼした場合、法的な責任を追及されるおそれがある。「相続放棄をすれば、空き
被害を及ぼした場合、法的な責任を追及されるおそれがある。「相続放棄をすれば、
家の管理義務は一切負う必要はない」と誤解されている場合も多いようであるが、正
空き家の管理義務は一切負う必要はない」と誤解されている場合も多いようである
確な理解の普及・促進が必要である。
が、正確な理解の普及・促進が必要である。

- 50 -

空き家対策の具体的な方向性

空き家条例の制定以後、空き家に関する相談件数は急増しているとともに、平成 23 年度
以降は空き家件数が減少してきていることがわかる。空き家条例の制定が、住民の関心喚起
と意識啓発につながっていることがうかがえる。

チラシ等による意識啓発
山形県酒田市は、空き家条例の制定に加えて、啓発文書としてのチラシを作成して意識啓
発に努めており、チラシを固定資産所有者全員に送付している。
また、空き家バンクを運営している山梨県山梨市は、帰省者が多い年末年始の市広報にて、
空き家バンクの周知を図る工夫をしている。
さらに、島根県江津市では、空き家バンクの登録案内を固定資産税の納税通知に同封して
送付したところ、登録の申し込みが急増したとのことである。将来的に空き家の所有者にな
る可能性のある固定資産税の納税義務者に対して重点的にＰＲすることも効果的と考えられ
る。
図表 52

酒田市のチラシ

第
３
部
出典：山形県「空き家対策に係る対応指針（資料編）」から引用

イ） 課題
江津市の場合、固定資産税の納税通知への空き家バンク案内の同封が効果的であったが、
他都市では必ずしも同様の効果が出ていない場合もあるようである。江津市の場合は、それ
以前から空き家バンクの取組を進めていたため、他都市と比べて制度の認知度が高かった可
能性も考えられる。
チラシを見て、すぐに問い合わせをするほど空き家の状況が悪化しているケースはそれほ
ど多くない。むしろ、対応の必要性を感じるまでには、ある程度の時間、複数回のＰＲが必
要と考えられる。即時の効果を求めるのではなく、ある程度継続的にＰＲを行っていくこと
が重要である。
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（２）

法律相談の活用

ア） 概要
多摩・島しょ地域アンケートで明らかになったように、多摩地域においては、空き家化の
多摩・島しょ地域アンケート調査で明らかになったように、多摩地域においては、空き家
化の要因として「相続の問題」が多く挙げられている。相続を円滑にすることができれば、
要因として「相続の問題」が多く挙げられている。相続を円滑にすることができれば、住宅
の空き家化を防ぐことができると考えられる。
住宅の空き家化を防ぐことができると考えられる。
八王子市では、空き家の所有者が相続等の法律関係が原因で適正管理ができていないよう
な場合、市が実施している法律等専門相談の利用を勧めている。相談時間は 30 分間である
が、法律等問題の解消のきっかけになりうるとともに、所有者の心理的負担を和らげる効果
も期待できる。

イ） 課題
①

弁護士との連携

八王子市の場合、市が東京三弁護士会多摩支部と連携して法律相談を実施していたことか
ら、空き家対策においてもこれを利用することとしている。そのような体制がない場合、別
途、弁護士との連携体制を整えることが必要である。

②

福祉部門との連携

将来、住宅の相続が発生する可能性が高いのは高齢者である。特に、単身高齢者世帯が所
有している住宅は、将来的に空き家化する可能性が高い。
将来、空き家化する可能性がある住宅については、事前に法律相談を活用する等して、空
き家化を未然に防止しておくことが必要と考えられる。高齢者の現状を把握している高齢者
福祉部門と連携して、空き家化するおそれのある住宅を有している高齢者を事前に法律相談
に案内することで、空き家化を未然に防止できると考えられる。
空き家対策の具体的な方向性

- 52 -

３． 地域と連携した空き家の維持管理
ア） 概要
近年は、空き家の相続人が就職や結婚等で離れて居住する場合が多い。その結果、相続し
た空き家の維持管理に十分な手間をかけることができず、適正な管理が行われなくなるケー
スが増加している。
そうした現状を踏まえて、近年、ＮＰＯ、自治会等により空き家の維持管理支援サービス
が提供されている事例が全国にみられる。具体的なサービス内容としては、空き家を定期的
に見回って外観等をチェックすることが挙げられる。空き家を定期的に見回って異常が見つ
かった場合には、早急に対応することにより、空き家の老朽化を防止することができる。

イ） 取組事例
①

ＮＰＯ法人空家・空地管理センターの空き家維持管理

概要
ＮＰＯ法人空家・空地管理センター（以下、「空家・空地管理センター」という。）は、
平成 25 年６月に設立された所沢市に所在するＮＰＯである。具体的な業務内容としては、
空き家・空き地の管理、空き家・空き地に関する調査・データ公表、空き家・空き地の活用
に関するコンサルティングを実施している。
空家・空地管理センターにおいて実施されている空き家対策（空家・空地の管理）
空家・空地管理センターは、「100 円管理」と「しっかり管理」の２つのサービスを軸に
業務を展開してきている。「100 円管理」の利用者は、全体の３分の１程度である。「100
円管理」は「しっかり管理」と比較してサービス水準内容が限られるため、しっかりした管
理を望む利用者は「しっかり管理」を選択する傾向にある。
第
３

図表 53

「100 円管理」の具体的な内容

部

空 き家の 外観 の目視 確認

• 家の外側から主に玄関周辺に問題がないか確認する。
• 玄関が荒れていると侵入者の標的になりやすいため、防犯対
策を目的とする。

近 隣から のク レーム への 一時対 応

• 電話で近隣の方からのクレームの一時対応受付を行う。
• 窓口が一本化されるので所有者はクレーム対処の判断のみ
で、手間が省けるというメリットがある。

巡 回報告 書の 写真付 きで の作成

• 巡回報告書を写真つきで作成し、E メールで送る。
• 物件を見に行かなくても物件の状況を確認することが可能と
なるメリットがある。

管 理会社 を明 記した 看板 の設置

• 空家・空地管理センターを管理者とする看板を設置する。
• 管理者がいることの周知による防犯対策を目的とする。
出典：空家・空地管理センターのホームページから作成

ポイント
維持管理サービス水準の標準化
空家・空地管理センターは不動産会社が中心となって運営しており、空き家の維持管理に
不動産業のノウハウを活用している。現在のところ同センターの従業員は、不動産会社との
兼任となっている。同センターでは管理マニュアルを作成しており、管理方法から報告書作
成までマニュアル化する等、管理サービスの標準化に取り組んでいる点が特徴として挙げら
れる。
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適切なリスク管理
事業に当たっては、リスクを避けるため、空き家管理は空き家の倒壊防止を目的とするも
のではないことを契約書に明記しており、倒壊の危険がある物件には立ち寄らないようにし
ている。また、倒壊以外にも空き家に蜂の巣があるような危険な物件にも立ち寄らないよう
にしている。
認知度向上の取組
今後行政に期待する役割としては、まず空き家対策に取り組むＮＰＯ等の情報を地域に流
すことによるＮＰＯの認知度の向上が挙げられる。住民の中には、空き家の維持管理に係る
サービスを利用したいとの要望を持っているが、実施主体を認知していないケースも多いも
のと考えられるため、行政が認知度の向上を支援することは意義があるものと考えられる。
ポイント
空家・空地管理センターの取組については、月額 100 円と安価な価格で空き家の維持管理
を請け負っている点と、空き家に係る調査・コンサルティングに取り組んでいる点が特徴と
して挙げられる。
月額 100 円であるならば、依頼者は経済的負担をさほど感じることなく、空き家の維持管
理を依頼することができる。空き家対策や空き家の活用に関する調査・コンサルティングは、
今後空き家の増加が見込まれる地域においては、需要が増えることが予想されるとともに、
業務遂行に当たっては、不動産業のノウハウ活用が期待される。

②

横浜市栄区自治会による空き家維持管理

横浜市栄区自治会において実施されている空き家対策（空き家の把握、維持管理）
横浜市栄区の湘南桂台地区においては、地区のブロックごとに空き家と空き地の件数を把
握している。また、転居する場合も、自治会への退会届に転居先を記入してもらう等してい
るため、住宅が空き家になった場合も迅速に連絡をとれるようにしているのが特徴である。
さらに、空き家や空き地の所有者は、通常の自治会費（月額 400 円）の半分の額を負担する
ことで、自治会にて定期的に空き家を見守ってもらうことができる。
ポイント
横浜市栄区自治会は、地域環境を継続的に維持していくために、空き家の所有者情報を把
握しておくとともに、空き家の維持管理を支援している。
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概要
横浜市栄区の湘南桂台自治会は、昭和 53 年に設立された。
自治会内には、「総務」「会計」「広報」「防災」「安全」「環境」「体育文化」「福祉」
の専門委員会のほか、特別の委員会として「まちづくり委員会」「道路委員会」「桂山編集
委員会」が設置されている。

③

ＮＰＯ法人とやまホーム管理サービスの空き家維持管理

概要
ＮＰＯ法人とやまホーム管理サービス（以下、「とやま管理サービス」という。）は、平
成 23 年６月 24 日に設立された富山県富山市所在のＮＰＯである。
主な活動としては、「空き家・空き地を巡回して状況を報告するサービス」「害虫駆除」
「除草等の困りごとを協賛会社を通じて解決する活動」「一人暮らしのお年寄り宅を巡回し
てお手伝いをするボランティア活動」「農業体験をわかちあう活動」「高齢者の買い物支援」
等が挙げられる。
とやま管理サービスにおいて実施されている空き家対策（定期巡回）
とやまホーム管理サービスにおいては、所有者からの依頼を受けて空き家・空き地を巡回
している。依頼があれば、打合せの上、郵便物の整理、風通し、悪臭防止の通水等も行って
いる。
定期巡回サービスの費用は、空き家については１件当たり月額 2,000 円、空き地について
は１件当たり月額 1,000 円となっている。
また、サービス地域は富山市とその近郊、高岡市、砺波市、小矢部市、南砺市とその周辺
となっている。
図表 54

定期巡回の際のチェックポイント

チ ェック ポイ ント

第

•
•
•
•
•
•
•

外壁・コンクリートに目立つひび割れ、破損等はないか。
設備機器に外観から分かる不具合はないか。
配管・雨どい・配線に異常はないか。
雑草がどの程度生えているか、隣の敷地に影響を与えていないか。
積雪による不具合は見られないか。
庭木、花壇に破損はないか。
門、塀等に目立つひび割れ、破損はないか。
等
出典：とやま管理サービスのホームページから作成

３
部

ポイント
とやま管理サービスは、地域住民の生活上の課題を解決する活動の一環として、空き家の
定期巡回サービスに取り組んでいる。定期的に巡回することで、空き家の老朽化を未然に防
止している取組といえよう。

ウ） 課題
空き家の維持管理は個人財産への介入となり、行政単独ではなかなか対応しにくいのが現
状である。そのため、ＮＰＯ等の地域の担い手が重要となってくるが、まだそうした担い手
が多くないのが現状である。行政が、そうした担い手の確保や育成に、積極的に取り組んで
いくことが求められる。
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４． 経済的インセンティブの活用
（１）

固定資産税の負担軽減

ア） 概要
固定資産税は、家屋を撤去して更地にすると税額が最大で６倍に上昇する。このことが、
所有者等が空き家を解体せずに放置してしまうことの一因となっていると考えられる（住宅
用地に係る固定資産税課税標準の特例措置により、住宅の敷地で 200 ㎡以下の土地は課税標
準額が６分の１に軽減され、200 ㎡を超える土地は３分の１に軽減される）。
そのため、実際に居住することが難しく、住宅用地特例の対象とならないような、老朽危
険空き家については、空き家の適正管理の同意を前提に固定資産税の負担を一定期間軽減し、
期間終了後は負担が増加する仕組みにすることで、負担が軽減されている期間内に、老朽危
険空き家の除却が進むことが期待される。

イ） 取組事例
①

見附市「固定資産税の負担軽減」

図表 55

固定資産税減免フロー
区
区分
分

内容

①
①老朽危
老朽危険空
険空き家
き家
の 認定
の 認定

実態調査を行った上で、管理不全な状態にあると認められた場合、老朽危険空き家と
して認定（空き家条例第６条）

②
②住宅用
住宅用地の
地の特例
特例
の 解除
の 解除

（状況に応じて）空き家所在地の住宅用地の特例を解除

③
③老朽危
老朽危険空
険空き家
き家
のの
管理に
管理に
関す
関す
る同
る
同意
意書の
書の提
提出
出

管理義務者及び所在地について以下の条件がクリアされ、かつ緊急時における安全
措置のための同意書が提出された場合、減免対象となる
（提出されない場合は減免対象外。住宅用地特例解除により税負担が増加。）
• 空き家の管理義務者が空き家条例第 10 条による命令を受けていない
• 空き家所在地の所有者が市税等を滞納していない
• 空き家所在地が営利目的で使用されていない

④
④固定資
固定資産税
産税減免
減免
申
申請書の
請書の提出
提出

市税条例に従い、固定資産の減免を受けようとする者は、納期前 7 日までに減免を受
けようとする事由を記載した申請書を市長に提出

⑤ 固定資 産税 の減
⑤ 固定資産税の減免
免

翌年度と翌々年度（２年間）、空き家所在地について固定資産税を減免
減免後の税額の算定は地方税法３４９条の３の２の規定による住宅用地の特例の規
定に準ずる
出典：見附市資料から作成

- 56 -

空き家対策の具体的な方向性

概要
見附市では、実態調査の結果、老朽危険空き家に認定された空き家について、住宅用地の
特例が解除されるが、管理に関する同意書の提出により管理する意思を示せば、更地にした
としても２年間に限って空き家所在地について固定資産税を減免する措置を設けている。見
附市においては、市民生活課を中心とする庁内プロジェクトチームが組成されているが、老
朽危険空き家の認定については、特に税務課も同行しているとのことである。
なお、当初は「空き家に対しては住宅用地特例を適用しない」方針で制度設計を予定して
いた。しかし、新潟県を通じて国に意見照会をしたところ、空き家が「住居」としての要件
を満たしている場合には、他との公平性の観点から、住宅用地特例の適用解除は難しい、と
の回答があった。あわせて、やはり公平性の観点から、減免措置も慎重に扱うようにという
回答があった。こうした経緯を踏まえ、住宅用地特例の適用については「解除できる」とい
う規定にしている。

意義・メリット
期間を区切って固定資産税の減免措置を行うことで、老朽危険空き家の所有者に、空き家
の除却を促すことができる。
運用状況
実際に住宅用地の特例を解除した例は１件、固定資産税の減免を受けた例も１件である
（いずれも平成 25 年度）。
ポイント
固定資産税の減免措置の導入にあたっては、他の住民との公平性を失わないよう注意して
いる。例えば、減免措置を２年間としたのは、被災住宅用地の特例措置（災害等により住宅
が滅失・損壊し、やむを得ず住宅用地として使用できない等の要件を満たす場合、２年間に
限り住宅用地として取り扱う）をもとに、被災者よりも税制面での優遇措置が受けられるこ
とのないよう配慮したものである。

ウ） 課題
将来的に老朽危険空き家が除却され、更地が活用・売却等されることが期待できるが、す
ぐに危険防止措置を促す仕組みになっておらず、固定資産税の減免措置を受けながら、空き
家を放置して処分を先延ばしにされてしまうおそれもある。特に、減免措置を受けずに除却
した空き家所有者は、空き家によりもたらされる問題を解決したにも関わらず、税制面での
優遇措置が受けられなくなってしまう。そのため、減免期間終了までに、空き家の除却、更
地の活用・売却が行われるよう、所有者に対して減免期間中に指導していくことが肝要であ
る。
また、空き家が住居としての要件を満たしている場合には、他の住民との公平性の観点か
ら、住宅用地特例の適用解除は難しい。そのため、当該空き家が住居としての要件を満たし
ているかどうかの明確な基準の設定が必要である。

第
３
部
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（２）

家賃助成

ア） 概要
空き家化のおそれのある物件やエリアへの居住者に対して、一定の条件の下で家賃を助成
する制度である。家賃助成については、他の行政目的と関連しての助成を行うことが説得的
であり、かつ効果的と考えられる。
家賃を助成することにより、空き家への定住を促進することが可能となり、空き家化の未
然の防止をもたらす効果がある。
一方で、今後空き家が増加していく地域においては、対象物件が増加することにより自治
体の財源の制約から家賃助成が難しくなることが考えらえる。また、空き家という個人財産
に対して助成を行うことより、住民間での正当性・公平性をいかに確保するかも重要なポイ
ントとなる。

イ） 取組事例
①

横須賀市の家賃助成

横須賀市の空き家の状況
横須賀市における空き家の状況としては、年度別の建物に関する老朽化・破損等の苦情件
数が平成 23 年度の９件から平成 24 年度には 62 件に急激に増加しており、平成 25 年度も１
月 31 日現在で 50 件と前年度には及ばないが一昨年度と比べると増加している。平成 24 年
度以降の年度別苦情件数の増加は、空き家条例施行により空き家対策に係る認知度が高まっ
た結果もたらされたものといえる。
図表 56

空き家に対する年度別苦情件数の推移
平成 17 年度
1

0

平成 19 年度
5

平成 20 年度
2

平成 21 年度
2

平成 22 年度
2

平成 23 年度
9

平成 24 年度
62

平成 25 年度
（１月３１日現在）

50

出典：横須賀市資料から作成

横須賀市において実施されている空き家対策（家賃等に対する助成）
横須賀市は、神奈川県立保健福祉大学の学生に対し、谷戸地区の高齢者の生活支援を行う
ことを要件に空き家を提供し、正規の家賃に対して１万円を市が助成している。家賃助成は、
高齢者の生活支援と学生の空き家への居住による地域活性化の双方を達成することを目的と
している。
庁内外で連携した空き家対策の取組
空き家対策を実施する上での庁内での連携体制としては、庁内の空き家条例関係各課で情
報の共有を行っている。共有している情報としては、苦情者・所有者・管理者等の個人情報
や建物の現状、指導状況等が挙げられる。その一方で、外部と連携した取組としては、不動
産団体等の民間企業のほか、モデル地区の自治会と連携した取組が挙げられる。
ポイント
横須賀市における空き家対策の特徴的な取組としては、家賃助成の目的に高齢者の生活支
援（高齢者見回り事業）と地域経済の活性化（若年者の居住促進）を掲げている点にある。
つまり、空き家対策という切り口とは別の公共目的を達成することを目的に助成を行うこと
により、住民や議会に対して助成の正当性を訴えている点に特徴がある。
空き家対策に係る助成については、公平性や正当性を確保する上で、他の施策と組み合わ
せた形での実施が効果的と思われる。
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年度別苦情件数

平成 18 年度

②

松江市の家賃助成

松江市の空き家の状況
島根県松江市では、平成 20 年住宅・土地統計調査によると、空き家が
年度の住宅・土地統計調査によると、空き家が
12,090
12,090
件存在し、
件存在
し、そのうちの
そのうちの
1,910
1,910
件は腐朽破損がみられる物件となっている。また、危険家屋等に対する近
件は腐朽破損がみられる物件となっている。また、危険家屋等に対す
る近隣等からの相談については、危険家屋：17
隣等からの相談については、危険家屋：17
件、動物・虫害：10
件、動物・虫害：10
件、雑草：14
件、雑草：14
件、支援要
件、支援
要望：７件、その他：９件の合計
望：７件、その他：９件の合計
5757
件となっている。
件となっている。
さらに、危険空き家の通報については、平成 23 年度から平成 25 年度の合計で 55 件発生
している。通報の中で最も多いのは、家屋の破損・落下の危険であり、38 件発生している。
図表 57

松江市における危険家屋等に対する近隣等からの相談

出典：松江市資料から作成

第
３
部

松江市の「まちなか住宅家賃助成事業」（家賃に対する助成）
松江市では、家賃助成として「若年者まちなか住宅家賃助成事業補助金交付制度」が行わ
れている。同制度は、新婚世帯やＵＩターン者のうち、一定条件を満たす若年者に家賃の一
部を助成する制度であり、対象エリアを中心市街地に限定している。
なおこの制度は、事業名が示すように「まちなか居住」促進を目的とした制度であり、空
き家対策を直接の目的としたものではない。ただしこの事業には、中心市街地における空き
家対策としての効果も期待できることから、本調査研究における取組事例として取り上げる。
助成は平成 20 年 10 月から実施しており、平成 20 年度：７件、平成 21 年度：14 件、平成
22 年度：21 件、平成 23 年度：22 件、平成 24 年度：15 件、平成 25 年度（11 月現在）：11
件という実績となっている。平成 23 年度以降はＵＩターン者の単身世帯については、対象
から除外したため、件数が減っている。
松江市においては、家賃助成等の手段を通してまちなかへの居住を促進することにより、
地域を活性化することを目指している。結果的にそのことが、空き家対策の一つになってい
るといえる。ただし、松江市は持ち家率が高いことから、横須賀市と比べて助成の利用件数
は多くないのが違いである。
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図表 58

交付件数（若年者まちなか住宅家賃助成事業補助金交付制度）
交付件数（若年者まちなか住宅家賃助成事業補助金交付制度）
22
21

25
20

15

14

15

11
10

7

5
0
平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度（11月現在）

出典：松江市資料から作成

ポイント
松江市においては、まちづくりと絡めて空き家対策を実施し、各種助成事業に取り組んで
いる。「若年者まちなか住宅家賃助成事業補助金交付制度」は、若年者やＵＩターン者等に
対して助成を行い、定住促進を図ることが政策目的となっている。家賃助成によりまちなか
への若者の居住促進を図ることにより、まちを活気付けて地域振興を促そうとしている点が
特徴として挙げられる。

ウ） 課題
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横須賀市や松江市の事例からは、「空き家化の防止」という目的のみで、家賃助成を実施
することは難しい実態がうかがわれる。すなわち家賃助成は、「福祉」や「まちづくり」の
ような他の行政目的とともに検討されることが必要と考えられる。多摩・島しょ地域の自治
体においても、各々の地域特性に着目し、防災、福祉、まちづくり等、他の政策と関連付け
て助成を行うことについて検討することも考えられよう。

（３）

リバースモーゲージの活用

ア） リバースモーゲージの概要
リバースモーゲージとは、高齢者等が居住する土地及び建物を担保にして、その不動産の
評価額の限度で定期的な借入金の給付を受け、所有者の死亡時に担保不動産を売却すること
により、借入金の一括返済を図る仕組みである。
リバースモーゲージは、昭和 63 年に㈶武蔵野市福祉公社（現在は公益財団法人）が導入
したものが日本初といわれている。この仕組みは、社会福祉の観点からは、高齢者が保有し
ている不動産を担保として生活資金を継続的に確保できるようにするものであるとともに、
空き家対策の観点からは、高齢者の死後に相続が円滑に行われずに、老朽空き家となること
を未然に防止する仕組みとして期待できる。
図表 59

リバースモーゲージの概要
①不動産を担保として提供
利用者

②契約期間中に分割融資
融資元

↓ 利用者死亡
③不動産売却により元利一括返済
相続人

未利用住宅の処分・空き家化予防

元金及び利息の回収

イ） リバースモーゲージの事例
第

①

厚生労働省：生活福祉資金貸付制度

３
部

平成 15 年、厚生労働省は全国共通のリバースモーゲージとして、「生活福祉資金（長期
生活資金）貸付制度」を開始した。
この制度は、低所得の高齢者世帯のうち、一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその
住居に住み続けることを希望する場合に、当該不動産を担保として生活資金の貸し付けを行
う制度とされており、都道府県の社会福祉協議会が実施主体、市町村の社会福祉協議会が申
込み窓口となっている。
図表 60
概要
概要

武蔵野市と厚生労働省におけるリバースモーゲージの比較
武蔵野市

武蔵野市

生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度

市内に１年以上居住
単独所有不動産に居住
主な対象
武蔵野市福祉公社とサービス利用契約を締結 構成員が原則 65 歳以上
者要件
本人が不動産を所有
市町村民税非課税世帯程度の低所得世帯
貸付内容

福祉サービス利用料、生活費、医療費、住宅
30 万円／月の額
改良費等

担保

土地、建物、マンション

金利

年５％が限度
年利３％又は長期プライムレートのいずれか低い利
毎年３月１日現在の住宅金融公庫基準金利を
率
1 年間適用

限度額

土地：評価額の 80％以内（建物の評価額は 0 土地：評価額の 70％程度
円）
概ね 1,000 万円～1,500 万円程度の評価額が必
マンション：評価額の 50％以内
要

契約終了

本人死亡又は本人希望

居住不動産（マンション、耕作地等は除く）
推定相続人の中から 1 名を連帯保証に選任

本人死亡等貸付契約の終了時
出典：国土交通省資料から作成
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②

民間のリバースモーゲージ

前述のような公的主体によるリバースモーゲージのほか、金融機関やハウスメーカー等の
民間企業が主体となっているリバースモーゲージも提供されている。
金融機関によるものは、担保不動産が首都圏又は近畿圏にあるものに限られている点や、
信託銀行の場合、自社の遺言信託利用が条件とされている等特徴がある。さらに近年は、金
融機関がハウスメーカーと提携してリバースモーゲージ商品を提供するといった事例も登場
している。

三井住友信託銀行：リバースモーゲージ
• 担保不動産に第１順位の根抵当権設定、自社遺言信託の利用が条件。
• 担保物件は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県に
あることが条件。
東京スター銀行：充実人生
• 担保不動産に第１順位の根抵当権設定が条件。
• 戸建ては全国、マンションは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪市、京都市、神
戸市にあることが条件。
• 顧客紹介業務に関して、旭化成ホームズ株式会社と提携。

ウ） リバースモーゲージ活用の課題
①

リバースモーゲージの対象範囲が限られている

一つ目の課題として、リバースモーゲージの利用対象範囲が限定されている点が挙げられ
る。具体的には、生活福祉資金貸付制度は利用対象が低所得世帯に、民間企業提供のリバー
スモーゲージは一定の不動産担保価値が期待できる大都市圏に対象が限定されている。
そのため、空き家対策の手段として位置付けるには、リバースモーゲージの一層の普及が
必要である。

リバースモーゲージの普及が十分でない

リバースモーゲージの普及が進まない理由として、以下のような点が挙げられる。

融資リスクへの対応体制が整っていない
リバースモーゲージには、融資側に、以下のようなリスクがあることが指摘されている。
•
•
•

利用者が予定融資期間を超えて長生きしてしまう「長寿命リスク」
担保不動産の評価額が、契約時から低下してしまう「不動産下落リスク」
精算時金利が融資金利と異なってしまう「金利変動リスク」

特に、これまで不動産価格の下落が続いてきたため、既存のリバースモーゲージにおいて
は不動産下落リスクが顕在化してきた傾向がある。わが国でリバースモーゲージが普及する
きっかけとなった武蔵野市の取組も、貸付金を回収できない事例が起きており、制度のあり
方を見直す方針を打ち出している。

不動産の評価制度が十分に整っていない
現在、特に公主体のリバースモーゲージの担保不動産はほとんどが土地を対象とするもの
であり、家屋に対する不動産担保価値は非常に低くなっている。これは、わが国の住宅の耐
久性が短く評価されていることによるものである。
リバースモーゲージ制度の利用普及には、不動産担保価値を高めて、貸付限度額をあげる
ことが効果的である。住宅の耐久性の評価・向上策等、これまで「福祉目的」で構築されて
きたリバースモーゲージ制度を、住宅政策と連動させて検討していくことが必要と考えられ
る。
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②

③

活用を促進するコーディネーターが少ない

リバースモーゲージ制度の利用者としてはまず高齢者が想定される。しかし、これまで見
てきたように、リバースモーゲージの制度は複雑であることから、これを正確に高齢者に理
解してもらうことが難しい場合も想定される。
リバースモーゲージは長期間にわたる融資スキームであり、かつ相続等、後々法的な紛争
の原因となり得る可能性のある事象を含むものである。制度上のリスクや問題点を、利用者
及び相続人に正しく説明し、後のトラブルを事前に防げるよう、仲介役となるコーディネー
ターを活用することが必要である。

第
３
部
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５． 土地利用性の向上
空き家が放置され老朽化が進む原因として、住宅が密集市街地にあり、接道条件等の再建
築条件を満たせないため、除却や再築が進まない点が挙げられる。こうした土地利用性が低
い環境下にある空き家については、密集市街地そのものの再編や、空き家の隣地所有者によ
る隣接地買い上げを支援する等して、小規模宅地の大規模化を図り、土地利用性を向上させ
ることが必要と考えられる。
ここでは、空き家の老朽化を未然に防止するための土地利用性の向上策として、密集市街
地の再編支援策と、隣接地の買い上げ支援策についてまとめる。

（１）

密集市街地の再編支援

ア） 概要
空き家が放置されて老朽化が進む原因の一つとして、密集市街地では再建築に向けた建築
条件を満たせないため、除却や再築が進まない点が挙げられる。そこで、密集市街地の再編
を支援することで、再築可能な形に土地の利用性を高め、空き家化を予防する方向性が考え
られる。

イ） 取組事例
①

松江市「まちなか住宅団地整備事業補助金」

概要
松江市では、平成 23 年 10 月に施行した「松江市空き家を活かした魅力あるまちづくり及
びまちなか居住促進の推進に関する条例」に規定する空き家の活用促進施策の一環として、
まちなか住宅団地整備の認定制度を設けている。認定団地のうち、一定の条件を満たすもの
については、公共施設整備に係る費用の一部についての補助が適用される。

認定申請の条件（いずれにも該当する業者）
• 宅地建物取引業法による免許を有する松江市内に本店又は支店を有する業者で、戸建て
住宅団地の整備事業を行う業者
• 松江市税の滞納のない業者
まちなか住宅団地整備計画認定基準
• 中心市街地に、整備面積が 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満の住宅団地を整備するもの
• １区画あたりの住宅用地面積が 200 ㎡以上であるものが２区画以上で、かつ、140 ㎡未満
の区画がないもの
• 周辺のまちなみと調和した良好な団地景観が形成されるもの
• 都市計画法、建築基準法、条例、規則等の規定に違反しないものであって、かつ、これ
らの規定に基づく必要な措置を講ずるための指導又は勧告に従ったもの
• まちなかにおける居住を促進するものと認められるもの
• 開発許可の技術的基準に準拠しているもの
出典：松江市資料から作成
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ⅰまちなか住宅団地の整備の認定

ⅱ公共施設整備補助金の交付
申請の条件（いずれにも該当する業者）
• まちなか住宅団地の認定を受けた業者
• 認定を受けてから３年以内に、団地内の全宅地を住宅用地として分譲した業者
• 松江市税の滞納のない業者
補助対象
認定団地内の公共施設整備に要する費用のうち次に掲げるもの
• 道路舗装費（路盤工事を含む）及び道路側溝整備費
• 公園、緑地又は広場の整備費
• 上下水道配水管整備費
• 防火水槽整備費
• 街路灯整備費
• 老朽建築物等除却費
補助金額
• 補助対象経費の２分の１の額以内とし、500 万円を上限とする。
（1,000 円未満の端数については、これを切り捨てた額。）
出典：松江市資料から作成

具体的な制度の適用パターンとしては、以下のようなものが想定されている。
図表 61

具体的な適用事例（一部）
B 土地
［空き家］

A 土地
［A 居宅あり］

C 土地
［空き家］

通路

第
３

D 土地
［D 借家あり］

E 土地
［空き地］

部

道路（幅員３m）

まちなか住宅団地整備

B 居住用資産

A 居住用資産
道路位置指定

D 居住用資産

※C は他地域に住居取得済み
※E は土地を売却

道路（幅員４m）
出典：松江市資料から作成

- 65 -

この事業により、①空き地・空き家の再編が図られるほか、②セットバック6により接道要
件を満たすことができるようになり、さらに③隣接地所有者の宅地面積が拡大し、小規模宅
地問題が解消される、といったメリットがある。
平成 25 年時点で、既に１件の認定及び補助事例がある。
実際に運用してみたところ、松江市においては「区画あたりの住宅用地面積が 200 ㎡以上
であるものが２区画以上」という認定条件が厳しいことが明らかとなった。今後は、制度の
利便性を高めてさらに普及させるため、住宅用地面積要件を見直すことも検討されている。

②

鶴岡市「ランド・バンク事業」

山形県鶴岡市では、平成 25 年４月から「鶴岡市空き家等の管理と活用に関する条例」を
施行するとともに、空き家の有効活用策として「ランド・バンク事業（小規模連鎖型区画再
編事業）」を開始している。

ランド・バンク事業とは
鶴岡市の「ランド・バンク事業」とは、小規模宅地において、空き家や空き地の所有者か
ら当該不動産を「まちづくり」に提供してもらうことで、空き家、空き地、狭隘道路を一体
的に整備する手法である。具体的な考え方は以下のとおりである。
図表 62

ランド・バンク事業の考え方（イメージ）

A宅
［50 坪、１世帯］

B宅
［50 坪、空き家］

C宅
［50 坪、１世帯］
道路（幅員３m）

①空き家 B 宅をＮＰＯに寄附又は低価格売却
②ＮＰＯが空き家を解体
③A 及び C に B 土地を低価格売却（解体費を回収）
C宅
［80 坪、１世帯］
道路（幅員３m）
④将来の二世帯化時等に建て替え実施
⑤建て替え時に前面道路を拡幅
A宅
［65 坪、２世帯］

C宅
［75 坪、２世帯］
道路（幅員４m）

出典：早坂進「空き家所有者の民意を資源とした空き家、空き地の集約化によるまちなか居住の再編」
都市計画 303 号、28 頁から作成

鶴岡市では、平成 24 年度に実際にこの手法を用いて老朽危険空き家の解体を実施してお
り、平成 24 年度には「やまがた公益大賞」も受賞している。
当初は社会実験として着手された本事業は、一定の成果が期待されることから、実施主体
を「ＮＰＯ法人つるおかランド・バンク」として発足させ、本格的な活動を始めている。
6

建築基準法上の接道規定を満たしていない敷地で、道路の境界線を後退させること。
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A宅
［70 坪、１世帯］

一方で、ランド・バンク手法の課題としては
•
•
•

売主（寄付者）と買主の価格マッチングは、不動産市場価格を歪めるおそれがある
事業には手間がかかり利幅も大きくないため、不動産業者の賛同が得にくい
NPO が買主を探しての売買契約となるため、仕組みが複雑となり、誤解されやすい

といったものが指摘されている。

ウ） 課題

第

松江市、鶴岡市ともに、既に実際の適用事例が表れており、今後の制度の拡充が期待され
るところである。
こうした密集市街地の再編は、既存の土地区画整理事業としても実施することは可能であ
る。しかし、住宅地の再編を土地区画整理事業として実施した場合、商業地の再開発と異な
り、再開発による地価上昇と減歩による事業費のねん出は期待しにくい点が課題として挙げ
られていた。松江市の事例の場合、「まちなか整備」が当該地域の魅力向上策の一環として
位置付けていることから、新宅地としての売却により財源をねん出することが期待できたと
思われるが、こうした裏付けがない地域においては適用が難しい手法とも考えられる。
鶴岡市の「ランド・バンク事業」は、住環境整備の財源を空き家所有者の民意（善意）に
拠っているところが特徴である。つまり、長崎市の事例（p101 参照）のように、「空き家を
処分してくれるなら、土地ごと行政に寄付しても良い」という所有者の善意を活用している
点である。こうした「空き家所有者の善意」と「隣地所有者のニーズ」をうまく結びつける
ことができれば、地域における密集市街地再編の新たなツールとなることが期待される。
そのためには、松江市のような行政による積極的な関与に加え、ＮＰＯ法人つるおかラン
ド・バンクのような、再編をコーディネートする主体の存在が重要と考えられる。
また、こうした新しい仕組みの普及には、土地所有者等からコーディネーターに対する信
頼を確保することが重要である。つるおかランド・バンクは、山形県宅地建物取引業協会鶴
岡のような専門組織に加え、学術研究組織である首都大学東京、そして鶴岡市も参加するこ
とで、コーディネーターとしての信頼を高めている点も挙げられる。

３
部
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（２）

隣接地の買い上げ支援

ア） 概要
前述の松江市及び鶴岡市の事例からもわかるように、小規模宅地の解消にあたっては、空
き家・空き地の隣地所有者による土地の取得を促進することが効果的である。
こうした空き家隣接地所有者による小規模敷地の拡大を支援する手法として、一定規模以
上の敷地の隣地買い広げや土地の新規購入に際して資金援助を行う手法が考えられる。

①

江戸川区「街づくり宅地資金貸付制度」

江戸川区は、平成６年に、隣地買い広げや新規購入に対して低利融資を行う「街づくり宅
地資金貸付制度」を創設した。以下、先行研究7から、制度の概要と課題について整理する。
なお、江戸川区の街づくり宅地資金貸付制度は、平成 24 年度をもって終了している。

制度の概要
貸付対象
• 隣接地買い増しで敷地面積が 70 ㎡以上になる場合
• 70 ㎡以上の居住用土地を新規購入する場合
• 土地区画整理事業地区の居住者が、地区内の飛び地を購入し、同事業の施行に伴い（集
約換地により）70 ㎡以上の居住用土地を確保できる場合
貸付額
• 70 ㎡を確保するのに必要な面積のうち 20 ㎡まで
• 1,500 万円まで
貸付利率
• 年２％（固定、据置期間６カ月は無利子）

適用状況
制度創設後８年後の平成 14 年に実施された調査では、平成６年から平成 13 年度末までに
747 件の適用事例が確認されていた。このうち、最も適用事例が多かったのは「戸建て持家
一次取得（自己所有の土地以外の場所に、新しく戸建て持家を取得する場合）」の 540 件
（72.3％）であり、隣地買い広げの事例は 28 件（3.7％）にとどまっていることが明らかと
なっている。

イ） 課題
空き家隣接所有者による空き家の買い上げは、老朽空き家化の予防、小規模宅地の解消及
び居住水準の向上を同時に達成する手法として、理想的な手法の一つといえる。しかし、江
戸川区のこの制度では、隣接地の買い上げ支援は少ない結果となっている。
その原因として、まず「需要と供給のミスマッチ」が挙げられている。すなわち、①敷地
の需要と供給のタイミングがあわない「時間のズレ」、敷地が隣り合わない「位置のズレ」、
③希望の敷地面積にあわない「規模のズレ」等である。
7

勝俣 済「既存小規模敷地拡大のためのインセンティブ手法～江戸川区街づくり宅地資金貸付制度の実績と課題～」都
市計画論文集 (40)、 775 頁以下。
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返済年数
• 500 万円未満：10 年以内
• 500 万円～1000 万円未満：15 年以内
• 1,000 万円～1,500 万円：20 年以内

こうしたミスマッチに対しては、マッチングを支援するスキームを導入することで、ズレ
を補正する改善策が考えらえる。例えば、空き家・空き地の処分ニーズの事前把握や、供給
敷地（空き家・空き地）の一時保有を担うスキームの構築である。前述のＮＰＯ法人つるお
かランド・バンクのような主体のほか、土地開発公社等の公的主体がそうした役割を担って
いく可能性も考えられる。

第
３
部
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６． 流動性の向上
（１）

概要

空き家バンクとは、移住希望者と空き家の売却希望者（または貸し出し希望者）をマッチ
ングする仕組みである。
当初は、都市部からのＵターンやＩターン希望者の定住促進策の一つとして、農山漁村地
域で始まった取組であるが、近年は都市部でも導入事例がみられつつある。
なお、移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）は空き家バンクとは異なるが、流動性向上策の
一つとして、この項目で整理する。

（２）

取組事例

ア） 都市地域の事例
①

宗像市の空き家バンク

図表 63

住マイむなかたの構成会員
活動

活動に携わる主な会員

空 き家・ 空き 地の売 却
や 賃貸の 仲介 担当

不動産事業者（15 社）

新 築、増 改築 、リフ ォ
ー ムの相 談受 付担当

設計、リフォーム、電気工事事業者等（52 社）

そ の他

宗像市社会福祉協議会、宗像地区防犯協会、宗像市商工会、福岡県住宅供給
公社等（10 団体、いずれも賛助会員）
出典：住マイむなかた資料から作成

意義・メリット
市や民間事業者が協力して住マイむなかたを運営することにより、空き家の所有者が有す
る売却・賃貸に対する心理的な障壁を下げ、空き家の流動化を促進している。
運用状況
宗像市では、空き家や空き地の売却や賃貸を予定している人に不動産情報を登録してもら
い、インターネットを通じて購入・賃貸入居を希望している人への情報提供を行っている。
登録後は、住マイむなかたの会員である不動産会員が空き家・空き地の調査や、媒介契約の
締結、購入・賃借希望者への問い合わせ等を担当する仕組みとなっている。
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概要
福岡県宗像市においては、宗像市の住宅関連事業者により結成された「市民公益活動団体
住マイむなかた」（以下、「住マイむなかた」という。）と連携し、空き家・空き地バンク
を活用した取組を行っている。
空き家・空き地の所有者へのヒアリングでは、空き家を貸したり、売りに出したりするの
が面倒だったり、民間業者に依頼することに不安を感じるという意見が出されていた。一方、
住宅の取引状況をみると、新築戸建て住宅が約 350 件／年、中古住宅約 200 件／年となって
いる。また、土地利用の見直しをするにも新築住宅を建てる余地がなく、今後新築住宅より
も中古住宅の取引が住宅政策の中で重要性を増すことが考えられる状況にあった。
そのため、宗像市は市場に出てきにくい街中の空き家・空き地の流通を促進することを目
的に、住マイむなかたと協定を結び、住マイむなかた会員の不動産業者が売却・賃貸の仲介
に入る形で空き家・空き地バンクを立ち上げることになった。

図表 64

宗像市空き家・空き地バンク運用の役割分担
市

住 マイむ なか た会員
（ 不動産 会員 15 名 ）

• 住民向けの情報提供
• 売却・賃貸希望者の登録申込の受付
• そのほか、財政上の支援、弁護士の派遣
• 登録された空き家・空き地の調査
• 売却・賃貸希望者との媒介契約の締結
• 購入・賃借希望者への問い合わせ、交渉、仲介
出典：宗像市資料から作成

利用者は、市内在住者が多く、市外在住者の利用者でも親元に戻ってくる等、もともと宗
像市の在住者であった人が利用する場合が多くなっている。特に、固定資産税のお知らせと
合わせて空き家・空き地バンクの周知を図った平成 24 年度当初に申し込みが多かったとの
ことであった。

図表 65

空き家・空き地バンクの成約状況

第
３
出典：宗像市資料から作成

部
宗像市では、市の基本構想における新しいまちづくりへの戦略的な取組として「元気なま
ちづくり～定住化の促進～」が掲げられている。住み替え支援は、元気なまちを構成する生
活の場を実現する一つの要素として位置づけられている。つまり、宗像市においては、住み
替え支援はそれ単独の事業ではなく、定住化の促進のプログラムの一つであり、総合的に定
住環境の整備を進めていく形をとっているといえる。

ポイント
宗像市では、空き家・空き地の情報提供や登録は市が、実際の仲介等は不動産業者が実施
するという役割分担を図ることで、住民に安心感を与えることができ、市場に出にくい空き
地・空き家の掘り起こしに成功しているといえる。こうした官と民の長所を生かした連携策
地・空き家の掘り起こしに成功しているといえる。こうした行政と民間の長所を生かした連
が特徴である。
携策が特徴である。
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②

ＪＴＩの住み替え支援サービス

概要
ＪＴＩ（一般社団法人移住・住みかえ支援機構）は、住み替えを希望しているシニア（原
則として 50 歳以上）のマイホームを借り上げ、賃料保証することにより、空き家の増加と
地域の高齢化を解決することを目的とする非営利の法人である。
事業内容としては、以下の３事業がある。ＪＴＩの中心事業となるのがマイホーム借上げ
制度であり、高齢者等が所有するマイホームを最長終身で借り上げ、賃料を保証することに
より、マイホームの空き家化を防ぐとともに、子育て世代等が借りやすくなる制度となって
いる。
図表 66

事業内容
事 業名

内容

マ イホー ム借 上げ制 度

• 高齢者等の所有する住宅を借り上げて、子育て世帯等に定期借家で
転貸し、転貸賃料の 85％を住宅所有者に借上げ賃料として支払い、
10％を空き家準備金として積立て。
• 転貸借契約（媒介）及び住宅の管理（委託）は協賛事業者である宅地
建物取引業者が行う。

ハ ウジン グラ イフ（ 住生 活） • マイホーム借り上げ制度の利用希望者に対する説明員を要請するた
めの講習・終了考査を実施し、修了者を登録（３年の更新制）。
プ ランナ ー養 成研修
移 住・住 みか え支援
適 合住宅 制度

• 長期優良住宅等の一定の質を有し、適切な維持管理がなされる住宅
を、将来、マイホーム借上げ制度を利用する際に建物診断の省略又
は簡略化が可能な住宅として認定。
出典：ＪＴＩ資料から作成

図表 67

マイホーム借上げ制度

出典：ＪＴＩホームページから抜粋

運用状況
関東圏を中心に、平成 25 年７月１日時点で 414 件の転貸借契約が成立している（照会件
数は 13,991 件）。借り手の特性としては、大家族が多く、その他デイケア施設や集会場と
しての使用についての照会も寄せられている。
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意義・メリット
所有するマイホームを貸し出す場合、空室のリスクや資金面、また入居者とのトラブルが
懸念される。また、現在は使用していないものの、最終的にはマイホームを子どもに相続さ
せたいという希望があり、貸し出すに至らないケースも多いと考えられる。ＪＴＩのマイホ
ーム借上げ制度は、こうした懸念に対応する制度となっている。
また、子育て世代にとっては、敷金・礼金がなく、相場よりも低い価格で賃貸物件を見つ
けることができるほか、一定の範囲内で改修も可能となっている。
さらに、自治体にとっては、新たな制度を構築することなく空き家を有効活用する手段と
して利用でき、安価で良質な住宅供給を通した子育て世代の流入促進も期待できる。

しかし、古い建物は旧耐震基準で建築されている場合が多い。定期的な補修・改修を行わ
ずマイホーム借上げ制度を利用する場合に、耐震工事等による大規模な支出が必要となり、
結果として住宅所有者が制度の利用をあきらめる場合も見られる。
また、空き家化してから時間がたつと所有者を特定しにくくなり、空き家自体の劣化も進
行してしまう。ＪＴＩの取組を知らない場合も多く、認知度の向上が課題である。
図表 68

マイホーム借上げ制度進捗状況

進捗状況

該当件数

照 会件数

13,991 件

登 録件数

4,769 件

制 度利用 申込 件数

583 件

耐 震診断 ・補 修完了 件数

509 件

入 居者募 集開 始件数

462 件

入 居者決 定件 数

414 件
出典：ＪＴＩ資料から作成

自治体におけるＪＴＩとの連携事例
ＪＴＩ単独のサービス提供に加え、自治体がＪＴＩと連携を進めている事例もみられる。
例えば、青森県のように県が市へ本制度の導入を進めているケース、群馬県や武蔵野市のよ
うに地方公社と協力して進めるケース、また流山市や品川区のように自治会等と共にＪＴＩ
を活用するケース等がある。
また、最近ではＪＴＩが地域活性化を目的とする鉄道事業者とも連携している。鉄道事業
者は沿線の宅地開発も手掛けていることから、新築から住み替えまで、住まいの「よろず相
談」の事業も行っており、その一環としてＪＴＩの制度も紹介されているとのことである。
図表 69

自治体との連携例

第

取組内容

青 森県

• 県の声掛けで集まった弘前市、青森市、八戸市、宅建協会とで「青森県住みかえ支援協
議会」を設立。
• 各所に制度の案内窓口を設置し、青森県住みかえ支援システムの普及、サポートを実
施。

群 馬県

• 群馬県住宅供給公社に設置されたぐんま住まいの相談センターを総合窓口とし、県内協
賛事業者による空き家活用の相談や、群馬県居住支援協議会と連携した住みかえ相談
や住みかえ先の案内を実施。

奈 良県

• JTI との協働連携の協定により、通常 50 歳以上の年齢制限の条件を解除。

３

自 治体

部

千 葉県流 山市

• 市と自治会が連携を取りながら制度の導入がスタート、広報誌の掲載に合わせ、回覧版
での地域情報発信を実施。

東 京都品 川区

• 区と JTI、協賛事業者との連携で、少子高齢化が顕著な八潮地区に住み替え相談センタ
ーを設置。
• 品川成年後見センター、在宅介護支援センター、地域ＮＰＯとも連携し、賃貸住宅のほか、
高齢者の介護老人保健施設やグループホームへの住み替え支援を後押ししている。

東 京都武 蔵野 市

• 武蔵野市開発公社を制度の窓口とした運用を開始。
• 市内の協賛事業者にはＪＴＩへの協賛費用の補助を実施。
出典：ＪＴＩ資料から作成

ポイント
ＪＴＩの取組のポイントは、終身の賃貸料収入を保証し、３年ごとに解約の自由がある等、
高齢者による空き家転貸のハードルを下げ、子育て世代等賃貸物件を借りたい人が借りやす
い仕組みを構築している点にある。また、自治体にとっては、連携方法を工夫することによ
り空き家対策、高齢者対策の幅が広がることが期待される。
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イ） 農山漁村地域の事例
①

山梨市の空き家バンク

山梨市における空き家の発生状況
平成 20 年住宅・土地統計調査によると、山梨市の空き家の総数は 2,760 件、空き家率は
17.4％となっている。山梨市は、空き家数では県内の自治体で７番目、空き家率では９番目
に高い順位となっている。
空き家バンクの概要
山梨市では、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会（以下、「宅建協会」という。）と
連携して空き家バンクを活用した取組が行われている。山梨市が空き家バンクに関与する意
義としては、行政が関与していることの安心感を住民に提供することができる点にある。
空き家バンクの設置・運営に当たって、宅建協会が「空き家バンクを実施することで儲か
るということではなく、地域活性化のために不動産業界も行政と連携して取組ができ、将来
的には地域の活性化が不動産業界の活性化にもつながるのでは」という思いを持っていてく
れたことから、協定を締結することができるに至った。また、円滑な業務遂行という観点か
ら、市と宅建協会が連携することにより、互いに WIN-WIN の関係を築くことができる点も締
結に至った要因である。
図表 70

空き家バンク設置のメリット

市 にとっ ての メリッ ト
宅 建協会 にと っての メリ ット

• 宅建協会の専門的な知識やノウハウを活用することができる。
• 事務負担を軽減することができる。
• 空き家バンク事業に取り組むことで不動産業界のイメージアップを図
ることができる。
ることができる。
出典：ヒアリング結果から作成

図表 71

空き家バンク運営に係る役割分担
市 の役割

宅 建協会 の役 割
共 同での 実施 事項

• 空き家バンクの窓口の担当（相談対応）。
• 具体的な契約締結に向けた手続きの実施。
• 現地説明と現地視察。
• ホームページに掲載する資料等の作成。
出典：ヒアリング結果から作成

空き家バンクの成約件数は、平成 25 年８月１日時点で 64 件（売買 23 件、賃貸 41 件）と
なっており、また問合せ対応は月平均 60 件以上、利用登録者数は 417 人（延べ 840 人）と
なっている。成約に至った物件は「賃貸」の件数が増加している。また、空き家バンクの利
用希望者の属性としては、東京都、山梨県、神奈川県の順に多く、年代についてみると 50
代以上の世代が中心となっている。
現在、山梨市では、定住促進という観点から空き家バンクのＰＲに取り組んでいる。具体
的には、「田舎暮らし体験施設」（滞在は最長４泊５日）を開設したり、「ふるさと回帰フ
ェア」に参加したりしている。また、就農支援等にも積極的に取り組んでいる。
今後は、成約者に対するアフターフォローについても充実させていきたいと考えており、
空き家バンクで取り扱う物件の数が増加していく場合には、組織体制の検討や、空き家バン
クへの利用者のニーズの変化を捉えた事業運営を行う必要性を感じているとのことである。
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空き家バンクの運営における市と宅建協会との役割分担は、以下のとおりである。

庁内外で連携した空き家対策の取組
山梨市では、空き家バンクについて市民生活課で取り組んでいる。その他の空き家対策に
ついては、危機対応や防災は総務課、雑草の駆除は環境課で対応しており、市への空き家に
係る相談の内容に応じて、各部署に振り分けている。
外部と連携した取組として、近隣の６市で連携して空き家バンクの検討に取り組んできた。
具体的には、空き家バンクへの申込フォーマットの統一等を検討してきた。その他にも、定
住促進活動の一環で、イベントの共同開催等でＮＰＯと連携しているケースがある。
ポイント
山梨市における空き家対策の特徴的な取組としては、定住促進の一環として宅建協会の専
門知識を活用しつつ空き家バンクの運営に取り組んでいる点にある。本調査研究で実施した
アンケート結果によれば、多摩・島しょ地域において今後の空き家活用策への意向として空
多摩・島しょ地域アンケート調査によれば、多摩・島しょ地域において今後の空き家活用策
への意向として空き家バンクの設置が最も多く、次いでＪＴＩの活用の順となっていること
き家バンクの設置が最も多く、次いでＪＴＩの活用の順となっていることから、マッチング
から、マッチングサービスへの関心が高いことが把握できた。今後、マッチングサービスは
サービスへの関心が高いことが把握できた。今後、マッチングサービスは需要が増加してい
需要が増加していくのではないかと考えられる。
くのではないかと考えられる。
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②

江津市の空き家バンク

江津市における空き家の発生状況
島根県江津市では、定住促進策の一環として空き家活用に取り組んできた。平成 18 年度
及び 19 年度の調査によると、江津市全域の空き家数は 1,401 件、内訳としては市街地地域
での空き家数は 620 件、中山間地域での空き家数は 781 件となっている。また、江津市全域
の空き家率は 13.1％、内訳としては、市街地地域での空き家率は 9.6％、中山間地域での空
き家率は 18.5％となっている。
空き家バンクの概要
江津市の空き家バンクの対象物件は一般的な住居で、流通用のリフォーム等が行われてい
ない等、不動産業者が取り扱っていない物件も取り扱っている。平成 18 年度から平成 24 年
度までの合計登録物件数は 220 件、活用件数は 99 件、入居者数は 235 人となっている。市
は空き家の紹介のみを行っており、物件の仲介は行っていない。また、物件の管理について
も基本的には行っていない。
取組初期には、定住対策に協力する所有者から状態の良い空き家の登録を依頼されていた
が、制度の浸透により、様々な物件の登録希望が出てくることとなり、品質も一定ではない
状態となった。また、入居希望者については、取組初期には、田舎暮らしを実現するための
希望者が多数を占めていたが、ＰＲの結果、安い物件を紹介する不動産サイトとしての利用
が増加した。逆に、田舎暮らし希望のＵＩターン者は減少することとなった。現在は、低価
格の不動産照会制度という認識の利用者は少なくないが、目的（農業、起業）のあるＵＩタ
ーン者の利用も増加してきている。
図表 72

江津市における空き家バンク運営の変遷
時期
時期

入 居希望 者
入 居希望 者

• 数は少ないが状態の良い空き家
取組初期
を登録。
（平成 18 年度から平成 21 年度
•
定住対策に協力する所有者から
頃）

• 田舎暮らしを実現するための住ま
いとして空き家活用を選択。

• 市外所有者へのチラシ送付が
全市的な取組を促進
絶大な効果。様々な物件の登録
（平成 22 年度から平成 23 年度
希望あり。玉石混交。
頃）

• 制度が市内外に浸透。安い物件
を紹介する不動産サイトとしての
利用が増加。
• 住民からの利用希望が増加。
• 田舎暮らし希望の UI ターン者は
減少。

の登録依頼がメイン。

• 所有者からは財産整理を前提に
した相談がほとんど。

現在（平成 24 年度以降）

• チラシ効果が更に進む。
• 目的（農業、起業）のある UI ター
• 財産整理、管理依頼が増加し、
ン者の利用増加。
ほとんどが売却物件。
• 老朽化が著しい物件の相談多
数。
出典：江津市資料から引用

庁内外で連携した空き家対策の取組
宅建事業者との連携
空き家バンクの運営には、市内の宅建事業者３社と連携して取り組んでいる。宅建業者に
とっては、成約後の仲介手数料や契約後にリフォーム等の注文につなげるといったメリット
がある。
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空 き家の 状態
所 有者

就業支援
また、空き家の居住希望者への就業支援を行うことも重要と考えている。それゆえに、江
津市はハローワークの出先機関である「ワークステーション江津」と連携してＵＩターン希
望者に対しての就業支援を行っている。
その他にも、ＮＰＯ等と連携して社会の課題解決や故郷への貢献を志す若者を対象に、江
津市ビジネスプランコンテスト（略称：Ｇｏ-Ｃｏｎ）を開催している。ビジネスプランの
中には空き店舗を改装してのＢａｒの開店、会社設立等が提案され、受賞した（p113 参照）。
ポイント
江津市においては、定住促進策の１つのツールとして空き家バンクに取り組んできた。
江津市の空き家バンクは、様々な地域づくりの取組とあわせて実施されることで、多くの
実績を挙げている点が特徴である。
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③

北海道後志地域の空き家バンク

空き家バンクの概要
北海道後志地域においては、平成 23 年度から平成 24 年度にかけて、空き家の有効活用を
図り、廃屋化を防ぐことを目的に、「しりべし空き家バンク社会実験事業」が実施された。
同事業においては、北海道後志総合振興局が、空き家バンクホームページの開設、空き家バ
ンク制度の試行、空き家バンクに関する相談対応等の業務を北海道建築士会（以下、「士会」
という。）に委託し、士会は宅建協会との連携のもと実施した。
空き家バンクについては、平成 23 年度当初は参加市町村の協力のもとに、士会と宅建協
会の有志によるプロジェクトチームで運営していた。しかし、社会実験事業は平成 24 年度
で終了したため、同年度からはバンクの組織体系を見直し、「しりべし空き家ＢＡＮＫ協議
会」として活動することとなった。同協議会の参加団体は、士会、宅建協会、㈳全日本不動
産協会北海道本部、後志管内 15 市町村、北海道後志総合振興局である。
空き家バンク登録の流れは、以下のとおりである。物件の登録申込みや登録の問合せにつ
いては、ホームページの他に参加市町村の窓口でも可能となっている。申込後は物件ごとに
仲介事業者を選定し、仲介業者による現地確認の後にホームページに情報が掲載されること
となっている。
図表 73

空き家バンク登録の流れ

空き家バンク設置のメリットと課題は、以下のとおりである。
図表 74

協議会設置による空き家バンク運営のメリットと課題

メ リット

• 単独市町村での実施より、物件数の確保が容易。
• 不動産業者のいない小規模な町村にある物件も、近隣の不動産業者に
よる対応が可能。
• 空き家を探す利用者にとっては広域の情報が一度に得られる。
• インターネットと行政窓口の両方の対応が可能であり、幅広い利用者層
に対応可能である。
• 不動産業者が仲介するため、トラブルのリスクが抑えられる。

課題

• 購入・賃貸希望のニーズに対して、提供できる物件がまだ少ないため、
今後は物件の掘り起こしが必要。
• 現在のところ北海道後志総合振興局の委託により空き家バンクの運営
を行っているが、委託終了後も空き家バンクが自立して持続的に運営
していける仕組みについて検討することが必要。
出典：北海道後志総合振興局資料から引用
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出典：北海道後志総合振興局資料から引用

ポイント
北海道後志地域においては、協議会を設置しての空き家バンクの運営が行われている。協
議会を設置することによって、複数の市町村間で空き家に係る情報を共有できる、広範囲の
地区をカバーすることができる、多様な人材を活用することができる等のメリットがあるも
のと考えられる。
今後、小規模な自治体で空き家バンクの設置を検討するに当たっては、協議会等を設置す
ることによって、自治体間で空き家に係る情報を共有し、また高度な専門性を有する人材を
活用することも考慮に入れることが効果的と考えられる。

ウ） 課題
地域の魅力向上
空き家バンクによる市内の住宅在庫の流動化を図るには、空き家バンクの設置だけでは不
十分である。地域の魅力の向上策を総合的に進め、移住希望者が増加するような街づくりを
進める必要がある。
公民連携の活用
また、情報提供を担当する自治体と、物件の仲介等実務を担当する民間事業者が役割を分
担しながら進める必要があるため、空き家バンクの趣旨を理解し、協力してくれる民間事業
者が不可欠である。
不動産の取り扱いをすることができず、また不動産賃貸に係るノウハウを有しない自治体
が単独で空き家バンクを運営することは困難である。そのため、民間企業（宅建業者者等）
と連携して取り組み、住宅地としての魅力を向上させる必要がある。

第

広域的な事業スキーム
さらに、小規模な自治体にとっては、空き家バンクを単独で運用するのは負担が大きく、
かつスケールメリットが期待しにくいというデメリットもある。流動性を高める観点からは、
都道府県が関与する等して広域的な事業スキームを整えることも効果的と考えられる。

３
部
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コラム３：民間企業による空き家の維持管理サービス
概要
空き家の増加を背景に、所有者に代わり清掃や定期巡回等の空き家の管理サービスを行う
企業が全国で増えている。不動産会社や警備会社、建物解体会社等、取り組んでいる業種も
多様である。
三好不動産（福岡市）は、平成 24 年 11 月から福岡市とその近郊で「空き家サポートサー
ビス」を行っている。月１回のサービスで 60 分程度の換気、建物内部の掃き掃除、雨漏り
がないかの確認等を行い、写真付きで空き家所有者に報告を行っている。サービスを開始し
て１年間で、問い合わせは 100 件を超え、契約は 12 件となっている。担当者によると、
「関連会社が運営している介護施設で、施設に入所してきた人から『残してきた家がとても
心配。家の中には荷物が多く残っているし、仏壇等があるので他人に貸すのはためらわれ
る。』との話を多く聞き、新たな取組としてこのサービスを始めた。」とのことである。
また、セキュリティ業界大手の綜合警備保障は「るすたくサービス」を行っている。見回
りによる現地の状況確認や、郵便受けに投函された投函物の回収・整頓が基本サービスだが、
住宅の換気や通水等空き家の劣化防止に必要なサービス等のオプションも用意されている。
警備業なので、利用者は安心して依頼できるようである。
効果
利用形態は、親の死亡や施設等への入所で空き家となった実家の管理を子どもが依頼する
ケースや、本人の転勤等で一時的に空く自宅の管理を依頼するケース等が多いようである。
いずれにしても空き家の管理サービスを通じて、本来のサービスの拡大につなげたい企業の
思惑はあるとはいえ、老朽空き家の防止に少なからず効果があるといえる。

国の動向
国も平成 25 年度から３年間、空き家の所有者に対する相談体制の整備や管理ビジネスの
育成・普及を目指す団体に、費用の一部を補助する事業を始めた。
１.事業主体
１.事業主体
２.対象事業
２.対象事業

３.補助率
３.補助率

空き家の適正管理等に関係する民間事業者、専門家等により構成され
空き家の適正管理等に関係する民間事業者、専門家等により構成され
る団体等
る団体等
① 空き家の適正管理等の相談体制の整備に要する経費※※
① 空き家の適正管理等の相談体制の整備に要する経費
② 空き家の適正管理等に関するビジネスの育成・普及に要する経費※※
② 空き家の適正管理等に関するビジネスの育成・普及に要する経費
③ ①及び②について分析・普及促進の実施に要する経費
③ ①及び②について分析・普及促進の実施に要する経費
※単一の地方公共団体の区域にとどまるものを除く。
※単一の地方公共団体の区域にとどまるものを除く。
定額補助
定額補助
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課題
ＮＰＯ法人等が行う空き家の管理サービス（p53 参照）と比べて利用料金が高く、利用者
にとって費用負担が大きいことと、地域でこのようなサービスを実施している企業があって
も自治体から住民に広報・紹介はしにくいこと等の課題がある。しかし、人口減少や高齢化
を背景に、空き家の管理サービスに対するニーズは今後も増加していくことが予想されるな
かで、民間企業による空き家管理サービスを自治体が支援することを施策の方向性とするこ
とも考えられるのではないだろうか。

第２章.

老朽空き家への応急対策

老朽空き家への応急対策とは、主に老朽危険空き家がもたらしている様々な外部不経済を
一時的に除去する取組である。ここでは、自治体が制定している空き家条例、既存の法制度、
除却の助成制度について整理する。
除却の助成制度等について整理する。
図表 75

老朽空き家対策の全体像
老朽空き家への応急対策の全体像

老朽空き家対策に係る制度

空き家条例
公法
私法（民法）

命令、代執行、緊急安全措置等
建築基準法、消防法等
事務管理、不在者財産管理、相続財産管理

除却地寄附による公共的活用、防災空地化

支援制度を活用した除却等の促進

第
３
部
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１． 空き家条例の活用
近年、自治体の空き家対策が注目されるきっかけとなったのは、平成 22 年７月に所沢市
が制定した「所沢市空き家等の適正管理に関する条例」（以下、「所沢市条例」という。）
である。これまでも多くの自治体において空き家対策は進められてきていたはずであるが、
所沢市条例の制定を契機に、空き家対策が一つの政策課題として注目されることになったと
いえる。実際、所沢市条例の制定以降、全国各地で同様の条例の制定が急増している。
ここでは、所沢市条例を契機とする「空き家条例」について整理する。

（１）

空き家条例の類型

前述のように、所沢市条例以降、現在に至るまで、多くの空き家条例が制定されている。
しかし、空き家条例の具体的な内容は、自治体によって様々である。空き家条例の傾向をと
らえる視点としては、以下のようなものがある。

ア） 「ソフト型条例」と「ハード型条例」

イ） 「独立型条例」と「法律実施型条例」
所沢市条例をはじめ、既に制定されている多くの空き家条例は、条例の規定内容を、他の
法律等に依存することなく独立して実現可能な構成となっている。これに対し、「市川市空
き家等の適正な管理に関する条例」（以下、「市川市条例」という。）は、管理不全な状態
にある空き家に対する「命令（第 11 条）」や「代執行（第 14 条）」等の措置を、建築基準
法の規定に基づいて実施することとしている。

市川市条例の特徴
老朽危険空き家に対しては、建築基準法第 10 条の規定に基づいて、勧告、命令及び代執
行が可能である。しかし、当条文の規定内容は抽象度が高く、特に代執行として個人の財産
に物理的な強制力を加える際の根拠規定としては、実務上使いにくいという問題点が指摘さ
れている。
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多摩地域で既に制定されている小平市条例は、管理不全な状態にある空き家に対して、
「助言、指導及び勧告（第５条）」までの措置を規定している。一方、秋田県大仙市が制定
した「大仙市空き家等の適正管理に関する条例」（以下、「大仙市条例」という。）は、
「命令（第 12 条）」、「代執行（第 13 条）」までの措置を規定している。
空き家条例の類型として、小平市条例のように不利益処分となる「代執行」等の規定を含
まない「ソフト型条例」と、大仙市条例のように「代執行」等を含む「ハード型条例」とい
う整理が考えられる。
これまでの傾向としては、ソフト型条例は都市部に、ハード型条例は地方部に多い傾向に
あった。これは、全国に先駆けて空き家条例に基づく行政代執行を実施した大仙市の事例が
示すように、地方部では、豪雪等の自然現象により老朽空き家が倒壊するおそれが既に顕在
化してきており、「命令」や「代執行」のようなハード型の規定の必要性が高かったためと
推測される。

建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号）
（保安上危険な建築物等に対する措置）
第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建
築物の敷地、構造又は建築設備（いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又
はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。）について、
損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は
著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその
敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の
除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生
上必要な措置をとることを勧告することができる。
市川市条例は、この問題点に対応するため、「命令の基準（第 13 条）」として、法第 10
条第３項の命令の要件を具体化している点が特徴である。

市川市空き家等の適正な管理に関する条例（平成 24 年 6 月 22 日市川市条例第 29 号）

第
３

（命令の基準）
第１３条 第１１条第１項又は前条に係る法第１０条第３項の規定に基づく命令（以
下「命令」という。）をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1)空き家が倒壊し、又はその屋根ふき材、外装材、屋外に面する帳壁等が脱落する
ことが確実であると認められることにより、人の生命、身体又は財産に係る被害を生
ずるおそれが高いと認められるとき。
(2)空き家の建築材料に使用された石綿が露出していることにより、人の生命又は身
体に係る被害を生ずるおそれが高いと認められるとき。
(3)前２号に定めるもののほか、著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害で
あると認められるとき。

部
このように、空き家条例の類型として、所沢市条例のように、条例の規定内容を独立して
実現できる条例を「独立型条例」、市川市条例のように、一部の措置の実施を建築基準法等
の規定に基づいて実施する条例を「法律実施型条例」と整理する視点が考えられる。
これまでの傾向としては、独立型条例の割合が高く、法律実施型条例は、市川市のほか、
「長崎市空き家等の適正管理に関する条例」（以下、「長崎市条例」という。）等に限られ
ている。
法律実施型条例の事例が少ない理由としては、法律実施型条例は、当該自治体が建築基準
法における特定行政庁8でなければならないことが挙げられる。空き家条例を先行して制定し
てきた自治体の多くは行政区域内人口が少ない自治体であり、この特定行政庁ではなかった
ためと推測される。今後、特定行政庁である市町村において、空き家条例の制定が進むに伴
い、法律実施型条例の事例も増えてくるものと推測される。

8
建築基準法に定める建築主事を置く地方公共団体及びその長を指す。なお、多摩・島しょ地域で特定行政庁となってい
る自治体は、八王子市、町田市、調布市、府中市、日野市、三鷹市、武蔵野市、立川市、国分寺市の９市である。
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ウ） まちづくり型条例
そのほか、特徴のある空き家条例の例として、「松江市空き家を生かした魅力あるまちづ
くり及びまちなか居住促進の推進に関する条例」（以下、「松江市条例」という。）が挙げ
られる。
松江市条例は、条例名に示されているように、空き家の適正管理のみならず、空き家を魅
力あるまちづくり及びまちなか居住促進に活用していくことも目的に含めている点が特徴で
ある。

松江市条例の考え方
ⅰ空き家対策の推進と中心市街地の活性化
松江市では、松江市条例の制定以前から、松江市総合計画や各種個別計画において「空き
家対策の促進（既存ストックの活用）」「中心市街地の活性化（まちなか居住）」が盛り込
まれていた。そうした経緯もあり、松江市条例は「空き家の適正管理及び活用促進」に加え、
「まちなか居住」を一体として推進することを目指すものとして制定されている。
図表 76

松江市条例の位置づけ
松江市総合計画
（H19-H28）

松江市都市計画
マスタープラン
（H20-H29）

松江市住宅
マスタープラン
（H18-H28）

２期松江市中心市街
地活性化基本計画
（H25-H29）

出典：松江市資料から作成

ⅱ空き家条例の適用対象
松江市条例は、空き家の適正管理に加えて中心市街地の活性化を目的としていることから、
規定の適用範囲も、中心市街地（２期松江市中心市街地活性化基本計画（平成 25 年３月 29
日認定）に定める中心市街地。以下、「まちなか」という。）とそれ以外の地域で異なる形
となっている。
具体的には、まちなかの空き家管理義務違反者に対しては代執行までが適用されるが、ま
ちなか以外の空き家管理義務違反者に対しては、勧告までが適用されるにとどまる。
図表 77

松江市条例の規定の適用対象

規定

まちなか

まちなか以外

指導

管理義務違反

○

○

勧告

指導を無視

○

○

措置命令

勧告不履行

○

×

罰則

措置命令違反

○

×

代執行

勧告・命令違反

○

×
出典：松江市資料から作成

松江市のまちづくり型条例は、「老朽空き家への応急対策」にとどまらず、まちづくりと
いう視点から「空き家の有効活用策」まで踏み込んで規定している点が特徴である。
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松江市条例
・空き家対策の推進（既存ストックの活用）
・中心市街地の活性化（まちなか居住促進）

（２）

空き家条例の具体的な条文の検証

ここでは、空き家条例における主要な条文について検証する。
主要な空き家条例の構成は以下のとおりである。
図表 78

主要な空き家条例の構成

総則等

目的

責務

定義

実態調査

関係機関との連携

助言・指導・勧告

審議会等の設置

代執行

命令

個別規定

公表
緊急安全措置
罰則

ア） 総則等
①

目的

目的規定は、条例を通じて達成すべき保護法益について規定している。主な保護法益とし
ては、以下のようなものがある。
図表 79

空き家条例が示す保護法益の例

項目

規定例

出所

第
３
部

生命・身体

市民等の生命、身体及び財産の保護

市川市条例

安全

市民の安全で安心な暮らしの実現

八王子市条例

防犯

防災及び防犯のまちづくりの推進

小平市条例

環境

生活環境の保全

所沢市条例

景観

安全で良好な景観

松江市条例

まちづくり

魅力あるまちづくり及びまちなか居住促進

松江市条例
出典：各市条例から作成

目的規定においては、条例が対象としている保護法益の内容により、個別規定の適用に差
が出てくる可能性がある。
例えば、生命・身体に係る保護法益は、建築基準法の保護法益とも共通していることから、
この実現のために代執行を実施することは、正当性が認められやすいところであろう。ただ
し、生命・身体に害を及ぼす程度まで危険が進んでいる空き家は数が限られると推測され、
適用の幅は狭くなるものと推測される。
一方、環境や景観等の保護法益を実現するために代執行を実施する場合は、法の予定して
いる保護法益との重みの差等にも鑑みながら、慎重な適用が求められるところでもある。そ
の一方で、環境や景観に影響を及ぼしている空き家は、上記に比べて適用の幅は広くなるも
のと推測される。
このように、目的規定は別の規定の適用の「幅」と「程度」に深く関わる。具体的にどの
ような事象を対象とするかを念頭に置いたうえで、個別規定との関連に鑑みながら、保護法
益を検討することが必要である。
図表 80

保護法益と規制の内容

保護法益

規制の範囲

規制の程度

重度［生命・身体・財産］

狭い

強い

軽度［その他（環境、景観等）］

広い

弱い
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②

定義

定義規定では、特に「空き家」と「不適正管理状態」の定義が重要である。

「空き家」の定義
「空き家」については、「常時無人の状態にある建物」と定義している条例が多い。
空き家の定義に関しては、文言としての定義の仕方よりも、この条件を満たす「空き家」
をどのように認定するか、という実務的な側面のほうが問題になる。空き家の認定について
は、空き家実態調査の実施状況（p22 参照）で整理している。
なお、「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」（以下、「足立区条例」という。）
は、空き家の定義規定を設けていないのが特徴である。足立区条例は、条例の規制対象を老
朽危険空き家がもたらす「外部不経済」に着目しているためと推測される。
「不適正管理状態」の定義
条例による直接の規制対象となる「不適正管理状態」の定義は、条例が目的としている保
護法益に応じて様々である。ただし、不適正管理状態として認められると、個別規定の適用
対象となり、命令及び代執行等の「不利益処分」の対象となるため、「不利益処分の性質に
照らしてできる限り具体的なもの」とすることが好ましい。
「横須賀市空き家等の適正管理に関する条例」（以下、「横須賀市条例」という。）では、
条例第３条第１項に規定されている「不適切な管理状態」について、別途処分基準を定め、
具体化しているのが特徴である。
横須賀市の処分基準の例

出典：「横須賀市空き家等の適正管理に関する条例に係る処分基準の策定について」から引用

③

責務

空き家条例では、空き家の所有者等のほか、住民及び行政の責務について規定している場
合もある。
図表 81

責務の例

主体
主体

責務の内容例

責務の内容例

出所 出所

所有者等

空き家が管理不全な状態にならないよう適正に管理

八王子市条例

住民等

空き家等を発見したときは、速やかにその情報を提供

小平市条例

市

住民等に対し、空き家等の適正な管理に関する意識の啓発
所有者等に対し、空き家の適正な管理について必要な支援を実施

長崎市条例

出典：各市条例から作成

所有者等が空き家の適正管理義務を負うのは言うまでもない。そのほか、多くの条例では、
「情報提供」として住民等に空き家情報提供の責務を規定している点が特徴である。
また市の責務は、長崎市のほか、松江市等も規定している。市の責務規定を設ける意義と
しては、条例による規制のほか、各種助成等の支援策を実施する際の正当性の根拠として重
要であると考えられる。
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「老朽化が著しく倒壊のおそれがある」（横須賀市条例第 3 条 第 1 項第 1 号）
• 空き家となっている建物の外観を目視で調査する事により、外壁や屋根の損傷が相当の
範囲に及び、落下等の危険性もあり著しく損傷していると判断ができ、かつ、建物の４
隅の柱又は壁の、２方向（Ｘ・Ｙ方向）の傾斜が 1/20 を超えている状態を基準として
います。
• この基準は、地震により被災した建物に対して、その後の余震等による倒壊の危険性等
を判定するための基準で、（財）日本建築防災協会の発行している、「被災建築物応急
危険度判定マニュアル」を参考としています。

④

関係機関との連携

この規定は、空き家対策において、行政のみならず警察等のその他の関係機関と連携し、
必要に応じて措置を要請することができる旨の規定である。

所沢市空き家等の適正管理に関する条例
（警察その他の関係機関との連携）
第９条 市長は、緊急を要する場合は、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に
必要な措置を要請することができる。
この規定の有無に関わらず、空き家対策においては、必要に応じ関係機関との連携が重要
である。
あえてこうした規定を設けることの意義としては、空き家問題においても、事案が深刻化
すれば警察による対応の可能性があることを住民に周知し、不適正管理の進行を未然に防止
する効果を期待することが挙げられる。

⑤

審議会等の設置

足立区条例は、第８条で「足立区老朽家屋審議会」の設置について規定している。
この審議会は、管理不全な空き家に該当するか否かの判断や、これらを解消するための措
置実施の必要性について、学識経験者、建築・法律等の専門家、関係行政機関、町会等の地
域団体の代表、区職員等から意見を聴くために設置されるものである。
図表 82

足立区条例のイメージ
必要最低限の安全措置

危険切迫

第

調査・指導

３

諮問

勧告

所有者同意

緊急措置

費用請求

意見

部

老朽家屋等審議会

助成制度（解体・緊急措置のみ）

危険度判定、緊急対応の必要性

出典：地域科学研究会「空き家等の適正管理条例」吉原（足立区）、60 頁から作成

足立区は、老朽家屋の解体等に対して助成を行っているが、第三者機関である審議会の意
見を受けることで、助成の正当性・公平性を担保しているといえる。
第三者機関を活用して正当性を確保する仕組みは、助成のみならず、老朽家屋に対する代
執行等においても、有効な仕組みと考えられる。特に、建築主事を置かない自治体において
は、建築面での専門的な助言を受けるために、こうした第三者機関を活用することが有効と
考えられる。
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イ） 個別規定
①

実態調査

「空き家」の実態を確認するための、調査権限に関する規定である。
空き家であること、すなわち「常時無人性」の確認は、外観調査だけでは難しい。特に、
老朽危険度を判定するためには、住宅敷地内への立ち入りも必要になる。
調査目的で私有地に立ち入るためには、法令上の根拠があることが求められる。警察や消
防との連携を通じて、実態把握のための立ち入りを行う方法も考えられるが、空き家対策目
的で、警察や消防が警察官職務執行法や消防法に基づく権限を行使することは、他事考慮
（法令等に基づく権限の行使に当たり、本来考慮すべきではない事項を考慮したり、過重に
評価したりすること）に該当し、違法になる可能性が指摘されている9。
実態調査の規定例としては、以下のようなものが考えられる。

八王子市空き家の適正管理に関する条例

②

助言・指導及び勧告

助言、指導及び勧告に関する規定は、空き家の所有者等に対して行政指導を行う根拠規定
として設けられている。助言、指導及び勧告の違いは、指導の程度の違いである。八王子市
条例では以下のような程度の差を設けている。
図表 83

八王子市条例における助言、指導及び勧告

管理不全な空き家の
所有者等

助言

改善するために必要な措置について助言

指導

改善するように指導

勧告

指導に従わないとき、当該指導に従うよう勧告
出典：八王子市条例から作成

法的拘束力のない行政指導を行う場合、特に条例上の根拠は不要である。つまりこれらの
規定は、後述する「命令」と異なり、法的な効果を有するものではない。にもかかわらず、
規定は、後述する「命令」と異なり、法的な効果を有するものではない。にも関わらず、多
くの条例でこうした段階的な行政指導の規定を設けている理由としては、次の２点が挙げら
多くの条例でこうした段階的な行政指導の規定を設けている理由としては、次の２点が挙げ
られる。
れる。

9

北村「空き家対策の自治体政策法務（二・完）」自治研究 88 巻 8 号、57 頁。
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（調査）
第６条 市長は、第４条の規定による適正な管理がなされていない空き家があると認
めるとき又は前条の情報提供があったときは、その職員に、当該空き家の状況、所有
者等その他必要な事項を調査させ、又は所有者等に対し質問をさせ、若しくは資料の
提供を求めさせることができる。
２ 市長は、前項の場合において、その職員を当該空き家の敷地に立ち入らせること
ができる。
３ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係
者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
４ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈
してはならない。

１点目は、指導の相手方に対して、行政としての指導の意思を段階的に示せるようにする
ことである。
もう１点は、相手方との交渉を段階分けすることで、よりキメ細かく交渉を進められるよ
うにするためである。
いずれも、条例による「法規的効果」よりも、相手方との丁寧な交渉を通じた意識啓発と
自主的対応を促すための、「事実的効果」を期待した規定であるといえる。

③

命令

命令は、助言、指導及び勧告と異なり、公表や代執行の前提条件と位置付けられることか
ら、不利益処分としての行政処分に該当する可能性がある。そのため、以下の２点が重要で
ある。

要件が明確であること
まず、各自治体の定める行政手続条例の趣旨に鑑み、不利益処分の性質に照らしてできる
限り具体的なものであることが必要である。前述の横須賀市条例は、条例とは別に命令の処
分基準を定めている点で参考になる。
また、足立区が設置している「老朽家屋等審議会」は、この「要件」の明確化と正当性を
支える仕組みとしても機能している。第三者機関の活用は、不利益処分を課す場合に、行政
による「恣意的な処分」となることを予防する仕組みとしても有効と考えられる。
相手方の意見陳述機会が付与されていること
また、不利益処分の場合、相手方に対して、「聴聞」（口頭による意見の陳述及び審理）
や「弁明の機会の付与」（書面による意見提出及び審理）といった、意見を述べる機会を設
けることが必要である。
空き家条例では、次の「公表」の際にこの機会を設けている例が多いが、慎重を期するの
であれば、命令段階から、意見を述べる機会を付与しておくことが効果的と考えられる10。
第

④

公表

３

公表は、氏名等を公表することの制裁的効果を利用して、行政の求める行為をさせること
である。従って、公表の前には、相手方の「法的義務違反」が存在することが必要である。
空き家条例では、「正当な理由なく、命令に従わなかった場合」に公表措置を執る構成と
している場合が多い。しかし、「公表」の不利益性に鑑みれば、「命令に従わなかったこと」
のみでは必ずしも十分ではなく、その空き家が、倒壊のおそれがある等、実際に外部不経済
を発生させているという「形式的要件」も備えておくほうが適当と考えられる。なお、公表
は不利益性を伴うため、相手方に意見を述べる機会を付与しておくことが必要である。

部
10

前掲北村、58 頁。
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⑤

代執行

一般的に、条例に基づき個別に命じられた代替的作為義務（他人が本人に代わって果たす
ことができる義務）の不履行に対して、行政代執行法に基づき代執行ができることになって
いる11。つまり、空き家に対して代執行を実施する場合、必ずしも条例に代執行に関する規
定がある必要はない。
条例にこの規定を設ける意義は、状況が改善されない空き家に対しては、行政として代執
行も辞さない、という姿勢を明示することにある。

代執行の課題
適用条件が不明確
代執行の課題は、「定義規定」で触れたように、代執行が認められる状態をどのように判
断するか、という点である。これは、建築基準法第 10 条第３項と共通の問題である。
特に、建築基準法でも挙げられている「生命、身体及び財産の保護」のための行政代執行
は認めやすいが、例えば「環境保全」や「景観の維持」を目的とした行政代執行がどのよう
な場合に認められるのかについては、検討が必要と考えられる。

代執行の今後の活用可能性
現在、行政代執行は実務上十分に活用されていないのが現状である。この点について、平
成 25 年３月に公表された、総務省の報告書13は以下のように整理している。
•

•

「現行制度では、代執行の要件や手続きは法律に留保されていることから、代替的
作為義務か否かの見極め、要件・手続きの変更に関する制約に留意して、条例を制
定・運用することが必要」
「代執行の実施にあたっては、先行事例も参考にしつつ、ノウハウや執行体制を整
備することが重要」であり、総務省が「代執行によって政策課題の解決を図った先
行事例を紹介する等、地方自治体における代執行の活用を支援すること」も必要

応急対策において代執行をより積極的に活用していくためには、単独の自治体のみならず、
複数の自治体や国も巻き込んだ検討が求められる。

11
12
13

前掲北村、60 頁。
前掲北村、60 頁。
総務省「地方分権の進展に対応した行政の実効性確保のあり方に関する検討会報告書」平成 25 年 3 月、34 頁。
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実施時の職員や財源が不足
もう一つの課題は、措置（条例の運用）に必要な資源が限られている点である。
行政代執行という行為自体が、行政にとって「きわめて『非日常的』な措置」12であり、
経営効率化のために予算と職員の削減が進められている自治体において、代執行のための財
源や人員を確保することが難しいのが実態である。
秋田県大仙市は、平成 24 年３月に行政代執行により空き家を除却したことで注目されて
いる。大仙市の事案では、除却に至るまで、所有者との交渉、業者への解体工事の依頼等に
数か月の期間を要している。さらに、代執行に要した費用 175 万 5,000 円は大仙市の予算で
対応しているが、所有者から回収できない場合、この費用は行政負担になる。私有財産であ
る住宅の除却費用を行政が負担している構図は否めず、公平性や正当性の観点からすれば、
空き家対策においてこうした事案は限定的にならざるを得ないと思われる。

⑥

緊急安全措置

京都市の「京都市空き家の活用、適正管理等に関する条例」（以下、「京都市条例」とい
う。）は、危険な状態が切迫している場合に、行政が必要最低限度の措置を執ることができ
るとする「緊急安全措置」を設けている。
この規定が適用される具体的な場合として、屋根や外壁の飛散防止措置（網かけ）や倒壊
防止のための応急補強工事等を実施する場合が想定される。
こうした措置を実際に行政が行うべきどうかについては、自治体によって判断が異なって
いるようであるが、危険な状態が切迫している場合に、行政がこれを放置し続けることは難
しい場合も想定される。

京都市空き家の活用、適正管理等に関する条例
（緊急安全措置）
第１７条 市長は，空き家の管理不全状態に起因して，人の生命，身体又は財産に危
害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは，当該空き家の所有
者等の負担において，これを避けるために必要最小限の措置を自ら行い，又はそ
の命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
２ 市長は，前項の措置を講じたときは，当該空き家の所在地及び当該措置の内容を
当該空き家の所有者等に通知（所有者等又はその連絡先を確知することができな
い場合にあっては，公告）をしなければならない。
３ 第１項の措置を行おうとする者は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者の請
求があったときは，これを提示しなければならない。

第
３
部

行政による緊急安全措置に消極的にならざるを得ない理由は、措置に要する費用を行政が
負担することの妥当性にあると考えられる。京都市条例のように、緊急の必要があると認め
るときは、所有者負担の下で行政が緊急安全措置を実施できると規定しておくことで、行政
が必要最小限の措置に踏み切りやすくなることが期待できる。
最近は、条例を改正して緊急安全措置に関する内容を新たに規定するケースもみられる。
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⑦

罰則

義務履行確保の一つの手段として、空き家条例に罰則規定を設けることも可能である。例
として横須賀市条例等が挙げられるが、実際には罰則規定を設けている空き家条例はあまり
多くない。

横須賀市空き家等の適正管理に関する条例
(罰則)
第 13 条 第 8 条の規定による命令に従わず、必要な措置を講じなかった者は、5
万円以下の過料に処する。
秩序罰としての過料の限界
ここでいう過料は、「行政上の義務違反に対する制裁として科される、刑罰ではない金銭
罰」14としての「秩序罰」である。秩序罰は違反に対する制裁のため、科すことができるの
は原則として 1 回に限られる。
空き家条例に関していえば、少額の過料が１度きり科されるにとどまるため、これにより
多額の費用が見込まれる空き家の除却等の対応が進むとは考えにくく、その実効性において
疑問が残る。

•
•
•

「秩序罰」と「執行罰」の区分が明確でない
執行罰の実例がほとんどない（砂防法第 36 条のみ）
条例で強制金（執行罰としての過料）を設けることができるかが明確でない

これらについては、自治体のみで対応することは難しい。空き家対策を通じて実務上のニ
ーズを明確にすることで、必要な制度の検討を国に促していくことも必要である。

図表 84

秩序罰と執行罰の整理

行政罰：行政上の義務の不履行に対する制裁
行政刑罰：刑法上の刑罰を科す（刑事訴訟法の手続きによる）
秩序罰：刑事罰以外の制裁（過料）を科す（刑事訴訟法以外の手続きによる）
執行罰：義務者に自ら義務を履行させるため、あらかじめ義務不履行の場合には過料を課すことを予
告するとともに、義務不履行の場合にはその都度過料を徴収することによって、義務の履行を
促す間接強制の手法（制裁としての行政罰とは異質であり、罰という意味を含むものではない）
出典：櫻井敬子・橋本博之「行政法［第２版］」弘文堂から作成

14
15

前掲総務省、10 頁。
前掲総務省、10 頁。
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執行罰としての過料（強制金）の活用可能性
空き家に対して必要な措置を促す場合、こうした秩序罰としての「過料」よりも、私人に
課された義務が履行されないときに、一定額の過料を課すことを通告し、義務が履行されな
いときには、その都度、過料を徴収する「強制金（執行罰としての過料）」15の活用が期待
される。
具体的には、老朽危険空き家が放置され続けた場合、継続的に強制金を賦課することがで
き、相手方の悪質さの程度に応じて、義務履行の確保を促すことが可能になると考えられる。
しかし、強制金（執行罰としての過料）については、以下のような問題が指摘されている。

（３）

空き家条例の意義

ア） 空き家条例の意義・効果
これまでの運用の実態から、空き家対策における空き家条例の意義として、以下のような
ことが挙げられる。

法規的効果
• 建築基準法第 10 条第３項の実質的な「処分基準の具体化」（特定行政庁の場合）
事実的効果
• 指導、助言、勧告等の行政指導を行う際の拠り所
• 所有者や住民に対する意識啓発
空き家条例では、代執行規定の有無等の法規的効果が注目されがちだが、実際には、条例
制定による行政側の対応手続きの充実や、住民等の意識啓発効果等、事実的効果を指摘する
声が多く確認できた。例えば、所沢市では空き家条例の制定を契機として住民からの問い合
わせが増加する等、条例を通じた住民の意識啓発が実感されているところである。
すなわち、空き家条例は、除却等の「応急対策」のみならず、空き家対策全般における制
度的根拠としての役割を果たしているといえよう。
図表 85

空き家条例の意義

予防策
意識啓発

活用策
まちづくり

空き家条例

空き家条例の意義
↓
総合的な空き家対策の制度的根拠

指導、公表、代執行

第

応急対策

３

イ） 空き家条例の制定・運用のポイント

部

空き家条例を制定し、実際に運用する際のポイントとして、以下のようなことが挙げられ
る。

①

保護法益の明確化

空き家条例は、「助言」から「代執行」まで幅広い規定を設けているが、その適用に当た
っては、比例原則に基づく保護法益とのバランスが求められる。そのため、空き家条例を通
じてどのような保護法益の実現を目指すか、具体的に検討した上で、必要な個別規定を設け
ることが重要である。

②

建築基準法との関係

生命、身体及び財産を保護するために命令・代執行等を実施することは、建築基準法第 10
条第３項とその目的と効果が重複する。特に、建築基準法上の特定行政庁である自治体の場
合は、市川市条例のような「法律実施型条例」として法律と条例を役割分担させることが選
択肢として考えられる。
一方、特定行政庁ではない自治体の場合「独立型条例」を執ることになる。しかし、特定
行政庁でない自治体が、独立型条例によって建築基準法第 10 条第３項に類する状態の空き
家に対して、勧告や代執行を実施するのは、人員数やノウハウの面からみて非常に困難なこ
とが予想される。
こうした場合に対応するためには、特定行政庁の役割を果たしている都道府県との連携が
重要である。例えば、「実態把握～勧告」といったフェーズは市町村が担い、「命令～代執
行」等のフェーズを、特定行政庁としてのノウハウを有する都道府県が担う、という役割分
担が考えられる。
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「空き家対策＝市町村の仕事」、という認識に留めず、より効果的かつ効率的な空き家対
策に向けて、都道府県と市町村が連携していくことが必要であろう。
図表 86

空き家条例の制定のポイント

個別規定 責務
保護法益

実態調
査

特定行政庁
生命、身体及び
財産の保護
［建築基準法相当］

特定行政庁
以外
防犯・防災、環境、
景観、まちづくりなど
［建築基準法外］

助言、
助言、
指導、
指導、
勧告
勧告

命令

代執行

罰則

公表

緊急安
全措置

建築基準法に規定有り
完結型（法律実施型）条例が可能

独立型（特定行政庁［都道府県］との連携）条例が必要
特定行政庁との連携が必要

独自対応可能

建築基準法外の保護法益を含める場合は、独立型が必要

空き家対策の具体的な方向性
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２． その他の法制度の活用
空き家条例のほか、空き家対策として、既存の法制度を活用する方法も考えられる。
以下、活用が考えられる制度とその課題を整理する。

（１）

公法の活用

ア） 建築基準法
①

概要

建築基準法は、第 10 条で「保安上危険な建築物等に対する措置」を定めている。
この規定によれば、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危
険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがある建築物の除却、移転、改築、増築、修
繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告、命
令、行政代執行することが可能である。

②

評価

この条文の適用に関しては、以下のような課題がある。
•
•
•

第 10 条にいう「著しく保安上危険」「著しく衛生上有害」の判断基準が不明確。
建築基準法の趣旨から、対象となる保護法益は、生命、身体及び財産に限られる。
従って、環境や景観等の保護目的では適用が難しい。
特定行政庁ではない自治体は適用できない。

イ） 道路法
①

概要

第
３

道路法第 43 条は、道路に関する禁止行為を定めている。空き家が、道路及び沿道に危険
を及ぼしていた場合、この条文の適用が考えられる。
この規定によれば、道路管理者は、道路及び条例で指定する沿道区域において道路の構造
又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為を防止するために必要な行為を命じ、措置を講じ
ないときはこれを代執行することができる。

部

②

評価

この条文の適用に関しては、以下のような課題がある。
•
•

命令等の主体は道路管理者でなければならない。
適用できる範囲が、道路及び沿道区域に限られる。

ウ） 廃棄物処理法
①

概要

廃棄物処理法は、第 19 条の４で、一般廃棄物に対する措置命令について定めている。空
き家が「一般廃棄物」とみなせる程度に老朽化が進んでいた場合、この規定の適用が考えら
れる。
具体的には、一般廃棄物処理基準に適合しないごみや産業廃棄物等の不法投棄等により、
生活環境の保全上支障がある場合に、市町村長は支障の除去・防止に必要な措置を命ずるこ
とができる。また、命令に従わない場合等は、これを代執行することも可能である。

②

評価

この条文の適用に関しては、以下のような課題がある。
•
•

空き家そのものを対象とする場合、空き家を「一般廃棄物」と認定する必要がある。
生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められなければならな
いが、その判断基準が不明確である。
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エ） 消防法
①

概要

消防法第３条は、消防長等の成し得る措置について規定している。空き家が、ここに定め
る条件を満たしている場合、この条文を適用する可能性が考えられる。
具体的には、消防長、消防署長、消防吏員は、火災の予防に危険な物件等の所有者等に対
し、物件の除去等を命ずることができる。

②

評価

この条文の適用に関しては、以下のような課題がある。
•
•

空き家が、火災の予防に危険であると認められる状態でなければならない。
命令の内容は、火災予防に必要な最小限の範囲における物件の除去等に限定される。

オ） 公売の活用
①

概要

不適正管理状態の空き家の所有者が市町村税などを滞納している場合、税徴収部門などと
連携することで不適正管理状態の空き家の公売を行い、結果として新たな所有者による、除
却もしくは適正管理を促すものである。

宗像市の取組事例
１

②

課題

公売は滞納整理を目的に行われており、空き家対策における効果は、滞納税の回収におけ
る結果として生まれるものであり、また、公売における見積価格の算定など、相応の労力を
要するため、実施件数は限られる。また、宗像市のように庁内で不適正管理空き家に対する
意識の統一や庁内での連携が図れていないと実施は困難である。

③
•
•
•
•

評価

不適正管理空き家の所有者が、市町村税等を滞納していることが前提である。
徴税部門の協力が不可欠である。
公売により売却が見込まれる物件に限られる。
行政代執行における除却と比較すると、費用対効果は高い。
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空き家対策の具体的な方向性

経緯
宗像市でも以前から空き家に対する苦情が増加しており、対応を進める必要があっ
た。前所属課において空き家に対する苦情を受けることがあった、市税滞納整理担当
課である収納課係員の提案により、平成２２年、空き家対策において、環境部門、生
活安全部門及び市税滞納整理部門が連携して取組を開始するに至った。
２ 手続き
滞納者に関する情報を収納課から空き家担当課へ提供することは税法上できないの
で、環境部門及び生活安全部門が保有する空き家に関する地域からの情報を必要に応
じて収納課も共有している。収納課ではその情報を参考にして全公売対象物件の中で
着手していく順位を決める際に、不適正管理状態の空き家の優先度を上げるなどして
公売を実施している。制度上、滞納整理は空き家対策とは別の施策として実施してい
るが、結果として空き家対策事業へ貢献している。
３ 実績
これまで、４件の公売を行っている。行政代執行における除却と比較すると、費用
対効果は高い。

（２）

私法（民法）の活用

ア） 事務管理
①

概要

民法第 697 条は、義務なくして他人のためにその事務（仕事）を管理（処理）する仕組み
として「事務管理」を定めている。空き家が老朽化して危険な状態にある場合等に、行政が
応急措置を執る際の根拠規定となる可能性が考えられる。
事務管理の要件と効果は以下のとおりである。

要件
•
•
•
•

他人の事務を管理すること。
他人のためにする意思があること。
法律上の義務がないこと。
他人の意思ないし利益に反することが明らかでないこと。

効果
•
•

行為の違法性が阻却される。（不法行為は成立しない）
管理者には善管注意義務・管理継続義務が、本人には費用償還義務が発生する。

②

評価

第

事務管理が成立するためには、その事務をすることに「法律上の義務がない」ことが必要
である。つまり、事務管理が成立するためには、その前提として、空き家対策における行政
及び所有者の義務が整理されていることが必要と考えられる。
また、行政が成した行為の根拠に「事務管理」を安易に適用することは、行政の行為には
法律上の根拠が必要である、とする「法律による行政の原理」の観点からみても適当でない
可能性がある16。
事務管理が成立するケースはできる限り限定的に解した上で、空き家条例で「緊急安全措
置」を定める等して、事務管理以外の制度上の根拠を整備しておくことが適当である。

３
部
16

前掲北村、67 頁。
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イ） 不在者財産管理制度
①

概要

不在者（従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者）に財産管理人がいない
場合に、家庭裁判所は申し立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有す
る第三者の利益を保護するため、財産の管理人の選任を行うことができる（民法第 25 条以
下）。

要件
•
•
•

不在者において財産を管理することができない状態にあること。
利害関係人か検察官の申し立てがあること。
管理すべき財産があること。

効果
•
•

不在者財産管理人は財産を管理、保存（修繕）、利用（賃貸）することができる。
不在者財産管理人は家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、
遺産分割、不動産の売却等を行うことができる。

②
•
•
•
•

評価

不在者財産管理人が選任されることで、不適正管理空き家の適正管理化が期待でき
る。
空き家除却の可能性がある。
自治体が申立人になる場合、債権債務関係などの利害関係人である必要がある。
借財との相殺等により、不在者の財産がほとんどなく、不在者財産管理人の報酬を
含む管理費用の財源が見込めない場合には、予納金が必要になる場合がある。
空き家対策の具体的な方向性
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ウ） 相続財産管理制度
①

概要

相続人の存在、不存在が明らかでないときには、家庭裁判所は、申し立てにより、被相続
人（亡くなった方）の債権債務関係の清算を行うこと等を目的に相続財産の管理人を選任す
る（民法第 951 条以下）。
条）。

要件
•
•
•
•

相続が開始されたこと（被相続人の死亡）。
相続人がいるかどうかわからないこと（相続人全員が相続放棄をして、結果として
相続する者がいなくなった場合も含まれる）。
相続財産（遺産）が存在すること。
利害関係人か検察官の申し立てがあること。

効果
•
•
•
•
•

被相続人の財産の管理保全が可能になる。
債権者、受遺者への弁済が実現する。
相続人の捜索が行われる。
特別縁故者への分与が行われる。
残余があれば、当該財産の国庫帰属財産の引継ぎが行われる。

②
•
•

第

•

評価

３

当該財産（空き家）の精算（売却）がなされ、新たな所有者になることで、空き家
の適正管理や除却が期待できる。
自治体が申立人になる場合、債権債務関係などの利害関係人である必要がある。
予納金が必要になる場合があるが、当該空き家の売却や他の財産や負債の精算等で
残余があった場合、予納金が返還されることがある。

部

三鷹市の取組事例
１

経緯
三鷹市では、空き家の所有者が死亡し、相続人が不在だったケースにおいて、相続
財産管理人の選任申立手続を検察官への依頼を通じて行った。
２ 手続き
三鷹市は空き家の所有者と債権債務関係にないため、家庭裁判所に相続財産管理人
選任の申し立てができなかった。そこで、三鷹市は相続人が不存在なことを確認した
のち、非訟事件手続法第 41 条により三鷹市から検察官に対してその旨を通知し、結
果検察官による申し立てに至った。
３ 実績
今後、相続財産管理人が選任され、債権債務の精算の中で、当該空き家が新たな所
有者になることにより、当該空き家が適正管理されることが期待される。
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３． 空き家対策に係る支援制度（除却等）の活用
（１）

概要

老朽危険空き家がもたらす危険を排除する方法としては、代執行等による行政の直接的な
措置のほか、助成等の支援制度を設けて、空き家等の所有者の自発的な対応を促す方法が考
えられる。
空き家の除却を進めることが、空き家による危険を回避する根本的な解決であるが、空き
家の除却には多額の費用を要するため、空き家を放置する所有者も多い。そこで、一定の条
件を満たした空き家について、除却費用の助成等が行われている。

ア） 国の助成制度
国の助成制度としては、空き家を改修して、地域の活性化や地域コミュニティの維持・再
生を図る活用事業タイプと、不良住宅・空き家住宅を除却して、防災性や防犯性を向上させ
る除却事業タイプの２タイプの制度がある。いずれも、社会資本整備総合交付金の基幹事業、
関連社会資本整備事業、効果促進事業として実施されているものである。
自治体の空き家対策を活用と除却の両面から支えるメニューとなっているが、活用事業タ
イプの対象地域のうち、全国の区域が対象なのは平成 25 年度までとなっており、以降は対
象地域が大きく狭まってしまう点に注意が必要である。
図表 87

国の助成制度の例

空き家対策の具体的な方向性

出典：国土交通省資料から抜粋
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イ） 取組事例
①

長崎市の支援制度

老朽危険空き家除却費補助金
概要
老朽危険空き家除却費補助金は、申請があった空き家について、老朽化し危険な空き家住
宅の除却を実施する場合、その除却費の費用（最大 50 万円）を補助する制度である。
補助金の交付の決定にあたっては、書類審査・現地調査による事前調査を経て、補助金交
付の申請を受け付ける流れとなっており、市が除却費を支出する必要性を見極めた上で交付
の決定を行っている。
図表 88 老朽危険空き家除却費補助金概要 図表
図表
8989老朽危険空き家除却費補助金フロー図
老朽危険空き家除却費補助金フロー図

老朽危険空き家
除却費補助金
内
内容
容

老朽化し危険な空き家住宅の除却
老朽化し危険な空き家住宅の除却
を実施する場合、その除却費の費
を実施する場合、その除却費の費
用（最大
用（最大 50
50 万円）を補助するもの
万円）を補助するもの

対
対象者
象者

①
① 登記簿（未登記の場合は固定
登記簿（未登記の場合は固定
資産関係資料）上の所有者（法人を
資産関係資料）上の所有者（法人を
除く）
除く）
②
② ①の方の相続人
①の方の相続人
③
③ ①又は②の方から、対象建築
①又は②の方から、対象建築
物の除却についての同意を得た方
物の除却についての同意を得た方

第
３

対
対象
象
地
地域
域

市内全域
市内全域

事
事業
業
期
期間
間

平成
平成 23 年度から平成 25 年度まで
（３年間）
（３年間） ※期間終了後も継続予
定
※期間終了後も継続予定
出典：長崎市資料から作成

部
出典：長崎市資料から引用
出典：長崎市資料から引用

運用状況
運用状況
老朽危険空き家除却費補助金については、年々交付件数が増加している。平成
老朽危険空き家除却費補助金については、年々交付件数が増加している。平成 25
25 年度は
年度は
10
月現在適用しているのは
7
件であるが、予算通り
20
件に到達する見込みである。
10 月現在適用しているのは 7 件であるが、予算通り 20 件に到達する見込みである。
図表
図表 90
90

老朽危険空き家除却費補助金の交付件数
老朽危険空き家除却費補助金の交付件数

出典：長崎市資料から作成
出典：長崎市資料から作成
※平成 25 年度の件数は予算ベース。
※平成 25 年度の件数は予算ベース。

- 101 -

意義・メリット
老朽危険空き家に限って除却費の費用を補助することで、指導を行っても経済的な理由で
除却に踏み切れない所有者の意識を変えるきっかけづくりができ、安全・安心な住環境づく
りの促進につなげている。
ポイント
長崎市は、老朽危険空き家の除却は所有者による対応を基本としている。しかし、周辺地
域に悪影響を及ぼす空き家については、除却することに公益性があるという考えから、一定
の条件を満たす老朽危険空き家に対して、周辺環境や除却後の活用を見据えた上で、助成を
行っている。
老朽危険空き家対策事業
概要
老朽危険空き家対策事業は、市街地において、長年にわたって使用されず、適正に管理さ
れていない老朽危険空き家のうち、所有者からその建物及び土地が市に寄附等がされたもの
を市が除却する事業である。周囲への影響が非常に大きい木造住宅が密集している地域に限
定しているほか、建築指導課等空き家対策に関わる課の課長で構成される関係課長会議の協
議により、除却を決定することとしており、慎重な対応を行っている。
図表 91

老朽危険空き家対策事業の概要

老朽危険空き家対策事業
対 象地域
財源

防災・安全交付金（効果促進事業） 補助率 1/2
平成 18 年度から平成
年度から平成 26
26年度まで（９年間）
年度まで（９年間） ※次期 5 か年の交付金整備計画に掲載し
※次期
継続予定
5 か年の交付金整備計画に掲載し継続予定
出典：長崎市資料から作成

運用状況
平成 18 年度から事業を開始しており、平成 24 年度までの累計で申請件数自体は 351 件で
あるが、除却件数は 39 件となっている。建物自体の危険性や周辺への影響から判断し、関
係課長会議の中で除却を決定しているが、立地条件や権利関係の面から条件が合わず、不採
択となるケースも多い。
図表 92

老朽危険空き家対策事業の申請及び除却件数

出所：長崎市資料から作成
※平成 25 年度の件数は見込み。
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空き家対策の具体的な方向性

事 業期間

「第二次長崎市住環境整備方針（平成 14 年度策定）」に基づき、特に整備が必要な既成
市街地約 1,070ha（平成 24 年度に 3,900ha に拡大）

図表 93

主な不採択の理由

理由
危 険性

内容
• 家屋の老朽化が進んでいない
• 危険性が低い
• 通路が確保できない

立 地条件 • 跡地活用に不適
• 崖の安全性に問題あり
• 土地・建物の権利者等から寄附について承諾が得られない

権 利関係 • 抵当権等が設定され寄附ができない
• 居住者がいる

そ の他

• 密集地でない
• 長屋で切断できない
出所：長崎市資料から作成

意義・メリット
除却が決定した後は、自治会と市が跡地の利活用について協議し、跡地の整備にあたって
必要な施設や資材（ベンチやプランター等）の聞き取りを行い、関係課と調整を進めた上で
解体、跡地整備の工事設計に入っている。また、広場やゴミステーション等に整備された跡
地は、自治会が無償貸与を受け、維持管理を行っている。自治会も高齢化が進み跡地を管理
することが難しい場合も多いが、草刈りの手間がかからないコンクリート舗装や、フェンス
で囲むような手法も説明し、自治会に納得してもらえるよう工夫している。
図表 94

実施例（左：実施前、右：実施後）

第
３
部

出典：長崎市資料から引用

ポイント
老朽危険空き家対策事業は、空き家所有者のために実施するのではなく、市民の安心安全
の確保のために危険空き家を除却し、地域のまちづくりに役立てるための事業として位置づ
けている。そのため、事業を進めるにあたり、除却前から除却後の活用方法を見据え、自治
会に相談し、要望を丁寧にくみ取る方法をとっている。
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②

神戸市の支援制度

概要
老朽危険家屋対策事業
兵庫県神戸市では、老朽危険家屋対策事業として、「神戸市建築物の安全性の確保等に関
する条例」の一部改正と、所有者責任による自主的な解決を促進するための支援制度（以下、
「支援制度」という。）の創設を行い（平成 25 年７月から実施）、この老朽危険家屋対策
事業の中で、空き家問題の解決に取り組んでいる。なお、事業の流れは下の図表のとおりだ
が、手続きの最終段階である指導助言を行い、氏名等の公表によっても解決されず、建築基
準法の要件を満たす場合は、建築基準法による是正措置命令、代執行へと手続きを進める流
れとなっている。
また、支援制度については、現地調査の結果、所有者等が判明した場合に、解体除却補助
制度、土地建物寄附受け、専門家派遣制度を実施している（図表 95 赤囲み、図表 96 参照）。
図表 95

老朽危険家屋対策事業

図表 96

支援制度
内容

専 門家
派 遣制度

• （対象）老朽危険家屋の所有者等及びその土
地の所有者
• （内容）条例に基づく勧告に応じて自主的に是
正を図ろうとする場合、法律、建築、不動産等
の専門家を派遣し、相談を実施

解 体除却
補 助制度

• （対象）老朽危険家屋の所有者
• （内容）条例に基づく勧告に応じて解体除却す
る場合、工事に要する経費の２分の１以内かつ
60 万円を超えない額を限度に補助

土 地建物
寄 附受け
制度

• （対象）老朽危険家屋の所有者及びその土地
の所有者
• （内容）条例に基づく勧告に応じる意思はあるも
のの自力での対応が困難で、かつ除却後の敷
地管理について地域団体等の協力が得られる
場合、市が当該土地建物の寄附を受け、老朽
危険家屋を除却

出典：神戸市資料から作成

まちなか防災空地整備事業
まちなか防災空地整備事業は、密集市街地再生優先地区（灘北西部、兵庫北部、長田南部、
東垂水）の延焼危険性を低減するため、老朽木造建築物の除却跡地や低利用地を神戸市が無
償で借り受け、まちづくり協議会等が「まちなか防災空地」として整備・維持管理を行うも
のである。
この事業において、老朽建築物の建物所有者が協力し除却を行う場合には、老朽建築物除
却事業として、補助制度が受けられる仕組みになっている。
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制 度名

図表 97

まちなか防災空地整備事業

【老朽建築物除却事業】
＜対象＞老朽建築物（昭和 56 年５月 31 日以前着工
の木造建築物）の建物所有者
＜内容＞除却跡地をまちなか防災空地として活用す
る場合、老朽建築物の除却工事費の満額を補助（上
限：住宅局標準建設費又は建物調査による査定額の
うち低い額）

出典：神戸市資料から作成

意義・メリット
図表 95、96 のような各種支援制度を利用してもらうことにより、老朽危険家屋の所有者
に除却等の対応を自主的に進めてもらえるような制度設計となっている。
まちなか防災空地整備事業は直接空き家の除却を目的としているわけではないが、除却跡
地をまちなか防災空地として活用する場合、老朽建築物の除却工事費の満額を補助すること
で、除却を進める制度となっている。特に、未接道や狭小敷地により、建物更新が困難な敷
地においては、固定資産税等の特例措置により、空き家のまま放置されるケースが多いため、
整備事業を進めることで、空き家問題の解決にもつながっている。
運用状況
老朽危険家屋対策事業により、氏名等の公表まで至った事例は１件である（平成 25 年度
12 月現在）。
図表 98

指導等の実施状況（平成 25 年度 12 月現在）

第

項目

件数

３

指導、助言

22 件

部

勧告

８件

専門家派遣制度利用

４件

解体補助制度利用

３件

土地建物寄附

０件

氏名等の公表

１件
出典：神戸市資料から作成

出典：神戸市資料から作成

まちなか防災空地整備事業については、平成 24 年度に１地区２か所、平成 25 年度に３地
区６か所を整備予定である。いずれも、平常時はポケットパークとして利用し、非常時には
一時避難場所や消火活動スペースとしても利用できるように整備されている。

ポイント
神戸市の取組は、氏名の公表や、その後の是正措置命令、代執行に手続きを進める前に、
専門家への相談や除却への補助制度を利用してもらうことにより、所有者自身が空き家に対
処してもらえるような流れとなっている。
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③

足立区の助成制度

概要
足立区は、都内で初めての空き家条例である「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」
を平成 23 年 11 月に制定した。条例の中では、適正に管理されていない空き家・老朽家屋に
対して指導・勧告を行うことを規定している。また、勧告によって建物を解体する場合は、
木造と非木造ともに 100 万円を上限に工事費の半額が助成されている。
意義・メリット
平成 24 年度末時点において、15 戸が助成制度により解体されている。また、所有者自ら
が危険な状態を解消できない場合には、所有者の同意を得た上で剥がれかけの外壁の除去等
緊急安全措置を行うことができるとしている。
ポイント
足立区では、空き家の危険度判定調査を実施しており、同調査で危険度が 100 点以上とな
った家屋については、勧告や助成の実施の有無について、第三者委員会である「老朽家屋等
審議会」に諮問のうえ判断している。
個人財産である空き家に公費を投入するに当たっては、住民間での公平性をいかに確保す
るかが重要となる。建築、不動産、法律等の専門家が助成の有無を審査することにより、第
三者の視点から客観的・中立的な判断がなされているといえよう。
また、助成を行うことが行政代執行を行うことと比較してコストが低く済むことも考えら
れる。すなわち、行政代執行は手続きに時間を要し、また実行後に費用を回収できる保証も
ない。そのため、助成を行う方がコストパフォーマンスが良いケースもありうる。

ウ） 課題
助成の正当性の確保

空き家の除却に対しての助成は、個人財産への公費の投入を意味するため、住民間での正
空き家の除却に対しての助成は、個人財産への公費の投入を意味するため、正当性や公平
性をいかに確保するかが重要となる。また、今後地域内で空き家が増加した場合には、自治
当性や公平性をいかに確保するかが重要となる。また、今後地域内で空き家が増加した場合
体の財源の制約もあるため、全てに対応することは難しいのが現状であろう。
には、自治体の財源の制約もあるため、全てに対応することは難しいのが現状であろう。
そのため、助成の正当性を確保するほか、限られた財源をより有効に活用するためには、
足立区のように第三者委員会を設けることも効果的と考えられる。

②

除却後の有効活用策の検討

また、老朽危険空き家が除却されたとしても、空き家のあった土地を放置すると、ごみや
雑草の問題等、空き地の問題が生じてしまう。そのため、除却前から近隣住民の協力を得て、
除却後の土地の有効活用策についても検討しておくことがポイントである。
紹介した自治体のように、除却等の措置とその後の有効活用策との結びつきを明確にする
ことで、助成の正当性を高める効果があると考えられる。
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①

コラム４：空き家特別措置法について

第
３
部

１．背景
平成 22 年に所沢市が「所沢市空き家等の適正管理に関する条例」を制定以降、全国で軒
並み空き家条例が制定されており、わずか数年でその数は 270 を超えている（平成 25 年 10
月現在）。このようにこれまでの空き家対策が市町村を中心に行われてきた背景には、空き
家対策に関する法律が整備されていなかったことが一因として挙げられる。そのため、一部
の自治体では独自に空き家条例を制定し、所有者に空き家の適正管理を促すほか、空き家の
撤去（除却）に対して助成制度を設ける等空き家対策に取り組んでいるのが現状である。
しかし、本報告書で述べてきたとおり空き家問題は制度上の制約が多く、市町村が多面的、
総合的に空き家対策に取り組むことには限界がある。今回の調査研究の中で行った先進事例
ヒアリングにおいてほとんどの自治体から、空き家対策における国への要望として、空き家
対策に関する法整備をはじめ国のアクションが必要であることが聞かれた。また、多摩・島
しょ地域アンケート調査においても、「市町村が空き家対策を行う根拠をより明確にしてほ
しい。」「空き家対策に関するガイドラインや各種マニュアルを作成してほしい。」「建築
基準法等空き家対策の根拠となる法律を制定・改正してほしい。」「住宅用地に対する固定
資産税の課税標準の特例措置等、空き家の発生を助長する制度の見直しをしてほしい。」
「税情報の利用について方針を示してほしい。」等、国に対する多くの期待・要望が挙げら
れた。
国レベルでは、国土交通省等複数の省庁にまたがる調整が必要なこともあり、空き家対策
に関する法整備等の対応が遅れていたようである。平成 25 年、自民党の「空き家対策推進
議員連盟」が、秋の臨時国会に空き家対策の特別措置法案（以下、「空き家特別措置法」と
いう。）を提出する動きがあり、ようやく国も動き出したところであるが、結局、固定資産
税の取り扱いが大きな論点になったようで国会には提出されなかった。しかし、法案の内容
はだいぶかたまってきたようで、近々には制定されるのではないかといわれている。そこで
今回は、空き家特別措置法で盛り込まれることが期待される内容と、制定された場合におけ
る市町村への影響等について述べたいと思う。
２．期待される内容
空き家特別措置法に、以下の項目が盛り込まれることが期待される。
•
•
•
•
•
•

国による空き家に関する施策の基本方針の策定について
市町村による空き家対策計画の策定、協議会の設置について
市町村の空き家の把握について
空き家所有者に対する、助言・指導、勧告、命令について
空き家所有者を把握するための税情報の利用について
空き家対策における都道府県の役割について
等

空き家特別措置法が制定されれば、個人の財産である空き家に市町村が対応する際の根拠
となり、市町村もより積極的に空き家対策に取り組むことができることになる。
「空き家所有者を把握するための税情報の利用」や「空き家対策における都道府県の役割」
については、その内容が実際に空き家特別措置法に盛り込まれると、市町村が空き家対策を
進めるうえで有用な規定となると思われる。「空き家所有者を把握するための税情報の利用」
については、前述のコラムで紹介したように、現在は明確な方針がだされていない状況のな
かで、各自治体がそれぞれの判断で庁内における税情報の利用について方針を決めているた
め、国から明確な方針が示されることで、今まで空き家対策で大きなネックとなっていた空
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き家所有者の探知がよりスムースになり、自治体が空き家対策を進めるうえで大変有益であ
ると思われる。
「空き家対策における都道府県の役割」については、空き家対策に主体的に取り組むのは
市町村であるが、市町村だけでは対応しきれない面が多く、国及び都道府県による支援が求
められている。空き家特別措置法に都道府県の役割が規定されることで、都道府県から市町
村への支援や都道府県と市町村が連携した空き家対策も可能となるのではないだろうか。
「空き家を自主的に撤去する場合の固定資産税の軽減措置の導入」については、税の公平
性、課税客体の確定の観点からも、盛り込むにはハードルが高いと考えられる。

３．空き家条例との関係
空き家条例との関係については、空き家特別措置法が制定されたからといって、空き家条
例が必要ないとは言い切れない。ほかの法律と条例の関係のように空き家特別措置法で規定
する内容を、市町村が具体的に実施するうえで空き家条例の制定（すでに制定している場合
は一部改正）が必要となってくると考えられる。
前述したとおり、空き家条例の意義として、法規的効果と事実的効果が挙げられる（p93
参照）。法規的効果としては、建築基準法第 10 条第３項の実質的な「処分基準の具体化」
が挙げられるが、空き家特別措置法との関係でも「処分基準の具体化」の効果があるといえ
る。つまり、空き家特別措置法で規定される「空き家所有者に対する、助言・指導、勧告、
命令」を実際に市町村が行うにはより具体的な処分基準が必要になり、市町村はその基準を
空き家条例で規定することになる。また空き家条例の事実的効果としては、①助言・指導、
勧告等の行政指導を行う際の拠り所、②所有者や住民に対する意識啓発が挙げられるが、①
については空き家特別措置法で概ねカバーできるようになるが、②については空き家特別措
置法だけでは十分とはいえないので、市町村が空き家対策全般に対する制度的根拠としても
置法だけでは十分とはいえないので、市町村が行う空き家対策全般に対する制度的根拠とし
空き家条例の存在は意義があるといえる。
ても空き家条例の存在は意義があるといえる。
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４．市町村への影響
空き家特別措置法が制定されることで、行政の責務として空き家対策を行う必要性が生じ
ることが予想される。行政事務的にも「市町村による空き家対策計画の策定」「協議会の設
置」「空き家の総量の把握」「空き家所有者に対する、助言・指導、勧告、命令」等新たな
事務が発生することになる。それに伴い、空き家対策の担当部署の決定をはじめ人員や予算
の確保等市町村には大きな負担が発生すると考えられる。また、空き家条例が制定されるこ
とで住民の意識啓発につながるように、空き家特別措置法が制定された場合においても、住
民の意識啓発につながり、ひいては住民から市町村への苦情や情報提供ということで市町村
が空き家対策の担当部署を決めざるを得ない状況になることも少なからず考えられる。つま
り、空き家特別措置法の制定はそれだけ市町村に大きな影響をもたらす可能性があるといえ
る。
どのように空き家対策に取り組むかは、各市町村の空き家の発生状況と問題の深刻化によ
り、一概には言えないが、空き家特別措置法の制定を、各市町村が今後、空き家問題に対し
てどのように取り組むかを全庁的に考え、方針を打ち出す良い機会となることに期待したい。

第３章.

空き家の活用策

空き家の活用策とは、「エリアマネジメント」の発想に基づき、空き家を資産として捉え、
空き家が存在する地域全体で、空き家を活用して新しい付加価値を創造していく取組である。
エリアマネジメントを通じて空き家を有効活用していくには、「空き家が適正に管理されて
いること」「有効活用に向けて、知識・ノウハウを活用すること」及び「取組の持続可能性
が確保されていること」の３つが重要である。
これまで、空き家の「予防策」及び「応急対策」として「空き家の適正管理」の方向性を
整理してきた。次にここでは、空き家の活用に向けた「知識・ノウハウの活用」及び「持続
可能性の確保」について整理する。
図表 99

空き家の活用策の考え方

知識・ノウハウの活用
・外部からの提案募集
・地域へのコーディネーター派遣

持続可能性の確保
・地域の「担い手」の確保

エリアマネジメントによる空き家の
有効活用

第
３

空き家の適正管理
・老朽空き家化の予防策
・老朽空き家への応急対策

部
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１． 空き家有効活用の知識・ノウハウの活用
（１）

基本的な考え方

空き家を有効活用して新しい価値を生み出すに当たっては、新しい知識やノウハウが重要
である。地域でそうした知識・ノウハウを確保できない場合、外部から積極的に導入してい
くことが求められる。
地域に対して、外部の知識・ノウハウを導入する手法としては、「提案募集型」と「コー
ディネーター派遣型」の二つが考えられる。

ア） 提案募集型
「提案募集型」は、自治体等が、地域における空き家の有効活用策を広く不特定多数から
提案募集する手法である。この手法は、幅広い主体からの多様な提案を期待できる、という
メリットがある。その反面、必ずしも地域のニーズに合った提案がされない可能性があるほ
か、提案募集前のＰＲが不十分だと、提案が出てこないおそれもあるのがデメリットである。
そのため提案募集型では、募集主体である自治体等の、事前の広報活動や提案を求める応
募元の事前調査が重要である。

イ） コーディネーター派遣型

図表 100

手法
手法

知識・ノウハウの活用手法の比較

概要

概要

メリット
メリット

デメリット
デメリット

対応策
対応策

地域のニーズにそ
幅広い主体から多 ぐわない提案がな 事 前 の 広 報 活 動
提案募集型
不特定多数から空き家
様な提案が期待で さ れ る お そ れ 、 十 の充実と提案者の
［世田谷区］
の活用策の提案を募集
分な数の提案がな マーケットリサーチ
きる
［江津市］
いおそれ
事前に知識・ノウハウを
地域のニーズを理 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 一 定 の 事 業 規 模
コーディネー
有する専門家をコーディ
解した質の高い提 の 把握 ・維 持に コ （地域の数）を確保
ター派遣型
ネーターとして認定して
することが必要
ストがかかる
案が期待できる
［京都市］
おき、派遣
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空き家対策の具体的な方向性

「コーディネーター派遣型」は、自治体等が、予め知識・ノウハウを有する専門家をコー
ディネーターとして認定・把握しておき、地域と空き家の実態に応じてコーディネーターを
派遣する手法である。この手法は、地域のニーズを理解した質の高い提案がなされることが
期待できるのがメリットである。反面、コーディネーターの把握・維持に相応のコストが見
込まれる点がデメリットである。
そのため、コーディネーター派遣型では、実施主体である自治体等において、コーディネ
ーター維持の費用対効果を高めるために、一定の事業規模（地域の数）を確保しておくこと
が重要である。

（２）

取組事例

ア） 世田谷区「空き家等の地域貢献活用モデル事業」
①

概要

世田谷区では、空き家等を「負の遺産」ではなく、有用「資源」「ストック」として捉え、
活用する試みとして、「空き家等の地域貢献活用モデル事業」を実施している。

「空き家等の地域貢献活用モデル事業」の概要
空き家等の活用促進の“モデル”となるような事業の提案を募集し、採択された提案に助
成を実施
• 募集部門
-活用企画部門（物件は区が指定）
-活用物件発掘部門（物件は提案者が発掘）
• 対象団体
-区内において助成事業を行う団体又はその連合体
-モデル事業を開始から５年程度継続させる意思があること
-事業で得られた収益を分配したり財産を還元したりしないこと 等
• 助成額
最大 200 万円／件

第
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活用企画部門対象物件：太子堂 5 丁目の空室（共同住宅の一室）
太子堂の閑静な住宅街の中にあるマンション。１階は高齢者デイサービス施設、２
太子堂の閑静な住宅街の中にあるマンション。１階は高齢者デイサービス施設、２階
階の一部及び３階は区立高齢者借上げ集合住宅になっている。本物件は、その２階部
の一部及び３階は区立高齢者借上げ集合住宅になっている。本物件は、その２階部分の
分の初代オーナーが居住していた一室に当たる。
初代オーナーが居住していた一室に当たる。
【概要】
・構造：鉄筋コンクリート造 地上 3 階建 共同住宅
・専有面積：111.83 ㎡
・間取り：3DK+N
・建築年：平成 3 年
物件内観（募集要項から引用）
物件内観（募集要項から引用）
・用途地域：第一種低層住居専用地域（準防火地域）

②

実績

平成 25 年 10 月に公開審査が行われ、提案されたプランは５案であった。
「アイデアの豊かさ、地域・社会への貢献度、実現性・継続性」といった点から評価が行
われ、採択されたのは以下の３案である。
図表 101

部門

採択された提案

部門

グループ名
グループ名

企画概要

企画概要

活用企画部門
［上記物件の活用］

グリーフサポート 死別体験等による心に深い悲しみを抱える子どもたちが集い遊べ
せたがや
る場『グリーフサポートセンターせたがや』の設立

活用物件発掘部門

シェア奥沢

活用物件発掘部門

ANDITO＋
大蔵プロジェクト デイサービスと認知症カフェを備えた地域の多世代交流拠点づくり
推進チーム

シェアキッチン、コワーキング、イベントの開催のためのコモンスペ
ース「シェア奥沢」の整備

出典：世田谷トラストまちづくりホームページから引用
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どの提案も、それぞれの空き家等が置かれた「地域性」を活かした提案となっているのが
特徴である。また、公開審査会には、審査員以外にも、多くの世田谷区民が参加したとのこ
とであり、こうした取組に対する地域の関心の高さがうかがえる。

③

ポイント

世田谷区の事例のポイントとして、以下のような点が挙げられる。

良質な空き家があること
活用企画部門対象物件の事例（太子堂５丁目の空室）からわかるように、本事業で対象と
なった物件は適正に管理されていた空き家であった。
より良い提案を求めるためには、まず空き家が適正に維持管理されていることが重要であ
る。
所有者の協力があること
活用企画部門対象物件の事例（太子堂５丁目の空室）は、所有者から利活用の希望があっ
た物件であり、「空き家を地域貢献に活かしたい」という所有者の協力意思が明確であった。
世田谷区には、本モデル事業以前から、所有者自らの意思により、地域の公益的かつ非営
利なまちづくり活動の場として、所有する建物を活用してもらう「地域共生のいえ」という
取組がある。既に世田谷区内に 13 か所の地域共生のいえが誕生しており、建物を所有する
住民の、地域貢献に対する意識の高さがうかがえる。
空き家の有効活用においては、こうした所有者の積極的な協力姿勢が重要である。
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空き家対策の具体的な方向性

提案者に対する丁寧なサポートを行うこと
世田谷区の場合、そもそもの地理的な利便性の高さに加え、本事業についても、（一財）
世田谷トラストまちづくりを通じて事前のＰＲを行ってきた。さらに、応募受付期間中は提
案希望者の事前相談の機会を設けたり、「現地見学会＆活用ワークショップ」を行う等、事
前の周知と情報提供を丁寧に行うことによって、質の高い５つの提案を受けることができた
といえる。
提案募集型の有効活用では、空き家の活用に対して、できるだけ多くの提案をしてもらえ
ることが重要である。そのためには、提案前段階において、提案者に対して丁寧なサポート
を行うことが重要である。

イ） 江津市「ビジネスプランコンテストを通じた空き家活用」
①

概要

島根県江津市は、「空き家バンク」の取組で注目されてきた自治体である。
前述のように、江津市の空き家バンクのねらいは「定住促進策として空き家を有効活用す
る」ことにあった。空き家バンク制度がある程度整ったことから、新たな定住促進策として、
江津市ビジネスプランコンテスト「Ｇｏ－Ｃｏｎ」を開催している。

江津市ビジネスプランコンテスト「Go-Con」の概要
• 応募テーマ：江津市の地域資源の活用や、地域の課題解決につながるビジネスプラン
• 大賞：１名（活動資金として賞金 100 万円）
• 応募条件：受賞後１年間、江津市内を拠点に活動すること（個人や組織等は問わない）

②

効果

Go-Con はあくまで「ビジネスプランコンテスト」であり、空き家の有効活用を目的とした
取組ではなかった。しかし前述のように、江津市では他都市に先駆けて空き家バンクを通じ
た定住促進に取り組んできたこともあり、空き家を「資産」としてとらえる考え方がある程
度浸透していたと考えられる。
その結果、平成 24 年度のＧｏ－Ｃｏｎでは、「空き家をリノベーションしたモデルハウ
ス事業」という提案が大賞を受賞した。
ス事業」
という提案が大賞を受賞した。
受賞者は江津市の出身で、大阪等で建築を学んだあと、２年間ニューヨークで家具デザイ
ン等を習得。今回の受賞を契機に、平成
受賞者は江津市の出身で、大阪等で建築を学んだあと、２年間ニューヨークで家具デザイ
25 年５月から江津市内にデザインオフィスを設立
している。受賞者が提案する空き家のリノベーションは評価が高く、設立１年目にして既に
ン等を習得。今回の受賞を契機に、平成 25 年５月から江津市内にデザインオフィスを設立
複数のリノベーション依頼を受け、実績を積み重ねている。
している。受賞者が提案する空き家のリノベーションは評価が高く、設立１年目にして既に
複数のリノベーション依頼を受け、実績を積み重ねている。
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図表 102
図表 102

受賞者による空き家のリノベーション例「Yurusato」
受賞者による空き家のリノベーション例「Yurusato」

部
出典：DESIGN OFFICE SUKIMONO

ホームページから引用

出典：DESIGN OFFICE SUKIMONO

ホームページから引用

これまで江津市が取り組んできた「定住促進策としての空き家バンク（空き家の有効活
用）」と、ビジネスプランコンテストという新しい定住促進策を通じた「外部の知識・ノウ
これまで江津市が取り組んできた「定住促進策としての空き家バンク（空き家の有効活
ハウ」が、空き家の有効活用に結びついた事例であるといえる。
用）」と、ビジネスプランコンテストという新しい定住促進策を通じた「外部の知識・ノウ
ハウ」が、空き家の有効活用に結びついた事例であるといえる。
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③

ポイント

江津市の事例の特徴として、以下のような点が挙げられる。

「空き家は手段」という意識
江津市は空き家バンクの取組で注目されてきたが、市にとって、空き家は定住促進のため
の「手段」に過ぎない、と認識されている。これは、空き家を地域でどのように活用するの
か、という「目的」が重要、と言い換えることもできよう。
地方都市においては、空き家を「定住促進の手段」として、その有効活用が検討される場
合が多いが、そこで重要なのは「定住のための生業（なりわい）を確保すること」である。
江津市でも、空き家バンク制度においてハローワークと連携することで、移住希望者の生業
確保のサポートを行ってきたが、ビジネスプランコンテストの活用は、その新しい手法とし
て注目される。
外部の知識・ノウハウを積極的に導入
Ｇｏ－Ｃｏｎにおいては、市の事務局は東京等にも足を運び、コンテストについて学生を
中心に積極的なＰＲ活動を実施したとのことである。全国的には、江津市の知名度はあまり
高くはないため、コンテストの成功には、このＰＲ活動が非常に重要であったと考えられる。
また、都市部のやる気のある若者がもっている知識・ノウハウに着目し、地域の活性化に
活用しようとする姿勢も重要な要素であると考えられる。

空き家対策の具体的な方向性
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ウ） 京都市「京都市地域連携型空き家流通促進事業」
①

概要

京都市は、空き家の所有者や入居希望者が安心して空き家を活用できる環境を整備するこ
とで、住宅市場における空き家の流通を促進するとともに、空き家の流通により地域の活性
化を図ることを目的に、「京都市地域連携型空き家流通促進事業」を展開している。
具体的には、地域のまちづくり活動として、地域の魅力やすまい方のルールを取りまとめ
るとともに、空き家の掘り起こしを行い、不動産事業者等専門家の協力のもと、空き家所有
者や地元のニーズに応える空き家の活用方法の提案、空き家所有者と入居希望者をつなぐ仕
組みを構築するという取組である。
この事業の特徴として、地域、コーディネーター及び市が以下のような役割を担い、連携
して空き家対策に取り組む仕組みである点が挙げられる。
図表 103

京都市地域連携型空き家流通促進事業の体制
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出典：京都市ホームページから引用
•
•
•

地域 ：空き家の増加を地域的な課題としてとらえ、コーディネーターと連携して空
き家の活用に取り組む。
コーディネーター ：地域でまちづくりに取り組んでいる等の専門家が、地域と一緒
に空き家の活用を支援する。
市 ：コーディネーターの紹介、地域活動のアドバイス、経費の助成等を通じて地域
を支援する。

京都市は、毎年度当事業の実施団体となる地域（自治連合会、自治組織またはそれらの自
治組織と連携して活動する住民グループが対象）と、コーディネーター候補を募集する。コ
ーディネーター候補は、所定の研修を受けた上で、コーディネーターとして登録される。
また、市に学識経験者や専門家による研究会を設け、活動地域のフォロー、事業の評価や
制度改善の検討も行っている。
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②

効果

有効活用の実績（全体）
空き家を有効活用に結びつけた実績は、平成 22 年度以降、21 件である。
年度別では平成 24 年度、形態別では賃貸形態、地域別では東山区の六原学区が最も多い。
図表 104

空き家の有効活用の実績（全体）

出典：京都市資料から作成

具体的な取組
• 空き家の現状把握（各町内会で空き家の情報把握の定例化）
• 相談案件の情報共有と対応検討（相談案件の対応についての報告と検討）
• 普及啓発活動（リーフレット「六原の暮らし」の発行等）
• 空き家所有者への対応（ヒアリングや委員会の場での対応検討、活用提案等）
空き家活用の事例
六原学区では、平成 22 年以降、８件の物件を有効活用に結びつけている。
図表 105

空き家活用の事例（六原学区）

出典：「六原学区（東山区）の取組」から引用
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空き家対策の具体的な方向性

六原学区（東山区）の取組事例
六原学区は、平成 22 年度の事業開始時から本事業に取り組んでいる地域である。
平成 22 年度から３名の地元住民有志を中心に事業に取り組み、平成 23 年度からは民生委
員２名を加え、「六原まちづくり委員会」として組織体制づくりを進めるとともに、概ね月
１回の定例会議を開催し、空き家活用に関する意見交換や情報共有を行っている。
コーディネーターとして、京都女子大学准教授、京都市景観・まちづくりセンター、京都
府建築士会青年部、京都府不動産コンサルティング協会が参画している。

③

ポイント

京都市の事例の特徴として、以下のようなものが挙げられる。

良質な空き家を活用
江津市の事例でも指摘したように、空き家の有効活用においては、空き家が適正に管理が
されており、老朽化していないことが必要である。
また、京都市の場合、固有の歴史的魅力を有しているいわゆる「町家」が多く存在してお
り、実際に活用に結びついている 21 件の空き家もそうした魅力ある町家が中心である。知
識やノウハウを呼び込むには、空き家を含む「地域」の魅力を明確にしておくことが重要で
ある。
コーディネーターの維持・継続
京都市の場合、良質な知識・ノウハウの提供者を確保するため、コーディネーターの育成
及び登録制度を採用している。これにより、地域活動への理解、地域貢献の意識を持ったコ
ーディネーターを、地域のニーズに応じて紹介することができる。
一方で、実施地区の拡大に向けて必要なコーディネーターを確保するためには、コーディ
ネーターの募集、育成及び登録維持に相応の手間とコストを要するという側面もある。その
ため、行政としての体制確保はもちろんのこと、事業者団体との協力・連携によるコーディ
ネータの募集、研修等が必要と考えられる。

第

地域の意識啓発と参加促進
本事業はあくまで地域の「応募」がきっかけであり、高い活用可能性が期待できる空き家
エリアであっても、地域による自主的な応募がない限り、本事業が実施されることはない。
京都市内においても、空き家を活用して地域の活性化を図ることに対して積極的な地域が
ある一方で、そうした意識のあまりない地域も存在している。本事業の活用をさらに促進す
るためには、「空き家を地域で活かしていく」という地域の意識啓発を通じた参加促進を図
ることが必要と考えられる。

３
部
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２． 空き家有効活用の持続可能性の確保
（１）

基本的な考え方

ア） 地域の「担い手」の必要性
空き家の有効活用策にとどまらず、新しい取組において重要なこととして、「第一歩を踏
み出す」ことと同時に、「取組を継続させる」ことが挙げられる。特に空き家の有効活用策
は、今後中長期にわたって対応が必要になると予想されることから、取組の持続可能性確保
はより一層重要な課題である。
継続性を保つためには、行政が必要な役割を担っていく選択肢もあるが、財源や職員数が
限られる中、老朽空き家化の予防・応急対策や有効活用まで行政が単独で担っていくには限
界がある。
こうした現状を踏まえれば、空き家有効活用の持続性を確保するためには、地域における
「担い手」を整え、地域と行政が連携して取り組んでいくことが必要と考えられる。空き家
対策においては、応急対策は行政が、有効活用策は地域の「担い手」が中心となって進めて
いくことが望ましいと思われる。

イ） 担い手に求められる要件
地域で空き家の有効活用を推進する「担い手」には、以下のような要件が求められる。

①

知識・ノウハウのハブ機能

空き家対策においては、行政のみならず、建築や法律の専門家等、多種多様な人材・知
識・ノウハウが求められる。しかし、組織としてすべての知識・ノウハウを保有することは
難しい。そのため、個別の事案ごとに「必要な知識・ニーズ」を適切に仲介できる、知識・
ノウハウの「ハブ」となる機能をもつことが重要と考えられる。

地域に根付いた組織であること

空き家対策は、地域における中長期的な課題として位置付けられるものである。そうした
課題に対して継続的に取り組んでいくためには、地域に根付いた地元の人材や組織が、その
担い手となり、その地域の文化や特性を活かした空き家対策を行うことが重要と考えられる。

③

活動インセンティブの確保

取組を継続させるためには、担い手にとっての「活動インセンティブ」が確保されている
ことが必要である。
空き家の有効活用は、空き家を通じて新しい付加価値を創造する取組であり、近年は、民
間企業等が参入する事例も出てきている。民間企業等の参入を促すために、ビジネス化が期
待できる事業スキーム等を検討することが重要と考えられる。
図表 106

空き家対策の「担い手」に求められる要件
地域における「担い手」
•
•
•
•
•
•
•

支援
あっせん

•

空き家情報の提供
賃貸・売買の仲介
資金相談
リフォーム・増改築
住宅の維持管理支援
老朽空き家対策
公的助成・補助
生活サポート
（医療、福祉、就労支援など）
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宅建業者

ハブ機能

相談者（
所有者、住民等）

相談

金融機関
建築業者
ＮＰＯ
行政機関

空き家対策の具体的な方向性

②

（２）

取組事例

ア） 尾道市「尾道空き家再生プロジェクト」
①

ＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクトについて

尾道市は広島県の東南部に位置し、地形的には平地が少なく傾斜地に住宅や寺院等が密集
している。そのため道路も狭隘で傾斜するものが多く、既存不適格な建築物が多くみられる
のが特徴である。また、尾道でも近年、少子高齢化、核家族化が進み、空き家が数多く存在
している。
ＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクト（以下、「尾道空き家プロジェクト」という。）
は、空き家の再生や空き家バンク事業等により、尾道らしい古い町並みや景観の保全、移住
者・定住者の促進による市の活性化、そして、新たな文化・ネットワーク・コミュニティを
構築することを目的に活動している。

②

活動内容

空き家再生事業
尾道らしい家を一つでも残したいという思いから、実際にいくつかの空き家を再生してい
る。主婦や建築士、大学の先生、アーティスト、学生等多様なジャンルの人が空き家再生に
関わっているのが特徴である。

第

（再生物件例 １）
・子連れママの井戸端サロン 北村洋品店
昭和 30 年代に建てられた住居兼店舗だったが、その後は長
年空き家となり、雨漏りやシロアリ害でボロボロなうえ、不要
品が天井までぎっしり積み上げられた状態となっていた物件を
再生した。1 階は子連れママのための井戸端サロン、2 階はＮ
ＰＯ事務所として活用している。

３
部

（再生物件例 ２）
・坂暮らし体験ハウス 坂の家
大正から昭和初期に建てられた洋風長屋の一軒を再生し、空
き家を探している方や坂暮らしを検討中の方のための物件とし
て活用している。

（再生物件事例 ３）
・三軒家アパートメント
駅すぐの路地裏という便利な場所にありながら、全棟空き家
だった古いアパートをものづくりやアート等の発信拠点として
再生した物件。10 ある部屋は、工房やカフェ、ギャラリー、
ある部屋は、工房やカフェ、ギャラリー、ア
トリエ、遊技場等に再生された。
アトリエ、遊技場等に再生された。

- 119 -

他にも、空き家が「旧和泉家別邸 通称尾道ガウディハウス」や「路地の家」「つるハウ
ス」等建築当初の雰囲気を残した特徴的な物件として再生されている。

ゲストハウス事業
尾道ゲストハウス「あなごのねどこ」はうなぎの寝床のような奥行きの深い再生物件の一
つであり、町屋を特産品のあなごにちなんで名づけたもので、平成 24 年にオープンした。
若い世代の雇用創出と観光客の呼び込みを目的に収益事業として実施している。

空き家バンク
空き家バンク
当初は尾道市が実施していたが成果が上がらず、現在は尾道空き家プロジェクトが尾道市
当初は尾道市が実施していたが成果が上がらず、現在は尾道空き家プロジェクトが尾道市
から委託を受けて、定住促進・移住者支援を目的に運営している。４年間で約 70 件の成約
から委託を受けて、定住促進・移住者支援を目的に運営している。４年間で約 70 件の成約
実績があり、物件登録の要件は特になく、廃屋でもなんでも登録できることが特徴である。
実績があり、物件登録の要件は特になく、廃屋でもなんでも登録できることが特徴である。
空き家物件情報はオープンにしていないが、利用者登録をするとパスワードが与えられ空
空き家物件情報はオープンにしていないが、利用者登録をするとパスワードが与えられ空
き家物件情報を閲覧することができる。
き家物件情報を閲覧することができる。
市外や県外からの移住も多く若い世帯が子ども連れで移住し、町内会に入ってくれるケー
市外や県外からの移住も多く若い世帯が子ども連れで移住し、町内会に入ってくれるケー
スも多い。尾道大学（美術系）の学生が利用するケースもある。
スも多い。尾道大学（美術系）の学生が利用するケースもある。

③
③

ポイント
ポイント
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このように、尾道市ではＮＰＯが空き家の有効活用の「担い手」として活躍しているのが
このように、尾道市ではＮＰＯが空き家の有効活用の「担い手」として活躍しているのが
特徴である。
特徴である。
尾道空き家プロジェクトでは、上記事業の他にも「尾道まちづくり発表会」や「尾道空き
尾道空き家プロジェクトでは、上記事業の他にも「尾道まちづくり発表会」や「尾道空き
家談議」「尾道建築塾」等空き家に係る様々な取組を実施している。また、平成 24 年から
家談議」「尾道建築塾」等空き家に係る様々な取組を実施している。また、平成 24 年から
新たに「おのみち暮らしサポートメニュー」として、所有者や新規移住者のハードルとなっ
新たに「おのみち暮らしサポートメニュー」として、所有者や新規移住者のハードルとなっ
ている空き家の改修や管理・運用を尾道空き家プロジェクトが代行するサービスも開始して
ている空き家の改修や管理・運用を尾道空き家プロジェクトが代行するサービスも開始して
いる。この結果、４年間で約 100 人が尾道に移住している。
いる。この結果、４年間で約 100 人が尾道に移住している。
このように尾道市が空き家に関する取組に成功している背景には、尾道には古い物を残し
このように尾道市が空き家に関する取組に成功している背景には、尾道には古い物を残し
て使っていく文化があることや、「坂のまち」と言われるように傾斜地が非常に多く、そこ
て使っていく文化があることや、「坂のまち」と言われるように傾斜地が非常に多く、そこ
に住宅が密集しているため建築物の建て替えができず、再生・活用に力を入れざるを得ない
に住宅が密集しているため建築物の建て替えができず、再生・活用に力を入れざるを得ない
尾道ならではの要因があるためだと考えられる。
尾道ならではの要因があるためだと考えられる。

イ） 高岡市「地域で連携した空き家活用推進協議会の設置」
①

高岡市空き家活用推進協議会について

高岡市空き家活用推進協議会（以下、「高岡市協議会」という。）は、特に密集市街地・
中心市街地において少子高齢化等により空き家化が進んでいる一方で、行政が単独で対応す
ることが困難にある状況に鑑み、この問題に対して県、市、民間団体等が連携して取り組ん
でいくことを目的に設立された組織である。
高岡市協議会は、(公社)富山県宅地建物取引業協会、(公社)富山県建築士会、富山県司法
書士会、富山県土地家屋調査士会、富山県土木部建築住宅課及び高岡市建設部建築住宅課に
よって構成されている。
図表 107

高岡市協議会の構成

富山県宅地建物取引業協会
富山県建築士会

富山県司法書士会

高岡市空き家活用推進協議会
富山県土木部建築住宅課

富山県土地家屋調査士会

高岡市建設部建築住宅課

それぞれの主体の主な役割は、以下のとおりである。
図表 108

主体

それぞれの主体の主な役割

主体

主な役割

主な役割

第
３
部

宅建協会

物件の売買・賃貸・解体、空き家管理代行、家財道具の処分、引越業者案内、
融資債務保証案内、受付相談窓口の対応等

司法書士会

相続・登記、成年後見制度、借地権等権利関係の対応等

建築士会

修繕・改善等のリフォーム、耐震診断等の技術的助言の対応等

土地家屋調査士会

筆界・協会問題、測量等の対応

富山県

国等の空き家に関する施策等の情報提供、監査等

高岡市

補助支援制度等の情報提供、老朽危険空き家への対応等
出典：高岡市協議会資料から作成

幅広い相談内容に対応できるようにするため、協議会内に運営部会や各部会を設ける等、
担当制による円滑な運営体制の整備が進められている。
図表 109

高岡市協議会運営会議体系

運営部会
・会長：宅地建物取引業協会
・副会長：建築士会
・構成員：各部長
・事務局長：高岡市建築住宅課

調査・研修部会

相談部会

セミナー・研究部会

広報部会

・部長：建築士会
・構成員：８名

・部長：宅建協会
・構成員：４名

・部長：建築士会
・構成員：６名

・部長：司法書士会
・構成員：６名

出典：平成 24 年度長期優良住宅等推進環境整備事業（空き家等活用推進事業）報告書から作成
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これにより、建築構造から法律まで、様々な分野についてワンストップサービスを提供で
きる体制ができているのが、高岡市協議会の強みである。

外部との連携
また、高岡市協議会は宅建等の構成団体が隣接する射水市、氷見市においても管轄エリア
の利点を活かし、「空き家問題の相談窓口」の開設を中心とした取組を行うことで連携し、
空き家問題に関する情報共有や相談体制の構築を進めている。
さらに、全国各地において空き家問題の研究に取り組んでいる東京工業大学大学院とも連
携しており、高岡市の空き家の現状分析・研究や今後の施策等の提案等で協力を受けている
のが特徴である。

②

高岡市協議会の活動

高岡市協議会の主な活動は、大きく以下の６つである。

周知広報活動
協議会ホームページの開設、協議会の活動内容を掲載した市民向けパンフレットの作成、
新聞広告への協議会活動の掲載等のＰＲ活動を実施している。
平成 25 年３月に、市民向けパンフレットを高岡市広報誌に折り込んで市内全世帯に配布
したところ、後述する相談事業の問い合わせ件数が急増しており、ＰＲ効果が表れている。
相談体制の構築
所有者等からの相談窓口を設置し、空き家に係る相談を総合的に受け付けている。
平成 25 年１月から 12 月の相談件数は 207 件であり、うち助言や業者紹介に結びついた件
数は 84 件となっている。特に、３月から９月にかけて相談件数が多くなっており、パンフ
レット配布によるＰＲ効果が確認できる。

「空き家談義」の開催
大学の研究室とともに、自治会と空き家に関する様々な問題について意見交換する「空き
家談義」を開催している。地域住民との意見交換を通じて空き家問題の実態を把握し、行政
施策等へ反映させることを目指している。
ワークショップの開催
大学の研究室と連携し、定期的に空き家問題に関するワークショップを開催している。ワ
ークショップを通じて、行政施策の検討や提案を進めている。
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普及啓発活動
空き家に係るセミナーやフォーラムを開催し、住民等の意識啓発を推進している。
平成 25 年度は、セミナーを２回、フォーラムを１回開催し、参加者は合計で約 650 人と
なっている。

空き家管理サービスの提供
平成 25 年６月からは、所有者等に替わって空き家の管理を代行する空き家管理サービス
を開始している。利用希望を伝えると、協会を通じて、宅建業者等の管理業者が紹介される
仕組みとなっている。
図表 110

空き家管理サービスの概要

第
３

出典：高岡市協議会資料から引用

部

③

特徴

高岡市協議会の取組の特徴は以下のとおりである。

複数組織の連携によるワンストップ窓口の提供
高岡市の住宅相談は、平成 22 年度までは「高岡市住まいの総合相談所」として市から民
間団体へ業務委託され、その後富山県宅地建物取引業協会高岡支部による住民相談を実施し
てきた。
本協議会の設立に伴い、不動産業界だけで対応してきた相談体制に、司法書士及び行政も
巻き込むことで、相談者に対するワンストップ窓口を実現している点が特徴である。
民間主導の空き家対策
活動の中心は宅建協会等の民間団体であり、高岡市は、補助支援制度の情報提供や活動財
源の支援等を通じて、民間の活動を側面からサポートする体制となっている。
高岡市協議会は、空き家問題の解消を「地域の活性化のための取組」と位置づけ、協議会
活動を「民間が公益活動を実施する機会」を通じた空き家発生の未然防止と空き家利活用の
実践の場と位置付けている。協議会活動は地域との信頼関係を築く機会であり、地域との信
頼関係が求められる宅地建物取引業等においては、公益活動であるとともにビジネス上のメ
リットも期待できる取組と理解されている点が特徴である。
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専門知識の活用
高岡市協議会は、空き家問題で多くの研究実績をもつ東京工業大学の研究室と連携し、研
究機関の有する専門知識を活用しているのが特徴である。特に、セミナー、フォーラム、ワ
ークショップ等の場で助言や講演を受けることで、全市的な意識啓発に役立てている点が特
徴である。
地域間連携
高岡市協議会は、隣接する射水市及び氷見市とも積極的に情報交換している点が特徴であ
る。
空き家問題の実態は地域によって様々であるが、地域間でノウハウを共有することで、対
策をより効果的・効率的に進めていくことを目指している。

空き家対策の具体的な方向性
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ウ） 横浜プランナーズネットワーク「空き家相談窓口の設置」
①

ＮＰＯ法人横浜プランナーズネットワークについて

ＮＰＯ法人横浜プランナーズネットワーク（以下、「横プラ」という。）は、横浜を活動
フィールドとする建築家、都市プランナー、まちづくりコーディネーター、地域ケアの担い
手等、まちづくりに関わる専門家同士が、相互の専門性を高めるとともに、住民の立場に立
ったまちづくりについて提案し、住民による自発的なまちづくりを支援することを目的とし
て設立された団体である。

②

横プラによる空き家活用促進の取組

横プラは、平成 19 年９月に自主事業として「空き家相談窓口」を開設した。具体的には、
横プラが空き家の所有者等から相談を受け、事業計画づくりに協力するとともに、必要に応
じて専門家等の紹介や情報提供を行っている。
図表 111

横プラによる空き家活用推進の仕組み

コーディネート
組織
コーディネート
組織

情報提供
物件情報情報提供
物件情報

横浜市
横浜市

横プラ
横プラ

利用者募集
利用者募集

空き家改修相談
空き家改修相談
NPO 横浜市まちづくりセンター
NPO 横浜市まちづくりセンター

３
部

②事業計画づくり
・事業の実現性等を検証
②事業計画づくり
・実現可能性のある事業計画
・事業の実現性等を検証
案を提示
・実現可能性のある事業計画
案を提示

利用希望者
利用希望者
事業
事実
業施
実へ
施
のへの
協力
協力

第

空き家所有者
空き家所有者
横プラが行う支援
横プラが行う支援
①相談
・空き家所有者の希望聞き取り
①相談
・利用希望者の有無等の情報
・空き家所有者の希望聞き取り
収集
・利用希望者の有無等の情報
収集

コーディネート
組織
コーディネート
組織

出典：ＮＰＯ法人横浜プランナーズネットワーク「郊外計画開発住宅地を持続可能とするためのエリ
出典：横プラ「郊外計画開発住宅地を持続可能とするためのエリアマネジメントのヒント」平成
出典：横プラ「郊外計画開発住宅地を持続可能とするためのエリアマネジメントのヒント」
23 年 2 月、54 頁から作成
アマネジメントのヒント」平成 23 年 2 月、54 頁から作成
平成 23 年 2 月、54 頁から作成

実績（平成
実績（平成 19
19 年度から平成
年度から平成 22
22 年度まで）
年度まで）
実績（平成 19 年度から平成 22 年度まで）
• アーティスト活動スペースとしての活用
• アーティスト活動スペースとしての活用
• 延べ床
アーティスト活動スペースとしての活用
延べ床 170
170 ㎡のオフィス及び住居スペースを横プラが一括借り上げし、アーティス
㎡のオフィス及び住居スペースを横プラが一括借り上げし、アーティス
延べ床
170 ㎡のオフィス及び住居スペースを横プラが一括借り上げし、アーティス
トとしての活動スペースとして展開。
トとしての活動スペースとして展開。
トとしての活動スペースとして展開。
• 障害者グループホームとしての活用
• 障害者グループホームとしての活用
• 障害者グループホームとしての活用
空きアパートを地域の社会福祉法人へ紹介。障がい者のグループホームに転用。
空きアパートを地域の社会福祉法人へ紹介。障がい者のグループホームに転用。
空きアパートを地域の社会福祉法人へ紹介。障がい者のグループホームに転用。
• 障害者支援拠点としての活用
• 障害者支援拠点としての活用
• 障害者支援拠点としての活用
2
2 階建ての建物を社会福祉法人に紹介。横浜市高齢者在宅療養拠点モデル事業とし
階建ての建物を社会福祉法人に紹介。横浜市高齢者在宅療養拠点モデル事業とし
2 階建ての建物を社会福祉法人に紹介。横浜市高齢者在宅療養拠点モデル事業とし
て活用。
て活用。
て活用。

- 125 -

③

特徴

知識・ノウハウのコーディネート
横プラは建築家等の専門家の集まりであり、豊富な知識・ノウハウを有したメンバーが在
籍している。さらに、それぞれのメンバーが有している人的ネットワークを活用することで、
相談者に対してより広い知識・ノウハウを提供できるようにしているのが特徴である。
地域に根差した継続的な活動
横プラは、横浜市とも情報共有しており、横浜市における空き家有効活用の相談窓口とし
ての役割を担っている。これは、空き家問題が着目される前から自主的に横浜市の空き家対
策の支援に取り組んできた成果ともいえる。
また、実績として紹介したような土地利用の転換（例えば、住宅からグループホームへの
転用等）は、地域の理解を得ておかないと、後のトラブルの原因にもなりかねないため、丁
寧な説明や合意形成が不可欠である。横プラのように地域に根差した組織が、そうしたコー
ディネート役を果たすことの意義は大きいといえる。

空き家対策の具体的な方向性
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