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刊行にあたって

　経済社会の変化や少子・高齢化などに伴い全国的に急増する空き家により、防災、衛生、

景観などの面で様々な社会問題が生じています。そうした空き家に対する対策を進めるた 

め、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年５月26日に施行されました。それ

に伴い、全国の自治体では同法による法的措置や、空き家条例の制定、地域の特性を生かし

た空き家の利活用など、空き家解消に向けての動きが加速しています。

　本研究会は、平成27年度から２年間、空き家対策について「政策」、「利活用」、「税務」な

ど、幅広い観点から考察し、研究を行いました。多数の方々の情報提供、ご支援を受け、多

くの知見を得られたことは大きな成果です。

　本書は、研究員による自治体の空き家対策への提言を始め、専門家による寄稿や先進自治

体への視察報告、空き家問題に係る固定資産税の賦課徴収事務についてのアンケート調査結

果、研究成果報告会の講演録などを収録したものです。本書が、自治体の空き家対策を推進

していく上での一助になれば幸いに存じます。

　最後になりましたが、指導助言者の関西学院大学総合政策学部の清水陽子准教授、上智大

学法科大学院教授の北村喜宣教授におかれましては、ご多忙にも関わらず、空き家対策にお

ける数々の問題提起、論点整理を明示され、研究会を率いてくださいました。ここに改めて

厚く御礼申し上げます。

　　平成29年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　大阪府市町村振興協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおさか市町村職員研修研究センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　長　　齊　藤　　　愼
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空き家対策研究会政策班　研究報告について

吹田市　都市計画部住宅政策室　　土井　明治

貝塚市　都市整備部環境衛生課　　西野京太郎

摂津市　建設部建築課　　篠崎　好建

四條畷市　都市整備部生活環境課　　林　　輝史

はじめに
１．中間報告をふりかえって
　本研究会は、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「空家対策特措法」という。）の

全面施行と時期を同じくしてスタートした。空家対策特措法には利活用に関する規定はあるも

のの、特定空家等に対する法的措置の規定を中心とした構成であること。また、空家対策特措

法施行前から施行されていた空き家条例も適正管理が中心であったことから、本研究会政策班

の研究員は、空き家対策は管理不全状態にある空き家の対策が主題であると考えていた。

　確かに、管理不全状態にあり周辺環境に悪影響を及ぼしている空き家を放置することはで

きず、法的措置を含めた対応は重要である。しかし、適正に管理されていても空き家である

ことに変わりがなく、このことへの問題意識をもった。

　そこで、私たちは、「先進地から学ぶ」ことを研究の基本に据え、先進的な空き家等対策

をすすめている大分市（大分県）と宗像市（福岡県）を視察し、研究をすすめた。詳細は昨

年度の研究報告（以下、「中間報告」という。）を参照。

　とりわけ、注目した取り組みとして、大分市では、ふるさと団地の元気創生推進事業であ

る。この事業は、高度経済成長期に開発された郊外型住宅団地（ニュータウン）が少子高齢

化により、店舗の撤退や空き家が増加し荒廃が危惧されていたが、空き家へ新たに入居する

子育て世帯に対して家賃補助等を行うことにより若者を街へ呼び込み、住宅団地の活性化と

空き家対策を上手くマッチさせ成功した事例である。また、宗像市では、住宅施策や定住促

進策の一環として、中古住宅（戸建て、分譲マンション）を購入して住み始める子育て世帯

への中古住宅購入補助制度や子育て世代・新婚世帯への家賃補助制度など空き家の活用や流

通を促進している。

　両市に共通するのは、空き家の活用や流通に力点を置いた空き家対策であった。人口減少

問題に対する問題意識が高く、子育て世代を街に呼び込むことにより、移住定住の促進、少

子化対策、地域コミュニティの再生、既存公共インフラの利用促進などの相乗効果が期待で

きる事業として高く評価でき、行政施策（課題）と空き家対策を融合させた取り組みである。

　私たちは、学習研究や視察研究を積み重ねるなかで、本研究会政策班の研究員に意識の変

化が生じた。それは、史上最悪の空き家率を記録し本格的な空き家対策が叫ばれ、行政代執
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行による空き家の除却が報道等によって目立つなか、先進的と評価されている空き家対策に

おいては、空き家＝除却の一辺倒ではなく、いずれも空き家の活用を考えた支援策やまちづ

くりに重きをおいてすすめていた。空き家対策は、放置されている空き家をどう活用するの

かを優先に考えるべきではないかと考え始めたのである。

　中間報告では、空家対策特措法施行後の市区町村の動向として、空家等対策計画を策定し

ている市町を無作為に選定し分析をすすめた。「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するための基本的な指針」（平成27年２月26日付け総務省・国土交通省告示第1号。以下

「国基本指針」という。）では、空家等対策計画に定める項目や特に重要となる記載事項、記

載する望ましい考え方が示されている。中間報告においては、これらの点を中心に一定の考

察を行った。最終報告に向けては、そのめざす方向について整理することとした。

２．最終報告に向けた本年度の研究
　本年度は、空家等対策計画のめざす方向を考えるうえで、空家対策特措法では対応できな

い課題への対応と特定空家等に対する法的措置の実際について問題意識をもった。

　空家対策特措法から適用除外された一部が空き住戸になっている長屋住宅の問題である。

総務省統計局「平成25年住宅土地統計調査」によると、全国の長屋住宅は約128.9万戸で、

そのうち空き家は約45.5万戸、空き家率35.3％である。

　大阪府内の状況は、長屋住宅総数は約15.1万戸で、空き家数は約6.9万戸（空き家率45.7％）

に上り、全国１位である（表－１、表－２参照）。大阪府内の長屋住宅総数は昭和58年住宅

土地統計調査の51.6万戸から激減しているものの、半数以上が昭和55年以前に建築（旧建築

基準法）されたものである。現に、管理不全状態にあり周辺環境に悪影響を及ぼしている場

合は、現行法のもとでは、指導どころか、実態調査や所有者調査すら困難な状況である。大

阪府内においては放置することができない問題である。

　次に、特定空家等に対する措置についてである。空家対策特措法が全面施行されて以降、

神奈川県横須賀市や東京都品川区などで、空家対策特措法に基づく行政代執行が行われたと

報じられ注目を浴びた。

　国土交通省と総務省が平成28年10月１日時点で調査した空家対策特措法第14条に基づく措

置の施行状況によると、勧告の実績があるのは全国で47の市区町村があり、命令の実績があ

るのは６市区村であった。行政代執行の実績があるのは４市区、略式代執行の実績があるの

は16市町に上っている。

　本研究会政策班は、空家対策特措法が全面施行されてまだ浅いなか、しかも市区町村の規

模に関わらず、勧告、命令、行政代執行の措置に踏み切る市区町村が急速に拡大しており、

勧告や行政代執行を実施した市区を視察し、措置の実際やプロセスなどについて研究をすす

めることとした。
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（表－１）　長屋建住宅のランキング

（表－２）　都道府県別の住宅総数と空き家総数、及び長屋建住宅の総数、空き家数

総務省統計局「平成25年住宅土地統計調査」による。

総務省統計局「平成25年住宅土地統計調査」による。

順位 総　　数 空き家数 木造長屋空き家数
１位 大 阪 府（15.1万戸） 大 阪 府（6.9万戸） 大 阪 府
２位 東 京 都（11.8万戸） 北 海 道（3.5万戸） 愛 知 県
３位 北 海 道（10.1万戸） 愛 知 県（3.2万戸） 北 海 道
４位 神奈川県（ 8.1万戸） 兵 庫 県（2.4万戸） 兵 庫 県
５位 愛 知 県（ 7.9万戸） 福 岡 県（2.2万戸） 福 岡 県

住宅総数 空き家総数 長屋建て住宅
　 総数 空き家総数 木造長屋空き家数
北 海 道 2,746,600 388,200 101,300 34,600 27,000
青 森 県 586,300 81,200 16,100 5,300 4,400
岩 手 県 552,100 76,300 21,800 7,100 4,500
宮 城 県 1,034,100 96,900 27,600 5,600 4,100
秋 田 県 446,900 56,600 6,200 2,000 1,600
山 形 県 431,900 46,100 5,900 2,000 1,700
福 島 県 782,300 91,800 20,600 6,000 3,600
茨 城 県 1,268,200 184,700 21,500 9,000 6,000
栃 木 県 879,000 143,400 9,400 4,600 3,400
群 馬 県 902,900 150,100 13,700 6,500 5,200
埼 玉 県 3,266,300 355,000 43,100 11,000 8,600
千 葉 県 2,896,200 367,200 48,300 12,200 8,200
東 京 都 7,359,400 817,100 118,100 14,600 11,900
神奈川県 4,350,800 486,700 80,600 14,800 12,000
新 潟 県 972,300 132,000 14,200 4,400 3,800
富 山 県 439,000 56,200 5,000 2,600 2,100
石 川 県 520,400 76,900 6,800 2,100 1,600
福 井 県 309,600 43,000 3,900 1,400 1,100
山 梨 県 422,100 92,900 5,400 3,500 2,600
長 野 県 982,200 194,000 22,400 11,300 8,800
岐 阜 県 878,400 133,400 16,000 7,100 5,900
静 岡 県 1,659,300 270,900 22,500 10,100 7,200
愛 知 県 3,439,000 422,000 78,600 32,300 26,700
三 重 県 831,200 128,500 13,500 5,900 3,500
滋 賀 県 602,500 77,800 10,500 3,900 2,300
京 都 府 1,320,300 175,300 30,000 10,500 9,000
大 阪 府 4,586,000 678,800 151,000 68,700 64,500
兵 庫 県 2,733,700 356,500 62,600 24,200 20,000
奈 良 県 615,000 84,500 19,300 11,500 9,700
和歌山県 475,900 86,000 15,700 8,900 7,600
鳥 取 県 250,100 35,900 8,200 2,300 1,900
島 根 県 304,200 44,800 7,900 2,000 1,400
岡 山 県 885,300 140,100 22,100 10,900 8,200
広 島 県 1,393,500 221,300 35,300 16,500 13,000
山 口 県 706,400 114,400 17,400 7,500 5,600
徳 島 県 364,900 64,000 8,600 5,100 2,800
香 川 県 470,500 80,900 9,400 5,000 3,600
愛 媛 県 705,200 123,400 19,100 7,700 6,000
高 知 県 392,400 69,800 7,900 3,400 2,000
福 岡 県 2,492,700 316,800 56,300 21,500 15,700
佐 賀 県 338,200 43,300 7,900 2,900 2,500
長 崎 県 660,100 101,800 16,900 7,800 6,000
熊 本 県 804,300 114,800 19,100 4,600 3,300
大 分 県 569,500 89,900 11,600 4,500 3,300
宮 崎 県 533,900 74,200 7,800 3,700 2,300
鹿児島県 864,700 147,300 14,400 4,000 2,300
沖 縄 県 602,800 62,400 7,400 1,400 300

京 都 市 814,400 114,300 16,700 5,900 5,500
大 阪 市 1,634,100 280,700 43,700 20,800 19,800
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第１章　空家対策特措法施行後の市町村の動向
　　　　　～特定空家等への対応～

Ⅰ．栃木県宇都宮市の事例
【視察日時】平成28年８月18日（木）　午後２時～午後４時

【視　察　先】宇都宮市市民まちづくり部生活安心課

【視察内容】

１．宇都宮市の概要

①地理

　宇都宮市は、栃木県の県庁所在地である。第二次世界大戦以前から陸軍師団が置かれ、

軍で栄えたまちである。昭和20年の空襲で市街地の大半が焼け野原となったが、いち早く

戦災復興土地区画整理をすすめ、復興を遂げた。

　昭和35年以降は、宇都宮工業団地などの造成をはじめ、積極的に工業振興策を推進し、

昭和59年には、宇都宮テクノポリスの地域指定を受け、生産基地から頭脳基地への脱皮、 

産・学・住が有機的に結ばれたまちづくりをすすめてきた。

　交通網は、東北自動車道や東北新幹線が開通し、東北新幹線の東京駅乗り入れにより、
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東京圏との交通は一層便利になった。

　市域面積は、416.85㎢で栃木県内市町村では４番目に大きい面積となっている。平成８

年には市制施行100周年と同時に中核市となった。

②人口等

　平成28年８月１日現在で、人口519,302人、世帯数219,736世帯、住宅戸数250,610戸、空

き家数39,800戸、空き家率15.9％となっている。（総務省統計局「平成25年住宅土地統計調

査」による。）

２．勧告した空き家について

①概要

　平成27年度に空家対策特措法に基づく勧告を５件実施し、その内解決したものが３件と

なっている。

　勧告の実施にあたっては、二つの要件を満たすものについて実施することとしている。一

つ目の要件として、「宇都宮市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例」（以下「宇都

宮市条例」という。）に基づく指導を複数回実施しているものであること。二つ目として空

家対策特措法に基づく指導を実施しているものであることである。ただし、所有者と連絡が

取れ改善が見込まれるものや、一部改善されているものなどは勧告の対象から除いている。

②勧告した事例

（1）解決した事例概要

　東日本大震災後、所有者が屋根瓦の応急修繕のためビニールシートで屋根の一部を

覆い、ビニールシートが飛ばないように土のうを設置したが、その土のうが劣化し、

屋根瓦や土のうの端切れ等が飛散する状態となった。また、当該敷地内において雑草

等も繁茂し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている状態である。

（2）解決した事例の対応経過

　宇都宮市条例施行前において要綱に基づく指導を一回実施し、宇都宮市条例施行後

には条例に基づく指導を二回実施したが応答はなかった。

　所有者宅を訪問するも不在であったため、不在連絡票を投函したところ、所有者か

ら連絡があった。電話による指導を数回繰り返したが、金銭的負担が困難であるなど

の理由で改善されない状態であった。

　空家対策特措法が全面施行された後、ただちに空家対策特措法に基づく指導を実施

したが所有者からの応答がなく、空家対策特措法に基づく勧告を実施したところ、所

有者による改善が図られたものである。

（3）未解決事例の概要

　空き家の敷地内において、繁茂した雑草等が道路や隣接地を越境し、周辺の生活環
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境に悪影響を及ぼしていた。道路や隣接地を越境している雑草等を近隣住民が刈取り

を行っている状態である。

（4）未解決事例の対応経過

　所有者が死亡しているため、相続人である姉妹２名に対し、宇都宮市条例に基づく

指導を実施したところ、妹より連絡があり管理者は姉であった。姉妹は絶縁状態にあっ

たが、姉の連絡先が判明したので、宇都宮市条例に基づく指導を三回、空家対策特措

法に基づく指導を一回、空家対策特措法に基づく勧告を実施したものの、未だに改善

は図られていない。

③意見交換

（1）宇都宮市条例に基づき指導を行っていたもののうち、空家対策特措法に基づく指導

にも応じないものについて勧告を行っており、勧告によって改善が図られたものも、

改善が図られないものもある。

（2）勧告を実施するにあたって苦慮したことは特にない。

（3）特定空家等の認定、助言・指導及び勧告までは、「空家対策特措法」、「宇都宮市条例」

及び「宇都宮市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例等に係る処分基準（以

下「宇都宮市処分基準」という。）に基づき粛々とすすめている。

（4）勧告までは担当課で判定する。命令等の実施に際しては、庁内組織である「危険空

き家等対応検討委員会」において検討したうえで、宇都宮市条例で定める「空き家等

対策審議会」における答申後、命令等を実施することとしているが、これまで事例が

なく、今後において検討の余地がある。

３．条例について

①条例の概要

　宇都宮市条例は平成26年７月１日から施行されている。条例制定の経過として、平成25年に

荒川区や他都市の条例を参考にして、議員提案により上程されたが否決された。翌年、理事者

側が上程、可決され、空家対策特措法の施行に伴う改正条例を平成27年10月１日に施行した。

　宇都宮市条例の独自措置として、当該空き家等が危険な状態かつ、やむを得ない理由に

より空き家所有者等が必要な措置を講ずることができないときは、所有者等からの申出に

より応急代行措置を講ずることができること、および空き家等が危険な状態にあり、かつ、

これを放置することにより市民等の生命等に被害を及ぼすことが明らかである場合であっ

て、所有者等に指導等を行う時間的余裕がないと認めるときに限って、必要最低限度の緊

急措置を市長自ら講ずることができるのが特徴である。

②意見交換

（1）宇都宮市条例において、「特定空家等」の表現は規定していないが、空き家（敷地
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を含む）所有者に対し、調査等、助言・指導、勧告、命令、公表等、罰則等の措置等

を行う場合は、空家対策特措法の例によることを規定している。措置等の対象となる

空き家は、条例に「管理不全な状態」及び「危険な状態」として独自の規定を設けて

いるが、別途策定している宇都宮市処分基準（条例に規定はない）において、この「管

理不全な状態」や「危険な状態」を空家対策特措法の特定空家等とすることを規定し

ている。

（2）敷地内における雑草の繁茂や、樹木等の道路及び隣接地へのはみ出しなどにより、

周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある管理不全な状態の空き地に関しても、条

例に基づく措置等ができることを規定している。

（3）宇都宮市条例制定時には、平成25年に議員提案による条例案が否決された経緯が

　あるため、議会や関係課との調整が重要になった。

４．空き家の実態調査について

①概要

　上下水道が３か月以上休止及び使用量が４か月以上使用量０㎥の一戸建て住宅に対象を

絞り、空き家候補として抽出した8,119戸について現地調査を行った。現地調査は、「空家

等判別基準」に基づいて外観目視により実施したものである。

　現地調査時に発見した新規調査候補509件を追加した、8,628戸の調査を行った結果、4,635

戸が空き家として判定された。空き家として判定されたものの内訳は、売り物件や入居者

募集の状態174戸（3.8％）、建物に目立った腐朽破損はないが空き家の状態3,021戸（65.2％）、

外壁や屋根等に腐朽破損が認められるが緊急性がない状態1,157戸（25.0％）、建物の傾斜

が著しく、倒壊のおそれがある状態または、外壁や屋根等に腐朽破損が認められ緊急性が

ある状態247戸（5.3％）、建物の腐朽破損はないが空き家と思われるもの36戸（0.8％）と

いう調査結果であった。

②意見交換

（1）調査は測量業者に委託し、市内全域を対象とし実踏調査を行った。測量業者に委託

したため、調査自体は迅速に対応したが、報告書の作成に難があった。

（2）今後の調査は予定しておらず、苦情等が寄せられれば随時、職員が行う。

（3）市民から空き家として寄せられた苦情であっても、現地と調査結果が違うことが多々

あり、市民の観点と行政の判定基準による観点では差異がある。

５．その他

①意見交換

（1）空家等対策計画については、空家問題対策方針を作成しているので、その方針を基
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礎として平成28年度に策定する予定である。

（2）庁内の横断的な組織として、15課室で構成する空き家等対策委員会を設置し、案件

があれば随時開催している。

（3）空き家等対策委員会を立ち上げるにあたり、関係各課の役割を明確にし、担当部局

を整理することに労力を要した。現在は、空家対策特措法や条例の運用に特化した 

「危険空き家等対応検討委員会」と、有効活用や外部団体との連携事業の検討などを

行う「空き家等対策委員会」の２つの委員会体制に見直した。

（4）空き家等対策審議会については、委員７名以内で構成され、建築士、弁護士、学識

経験者、樹木医、建設業、地域福祉のメンバー構成となっている。

（5）空き家等対策審議会の開催は、案件や事案が出る都度に開催しており、命令等を実

施する際に審議会に諮ることとしている。

（6）管理不全の状態を判断するために、応急危険度判定マニュアル等を参考にして独自

の宇都宮市処分基準を作成した。

６．考察

　宇都宮市の空き家対策は、独自性をもって対応している印象を受ける。管理不全の状態を

判断するための宇都宮市処分基準を早くから策定し、内容も細やかで誰もが判断できるもの

となっており、非常に参考となるものである。また、空家対策特措法14条に基づく措置にお

いて、勧告までは外部委員による空き家等対策審議会へ諮ることとしていない。勧告が行政

処分ではないとしつつも、勧告を受けた特定空家等については、住宅用地の特例措置が適用

除外されるため、第三者機関に諮るほうが望ましいと判断している市町村がほとんどである

のが現状である。宇都宮市における特定空家等への対応において、大半が雑草等の繁茂によ

るものであることも、早期対応が必要であるため勧告までは空き家等対策審議会に諮る事項

としていない要因の一つであろう。

　空き家の利活用に関しては、地方創生の観点から地方銀行２行と連携協定を結び、それぞ

れが有する情報や資源を活用して空き家等の発生抑制や有効活用に取り組むものがある。こ

の協定は市が主導してのものではなく、銀行側から連携の申し出があったものである。

　また、平成25年３月には「空家等問題にかかる総合的な対策方針」を策定し、空き家等の

発生・増加抑制、空き家等の管理不全状態の解消促進、空き家等の有効活用の促進を基本方

針として、所管課だけでなく庁内全体で取り組む態勢を整え、地域や民間とも連携して空き

家対策に取り組んでいる。

　参考資料：宇都宮市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例
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Ⅱ．東京都品川区の事例
【視察日時】平成28年８月19日（金）　午前10時～正午

【視察先】東京都品川区都市環境部住宅課

【視察内容】

１．品川区の概要

①地理

　品川区は、東京湾に面した臨海部と山の手に連なる台地からなり、古くから交通、交易

の拠点として栄えた。考古学発祥の地として有名な大森貝塚など歴史に名を残す史跡も数

多くあり、江戸時代には東海道第一宿として賑わった。明治時代に入ってからは、京浜工

業地帯発祥の地として発展した。現在は、羽田空港の国際線化や品川駅の東海道新幹線の

停車はもとより、リニア中央新幹線の始発駅として決定し、再び、交通、産業の拠点とし

て重要な役割を担っている。

　区域面積は22.84㎢で東京都の約96分の１、区部の約27分の１である。地形は、東京都

の約３分の１を占める武蔵野台地の東南部の一部と、その東側に位置する低地および埋立

地からなっている。武蔵野台地は10の台地に分かれており、品川区は目黒川をはさんで、

芝白金台と荏原目黒台に二分され、さらに立会川によって、一部が目黒台と荏原台に分か

れている。また、低地は目黒川に沿った大崎や五反田、海岸に近い品川や大井あたりに広

がっている。

②人口等

　平成28年８月1日現在で人口382,119人、世帯数211,961世帯で、住宅戸数227,590戸、空

き家数25,930戸（うち、「その他の住宅戸数」4,230戸）、空き家率11.39％となっている。（総

務省統計局「平成25年住宅土地統計調査」による。）

　《参考》平成26年度品川区空き家等実態調査による空き家1,674戸

２．特定空家等に対する行政代執行について

①行政代執行に至るまでの経過

　行政代執行に至った事例は、平成18年頃からごみが増え始め、時が経過するとともに外

壁の一部に穴が開き、建物管理者が増やすごみが建物内の壁を圧迫している状態となって

いった。

　小学校の通学路に面していることもあり、平成26年３月に地域住民から、1,610名の署

名による改善要望が区に提出された。区としても、建物管理者に対して、度重なる改善指

導を行ってきたが、建物管理者の居所が不明なこともあり改善に至らず、このまま放置す

ることは地域住民の安全面に多大な支障を及ぼすことが予想されることから、平成27年８

月に特定空家等と認定し、空家対策特措法14条に基づく措置を実施し、最終的には行政代
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執行へと至った。以下に、行政代執行に至る経過を時系列に示す。

　　　　　平成26年３月　地域住民より改善要望（1,610名の署名）

　　　　　平成27年８月　品川区空き家等適正管理審議会に諮問

　　　　　　　　　８月　特定空家等と認める

　　　　 　　　 　 ９月　空家対策特措法14条１項に基づく助言・指導

　　　　　　　  　 10月　空家対策特措法14条２項に基づく勧告

　　　　　　　　   11月　空家対策特措法14条４項に基づく意見等機会の付与

　　　　　平成28年２月　空家対策特措法14条３項に基づく命令

　　　　　　　　　３月　行政代執行法３条１項に基づく戒告

　　　　　　５月～６月　空家対策特措法14条９項に基づく行政代執行を実施

②空家対策特措法と品川区空き家等の適正管理等に関する条例との関係

　実施された行政代執行は、空家対策特措法と品川区空き家等の適正管理等に関する条例

（以下「品川区条例」という。）に基づき実施されたものである。ごみの撤去は品川区条例

を適用、空き家に関しては空家対策特措法の適用というような棲み分けをしたものではな

かった。ごみの撤去については、建物内に人が入れないほどのごみが積み重ねられていた

ことから、行政代執行の実施（建物の壁穴の修繕）のために、必要な行為および建物の柱・

壁の歪み、壁穴の拡大の原因の排除として実施したものである。

③意見交換

（1）行政代執行に要した費用は約420万円である。行政代執行法に基づき実施したもの

であるため、当然にして建物所有者に対し請求する。建物管理者に請求しても支払い

がなく、さらに、督促をしても支払いがないときは、国税滞納処分の例により徴収す

ることとしている。

（2）行政代執行で空き家を修復した後の活用については、借地に建てられた建築物であ

ることもあり、区としては考えていない。

（3）庁内調整については、地域、建築等の所管課との連携を図り、事前の打合せを行う

とともに、役割分担により、周辺住民への周知や行政代執行の当日における作業を行っ

た。議会については、主要会派へ説明するとともに、直近の建設委員会において報告

した。

３．条例について

①条例の概要

　「品川区空き家等の適正管理等に関する条例」を平成27年４月から施行している。品川

区条例は、空家対策特措法前に制定されたものであるため、空き家に対する措置について

は、空家対策特措法と品川区条例それぞれの根拠条文を指導等の文書に併記している。な
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お、品川区条例には、「空き地等」を規定し、空家対策特措法に規定のない、いわゆる「ご

み屋敷」については、品川区条例のみを適用している。

　特徴としては、管理不全状態にある空き家、空き地等に対する措置を規定するだけでな

く、管理不全状態の防止、再発防止についても規定している。

　品川区条例第３条で区長の責務として管理不全状態の解消・防止、第４条では所有者等

の責務として適正な管理、管理不全状態の解消・再発防止を定めている。また、過料の規

定はない。

②意見交換

（1）空家対策特措法の施行前であったことから、独自条例を制定することとし、いわゆ

る、ごみ屋敷も対象とした条例を目指した。

（2）条例策定当時は、空き家以外にごみ屋敷も対象とした条例が少なかったため、参考

とする事例があまりなく、庁内の地域、福祉、保健衛生、都市計画、建築、環境等を

所管する各課の職員で構成する検討会を数回開催した。

４．空き家の実態調査について

①概要

　業者委託により、区内全戸の実踏調査を実施した。対象は、各町会から情報提供された

空き家および既に実施していた「木造密集地域現況調査」における空き家の可能性が高い

建物としたが、これらの建物を実踏調査する際に、調査員が新たに発見した空き家につい

ても調査対象とし、その結果、空き家は1,674戸であった。なお、その後の区民等からの

情報提供により、平成28年４月１日現在で空き家は1,701戸となっている。

②意見交換

（1）現在のところ今後の調査予定はなく、電子データのみの更新を予定している。ただ

し、別途委託による実態調査で得られた空き家の外観状況を定期的に確認する予定で

ある。

（2）建築物の調査対象としては、住居専用の一戸建住宅、店舗併用の一戸建住宅、事務

所兼用の一戸建住宅を対象とし、長屋や共同住宅、店舗等は対象外とした。

（3）調査結果では、空き家の可能性が高いと判断された建物でも、所有者に対するアン

ケートによると実際は居住している建物である一方で、調査結果では把握していな

かった新たな空き家も多かった。

（4）外観だけでは、空き家である判断が難しい。特に、調査を平日に実施したため、共

働き等の理由で日中不在にしている建物と空き家との区別が難しいものがあった。
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５．空家等対策計画および品川区空き家等適正管理審議会について

①概要

　空家等対策計画の策定は、これまで品川区が行ってきた空き家対策事業および空き家の

現状を踏まえた内容としていくものである。

　品川区空き家等適正管理審議会については、法定協議会として位置づけしておらず、条

例で定める区長の諮問機関としている。審議会の構成メンバーは、学識経験者、警察、消

防その他の関係行政機関の職員および町会、自治会その他の地域団体で、条例上は12人以

下としており現在は11人で構成している。

②意見交換

（1）審議会の開催は、基本的には案件が出る都度としており、平成27年度は約２か月に

一度の頻度で開催している。

（2）審議会に諮る審議事項としては、管理不全状態にある空き家（空家対策措置法上の 

「特定空家等」に該当）の認定、廃棄物等に起因する管理不全状態にある空き地等の

認定、公表、行政代執行、その他区長が必要と認める事項となっており、命令や勧告

については審議事項としていない。

６．その他

意見交換

（1）特定空家等認定基準は、国のガイドラインを参考に区が基準を作成している。現在

は非公表としているが、今後、公表に向けて整理中である。

（2）指導、勧告、命令、行政代執行のための判断基準は設けていないが、その都度、所

有者等や建物等の状況を考慮しながら、順次、指導・勧告、命令を行っている。

（3）特定空家等として認定したときは、根拠を明示するためにチェックリストを同封の

うえ所有者等へ通知している。

７．考察

　品川区での行政代執行は、所有者が確知できている事例である。これまでに執行されてき

た行政代執行は所有者が確知できていない略式代執行がほとんどであり、空家対策特措法全

面施行後での行政代執行としては、葛飾区に次いでの２例目となったものである。品川区と

しては、建物管理者が自主的に改善するよう支援を行うとともに、土地所有者に土地の賃貸

借契約取消訴訟の提起について意志を確認したところであったが、建物管理者の所在が不明

だったこともあり、土地所有者から建物管理者に対する働きかけはなかったようである。

　品川区の事例のような建物所有者と土地所有者が異なる場合、勧告の措置を実施し固定資

産税の住宅用地特例適用が除外されたとしても、大きな負担が及ぶのは建物所有者よりも土
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地所有者であり、空家対策特措法にもまだまだ改正の余地があると考える。

　そのほかに、平成28年７月11日より、空き家等に関する専用相談窓口である「空き家ホッ

トライン」を開設し、空き家の悩み事に対応している。空き家ホットラインは、区が委託し

た株式会社品川都市整備公社が相談を受け、管理不全のおそれがある空き家については、現

地を訪問し調査することとしている。調査結果を受けて対応が必要な空き家であると区が判

断した場合は、所有者等に対して、文書や電話等で連絡し改善を求めていくもので、必要に

応じて関係団体や専門機関等を紹介するなど空き家等の解消に積極的に取り組んでいる。

　今回の行政代執行は、結果として空き家の一部が修復されたことで、家屋の価値が上がっ

たのではないかと問題提起されることも考えられる。しかし、事例の場合、前面道路が通学

路であること、外壁の一部が崩壊状態にあり、危険回避措置としてその正当性は確保される

ものと考える。

　また、空家対策特措法の施行後において、同一の是正内容にかかる措置の実施にあたり、

その根拠を空家対策特措法と品川区条例を併用することは、二重規制の印象を与えかねず、

法と条例の適用の棲み分けを明確にしたほうが適切ではないかと考える。

　なお、品川区においては、二重規制状態の解消に向けて課題を整理し、品川区条例の改正

に向けて検討を行っている。

　参考資料：品川区空き家等の適正管理等に関する条例

Ⅲ．第１章のまとめ
　空家対策特措法14条に基づく措置への対応にあたり、両市区に共通することは、有識者等

で構成された第三者委員会（審議会）から意見を聞いたうえで対応していることである。宇

都宮市の空家等対策審議会は、命令案件について審議事項としている。品川区の空き家適正

管理審議会は、特定空家等の認定、公表、行政代執行について審議事項としている。両市区

とも行政指導である勧告については諮らないが、品川区のように行政処分である命令に関し

て審議事項としていないのは品川区の特徴である。

　また、宇都宮市は、特定空家等の判定、緊急措置等を実施する基準は、空家等対策審議会

から答申を受けて策定された宇都宮市処分基準に基づき対応している。品川区では、管理不

全状態にある空き家（空家対策特措法上の「特定空家等」に該当）および廃棄物等に起因す

る管理不全状態にある空き地等の認定基準を設けているものの、視察当時は公表していな

かったが、現在ではこれらの基準を公表している。認定された特定空家等について、状況を

考慮しながら順次対応するとしている。

　これらの基準を策定するかどうかは、市区町村の判断であるが、特定空家等の判定や措置

にかかる基準を定め情報公開することにより、一定の公平性が担保されると考える。また、
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空き家所有者等から行政処分（不利益処分）を不服とした訴訟を起こされた場合において、

行政職員のみにより判断したことへの妥当性を問われかねず、宇都宮市や品川区のように少

なくとも行政処分にかかる措置については、有識者等から意見を聞いたうえで対応すること

が最善であるであると考える。

　空き家条例についてもふれておきたい。空家対策特措法施行後に施行されている空き家条

例は、空家対策特措法の条文を取り込んだものや、特定空家等以外の空き家に対する措置を

規定したものなど様々である。条例の形式は市区町村の独自性を尊重したいが、たとえば、

条例に措置（横だしによる措置を含む）を規定する場合において、その対象となる空き家が、

空家対策特措法に規定する空家等（特定空家等含む）であるのか、あるいは、それ以外の空

き家に対する措置であるのかなどを明確に規定した条例にするのが、よりわかりやすく最適

であると考える。

第２章　長屋住宅における空き家対策
　国土交通省は、長屋住宅や共同住宅については、すべてが空き住戸である場合を除き、空

家対策特措法の適用対象外であるとしている。ここでは、一部に空き住戸がある長屋住宅を

中心に空き家対策の可能性について研究をすすめる。

１．長屋の定義、所有形態
　建築基準法において、「長屋」という表現はあるものの、用語として定義はされていない。

総務省統計局住宅土地統計調査の用語解説では、住宅の建て方として長屋建を「二つ以上の

住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を

もっているもの」と定義している。

　また、長屋住宅の所有形態には次のようなものが見られる。

・長屋一棟が同一の所有者であるもの。

・建物登記簿に一棟表示（長屋住宅全体の総床面積等）が記載され、専有部分に所有者

が登記されているもの。

・建物登記簿に長屋住宅全体の総床面積の記載はないが、壁を共通にする個々の住宅に

所有権が登記されているもの。

２．京都市の長屋対策
　本研究会は、平成28年11月８日、京都市都市計画局まち再生・創造推進室空き家対策課長

の矢田部氏から、京都市における長屋住宅への対応等についてお聞きした。
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（1）京都市の概要

①市勢

　京都市は、人口が約147万人の政令指定都市である。また、清水寺など15の世界遺

産と日本全体の約20％を占める国宝が存在し、国内外から年間5000万人を超える観光

客が訪れる国際観光都市である。

②空き家の状況

　総務省統計局平成25年住宅土地統計調査によると、住宅総数約81.4万戸、空き家総

数11.4万戸、その他の住宅4.5万であり、空き家率は全国平均の13.5％を上回る14.0%

となっている。また、長屋住宅については、総数が16,700戸で空き家数は5,900戸である。

　また、京都市の特徴として、他の政令指定都市と比較して、賃貸や売却の予定がな

く活用意向のない「その他」の空き家の割合が多くなっている。このなかで、戸建住

宅が占める割合が多く、マンション・アパートの賃貸用が少なくなっている。また、

約48,000軒ある京町家※のうち、約5,000軒が空き家である。そのほか、接道状況別空

き家数、空き家率は、道路幅員が２メートル未満のものが約半数であり、細街路（路

地）が多いところで高くなっている。空き家率の高い東山区や北区などでは高齢化率

も高く、一定の相関関係が認められると分析している。

※京町家　昭和25年11月22日以前に着工された伝統構法（柱、梁等の主要構造部が木材で造られて

おり、壁には貫に竹小舞の土壁が多く用いられている木造軸組構法）によって建築され

たもの。

（2）管理不全状態にある長屋の一部の空き住戸への対応

①京都市空き家等の活用、適正管理等に関する条例

　京都市では、「京都市空き家等の活用、適正管理等に関する条例」（以下「京都市条

例」という。）を平成25年12月に制定し、平成26年４月から施行している。制定当初

から長屋住宅や共同住宅の一部の空き住戸についても条例上、空き家として規定して

おり、管理不全状態にある長屋住宅についても行政代執行法に基づく行政代執行を可

能としている。

　平成27年12月22日の条例改正は、空家対策特措法の対象となる空き家を条例から除

外し、法と条例の適用範囲を整理するための規定整備であった。法の適用対象となら

ない空き家については、空家対策特措法14条４項から８項まで及び11項から13項まで

の規定を準用し、指導、勧告、命令、行政代執行等の措置（略式代執行を除く）や実

態調査、固定資産税情報の内部利用を可能と規定した。

参考資料：京都市空き家等の活用，適正管理等に関する条例
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②京都市条例に基づく命令案件

　京都市によると、市民から寄せられる空き家に関する通報のうち、約30％が空き家

対策特措法の適用対象外である長屋住宅に関連するものであり、条例で対応する必要

性が高いとしている。

以下の空き家は、長屋の一部の空き住戸であるため、京都市条例に基づき対応してい

る案件である。

長屋の概要

用途：住宅

構造：木造瓦葺２階建（３軒長屋の東端）

規模：１階18.92㎡　　　２階14.09㎡　　　敷地48.65㎡

条例：著しい管理不全状態にあることから、京都市条例第２条第２項に規定する 

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」の

「特定空き家等」に該当。

状況：・東側外壁について、仕上げ材（モルタル）の過半が脱落しており、下地の

木摺板も一部脱落

　　　・屋根の北側部分の大半が脱落

　　　・北側の軒先が崩落し、瓦が多数落下

これまでの経過

・平成26年11月　住民からの通報、管理不全な状態にあることを確認

　以降、指導書、勧告書、標識の設置に係る事前通知書等により対応するが、所

有者から連絡は一切ない。

・平成28年３月９日　京都市条例第15条第１項の規定により標識を設置

　（何者かによって繰り返し標識が破損され、計５回標識を設置）

・平成28年４月27日　命令に係る事前通知書を送付

・平成28年６月13日　命令書を送付（命令内容：除却又は修繕）

※京都市ウェブページから引用。

対応結果

　所有者と連絡が取れ、隣人が当該物件を購入し、危険な箇所をシートで養生する

などの措置を行ったことから，命令を撤回。

③長屋住宅の所有者不明案件への対応

　長屋の全部が空き家となっている場合は、空家対策特措法に基づく略式代執行への

対応となる。長屋の一部が空き住戸となっている場合は、条例には法律の略式代執行

を準用できないこととされていることから、略式代執行の規定がある建築基準法によ
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る対応として棲み分けしている。

（3）長屋住宅を含めた空き家に対する支援策

意識啓発、空き家化の予防

①「空き家の便利帳」　空き家をめぐる問題、活用方法や事例、住まいの管理方法など

様々な情報を紹介した情報冊子を発行。（写真－１）　※空き家所有者向け

②「市民しんぶん」　　京都市の市政広報媒体を活用し，①「空き家の便利帳」と同内

容であるが，広く市民向けに周知。（写真－２）　※一般市民向け

③「おしかけ講座」　　専門家（司法書士）と京都市職員が地域に出向き、空き家化の

予防につながる相続等に関する講座を開催。

活用、流通の促進に関する支援策

①「地域の空き家相談員」

　空き家所有者や地域の方が、空き家に関して気軽に相談できる体制を整備するため、

京都市の研修を受けた地域に身近な「まちの不動産屋さん」を「京都市地域の空き家

相談員」として登録し、賃貸、売却、活用方法等の相談を無料で行っている。平成28

年９月末現在、303名が登録している。

②「専門家派遣」

　空き家を活用・流通させようとする場合に、必要な助言や情報提供等を行う専門家

（建築士及び地域の空き家相談員）を無料で派遣する。派遣実績は、平成26年度30件、

（写真－２）
きようと市民しんぶん（平成27年11月７日号）（写真－１）
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平成27年度63件となっている。

③「京都市地域連携型空き家流通促進事業」（写真－３、写真－４）

　地域の自治会組織などが、まちづくり活動として行う空き家に関する取り組みに対

して、京都市がコーディネーター（専門家）の紹介や経費を助成し、空き家の所有者（地

域の想いを理解した入居者を対象とするので安心）と入居希望者（地域の魅力やルー

ルを説明しまちづくりを理解）が安心して空き家を活用できる環境を整備することで、

不動産流通市場における空き家の流通と地域の活性化を図る。助成金は、年間最大50

万円、最長４年間である。

（写真－３）

（写真－４）
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④「京都市空き家活用・流通支援等補助金」

○活用・流通促進タイプ

　市場に流通していない空き家を対象に、所有者の活用意向を後押しし、流通・活

用を促すため、修繕・模様替えや家財の撤去等の費用の一部を補助する。

支援対象：１年以上居住者がなく、売却用又は賃貸用でない戸建て、長屋建て住宅

支援内容：工事費用の２分の１かつ上限30万円

　　　　　（京町家等の場合は上限60万円）

実績：平成26年度が21件、平成27年度が25件

○特定目的活用支援タイプ

　留学生の住まい、若手芸術家等の住居・制作の場や京町家のゲストハウス等、空

き家を京都市の政策目的に沿った特定の用途で活用する場合に改修費用の一部を補

助する。平成28年度から京都市への移住者等の住まいを追加。

支援対象：現に居住者がなく、売却用又は賃貸用でない戸建て、長屋建ての住宅 

　　　　　及び店舗

支援内容：工事費用の３分の２かつ上限60万円

　　　　　（京町家等の場合は上限90万円）

実績：平成26年度が25件、平成27年度が65件

⑤「空き家活用×まちづくり・モデルプロジェクト」（写真－５）

（写真－５）
※トンネル路地：始端部の通路部分がトンネル状に覆われた路地
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除却や跡地利用に関する支援策

①「老朽木造建築物の除却」

　密集市街地において、跡地を地域の防災性向上を目的に、老朽化した木造建築物を

除却し、その跡地利用が避難路の確保、隣接地統合による狭小敷地解消など密集市街

地改善につながる場合に除却費を補助（最大60万円、補助率３分の２）している。

②「なかまちコモンズ整備事業」

　密集市街地において、避難地の確保など地域の防災上有効な「ひろば」として、土

地を提供していただく場合（定期借地）、建物の除却費、ひろばの整備費を助成する。

普段は憩いの場、子どもたちの遊び場等して利用し、地域住民による共同利用・管理

である。建物の除却費は、最大100万円かつ補助率10分の９、ひろばの整備費は最大

200万円、全額補助となっている。

平成28年度新規事業

① 重点取組地区における空き家調査及び活用等に係る啓発

　地下鉄駅周辺500ｍ圏内など利便性が高い地域等を重点取組地区に設定し、空き家

所在地及び空き家所有者を調査し、活用を働きかける。活用の意向がある場合、地域

の空き家相談員に取り次ぎする。

②「移住・住みかえ支援機構」の「マイホーム借上げ制度」との連携

　一般社団法人移住・住みかえ支援機構（JTI）は、住みかえの支援や空き家対策を

目的にJTIが住宅を借り上げて転貸する「マイホーム借上げ制度」、「おまかせ借上げ

制度」を実施している。京都市では、空き家対策の一環として、この制度を広く普及

させ、空き家の発生の予防、空き家の活用・流通を促進するため、制度を取り扱う宅

地建物取引事業者（協賛事業者）への登録を促進している。

　「マイホーム借上げ制度」とは、JTIが移住・住みかえを希望しているシニア（50

歳以上）のマイホーム（空き家）を借上げ、それを子育て世代を中心に賃貸住宅とし

て転貸し運用する制度である。

　「おまかせ借上げ制度」とは、JTIが空き家所有者に代わって耐震改修工事を行っ

たうえで、原則10年間にわたってマイホーム（空き家）を借上げ、賃貸住宅として転

貸し運用する制度である。

※引用：京都市作成の講義用資料より

（4）考察

　京都市は、空家対策特措法の施行以前から、長屋住宅に対する空き家対策をすすめてき

た。管理不全な状態にある一部が空き住戸である長屋住宅に対しても、京都市条例に基づ
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く強制的な措置を実施していくという京都市の姿勢は、同時に京都の長屋・町家を守るた

めの対応であると言うこともできないだろうか。さらに、京都市の場合、建築基準法に基

づく対応も考えられたが、空家対策特措法施行後も条例に基づく対応を選択したことで、

国に対して空家対策特措法改正の必要を示す効果も期待され、その意義は大きいと考える。

　また、京都市条例は、適正管理に偏重したものではなく、「空き家の発生予防」、「空き

家の活用」、「跡地の活用」を総合的に推進する組み立てとなっており、それぞれについて

様々な支援策を精力的に展開している。

　とりわけ注目されるのは、「空き家の活用」を対策の中心に掲げ、「空き家の修理」に対

する補助金を手厚くしていることである。空き家を活用したいと考える方に対して、まち

の不動産業者である空き家相談員や活用・流通のための専門員（建築士など）が無料で相

談に応じる仕組みになっている。実際に空き家を活用・流通させたい場合には、空き家の

改修費の一部の補助も受けられるので、空き家所有者にとっては、放置していた空き家を

売却したり、賃貸用として活用しやすい環境が整っていることである。

　また、地域連携型空き家流通促進事業や「空き家活用×まちづくり」モデルプロジェク

トをはじめ、空き家を活用したまちづくりを市民ぐるみで考え、行動に移すことができる

市民と協働する空き家対策である。

　京都市が発行する「きようと市民しんぶん（平成27年11月７日号）」（写真－２）で、空

き家の特集記事が掲載されている。このなかで門川大作京都市長は、「全国的な課題となっ

ている空き家問題について、各自治体が取り組んでいる対策は『除却』に関する支援が多

いが、京都市においては、空き家をまちの資産と捉えて、『活用』に対する支援に市民ぐ

るみで取り組んでいる。古き良きものを大切にし、知恵と工夫で町家など古い建物を補修

しながら使い続けてきた京都ならではの発想であり、全国のモデルとなっている。」と寄

せている。

　このように、京都市の空き家対策は行政が市民と協働、事業者等と連携し、京都という

古き良きものを大切にするという市民気質を背景に、主として戸建や長屋を中心に「空き

家の活用」をめざすものである。大阪府内市町村においても、長屋の一部空き住戸に対す

る対応を含めた京都市の空き家対策は手本になる。

３．長屋住宅への対応にあたり慎重な課題も
　長屋住宅への対応にあたって注意する点も指摘されている。本空き家対策研究会オブザー

バーの大阪司法書士会の河田先生は、長屋住宅には棟続きで屋根や外壁などを共用している

長屋が存在しており、そのような長屋において一の所有者が自主的に自らの専有している部

分の建物を取り壊す場合、他の所有者に同意を得ずに取り壊すのは問題だと述べている。屋

根や外壁などを共用している長屋には区分所有法が適用される。建物の区分所有等に関する
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法律17条では、共用部分に変更を加える場合、区分所有者の４分の３以上での決議を必要と

している。また、建物の区分所有等に関する法律９条では、「建物の設置又は保存に瑕疵が

あることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるも

のと推定する。」と規定しており、共用部分に保存の瑕疵があるということは他人に損害を

生じさせたときは建物所有者全員が責任を負うと推定されることとなる。このことから、専

有部分の所有権が各々独立している長屋住宅であっても、建築基準法、空家対策特措法及び

空き家条例等に基づく指導等を行う場合には、他の所有者に対しても同様の指導等をしてお

いたほうが無難ではないかと懸念されている。（なお、空家対策特措法で指導する場合は、

長屋全体が空き家であることを要する。）

　今回はこれ以上の研究には至っていないが、いずれにしても、国は空き家対策を市区町村

に求めている以上、管理不全な状態にある一部が空き住戸である長屋住宅が存在し、これら

への対応が現実に求められることから、早急に長屋住宅や共同住宅に対する法整備をするこ

とは当然の責務であると考える。

第３章　２年間の空き家対策研究会政策班のまとめ
　空家対策特措法に基づく空家等対策計画を作成する場合、①対象とする地区及び対象とす

る空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針、②計画期間、③空家等

の調査に関する事項、④所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項、⑤空家等

及び跡地の活用の促進に関する事項、⑥特定空家等に対する措置、その他の特定空家等への

対処に関する事項、⑦住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項、⑧空家等に

関する対策の実施体制及び実施に関する事項、⑨その他空家等に関する対策の実施に関し必

要な事項の９項目について定めることとされ、国基本指針において、各項目の具体的内容及

び特に重要となる記載事項について示されている。

　空家等対策計画は、空家対策特措法や国基本指針に沿って策定することとされているた 

め、この９項目については、ひととおりの体裁を整えたものになる。

　空き家対策研究会政策班は研究成果として、大阪府内における実態や課題を例に挙げなが

ら、現時点における空家等対策計画のめざす方向について、総論的に三点提案報告するもの

である。

　一点目は、空家対策特措法で対応できない地域固有の課題に対しても積極的に取り組むこ

とである。大阪府内においては長屋住宅の問題である。空家対策特措法の適用除外とされた

一部が空き住戸となっている長屋住宅にも対応が可能であることを学んだ。長屋住宅への対

応は、大阪の文化でもある長屋を再生、存続させていくためにも、あるいは、すべてが空き

住戸となった場合の特定空家等になることを予防する観点からも意義があり、京都市のよう

に条例による対応は合理的である。京都市以外のいくつかの自治体でも類似の条例を施行し
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ており、また、空家等対策計画において今後、条例化を検討するとしているところもあり、

広がりを見せている。国に対しては要望しつつ、積極論で臨むためには条例と支援策の整備

が必要である。

　二点目は、利活用可能な空き家が相当数放置されている現状を打開することである。大阪

においても、平成20年住宅土地統計調査と平成25年住宅土地統計調査を比較すると、空き

家数は約5.4万戸増加している。そのうち一戸建が約2.9万戸で、増加した空き家数全体の約

54％を占めている。そして、一戸建全体の空き家総数は、約14.5万戸にのぼっている。大阪

府の住宅統計情報によると、平成21年度から平成25年度までの５年間で大阪府内の新設住宅

着工戸数は、約30万件に達しており、増加した空き家数を大きく上回っている。このことか

ら、一戸建空き家について活用・流通促進をすすめる土壌は十分にあり、ここに対策の中心

を掲げることは合理的である。１つは、住宅関連施策をはじめ様々な行政施策と空き家対策

を融合させることである。大阪府内においても、先の国勢調査で初めて人口が減少に転じ、

人口減少問題は、もはや対岸の火事ではなくなった。高度経済成長期に建設されたニュータ

ウンも大分市と同様の問題が表面化しつつある。このような問題に対して、大分市や宗像市

のように、まち（空き家）に人を呼びもどすことで、地域のにぎわいやコミュニティの再生

にもつながることになり、行政政策と空き家対策を融合させた取り組みは効果的であると考

える。２つ目に、単に、市民の声を聞いて進めるといったことでなく、京都市が実践してい

るように、本格的な市民との協働、不動産業界やNPOなどの事業者との協力連携した取り

組みをすすめることである。これらは、空き家対策は今後、相当の年数をかけてすすめられ

ていくものと推測され、行政が空き家対策にかける人員や予算の確保が厳しい状況のもとで

は、行政内部の関連部署との連携や市民協働などにより、空き家対策に関わる人的要素を拡

大させていくことで、効率的に対策をめざすものである。３つ目は、市民協働、事業者との

連携協力のもと、空き家の活用や流通を促進する環境を整えていくことである。それは「空

き家になる」→「空き家を放置」→「特定空家等になる」といったシナリオを、「空き家に

なる」→「空き家を活用、流通促進する環境が整っている」→「空き家が活用される」へと

転換していくことである。活用、流通できる環境を整えていけば、少なくとも「空き家を放

置する」といったことは減少していくはずである。また、法的措置により品川区や宇都宮市

では成果をあげているものの、行政代執行や勧告に至るプロセスには膨大な時間や労力を

余儀なくされている。管理不全状態が解消されたとしても空き家であることに変わりはな 

い。そこで、空き家を活用、流通できる環境を整えていくことで、空き家所有者に対して、

単に適正管理の指導に止まらず、同時に活用や流通促進などを含めた行政指導も追求できる

のではないか。

　三点目は、特定空家等に対する法的措置を実施するプロセスについてである。第１章まと

めでもふれているが、空家対策特措法や空き家条例に基づく措置の実施にあたっては、特定
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空家等の認定基準やそれぞれの段階に応じた措置の明確な基準を策定することは重要である

と考える。空き家所有者に対しての公平性を確保する観点からも、これらを空家等対策計画

に記載して公開すべきである。また、措置の実施にあたり、有識者等で構成する第三者機関

から意見を聞くことは、少なくとも行政処分にかかるものは審議事項とするのが最善である

と考えるが、勧告についても、行政処分ではないとされているものの、固定資産税都市計画

税の住宅用地特例措置の適用が除外され、不利益処分的な含みもあるので、第三者機関へ諮

ることは検討課題であると考える。

　おわりに、「空き家の活用に重点を置いて取り組む」といっても、空き家の活用は所有者

に委ねられる要素も大きいことから、空き家対策を通して、行政、地域住民、事業者、空き

家所有者の相互の信頼関係を構築していくことも重要ではないか考える。また、全国の市区

町村では、空き家バンクをはじめ様々な空き家の活用をすすめる取り組みが実施されている。

具体的な取り組みや支援策の検討は、その地域に最もふさわしく、合理的で効果的なものを

掲げるべきである。

　本研究会のアドバイザーをご足労いただいた関西学院大学准教授の清水先生や上智大学法

科大学院教授の北村先生をはじめ、オブザーバーとして大阪司法書士会の河田先生や吉川先

生のご指導のもと、なんとか空き家対策研究会を終えたことに厚く感謝しているところであ

る。また、公務ご多忙にもかかわらず私たちの視察研究に快くご協力いただいた大分市、宗

像市、宇都宮市、品川区、京都市のご担当者の方々に対して、この場をお借りして改めて御

礼を申し上げるものである。そして私たちの研究が、空き家対策に日々ご尽力されている方々

への一助になれば幸いである。

参考資料

○宇都宮市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例
平成26年３月24日条例第７号

（目的）

第１条　この条例は，空き家等の適正管理及び有効活用に関し必要な事項を定めることによ

り，空き家等が周辺の生活環境を害し，及び市民等の生命，身体又は財産に被害を及ぼすこ

とを防止し，もって市民等の良好な生活環境の保全及び安全で安心な魅力ある地域社会の実

現に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

（1）　空き家　市内に所在する建物及びこれに附属する工作物並びにこれらの敷地であっ
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て，常態として人が使用していないものをいう。ただし，国又は地方公共団体が所有し，又

は管理するものを除く。

（2）　空き地　市内に所在する土地であって，常態として人が使用していないものをいう。

ただし，国又は地方公共団体が所有し，又は管理するものを除く。

（3）　空き家等　空き家又は空き地をいう。

（4）　所有者等　空き家等を所有し，又は管理する者をいう。

（5）　市民等　市内に居住し，滞在し，勤務し，又は在学する者及び市内に所在する法人そ

の他の団体をいう。

（6）　管理不全な状態　空き家等が次の各号のいずれかに該当する場合であって，当該空き

家等の周辺の生活環境を害するおそれがある状態をいう。

ア　外壁，屋根その他の建築材の一部が剥落し，又は破損している状態

イ　窓又は扉が破損し，不特定の者が侵入することができる状態

ウ　雑草が繁茂している状態

エ　樹木の枝葉又は雑草が，隣地にはみ出している状態又は道路上にはみ出し安全な通行を

確保する上での妨げとなっている状態

オ　ねずみ，はえ，蚊その他の衛生動物又は悪臭が発生している状態

カ　廃棄物が投棄されている状態

キ　アからカまでのいずれかに類するものとして市長が認める状態

（7）　危険な状態　空き家等が次の各号のいずれかに該当する場合であって，市民等の生命，

身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態をいう。

ア　老朽化その他の事由により倒壊するおそれがある状態

イ　風雨，地震その他の自然現象により建築材が飛散し，又は崩落するおそれがある状態

ウ　ア又はイに掲げるもののほか，管理不全な状態であって周辺の生活環境を著しく害する

おそれがあると市長が認める状態

（基本理念）

第３条　空き家等の適正管理及び有効活用は，市，所有者等及び市民等が，管理不全な状態

又は危険な状態（以下「管理不全な状態等」という。）となった空き家等が市民等の良好な

生活環境並びに地域社会の安全及び安心を脅かす重大な問題であることを認識し，協働又は

協力して取り組むことを基本として行わなければならない。

（所有者等の責務）

第４条　所有者等は，その社会的責任を自覚し，前条の基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり，自らの責任及び負担において空き家等が管理不全な状態等にならないよう，常

に適正にこれを管理しなければならない。

２　所有者等は，空き家等の適正管理又は有効活用に関する市又は市民等の取組に協力しな
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ければならない。

（市の責務）

第５条　市は，基本理念にのっとり，空き家等の適正管理及び有効活用に関し，必要な施策

を総合的に講じなければならない。

２　市は，空き家等の適正管理又は有効活用に関する所有者等又は市民等の取組に協力し，

必要な支援に努めなければならない。

（市民等の役割）

第６条　市民等は，基本理念にのっとり，市民等同士の協力又は連携により，空き家等の適

正管理又は有効活用に関する必要な取組の実施に努めるものとする。

２　市民等は，管理不全な状態等である空き家等があると認めるときは，市にその情報を提

供するよう努めるものとする。

（当事者による解決との関係）

第７条　この条例は，管理不全な状態等にある空き家等の所有者等及び当該空き家等に関す

る紛争の相手方（以下「当事者」という。）が，当事者同士の合意，訴訟その他の当事者に

よる当該紛争の解決を図ることを妨げるものではない。

（空き家等の有効活用等）

第８条　市及び所有者等は，空き家等が所有者等により使用されること，第三者の居住その

他の活動のために貸与されること等により，地域の資源として，居住の促進，良好な生活環

境の形成，地域社会の維持等，まちづくりに寄与するものとして有効活用されるよう努める

ものとする。

（調査等）

第９条　空き家に関する立入調査等については，空家等対策の推進に関する特別措置法（平

成26年法律第127号。以下「法」という。）第９条に定めるところによる。

２　市長は，空き地を発見したとき又は市民等から第6条第2項の規定による情報提供（空き

地の情報に限る。）を受けたときは，当該空き地の状態及び所有者等について必要な調査を

することができる。

３　市長は，空き地に関しこの条例の施行に必要な限度において，所有者等若しくは市民等

に対し，必要な報告を求め，又はその職員に管理不全な状態等の空き地に立ち入らせ，空き

地の状態及び所有者等を調査させ，若しくは関係者に質問させることができる。

４　市長は，前項の規定により職員を空き地に立ち入らせようとするときは，その５日前ま

でに，当該空き地の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし，当該所有者等に

対し通知することが困難であるときは，この限りでない。

５　第３項の規定により立入調査又は質問をする職員は，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。
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６　第３項の規定による立入調査又は質問の権限は，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。

（助言又は指導）

第10条　空き家の所有者等に対する助言又は指導については，法第14条第1項に定めるとこ

ろによる。

２　市長は，空き地が管理不全な状態等であると認めるときは，当該空き地の所有者等に対

し，管理不全な状態等を解消するために必要な措置を講ずるよう助言又は指導することがで

きる。

（勧告）

第11条　空き家の所有者等に対する勧告については，法第14条第２項に定めるところによる。

２　市長は，前条第２項の規定による助言又は指導を受けた者が，その助言又は指導に係る

措置を講じない場合において，当該空き地がなお管理不全な状態等にあると認めるときは，

当該助言又は指導を受けた者に対し，相当の期限を定めて，管理不全な状態等を解消するた

めに必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

（命令）

第12条　空き家の所有者等に対する命令については，法第14条第３項から第７項まで及び第

13項に定めるところによる。

２　市長は，前条第２項の規定による勧告を受けた者が，正当な理由なく当該勧告に係る措

置を講じない場合において，当該空き地が危険な状態であると認めるときは，当該勧告を受

けた者に対し，相当の期限を定めて，危険な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう

命ずることができる。

３　市長は，前項の措置を命じようとする場合においては，あらかじめ，その措置を命じよ

うとする者に対し，その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期

限を記載した通知書を交付して，その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び

自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

４　前項の通知書の交付を受けた者は，その交付を受けた日から５日以内に，市長に対し，

意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

５　市長は，前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては，第２項の措置を

命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて，公開による意見の聴取を行わなければな

らない。

６　市長は，前項の規定による意見の聴取を行う場合においては，第２項の規定によって命

じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を，期日の３日前までに，前項に規定す

る者に通知するとともに，これを公告しなければならない。

７　第２項の規定による命令については，宇都宮市行政手続条例（平成８年条例第41号）第
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３章（第12条及び第14条を除く。）の規定は適用しない。

８　市長は，第１項又は第２項の規定による命令をする場合は，あらかじめ，第17条に規定

する宇都宮市空き家等対策審議会の意見を聴かなければならない。ただし，緊急を要する場

合は，この限りでない。

（応急代行措置）

第13条　第10条から前条までの規定による助言，指導，勧告又は命令（以下「指導等」という。）

を受けた者は，当該指導等に係る空き家等が危険な状態にあり，かつ，やむを得ない理由に

より必要な措置を講ずることができないときは，市長に対し，当該措置を市長が代わって講

ずるよう申し出ることができる。

２　市長は，前項の規定による申出があった場合において，当該申出に係る空き家等が危険

な状態にあり，かつ，当該申出をした者が必要な措置を講ずることができない正当な理由が

あると認める場合に限り，当該空き家等の危険な状態を応急的に解消するために必要な最低

限度の措置（以下「応急代行措置」という。）を当該申出をした者に代わって講ずることが

できる。

３　市長は，前項の応急代行措置を講じたときは，当該応急代行措置に要した費用を当該応

急代行措置に係る申出をした者から徴収するものとする。

４　市長は，第２項の応急代行措置を講ずるときは，当該応急代行措置の内容及び前項の規

定による費用の徴収その他市長が必要と認める事項について，あらかじめ，当該空き家等の

所有者等の同意を得なければならない。

５　市長は，第２項の応急代行措置を講ずるときは，あらかじめ，第17条に規定する宇都宮

市空き家等対策審議会の意見を聴かなければならない。ただし，緊急を要する場合は，この

限りでない。

（公示等）

第14条　第12条第１項に規定する命令をした場合における公示については，法第14条第11項

及び第12項に定めるところによる。

２　市長は，第12条第２項の規定による命令を受けた者が，正当な理由なく当該命令に係る

措置を講じない場合は，次に掲げる事項を公表することができる。

（1）　所有者等の氏名及び住所（法人にあっては，主たる事業所の所在地，名称及び代表者

の氏名）

（2）　空き地の所在地

（3）　命令の内容

（4）　その他市長が必要と認める事項

３　市長は，前項の規定により公表をしようとするときは，あらかじめ，当該公表に係る所

有者等に対し，弁明の機会を付与しなければならない。
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（行政代執行法の適用）

第15条　第12条第１項に規定する命令をした場合における当該命令に係る措置の履行の確保

については，法第14条第９項に定めるところによる。

２　第12条第２項の規定による命令を受けた者が，当該命令に係る措置を講じない場合にお

ける当該措置の履行の確保については，行政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるとこ

ろによる。

（緊急措置）

第16条　市長は，空き家等が危険な状態にあり，かつ，これを放置することにより市民等の

生命，身体又は財産に被害を及ぼすことが明らかである場合であって，所有者等に指導等を

行う時間的余裕がないと認めるときに限り，当該空き家等の危険な状態を緊急に回避するた

めに必要な最低限度の措置（以下「緊急措置」という。）を自ら講ずることができる。

2　市長は，前項の緊急措置を講じたときは，当該緊急措置に要した費用を当該緊急措置に

係る空き家等の所有者等から徴収することができる。

（空き家等対策審議会）

第17条　市に，宇都宮市空き家等対策審議会（以下「審議会」という。）を置く。

２　審議会は，市長の諮問に応じ，次に掲げる事項を所掌する。

（1）　第12条第1項又は第2項に規定する命令について，同条第8項の規定に基づき意見を述

べること。

（2）　第13条第１項に規定する応急代行措置について，同条第5項の規定に基づき意見を述

べること。

（3）　前２号に掲げるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項を調査審議すること。

３　審議会は，委員７人以内をもって組織する。

４　前項に定めるもののほか，審議会の組織及び運営について必要な事項は，市長が定める。

（専門的知識を有する者からの意見）

第18条　市長は，第16条第１項に規定する緊急措置を講ずるときその他この条例の施行に関

し必要があると認めるときは，専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

（警察その他の関係機関との連携）

第19条　市長は，この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは，警察署その

他の関係行政機関に必要な措置を講ずるよう要請することができる。

（関係法令の適用）

第20条　市長は，空き家等の適正管理のために必要があると認めるときは，関係法令を適用

し，必要な措置を講ずるものとする。

（委任）

第21条　この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。

第１部　研究会最終報告

おおさか市町村職員研修研究センター 35

第
１
部



（罰則）

第22条　第12条第１項に規定する命令に違反した者に対する罰則については，法第16条第１

項に定めるところによる。

２　第12条第２項の規定による命令を受けたにもかかわらず，正当な理由なく当該命令に係

る措置を講じない者は，50,000円以下の過料に処する。

３　第９条第１項に規定する立入調査等のうち，法第９条第２項の規定による立入調査を拒

み，妨げ，又は忌避した者に対する罰則については，法第16条第２項に定めるところによる。

附　則　抄

（施行期日）

１　この条例は，平成26年７月１日から施行する。ただし，第17条の規定は，同年４月１日

から施行する。

附　則（平成27年9月30日条例第39号）

この条例は，平成27年10月1日から施行する。

○品川区空き家等の適正管理等に関する条例
平成26年11月25日条例第43号

（目的）

第１条 この条例は、管理不全状態にある空き家および廃棄物等に起因する管理不全状態に

ある空き地等の適正な管理に関し、区および所有者等の責務ならびに区民等の役割を明らか

にするとともに、適正な管理を図るための措置および支援を行うほか、空き家（管理不全状

態にある空き家を除く。）

および空き地（廃棄物等に起因する管理不全状態にある空き地を除く。）の有効活用を促進

することにより、区民の生活環境の向上を図り、もって安心して生活することができる地域

社会の実現に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

（1）　空き家 区の区域内に存する建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１

号に規定する建築物をいう。以下同じ。）であって、現に人の居住その他の使用のないこと

を常態としているものをいう。

（2）　空き地 区の区域内に存する土地（空き家以外の建築物の敷地（建築基準法施行令（昭

和25年政令第338号）第１条第１号に規定する敷地をいう。次号において同じ。）を除く。）

をいう。

（3）　空き地等 空き地、空き家以外の建築物の敷地および空き家以外の建築物をいう。
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（4）　区民等 区内に住所を有する者ならびに区内で事業活動を行う法人その他の団体およ

び個人をいう。

（5）　所有者等 空き家または空き地等を所有し、占有し、または管理する者をいう。

（6）　管理不全状態 次のいずれかに掲げる状態をいう。

ア　老朽化、自然災害等のために倒壊し、または建築材等が飛散するおそれがある状態

イ　不特定の者が侵入すること等により火災を発生させ、または犯罪を起こすおそれがある

状態

（7）　廃棄物等に起因する管理不全状態 次のいずれかに掲げる状態をいう。

ア　みだりに放置された廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以下「放置廃棄物」という。）に起因して火災を発

生させ、または放置廃棄物が飛散するおそれがある状態

イ　放置廃棄物に起因する悪臭、ねずみ、害虫等の発生または草木の著しい繁茂もしくは枯

死により、周辺住民の生活環境に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある状態

（区長の責務）

第３条　区長は、警察、消防その他の関係行政機関、町会、自治会等と連携し、管理不全状

態にある空き家の当該管理不全状態および廃棄物等に起因する管理不全状態にある空き地等

の当該廃棄物等に起因する管理不全状態の解消ならびに空き家が管理不全状態になることお

よび空き地等が廃棄物等に起因する管理不全状態になることの防止に努めなければならな

い。

（所有者等の責務）

第４条　所有者等は、その所有し、占有し、もしくは管理する空き家が管理不全状態になる

ことまたは空き地等が廃棄物等に起因する管理不全状態になることのないよう常に適正な管

理に努めなければならない。

２　所有者等は、その所有し、占有し、もしくは管理する空き家が管理不全状態にあるとき

または空き地等が廃棄物等に起因する管理不全状態にあるときは、当該管理不全状態または

廃棄物等に起因する管理不全状態を解消し、その再発を防止するよう努めなければならない。

（区民等の役割）

第５条　区民等は、その居住している地域または事業活動を行っている地域に存する空き家

が管理不全状態になることおよび空き地等が廃棄物等に起因する管理不全状態になることの

ないよう近隣の区民等と相互に協力するよう努めるものとする。

（実態調査）

第６条　区長は、空き家が管理不全状態にあるかどうかについての判断または空き地等が廃

棄物等に起因する管理不全状態にあるかどうかについての判断をするに当たって必要がある

と認めるときは、これらの実態について調査することができる。
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（立入調査）

第７条　区長は、前条の規定による調査をしてもなお同条の判断をすることができないとき

は、必要な限度において、当該職員に、空き家または空き地等に立ち入らせ、必要な事項を

調査させることができる。

２　前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示し

なければならない。

３　第１項の規定による調査の権限は、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。

（助言および指導）

第８条　区長は、第６条または前条第１項の規定による調査の結果、空き家が管理不全状態

にあると認めるときまたは空き地等が廃棄物等に起因する管理不全状態にあると認めるとき

は、その所有者等に対し、当該管理不全状態または廃棄物等に起因する管理不全状態を解消

するために必要な措置を講ずるよう助言および指導を行うことができる。

（勧告）

第９条　区長は、前条の助言および指導を受けた者が当該助言および指導に従わなかったと

きは、期間を定めて、同条の措置を講ずるよう勧告することができる。

（命令）

第10条　区長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかっ

たときは、期間を定めて、第８条の措置を講ずるよう命ずることができる。

２　前２条および前項の規定にかかわらず、区長は、第６条または第７条第１項の規定によ

る調査の結果、空き家の管理不全状態または空き地等の廃棄物等に起因する管理不全状態が

急迫であると認めるときは、当該空き家または空き地等の所有者等に対し、期間を定めて、

当該管理不全状態または廃棄物等に起因する管理不全状態の解消に必要な措置を講ずるよう

命ずることができる。

（公表）

第11条　区長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わなかっ

たときは、次に掲げる事項を公表することができる。

（1）　命令に従わなかった者の氏名および住所（法人にあっては、名称、主たる事務所の所

在地および代表者の氏名）

（2）　命令の対象である空き家または空き地等の所在地

（3）　命令の内容

（4）　その他区長が必要と認める事項

２　区長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表されることとなる者に対

し、意見を述べる機会を与えなければならない。
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（代執行）

第12条　第10条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わなかった場合において、他の

手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著し

く公益に反すると認められるときは、行政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるところ

により代執行をすることができる。

（支援）

第13条　区長は、管理不全状態にある空き家または廃棄物等に起因する管理不全状態にある

空き地等の所有者等に対し、当該空き家または空き地等を適正に管理するために必要な支援

をすることができる。

（有効活用）

第14条　区長は、空き家（管理不全状態にある空き家を除く。）または空き地（廃棄物等に

起因する管理不全状態にある空き地を除く。）の所有者等に対し、当該空き家または空き地

の有効活用を促進するため、区が実施する事業への協力を求めることができる。

（品川区空き家等適正管理審議会）

第15条　空き家および空き地等の適正な管理に関する重要な事項を調査審議するため、区長

の附属機関として、品川区空き家等適正管理審議会（以下「審議会」という。）を置く。

２　区長は、次に掲げる事項をしようとするときは、審議会に意見を聴かなければならない。

（1）　空き家が管理不全状態にあると認めること。

（2）　空き地等が廃棄物等に起因する管理不全状態にあると認めること。

（3）　第11条の規定による公表

（4）　第12条の代執行

（5）　その他区長が必要と認める事項

３　審議会は、区長の諮問に応じ、前項各号に掲げる事項について調査審議を行い、区長に

意見を述べることができる。

４　審議会は、区長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

５　委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

６　審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

（委任）

第16条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付　則

（施行期日）

１　この条例は、平成27年４月１日から施行する。
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（品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正）

２　品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和29年品川区条例第７

号）の一部を次のように改正する。

（次のよう略）

○京都市空き家等の活用，適正管理等に関する条例
平成25年12月24日条例第80号

第１章　総則

（目的）

第１条　この条例は，空き家等の増加が防災上，防犯上又は生活環境若しくは景観の保全上

多くの問題を生じさせ，さらには地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになって

いることに鑑み，空き家等の発生の予防，活用及び適正な管理並びに跡地の活用（以下「空

き家等の活用等」という。）並びに空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）

の施行に関し必要な事項を定めることにより，空き家等の活用等を総合的に推進し，もって

安心かつ安全な生活環境の確保，地域コミュニティの活性化，まちづくりの活動の促進及び

地域の良好な景観の保全に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

（1）　空き家等　本市の区域内に存する建築物（長屋及び共同住宅にあっては，これらの住

戸）又はこれに付属する工作物で，現に人が居住せず，若しくは使用していない状態又はこ

れらに準じる状態にあるもの（以下「空き家」という。）及びその敷地（立木その他の土地

に定着する物を含む。以下同じ。）をいう。ただし，国又は地方公共団体が所有し，又は管

理するものを除く。

（2）　特定空き家等　次のいずれかに該当する状態であって別に定めるもの（以下「管理不

全状態」という。）にあると認められる空き家等をいう。

ア　そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

イ　そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

ウ　適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

エ　その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

（3）　建築物　建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。

（4）　地域コミュニティ　本市の区域内における地域住民相互のつながりを基礎とする地域

社会をいう。

（5）　跡地　空き家を除却した後の敷地をいう。
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（6）　自治組織　自治会，町内会その他の地域住民の組織する団体をいう。

（7）　所有者等　所有者又は管理者をいう。

（8）　事業者　本市の区域内において不動産業，建設業その他の空き家等の活用等と関連す

る事業を営む者をいう。

（9）　市民等　市民及び本市の区域内に存する建築物の所有者等をいう。ただし，空き家の

所有者等を除く。

（10）　市民活動団体等　地域コミュニティの活性化又はまちづくりの活動の促進に関わる

市民活動団体（ボランティア活動その他の公益的な活動を行うことを目的として市民が組織

する団体をいう。）その他の団体をいう。

（基本理念）

第３条　空き家等の活用等は，次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

（1）　建築物は，まちを構成する重要な要素として，安心かつ安全な生活環境の確保及び地

域の良好な景観の保全をはじめとする公共的価値の実現に大きな役割を担うことに鑑み，そ

の利用及び管理が図られること。

（2）　空き家等は，地域コミュニティの有用な資源として，積極的な活用が図られること。

（3）　空き家等の活用等は，既存の建築物の保全，活用及び流通を促進する見地から推進さ

れること。

（4）　空き家等の発生の予防及び活用並びに跡地の活用は，地域コミュニティの活性化を図

る観点から推進されること。

（本市の責務）

第４条　本市は，基本理念にのっとり，空き家等の活用等を総合的に推進しなければならな

い。

２　本市は，空き家等の活用等の推進に当たっては，自治組織の取組を尊重しなければなら

ない。

３　本市は，空き家等の活用等への空き家等の所有者等，事業者，市民等，自治組織及び市

民活動団体等の参加及び協力を促進しなければならない。

（空き家等の所有者等の責務）

第５条　空き家等の所有者等は，基本理念にのっとり，空き家等を活用し，及び適正に管理

しなければならない。

（事業者の責務）

第６条　事業者は，基本理念にのっとり，空き家等の活用等に協力するとともに，空き家等

及び跡地の活用及び流通の促進に努めなければならない。

（市民等の責務）

第７条　市民等は，基本理念にのっとり，空き家等の活用等に協力するとともに，空き家等
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の発生の予防に努めなければならない。

（自治組織及び市民活動団体等の役割）

第８条　自治組織及び市民活動団体等は，空き家等が地域コミュニティの有用な資源である

ことに鑑み，その状況及びその所有者等に関する情報の把握その他空き家等の活用等の推進

に積極的な役割を果たすものとする。

（相互の協力）

第９条　本市，空き家等の所有者等，事業者，市民等，自治組織及び市民活動団体等は，こ

の条例の目的を達成するため，相互に，その果たす役割を理解し，協力するものとする。

第２章　空き家等の活用等

第１節　基本的施策

第10条　本市は，空き家等の所有者等，事業者及び市民等が空き家等の活用等に関する理解

を深め，これに自主的に取り組むよう，広報活動，啓発活動その他の必要な措置を講じなけ

ればならない。

２　本市は，空き家等及び跡地の所有者等からの空き家等の活用等に関する相談に応じると

ともに，これらの者に対し，情報の提供，助言その他の必要な支援を行わなければならない。

３　本市は，自治組織と連携して空き家等の活用等に取り組むとともに，自治組織が行う地

域コミュニティにおける空き家等の活用等に関する取組への支援を行わなければならない。

４　本市は，空き家等の所有者等，事業者，市民等，自治組織及び市民活動団体等の間の相

互理解が増進され，協力が推進されるよう，交流の促進その他の必要な措置を積極的に講じ

なければならない。

５　本市は，空き家等の活用等を総合的に推進するために必要な体制を整備しなければなら

ない。

第２節　空き家等の発生の予防

第11条　建築物の所有者等は，当該建築物の老朽化，未登記その他将来において空き家等の

発生の原因となるおそれのある事実があるときは，当該建築物の改修，登記その他空き家等

の発生を予防するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

２　本市は，良質な住宅の普及の促進を図るとともに，既存の建築物の保全のために必要な

支援その他空き家等の発生の予防に資する措置を講じるものとする。

第３節　空き家等の活用

第12条　空き家等の所有者等は，当該空き家等を利用する見込みがないときは，賃貸，譲渡

その他の当該空き家等を活用するための取組を行うよう努めなければならない。

２　事業者は，前項の取組に協力するよう努めなければならない。

３　本市は，空き家等の流通の促進のために必要な環境の整備その他空き家等の円滑な活用

に資する措置を講じるものとする。
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４　本市は，空き家等をまちづくりの活動拠点その他地域コミュニティの活性化に資するも

のとして活用する取組を行うものに対し，必要な支援その他の措置を講じるものとする。

第４節　空き家等の適正な管理

（空き家等の適正な管理）

第13条　空き家等の所有者等は，当該空き家等が管理不全状態とならないように，自らの責

任において当該空き家等を適正に管理しなければならない。

２　空き家等の所有者等は，当該空き家等が管理不全状態にあるときは，自らの責任におい

て，直ちに当該管理不全状態を解消しなければならない。

（管理不全状態となることを予防するための助言又は指導）

第14条　市長は，空き家等が管理不全状態となることを予防するため必要があると認めると

きは，当該空き家等の所有者等に対し，その予防のために必要な助言又は指導を行うことが

できる。

（法の規定が適用される特定空き家等に対する勧告及び命令に係る標識の設置等）

第15条　市長は，法第14条第２項の規定による勧告に係る特定空き家等が，なお管理不全状

態にある場合において，標識を設置することによりその旨を周知することが適当であると認

めるときは，管理不全状態の内容，勧告の内容その他市長が必要と認める事項を記載した標

識を当該特定空き家等に設置することができる。この場合においては，当該特定空き家等の

所有者等は，当該標識の設置を拒み，又は妨げてはならない。

２　市長は，前項の標識を設置しようとするときは，あらかじめ当該特定空き家等の所有者

等にその旨を通知し，意見を述べる機会を与えなければならない。

３　法第14条第11項の規定による公示は，次に掲げる事項をその内容とするものとする。

（1）　市長が必要があると認める場合にあっては，命令を受けた者の氏名及び住所（法人に

あっては，名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地）

（2）　当該特定空き家等の所在地

（3）　管理不全状態の内容

（4）　命令の内容

（5）　その他市長が必要と認める事項

（法の規定が適用されない特定空き家等に対する措置）

第16条　法第14条第１項から第８項まで及び第11項から第13項まで並びに前条の規定は，特

定空き家等（法第２条第２項に規定する特定空家等を除く。）について準用する。この場合

において，法第14条第13項中「行政手続法（平成5年法律第88号）」とあるのは「京都市行政

手続条例」と，「第12条及び第14条」とあるのは「第13条及び第15条」と読み替えるものとする。

（著しい管理不全状態にある特定空き家等に対する措置）

第17条　市長は，特定空き家等が著しい管理不全状態にあるときは，当該特定空き家等の所
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有者等に対し，相当の猶予期限を付けて，当該管理不全状態を解消するために必要な措置を

採ることを命じることができる。

2　法第14条第４項から第８項まで及び第11項から第13項まで並びにこの条例第15条第３項

の規定は，前項の規定による命令について準用する。この場合において，法第14条第13項中「行

政手続法（平成５年法律第88号）」とあるのは「京都市行政手続条例」と，「第12条及び第14

条」とあるのは「第13条及び第15条」と読み替えるものとする。

（空き家等の所有者等を確知することができない場合等の対応）

第18条　市長は，空き家等（法第２条第１項に規定する空家等を除く。第３項において同じ。）

の所有者等又はその連絡先を確知するために必要な調査を行うことができる。

２　市長は，空き家の所有者等又はその連絡先を確知することができないときは，その敷地

の所有者等，占有者その他の関係者に対し，当該空き家及びその敷地の適正な管理に必要な

措置について協力を求めることができる。

３　市長は，空き家等の所有者等又はその連絡先を確知するために必要があると認めるとき

は，固定資産税の課税その他の空き家の適正な管理に関する事務以外の事務のために利用す

る目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては，

この条例の施行に必要な限度において，自ら利用することができる。

４　市長は，特定空き家等の所有者等を確知することができないときは，次に掲げる事項を

公表するとともに，当該事項（第１号に掲げる事項を除く。）を記載した標識を当該特定空

き家等に設置することができる。この場合においては，当該特定空き家等の所有者等は，当

該標識の設置を拒み，又は妨げてはならない。

（1）　当該特定空き家等の所在地

（2）　管理不全状態の内容

（3）　管理不全状態を解消するために採るべき措置

（4）　その他市長が必要と認める事項

（緊急安全措置）

第19条　市長は，特定空き家等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，当該特定空き家等の所有者等の

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，当該特定空き家等の所在地及び当該措置の内容を

当該特定空き家等の所有者等に通知（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。
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（軽微な措置）

第20条　前条（第２項を除く。）の規定は，市長が特定空き家等について，開放されている

窓の閉鎖，草刈りその他の別に定める軽微な措置を採ることにより地域における防災上，防

犯上又は生活環境若しくは景観の保全上の支障を除去し，又は軽減することができると認め

るときについて準用する。

（関係行政機関等との連携）

第21条　市長は，必要があると認めるときは，特定空き家等の所在地及び管理不全状態の内

容に関する情報を，関係行政機関，自治組織等に提供し，当該管理不全状態を解消するため

に必要な協力を要請することができる。

第５節　跡地の活用

第22条　空き家の敷地の所有者等は，当該空き家が除却されたときは，跡地を利用しない状

態で放置せず，活用するよう努めなければならない。

２　事業者は，跡地の所有者等による当該跡地を活用するための取組に協力するよう努めな

ければならない。

３　本市は，老朽化した建築物の建替えの推進その他の跡地の活用が円滑に行われるために

必要な措置を講じるものとする。

第３章　空き家等対策協議会

（協議会）

第23条　法第７条第１項に規定する協議会として，京都市空き家等対策協議会（以下「協議

会」という。）を置く。

（協議会の組織）

第24条　協議会は，委員20人以内をもって組織する。

（委員の任期）

第25条　委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

2　委員は，再任されることができる。

（秘密を守る義務）

第26条　委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，同様と

する。

第４章　雑則

（調査）

第27条　市長は，第18条第１項に定めるもののほか，この条例の施行に必要な限度において，

建築物及びその敷地（以下「建築物等」という。）の所有者等又はその連絡先を確知するた

めに必要な調査をすることができる。
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（報告の徴収）

第28条　市長は，この条例の施行に必要な限度において，建築物等の所有者等に対し，当該

建築物等の使用及び管理の状況について報告を求めることができる。

（立入調査等）

第29条　市長は，この条例の施行に必要な限度において，市長が指定する職員又は委任する

者（以下「職員等」という。）に，建築物等（当該建築物等が法第９条第２項に規定する場

所である場合にあっては，特定空き家等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に立入調査又は質問をする必要があると認めるものに

限る。次項において同じ。）に立ち入り，その状況を調査させ，又は関係者に質問させるこ

とができる。ただし，住居に立ち入る場合においては，あらかじめ，その居住者の承諾を得

なければならない。

２　市長は，前項の規定により，職員等を建築物等に立ち入らせようとするときは，立ち入

らせようとする日の５日前までに，その旨を当該建築物等の所有者等に通知しなければなら

ない。ただし，当該所有者等に対し通知することが困難であるとき，又は特定空き家等の管

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に立ち

入らせる必要があると認めるときは，この限りでない。

３　第１項の規定により立入調査又は質問をする職員等は，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１項の規定による立入調査又は質問の権限は，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。

（委任）

第30条　この条例において別に定めることとされている事項並びに法及びこの条例の施行に

関し必要な事項は，市長が定める。

第５章　罰則

（過料）

第31条　次の各号のいずれかに該当する者は，50,000円以下の過料に処する。

（1）　第16条において準用する法第14条第３項又はこの条例第17条第１項の規定による命令

に違反した者

（2）　第29条第１項の規定による立入調査を拒み，妨げ，又は忌避した者（空き家等の所有

者等に限る。）

附　則

この条例は，平成26年４月１日から施行する。

附　則（平成27年12月22日条例第25号）
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（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にされたこの条例による改正前の京

都市空き家の活用，適正管理等に関する条例（以下「改正前の条例」という。）第14条第１

項の規定による助言若しくは指導，同条第２項の規定による勧告又は第15条第１項の規定に

よる命令は，それぞれこの条例による改正後の京都市空き家等の活用，適正管理等に関する

条例（以下「改正後の条例」という。）第16条において準用する空家等対策の推進に関する

特別措置法（以下「法」という。）第14条第１項の規定による助言若しくは指導，同条第２

項の規定による勧告又は同条第３項（当該命令が改正前の条例第14条第２項の規定による勧

告を経ずにされたものである場合にあっては，改正後の条例第17条第１項）の規定による命

令とみなす。

３　施行日前に改正前の条例第15条第１項の規定による命令に係る京都市行政手続条例第16

条第１項又は第29条の規定による通知がされた場合においては，同条例第３章第２節又は第

３節の規定による手続を続行して，改正後の条例第16条において準用する法第14条第３項（当

該命令が改正前の条例第14条第２項の規定による勧告を経ずにされたものである場合にあっ

ては，改正後の条例第17条第１項）の規定による命令をすることができる。
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空き家利活用に関する研究報告

羽曳野市　都市開発部建築住宅課　　渡辺　正治

守口市　こども部保育・幼稚園課　　中瀬　智広

岸和田市　総務部固定資産税課　　西村　聡平

河内長野市　都市づくり部都市創生課　　大田　昌典

はじめに
１節　はじめに
　近年、全国的な問題として「空き家問題」が顕在化している。統計上は、総務省による平

成20年の住宅・土地統計調査１では約757万戸であった空き家総数が、平成25年の同調査で

は約820万戸と約63万戸の増加となっており、住宅全体に占める空き家の割合が約13.1％か

ら約13.5％へ上昇したことからも見て取れる。

　また、一口に空き家問題と言っても、その中身は非常に多岐に渡っている。例えば、建築

物やそれに附属する工作物が老朽化し今にも倒壊の危険があるもの、空き家の敷地内にある

立木竹が繁茂し周囲へ悪影響を及ぼしているものや住宅として活用できるにも関わらず適正

に利活用されていないものなどがある。さらに、空き家によっては所有者が確知できないも

のや相続が適切になされていないものなども存在し、所有権の問題も併存している。なお、

これら空き家がもたらす問題は複雑に絡み合い、所有者や管理者または周辺住民にも悪影響

を及ぼすこともある。

　このような中、空き家の諸問題を解決するため、空家等対策の推進に関する特別措置法（平

成26年法律第127号、以下、「空家対策特措法」という）が施行され、各自治体が空き家対策

に取り組んでいる。このことにより、従来は活用することができなかった固定資産税の課税

のための情報を内部利用できるなど、従来よりも空き家対策を実施しやすい環境は整ってき

ている。

　しかしながら、前述のとおり、空き家問題は多岐に渡ることや地域によっても異なる課題

があることから、空き家対策についての答えは一つだけではなく、様々な手法が考えられる。

本研究では、空き家の利活用や除却後の跡地利用などによる空き家対策を中心に検証するこ

とで、各自治体における空き家対策の事務の参考としていただきたく成果を報告するもので

ある。

２節　本研究の目的
　本研究では、自治体による先進的利活用事例を収集整理し、自治体における空き家対策事

務を進める上での提案を目的としている。本研究の内容は、以下の通りである。
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（1）空き家の状況

　わが国における空き家の状況について整理した。

（2）自治体による先進的利活用事例の研究

　自治体による空き家の先進的利活用事例について収集整理を行い考察した。

（3）考察・提案

　利活用事例を踏まえて、空き家の利活用を進める上でのポイントをとりまとめた。

第１章　研究の意義
　現在のわが国における空き家は増加傾向にある。総務省の住宅土地統計調査によれば、住

宅総数に占める居住者が住んでいない住宅数の割合を示す「空き家率」は、昭和38年の2.5％

から一貫して上昇しており、過去10年においても平成15年12.2％、平成20年13.1％、平成25

年13.5％と過去最高を記録し続けている。また、賃貸用・売却用住宅、別荘等の二次的住宅

を除いた「その他空き家数」（空き家総数に占めるその他空き家数の割合）については、平

成15年212万戸（32.1％）、平成20年268万戸（35.4％）、平成25年318万戸（38.8％）と増加の

傾向を示している。

　以上より、わが国における空き家数は現在増加の一途を辿っているといえる。一方、空き

家の処分については消極的であると考えられる。

　国土交通省の戸建て空き家の実態調査２によれば、戸建て空き家のうち「人が住んでいな

いもの」は全体の65％を占め、「人が住まなくなって５年以上経過しているもの」は全体の

36.４％を占めている。また、人が住んでいないもののうち賃貸・売却用住宅、別荘等の二

次的住宅を除いた「その他空き家」は、42%を占めている。

　人が住んでいない空き家における今後５年程度のうちのリフォーム・建て替えの意向につ

いては、「リフォームや建て替えは考えていない」が半数（50.8%）と最も多くを占めてい

る。また、今後５年程度のうちの利用意向については、「空き家にしておく（物置を含む）」

が21.5%と「利用する」24.3％に次いで最も多く、「賃貸・売却する」14.9％、「取り壊す」

11.2％を上回る結果となっている。

　以上より、現在わが国における空き家の状況は増加傾向にある一方で、その処分について

は消極的であり、処分が進んでいないと推測される。

　このような状況より、空き家をなくすという空き家の解消に向けた取り組みは現実的では

ないと考えられる。つまり、空き家との共存を念頭に空き家を再利用ないし活用をはかる空

き家対策をとることが求められる。

以下では自治体による空き家の先進的利活用事例について整理し考察を行った。
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第２章　自治体による先進的利活用事例の研究
　自治体による空き家の利活用はその目的、方法において多岐に渡っている。以下では「コ

ミュニティ活性化」「地域振興」「定住・転入促進」「減災・住環境整備」の４テーマを取り上げ、

その先進的利活用事例を紹介するとともに各テーマについて考察する。なお、先進視察地の

概要は表１のとおりである。

１節　コミュニティ活性化
　増え続ける空き家に対し、有効な対策の一つとして、空き家を地域コミュニティ活性化の

ために活用することが多くの自治体で取り組まれている。近年、人口減少や高齢化に伴う地

域コミュニティの消滅問題や、その立て直しが注目される中、空き家を地域コミュニティ活

性化に役立たせることは、解消できない空き家問題に苦しむ自治体、地域住民双方にとって

大変意義のある取り組みである。

　本節では、福岡県大牟田市の大牟田市居住支援協議会が実施する「空き家活用モデル事業」、

群馬県高崎市の「空き家緊急総合対策事業」からコミュニティ活性化や地域の魅力発信の事

例を見ていき、空き家対策の有効な方法の一つであることを研究していきたい。

１－１　事例紹介

　まず地域の住民が気軽に集まれる場所（サロン）として、空き家を改修した事例である。

事例１【サロン田崎】

＜事業概要＞

　大牟田市居住支援協議会では、空き家を有効活用する「空き家活用モデル事業」に取り組

んでいる。その初めての取り組みで出来上がったのが、「サロン田崎」である。

表１．先進視察先の概要

※１．人口は平成28年３月末又は４月１日時点（各自治体HP参照）
※２．面積は各自治体HPを参照
※３．住宅総数・空き家数・空き家率は平成25年住宅・土地統計調査確報集計を参照
注．大牟田市が平成25年度に実施した実態調査では空き家数2,853戸。

大牟田市 高崎市 前橋市 柳川市 長崎市 文京区
人　　口（人） 118,756 375,035 338,784 68,279 433,729 211,451
面　　積（k㎡） 81.55 459.16 311.59 77.15 405.86 11.29
住宅総数（戸） 58,620 178,220 157,190 25,590 230,500 128,940
空き家数（戸） 9,510（注） 26,450 24,980 2,970 33,870 12,950
空き家率（％） 16.2 14.8 15.9 11.6 14.7 10.0
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＜事業状況＞

　住民から「空き家となった家を地域のために使ってほしい」と要望を受けた大牟田市居住

支援協議会は、提供を受けた空き家をどのように活用するかについて、学識経験者や関係団

体を巻き込んでワークショップを開催し、サロンとして活用することに決定した。サロンと

して活用するにあたり、地元の有明工業高等専門学校の学生たちに協力してもらい、空き家

のリノベーションを実施した。このようにして出来上がった「サロン田崎」は、会議や茶話

会、趣味活動など地域住民が集まる場として活用されている。

　次に紹介するのは、空き家をサロンとして利用を予定している場合に、その改修費用とし

て補助金を出す事例である。

事例２【空き家緊急総合対策事業】

＜事業概要＞

　高崎市では、平成25年総務省住宅土地統計調査の結果、全国平均より高い14.8％の空き家

率となり、空き家解消に向けて、空き家の除去および利活用を同時に進める総合的な空き家

対策である「空き家緊急総合対策事業」を開始した。

　「空き家緊急総合対策事業」では、８つのメニューが用意され、いずれも市民が空き家対

策を実施する場合、その一定の費用を市が負担する。利活用としては、①空き家をサロンと

して活用予定の場合、その改修費用の３分の２最大500万円まで負担する事業、②空き家を

サロンで借り上げる場合、家賃の５分の４上限５万円（月額）を補助する事業、③空き家を

事務所（オフィス）や店舗として活用する場合、改修費用の２分の１最大500万円を負担す

る事業がある。

＜事業状況＞

　①の事業については、平成26年度13件、平成27年度７件の申請があった。②の事業は、平

成26年度５件、平成27年度９件の申請があった。③の事業は平成28年度からの実施であるた

め、実績はまだない。

＜主な活用事例＞

　活用事例としては、①の事例を主に取り上げたい。公民館がなく、集会場所に困っていた

ため、空き家を地域住民が集う場所として活用した「倉賀野コミュニティセンター」や、発

達障害児を持つ子育て中の母親が意見交換や子育て相談できる場である「iitoko（いいとこ）」、

気軽に学生が集える場所として空き家を活用した「０号館プロジェクト」など、多数ある。
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１－２　事例研究

　次に、「地域コミュニティの再生・維持」、「地域の魅力発信」の点から、空き家をサロン

や地域のコミュニティセンターとして活用することの効果について研究したい。

＜地域コミュニティの再生・維持＞

　人口減少や高齢化、若者の地域活動離れなどの要因により、地域住民同士のつながりの希

薄化が昨今注目されてきた。空き家利活用の事例として挙げた大牟田市居住支援協議会によ

る「サロン田崎」、高崎市の空き家緊急総合対策事業による助成を受けた「倉賀野コミュニ 

ティセンター」、「iitoko」、「０号館プロジェクト」などの取り組みは、いずれも「地域住民

のつながり」を維持または創造することを目的に取り組まれたものである。

　また「サロン田崎」の取り組みにあたって、有明工業高等専門学校という地元の学生とと

もに、大牟田市居住支援協議会、地元住民らが何度もワークショップを開くなどして取り組

んだことにより、官学民の連携が生まれ、地域コミュニティの再生の一つのモデルケースと

なっている。

＜地域の魅力発信＞

　ここでは、高崎市の空き家緊急総合対策事業による助成を受け完成したサロン「良心庵」

の事例を見てみたい。

　高崎市の榛名地区にあるサロン「良心庵」は、「都市部と田舎の交流」をテーマにヨガ教

室や農業体験を実施している。県内の人に限らず県外の人にも来ていただけるような、高崎

市の楽しさや魅力を発信する場所となっている。

　このように空き家をサロンなど交流の場として利活用することは、地域住民に限らず地域

を訪れる人々のための場所、更に地域の魅力発信ができる場所として、空き家が可能性を持っ

ていることを示している。

１－３　事例考察

　以上見てきたように、空き家をサロンや地域のコミュニティセンターとして利活用するこ

とは、地域コミュニティの再生・維持や地域の魅力発信が求められる自治体行政にとって、

空き家対策を行いながら取り組むことができる大変有益な施策である。

　このような空き家への取り組みは、今後も多くの自治体で取り上げられるべきであろう。

２節　地域振興
　この節では、地域振興の点から空き家対策を見ていきたい。空き家対策を行うに当たり、

地域の業者と連携した取り組みにより、地域の不動産情報など地域の業者が持つ利点を活用
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することができる。

２－１　事例紹介

　群馬県前橋市では、地域の業者と連携した空き家対策を実施しており、業者の持つ空き家

の物件情報を活かす「空き家利活用ネットワーク」と空き家の所有者等が市内の工事業者を

利用してリフォームなどを行う際に、一定の工事費用を補助する「前橋市空き家対策補助」

制度を実施している。

　群馬県高崎市では、第1節で事例紹介した「空き家緊急総合対策事業」において、空き家

をサロンとして利用するために改修することについての補助メニューを用意しており、

事例１【空き家利活用ネットワーク】

＜事業概要＞

　前橋市では、平成27年５月に市内の不動産関係団体と「空き家の利活用の促進に関する協

定」を締結し、同年７月より「空き家利活用ネットワーク」の運用を開始した。この事業

は、空き家の所有者または購入希望者と市内の不動産業者を前橋市が結びつけるシステムで

あり、豊富な空き家物件情報を持つ不動産業者が市内に多数存在することから実施したもの

である。

＜事業状況＞

　平成28年12月現在、83社の不動産業者が登録している。前橋市の不動産業者はおよそ350

社なので、およそ４社に１社が空き家利活用ネットワークに登録していることになる。

事例２【前橋市空き家対策補助】

＜事業概要＞

　「前橋市空き家対策補助」制度は①「空き家活用支援事業」、②「二世代近居・同居住宅

支援事業」、③「老朽空き家対策事業」の３つのメニューがあり、それぞれ下記のとおり補

助を受けることができる。

①「空き家活用支援事業」

・空き家のリフォーム補助

　空き家へ居住するための外装・内装・台所・浴室等の改修工事について、工事費の３

分の１以内、最大100万円を補助。

※別途加算措置あり

・特定目的活用支援

　空き家を「まちづくりの拠点」（コミュニティスペース等）として活用するための改
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修工事に工事費の３分の１以内、最大200万円を補助。

②「二世代近居・同居住宅支援事業」

・二世代近居・同居住宅建築補助

　親子が近居するために、実家等から概ね１km以内にある空き家を解体して新築する

と120万円の補助。

・二世代近居・同居住宅改修補助

　親子が近居するために、実家等から概ね１km以内にある空き家を改修して住居とし

て利用した場合、120万円の補助。

③「老朽空き家対策事業」

・空家等除却費支援補助

　昭和56年以前（旧耐震基準）に建築された空き家を解体すると、10万円の補助。

　　※別途加算措置あり。

　この事業については、補助申請者が市内業者を利用する場合に限るという条件であり、市

内の産業振興に資する制度となっている。

＜事業状況＞

　平成27年度から実施された前橋市空き家対策補助制度であるが、上記①～③の事業のそれ

ぞれの申請件数は次のとおりである。①「空き家活用支援事業」17件、②「二世代近居・同

居住宅支援事業」13件、③「老朽空き家対策事業」90件。

２－２　事例研究

　市内業者を活かした空き家対策について、「地域経済の活性化」の点から効果を見ていき

たい。

　空き家等を売却したい空き家等の所有者や購入希望者、リフォーム希望者がその売買や工

事について市内業者と契約することにより、市内業者の実績となり、更により多くの市内業

者と所有者等が契約を重ねることで、地域経済の活性化を図ることができ、大変効果のある

空き家対策である。

２－３　事例考察

　市内業者を活かす方法は、上述のように多くの市内業者が参加し、空き家等の所有者等と

契約をするため、地域経済が活性化する大変効果のある空き家対策である。

　自治体が地域の空き家物件情報を多く持つ不動産業者等と提携し、「空き家利活用ネット

ワーク」のようなシステムを構築する。そして、そのシステムの周知に努め、多くの住民に

このような制度を知ってもらう必要がある。

おおさか市町村職員研修研究センター

平成28年度「空き家対策研究会」〜最終報告書〜

54



３節　定住・転入促進
　現在、日本の人口は減少傾向にあり、世帯数についても今後は減少するものと想定されて

いる。このことから、多くの自治体において、定住人口・転入人口の増加が課題となってお

り、課題解決のために、空き家を定住・転入施策に活用することが考えられる。この場合に

おいて、自治体は自らが空き家を活用する方法や補助金・助成金による支援など様々な取り

組みを行うことが考えられる。本節では、福岡県柳川市における「もえもん家」と群馬県高

崎市における「空き家助成」といった具体的な事例を参考として研究する。

３－１　事例紹介

事例１【柳川暮らし体験事業】

　はじめに、柳川市では、市内での居住を通じて、生活者視点での柳川の魅力を体感するこ

とにより移住のきっかけとするため、柳川暮らし体験事業（もえもん家）を平成26年度より

実施している。

＜事業概要＞

　柳川暮らし体験事業は、寄付を受けた柳川市袋町にある空き家を柳川での生活を実体験で

きる場として整備し、移住希望者へ短期間で貸し出し、柳川暮らしのイメージづくりを行う

ものである。また、事業体験者に対して聞き取りやアンケート調査などを行い、「柳川暮ら 

し」の長所や短所を明らかにし、今後、柳川市として取り組むべき定住施策の方向性を導き

出し、柳川市への定住促進を図るものである。

　なお、柳川市では平成23年度から空き家バンク制度を実施している。空き家バンク制度に

ついては高齢化の進展や転出超過等により今後増えると見込まれる市内の空き家対策の一環

として実施している。

＜事業状況＞

　この柳川暮らし体験事業における利用実績は表２、また、空き家バンク制度利用実績は表

３のとおりである。

表２．もえもん家利用実績（平成27年度末）

26年度 27年度
生 活 体 験 型（件） １ ６
プロジェクト型（件） ３ ４
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　このように、柳川市ではもえもん家の立地条件を活かし、定住・転入施策のシンボルとし

て、もえもん家を設置することで、柳川市の魅力を発信しつつ、併せて空き家バンク制度に

よる情報提供を行うことで、定住・転入を促進している。

事例２【高崎市空き家緊急総合対策事業】

　次に、高崎市では、年々増加する市内の空き家への総合的な対策として、老朽化した危険

な空き家の解体費助成や、利用可能な空き家を改修し、高齢者や子育て世代など地域住民が

気軽に利用できるサロンとして活用する場合の改修費や家賃への助成などを平成26年度から

実施している。

＜事業概要＞

　空き家緊急総合対策事業のうち、空き家活用促進改修助成金制度では、空き家を居住目的

で購入して改修する場合や、居住目的で賃貸して改修する場合など、改修費用の２分の１を

助成しており、総合的な空き家対策の一環として定住促進に取り組んでいる。

＜事業状況＞

　空き家活用促進改修助成金制度の利用実績については表４のとおりである。

　高崎市では、空き家緊急総合対策事業において、多様な制度を実施しており、空き家を減

らしつつ、活用可能な空き家については改修を促すなど、まち全体の活性化に取り組んでい

る。

表３．空き家バンク制度利用実績（平成27年度末）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
空 き 家 登 録 ０ 12 13 ０ ４
空 き 地 登 録 ０ 22 １ ０ ３
利 用 者 登 録 10 20 33 17 14
事 業 者 登 録 ９ １ ０ ２ １
成 立 件 数 ０ １ ２ １ １

表４．空き家活用促進改修助成金制度の利用実績（平成27年度末）

26年度 27年度

申請件数（件） 5 2

助成金額（千円） 6,293 4,074
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３－２　事例研究

　以下では、これらの先進事例について、定住・転入施策の観点から空き家対策の効果性を

研究する。

＜空き家の特徴＞

　柳川市における事例では、市内中心部にある立地条件の良い空き家を活用しており、もえ

もん家からは柳川市の観光資源である川下りを見渡すことができるなど、柳川市での暮らし

ぶりを十分に体験することができる。

　次に、高崎市の事例では、今後も住み続けることができる空き家に対して、改修費用を助

成することで活用を促進している。

＜活用による効果＞

　柳川市の事例では、空き家を市の魅力を外へ発信するためのツールとして活用している。

また、高崎市では、空き家改修の助成により、空き家への居住を促進している。

　このように、定住促進の一環として空き家の活用を図ることにより、空き家がそのまま放

置され管理不全な状態になることを防ぐとともに、定住人口の増加による税収の確保も見込

まれる。

３－３　事例考察

以上より、人口減少が進んでいる昨今においては、新築住宅という新たなストックを増やす

よりも空き家という既存ストックを如何にして活用するかが求められており、その答えのひ

とつは、定住・転入促進施策のために活用することであろう。

４節　減災・住環境整備
　これまで空き家そのものが活用される空き家対策について研究を行ったが、いくつかの自

治体においては空き家の除却から除却後の跡地活用を行う対策が講じられている。こうした

空き家対策は空き家のもつ危険性を取り除くとともに、跡地活用によってよりよい住環境を

実現している。

　本節では、その先進的取り組みを行っている東京都文京区（以下、文京区）による「文京

区空き家等対策事業」、長崎県長崎市（以下、長崎市）による「長崎市老朽危険空き家対策事 

業」を事例に、空き家の除却から跡地活用を行う空き家対策の特徴とその効果について研究

する。
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４－１　事例紹介

　はじめに、空き家の除却費用補助と除却後の跡地活用を組み合わせた事例である。文京区

では「文京区空き家等対策事業」として平成26年度より管理不全な空き家等について区が空

き家除却後の跡地を所有者より借り受けて活用することを条件に空き家の除却費用を補助し

ている。

事例１【文京区空き家等対策事業】

＜事業概要＞

　安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現及び地域コミュニティのより一層の醸

成を図ることを目的に、平成26年度より管理不全な空き家等について、所有者等からの申請

を受けて除却後の跡地が行政目的に利用可能と区が認定したものについて、区が無償で原則

10年間跡地を借り受ける利用契約を締結し、その除却に要する費用について上限200万円ま

で補助を行う事業。

　また、区が継続して使用できると判断した空き家等については、所有者の意向を踏まえ、

NPO等へ情報提供を行っている。

＜事業状況＞

　平成26年度より事業を開始。社会資本整備総合交付金を活用し、危機管理室危機管理課に

て事業開始から平成27年度までに４件（内訳：平成26年度２件、平成27年度２件）の除却補

助と跡地活用を実施。

＜主な跡地活用例＞

　除却後の跡地については、大型消火器、簡易水道消火栓を設置した「消火器具置場」（大

塚六丁目、水道一丁目）、車止め・テーブル・ベンチ等を配置した「憩いの広場」（大塚四丁

目）として区が整備を実施。

　次に、空き家の除却と除却後の跡地活用を組み合わせた事例である。長崎市は「長崎市老

朽危険空き家対策事業」として平成18年度より周辺に著しく危険を及ぼす恐れがある老朽危

険空き家のうち所有者からその建物および土地を長崎市に寄附されることを条件に空き家の

除却と跡地の整備活用を実施している。

事例２【長崎市老朽危険空き家対策事業】

＜事業概要＞

　市民の安全と安心の確保を目的に、平成18年度より市街地に点在する周辺に著しく危険を
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及ぼす恐れがある老朽危険空き家のうち、所有者からその建物および土地が長崎市に寄附等

がされたものを除却し、その跡地の活用を自治会等と事前協議の上、公共空間へ転用する事

業。

＜事業状況＞

　平成18年度より事業を開始。防災・安全交付金（効果促進事業）による国庫補助を活用し、

建設局都市計画部まちづくり推進室にて既成市街地（330町丁目）を対象に事業開始から平

成26年度までに44件を実施。

＜主な跡地活用例＞

　跡地は市の所有として自治会が借地契約を結び、自治会の意向を踏まえてポケット広場、

駐輪場、ごみ収集場等に活用している。ポケット広場等にみられるプランターやベンチは、

みどりの課や農林整備課等の関係部署と連携して配置している。

４－２　事例研究

　先の事例紹介のとおり文京区、長崎市それぞれの空き家対策についてはその方法等におい

て独自の対策が実施されている一方、除却から跡地活用を行う空き家対策としてみた場合い

くつかの共通認識がみられる。以下では「空き家状況」「除却」「協議」「跡地活用」の観点

より文京区、長崎市の空き家状況と空き家対策について整理を行うとともに、除却から跡地

活用を行う空き家対策について研究を行う。

＜空き家状況＞

　文京区における空き家件数（管理不全による空き家を含む）は160件程度（平成28年度現在）

である。空き家の傾向については住宅の密集した無接道敷地や通路に対する間口が狭く活用

が難しい場所に多い傾向である。なお、これらの空き家発生場所については東京都による不

燃化特区の指定を受けた地域を含んでいる。

　長崎市が把握している老朽危険空き家数は340件（平成27年現在）である。長崎市では既

成市街地のうち斜面市街地が７割を占めており、道路整備が追いつかない中での建物の需要

増加を背景に山の斜面に沿って建物が密集して建っている。そのため、道の幅員は狭小で坂

道、階段道が多い。このような地理的特徴を背景に長崎市における空き家は住宅密集地に多

い傾向にある。

　以上より、文京区、長崎市における空き家については住宅密集地に多い傾向にあるといえ

る。
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＜除却＞

　除却の実施について文京区、長崎市ともに空き家の跡地活用を前提に除却する対策をとっ

ている。

　文京区では安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現及び地域コミュニティのよ

り一層の醸成を図ることを目的に、管理不全な空き家等について区が空き家除却後の跡地を

所有者より借り受けて活用することを条件に空き家の除却費用の補助を行うことで除却して

いる。

　長崎市においては市民の安全と安心の確保を目的に、著しく危険を及ぼすおそれがある老

朽危険空き家のうち、所有者からその建物および土地が長崎市に寄附等がされたものを市で

除却しその跡地を活用している。

　このように、除却から跡地活用を行う空き家対策においては跡地活用を前提に自治体と空

き家所有者において借地契約または寄附を条件として空き家の除却に至っている。また、対

象となる空き家については両事業ともに単なる空き家ではなく管理不全や周辺に著しく危険

を及ぼすおそれのあるといった老朽危険空き家を対象としている。

＜協議＞

　文京区、長崎市の空き家対策事業では空き家の事業対象認定、跡地の活用等について協議

を行った上で事業の実施に至っている。

　文京区では事業にあたり空き家等が管理不全な状態であるか否かを審査する「文京区老朽

家屋審査会（以下、「審査会」）（表５参照）」と跡地の利用方法について検討する「文京区老

朽家屋除却跡地利用検討会（以下、「検討会」）（表６参照）」による審査・検討を受けなけれ

ばならないとしている（実施要綱第５条）。さらに、事業における除却補助の決定には「審

査会による老朽空き家の認定」と「検討会による跡地利用可の判定」の両方が必要とされて

いる。

　長崎市では、事業による除却の決定について、市長は寄附等の申出のあった老朽危険空き

家のうち周囲への影響、危険度を勘案して除却するものを決定する（実施要綱第９条１項）

とされ、市長が除却を決定しようとするときは「除却する老朽危険空き家の選定に関するこ

と」「老朽危険空き家除却後の土地の活用及び維持管理に関すること」「その他事業の実施に

関し必要な事項」を関係課長等に協議させるものとしている（実施要綱第９条２項）（表７

参照）。

　このように、両事業ともに空き家の事業対象認定および跡地活用等について関係各課、行

政機関を交えた協議を行った上で事業実施の決定にあたっている。
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表５．審査会の構成（文京区老朽家屋審査会設置要綱第３条）

会　長 文京区 危機管理室長

副会長 文京区 危機管理室危機管理課長

委　員 文京区 総務部副参事

　 文京区 都市計画部建築指導課長

　 富坂警察署 生活安全課長

　 大塚警察署 刑事生活安全組織犯罪対策課生活安全担当課長代理

　 本富士警察署 刑事生活安全組織犯罪対策課生活安全担当課長代理

　 駒込警察署 刑事生活安全組織犯罪対策課生活安全担当課長代理

　 小石川消防署 警防課長

　 本郷消防署 警防課長

表６．検討会の構成（文京区老朽家屋除却跡地利用検討会設置要綱第３条）

会　長 文京区 危機管理室長

副会長 文京区 危機管理室危機管理課長

委　員 文京区 企画政策部企画課長

　 文京区 総務部副参事（法務担当）

　 文京区 総務部防災課長

　 文京区 区民部協働推進担当課長

　 文京区 都市計画部地域整備課長

　 文京区 土木部管理課長

　 文京区 土木部みどり公園課長

　 文京区 教育推進部庶務課長

表７．関係課長等名簿（長崎市老朽危険空き家対策事業実施要綱　別表第３（第９条関係））

局 部 職　　　名
総務局 理　財　部 財産活用課長

市民局
市民生活部

自治振興課長
安全安心課長

環　境　部
環境政策課長
廃棄物対策課長

建設局

土　木　部
土木総務課長
用地課長

都市計画部
都市計画課長
みどりの課長
まちづくり推進室長

建　築　部
建築課長
建築指導課長

消防局 予防課長
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＜跡地活用＞

　跡地活用については文京区、長崎市ともに跡地整備によって地域の住環境の向上が図られ

ている。

　文京区において消火器具置場に整備された跡地は住宅の密集した不燃化特区の指定を受け

た地域であり、消火器置場に整備したことで地域の初期消火体制の拡充につなげている。

　なお、跡地活用後の維持管理については「文京区空き家等対策事業による除却跡地の管理

に関する協力書」により文京区と自治会間で管理協定を締結し、跡地における清掃及び除草

等の日常的な管理活動を自治会で行っている。

　長崎市では老朽危険空き家に沿った狭小な道が学校の通学路であったため、倒壊や防犯上

の危険があったが、除却後は生活道路を拡幅しポケット広場として活用したことで、「安心

して通ることができるようになった」等の好意的な意見が挙げられ、現在は保育所等の課外

活動や遊び場としての利用に至っている。

　また、老朽危険空き家横の狭小な道に原動機付バイク等が日常的に路上駐輪していたため、

さらに道が狭小となり通行が困難であったが、除却後、駐輪場に活用したことで路上駐輪が

無くなり、現在は通行の安全性が確保されている。

　なお、跡地活用後の維持管理については自治会にて行っている。そのため、跡地の仕上げ

については自治会が維持管理しやすいようにコンクリート舗装が多い。

　このように、跡地活用については跡地整備によって地域の防災機能の強化や通行の安全性

を確保するなど地域の住環境の向上がはかられている。また、整備された跡地の維持管理に

ついては自治会によって行われている。

４－３　事例考察

　事例研究を通して文京区、長崎市による空き家対策事業の整理を行った結果、空き家の除

却から除却後の跡地活用へ取り組む空き家対策について、いくつかの共通認識が確認された。

以下では、事例研究によって整理した内容をもとに「除却」「連携体制」「跡地活用」をテー

マに除却から跡地活用を行う空き家対策の特色と効果について考察する。

＜除却＞

　除却を行う空き家対策は、空き家の倒壊等による生命または財産への侵害の危険性がある

場合と、その対応への緊急性が要される場合に有効な対策として挙げられる。この空き家が

もたらす危険性と、その対応への緊急性については、自治体の地理的状況と空き家状況に深

く関係すると考えられる。

　事例研究において文京区、長崎市に共通する空き家の傾向として、住宅密集地に空き家が

多いことを挙げた。こうした住宅密集地に発生する空き家は、隣接建物がない場所に発生す
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る空き家と比べて、倒壊等による生命または財産への侵害の危険性が高く対処すべき緊急性

が高い。このような場合、空き家そのものを再利用するのではなく、空き家がもたらす危険

性を取り除くことが重要であるとわかった。

　文京区、長崎市それぞれの事業をみると「安全・安心」を事業の目的としており、単なる

空き家ではなく、管理不全や周辺に著しく危険を及ぼすおそれのあるといった老朽危険空き

家を事業の対象としている。こうした共通の特徴より、それぞれの事業は地域の安全に対す

る認識と、その安全を脅かす老朽危険空き家に対処する認識のもとに行われていることがう

かがえる。

　このように、跡地活用を行うための除却は、空き家の倒壊等による生命または財産への侵

害の危険性を取り除く減災の役割を果たし、地域の安全化を図る上で有効な対策といえる。

＜連携体制＞

　事例研究より除却から跡地活用を行う空き家対策を進める過程において「地域との連携」

および「行政における連携」がみられた。

　まず、「地域との連携」については活用に向けた事前協議、跡地の維持管理においてみら

れる。文京区、長崎市ともに跡地活用において自治会と活用に向けた事前相談、事前協議を

はかっている。こうした事前相談、事前協議は地域の環境、課題、要望を的確に把握するこ

とにつながり、地域の意向を踏まえた跡地活用を実現させる役割を担っている。

　跡地活用後の維持管理においては文京区、長崎市ともに自治会によって維持管理されてい

る。文京区では区と自治会間で管理協定を締結し、自治会によって清掃及び除草等の日常的

な管理活動が行われており、長崎市においては市所有の跡地を自治会が借地契約を結んだ上

で維持管理している。こうした維持管理活動は跡地の継続的利用を可能にしている。

　次に、「行政における連携」については事業決定にかかる協議の段階や跡地整備の段階に

おいてみられる。文京区における審査会、検討会および長崎市における関係課長等による協

議の構成委員より事業決定においては所管部署により可否決定を行うのではなく自治体の各

課や行政機関を含めた協議を経た上で行われている。自治体の各課や行政機関を含めた協議

を行うことは単なる空き家の老朽危険度判定だけではなく周辺への影響、防犯、防災、跡地

の活用といった幅広い視点と専門分野による観点を含めた決定を可能にしている。

　跡地整備においては跡地に設置されるプランターやベンチを長崎市ではみどりの課や農林

整備課等との連携することで設置に至っている。

　このように、除却から跡地活用を行う空き家対策においては自治会等の地域、自治体にお

ける各課や行政機関との連携をはかることで事業の完遂に至っている。こうした取り組みは

空き家対策を進める上で自治体の内外を問わず連携して取り組むネットワークの重要性を示

唆するものと考えられる。
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＜跡地活用＞

　事例研究より跡地活用は地域の住環境の向上につながる対策といえる。この住環境の向上

には大きく分けて「住環境の強化」と「住環境における課題の解消」の２つの機能がある。

　まず、「住環境の強化」について文京区の跡地活用例をみると、文京区における跡地活用

は初期消火の拡充につながっている。住宅の密集した不燃化特区の指定を受けた地域を含む

文京区では火災が起きた場合隣接建物への延焼等被害の拡大につながるおそれが高い。こう

した地理的特徴を踏まえると、跡地活用による初期消火の拡充は延焼等による被害の最小化

をはかる防災機能として有効な対策といえる。

　このように文京区では跡地活用により新たに地域の防災機能を高めることで災害に強い住

環境を実現している。

　次に、「住環境における課題の解消」について長崎市の跡地活用例をみると、長崎市の跡

地活用は住環境における安全の確保につながっている。住宅が密集し道の幅員が狭小で坂道、

階段道が多い地理的特徴を踏まえると、除却によってできたスペースは地域の住環境におけ

る安全を確保するスペースとして重要な場となる。その例として跡地活用にて整備されたポ

ケット広場は課外活動、休憩、避難といった地域住民が安全に過ごすことができる場として

現在利用されている。また、こうした跡地活用にあたり道の拡幅も測ることで通行の安全性

の確保や路上駐輪の解消につながっている。

　このように、長崎市では跡地活用により道の拡幅を含めた公共空間を設けることで空き家

問題とは別の住環境における課題の解消を実現している。

　以上より、跡地活用は「住環境の強化」「住環境における課題の解消」の２つの機能を持っ

て地域の住環境を向上させている。また、跡地活用を図ることでそれまで倒壊等の危険性の

高い空き家という地域の住環境においてマイナスの要因であった場所が新たに地域の住環境

にプラスの要因をもたらす場所として生まれ変わっている。

　跡地活用により住環境が向上することについては上述のとおりであるが、その状態を維持

することも重要である。密集市街地内に発生した空き地は日照や風通しといった相隣環境の

改善につながるが、十分に管理されない場合、雑草の繁殖やゴミの投棄といった新たな住環

境の悪化を招くほか、小さな火種による火災につながるおそれがあるⅠ。このような点から

跡地の整備だけではなく、活用後の維持管理についても見据えた上で跡地活用に取り組む必

要がある。

　こうした跡地の維持管理については上述した「地域との連携」のとおり自治会によって維

持管理活動が行われている。このように維持管理活動を行うことは跡地の空き地化を防ぐと

ともに地域住民による中長期的な住環境づくりにつながっていると考えられる。

　以上より、除却から跡地活用を行う空き家対策は、除却による減災効果と跡地活用による
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住環境整備機能をもった対策であるといえる。また、こうした空き家対策はその実施にあた

り地域、行政等幅広く連携をはかることで実現に至っている。

５節　まとめ
　ここでは、３章のまとめとして、「コミュニティ活性化」「地域振興」「定住・転入促進」 

「減災・住環境整備」の４テーマについて、一定の整理をしておく。

　まず、共通して言えることは、官民連携によるエリアマネジメントの発想である。

空き家を負の遺産ではなく、有効な社会資産として捉え、持続可能なまちづくりとしての空

き家対策を事業展開している。

　また、空き家の跡地活用についても、防災、減災からみた住環境を向上させる公共空間と

して有効活用し、地域が主体的に参画できる取り組みとしている。

　さらに、自治体としての事業化のため、限られた財源の措置により、事業の取り組みの継

続性を担保し、地域や民間団体の活動インセンティブを確保している。

　このように、行政が、地域や関連団体とのネットワークを構築することにより、住民参加

による事業への関与、協働によって空き家対策を有効な事業としていることがわかった。

第４章　提案と政策的インプリケーション
　これまでの研究活動を通して、地域の実情に応じた特色のある様々な活用事例を視察する

ことにより、各自治体の役割を確認してきた。

　空き家対策として自治体が抱える問題点や課題は多い。「空家対策特措法」施行からの全

国的な取り組みはほぼ一線で始まったが、各自治体が今後取り組む施策の視座や視点の違い、

また方向性の違いがあることが分かった。

　　本章では、基礎的な空き家の現状等の分析とデータ等を再検証し、研究会として政策的

な方向性を位置づけながらの提案と政策的インプリケーションとする。

【提案Ⅰ】空き家の活用のための施策

　一つ目の提案は、空き家除却後の跡地活用を含む活用可能空き家の利活用である。

１．「腐朽・破損なし」の空き家数の現状

　これまで空き家の議論の対象として多く取り上げられているのが、「その他住宅」や「腐朽・

破損あり住宅」である。一方、「腐朽・破損なし住宅」の空き家数はどうだろうか。平成25

年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家総数820万戸のうち、当該空き家数は600万戸

であり、７割も占めている。

　また、「腐朽・破損なし住宅」の空き家数600万戸のうち、330万戸は賃貸用で５割も占め
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ている。活用可能な空き家が多いということだが、これらを有効活用することにより、空き

家数の増加を抑えることができるであろう。

２．空き家実態調査集計報告の所有者への意向調査の検証

　国土交通省が平成26年に実施した空き家実態調査集計報告の所有者への意向調査につい

て、自治体職員として興味深い点に着目してみた。

　リフォーム建て替え意向が「建て替えは考えていない」が約50％、「リフォーム・取り壊 

し・建て替え」が25％。ところが自治体への賃貸する意向では、「検討したい、選択肢とし

て検討したい」が53％、売却する意向では「検討したい、選択肢として検討したい」が72%

という対照的な数字で示されている。（図－１）（図－２）

図－１

図－２

リフォーム・建て替え意向
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　「リフォーム・取り壊し・建て替え」意向の率が低いのは、詳しい理由はわからないが、

空き家に対する費用対効果での問題意識を抱えていることは少なからずとも推察しうるとこ

ろである。それに対して、自治体への賃貸・売却の意向率の高さは、身近な自治体への賃貸・

売却により、そこから利活用されることで、空き家が生まれ変わるだろうという自治体に対

する幾ばくかの期待感と捉える。

　以上、なぜ活用なのかを裏付ける根拠としての現状分析から、「腐朽・破損なし」の空き

家の活用や、自治体への賃貸・売却による空き家の活用など、効果的に自治体が関与できる

施策を構築することが重要だと考える。

【提案Ⅱ】ロジックモデル構築

　二つ目の提案として、空き家対策のロジックモデルの構築である。

１．国の「住生活基本計画」の成果指標

　平成28年３月、国は、住生活基本法に基づき、全国計画である「住生活基本計画」を変更した。

住宅ストックの視点から、急増する空き家の活用・除却の推進として、2025年には、空き家

数を400万戸程度にするという定量的な指標が示された。社会経済情勢の変化から、住宅政

策の方向性を分かりやすくするため、目標の達成度であるアウトカムの設定である。

２．空き家予測の検証

　野村総研の空き家将来予測を基に、今後、増加を抑制すべき「その他の住宅」について将

来推計してみた。（図－３）

図－３
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　野村総研の2025年の総空き家予測1,551万戸までの増加率から、その他住宅を推計すると、

約601万6千戸となる。国の目標指数が400万戸ということは、ちょうど３分の２まで縮減し

なくてはならないことがわかる。

　2025年以降の国の目標値は示されていないが、400万戸からの増加率を単純計算すると、

2033年では454万7千戸となり、その他住宅の空き家予測値の928万6千戸の50％近くの削減さ

れた成果指標として予測される。

　即ち、野村総研予測の2013年から2033年までに2.6倍増加することに対し、国の成果指標

からの予測を立てると、1.4倍まで半減させることを目標に置いていることが分かる。

　具体的な提案としては、国が示す基本目標をもとに、想定される成果・効果「アウトカム」

を、中長期目標として掲げる。次に、そのアウトカムのための取り組みとなる、事業量・事

業手法「アウトプット」を創出する制度設計、事業計画を策定し、そのために必要な投入資

源となる、予算・人的リソース「インプット」を明確にする。

　さらに、空き家対策としての理想形として求められているのは、空家対策特措法第１条に

も規定されている通り、「地域住民の生活環境の保全」「公共福祉の増進と地域振興への寄与」

として、どれだけ地域住民に間接的な成果として影響を与えたのか、すなわち「インパクト」

が最終的な到達点となる。（図－４）

　このように、空き家対策としてのロジックモデルを行政としての施策展開に適合させるこ

とで、市民に対する説明責任も果たせるのではないかと考える。

図－４
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　空き家対策は、第一義的には建物所有者の責任において、日常的に維持管理し、空き家に

ならないよう早期の対応が求められることは言うまでもない。

　しかしながら、経済面、相続面など様々な事情により対応困難な場合には、市民の拠り所

となる行政主体である自治体が関与できる範囲で、効果的、継続的な施策展開をしていかな

ければならない。

【提案Ⅲ】行政・所有者・地域・民間事業者とのネットワーク構築の必要性

　三つ目の提案として、PI（パブリックインボルブメント）手法の活用だ。

　前述で提案したロジックモデルの構築のためには、公共事業の合意形成手法の一つでもあ

るPI手法が必要と考える。

　自治体行政は、以前厳しい財政悪化状況が続いている。量から質へと転換された公共政策

を中心とした事業への透明かつ効率的運用を求める住民の声は、日増しに大きくなっている。

　行政事務のなかで良く耳にするコミュニケーションギャップ、すなわち情報の非対称性が

原因であると考える。

　空き家数は、依然として増加の一途をたどることになるためその情報量も必然的に増加す

る。しかし、情報量が増えたからといって、全ての情報を共有するのではなく、必要な情報

を、必要とする住民へ的確に伝えることである。自治体と住民との間で、対等なパートナー

シップの関係を保ちながら、自治体と住民との間のコミュニケーションギャップとしてあげ

たそれぞれの課題ごとに、自治体として改善策を講じる必要がある

　そのためには、PI手法の代表的な施策検討のシステムとした「協議会」や「懇談会」など

を事業計画の早い段階で構築することが必要である。

　自治会等の地域住民や民間企業、関連団体との連携により、積極的、継続的に市民参画型

で参加できる場をつくることで、お互いの情報と知識の共有により、自治体と住民とのコミュ

ニケーションギャップをできる限り小さくし、理想的な市民コンセンサスが効率的に推進で

きるものと考える。

第５章　おわりに
　本研究では、空き家問題の解決の選択肢として、空き家の有効活用を自治体に課せられた

住宅まちづくり政策の一環としての可能性を見出すため、先進的事例に学び、既存データに

ついて調査検討し、空き家の社会的な視点からの必要性を行政の立場として提起した。

　つまり、現在の問題として空き家の消滅は不可能であると仮定し、活用可能空き家が多数

存在することを指摘し、事業化へのアプローチが課題となることを説いた。

　本研究にて用いた素材は、先進事例報告、統計・推計調査等であり、時代的な変遷がわか

らず、かつ現在的な所有者の意識・意向など、実態が不明確である。
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　詳細な資料を得るためにも、空き家実態調査を積極的に実施して、意向調査や量的調査を

継続して行い、所有者をはじめ関係団体との連携による事業化を行う必要がある。

　そして、各事業主体の役割とアプローチの明確化により、ネットワークの事業スキーム化

がより鮮明なものとなる。そこから政策的介入の契機を見出すことができ、原則、個人資産

である空き家問題に二の足を踏む自治体職員にとって、施策ムーブメントとしてのステップ

となるだろう。

　また、空き家の積極的活用のための幅広い関係者・関係機関との連携・協調体制を充実す

ることで、それらが空き家活用の「プラットホーム」として機能していくことが期待される。

都市が郊外へ広がるスプロール化、都市中心部の人口衰退となったドーナツ化現象という言

葉は、懐かしい響きを持つ。それが、今では、空き家による「スポンジ化」となっているこ

とは少子高齢化社会を象徴している都市構造となってきている。

　人口減少に伴って、ランダムに空き家が増えていく「スポンジ化」は、見方によれば、パ

ブリックスペースとして活用できる地域資源が増えていることでもある。文字通り、弾力的

なまちづくりができるのではないかと考える。

　最後に、提案と政策的インプリケーションで論じたように、行政がクラウド的な役割を担

い、地域が主体となって空き家を有効活用することで、空き家所有者と地域住民がバランス

よく住環境の安心安全を担保することが出来るものと考える。

　今後、空家対策計画を策定する自治体が多くなると思われる。策定後すぐに効果は望まれ

ないが、住民の意識として早い段階で空き家対策に関しての意識の涵養を期待し、結語とする。
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空き家対策研究会税務班　研究報告について

摂津市役所　教育総務部子育て支援課　永田　有香

はじめに
　空き家問題の深刻化が叫ばれて久しい。平成27年５月に完全施行された空家等対策の推進

に関する特別措置法（以下、「空家対策特措法」という）を受け、全国の市町村で本格的に

空き家対策が進められつつある。そのようななか、昨年度から参加してきたこの研究会にお

いて、空き家にかかる防災・防犯・衛生・景観上などの諸問題やその解決法について、空き

家対策の先進事例など様々な角度から研究を行ってきた。

　年々増加している空き家を活用・解消する方法には、おおまかに、改修・除却の二通りが

ある。もちろん、所有者による売却などの自主的な処分が望ましいのは言うまでもないが、

何らかの事情によってこれが叶わないこともある。第三者の手で処分される例としては、利

害関係人の申立てによる民事執行手続、行政による代執行や滞納処分による不動産の公売（以

下、「公売」という）などが挙げられる。

　執筆担当者は、入庁から四年にわたり市民税課で市民税課税事務に従事し、その後昨年度

までは納税課で滞納整理事務に従事した。その間、当初の納税義務者死亡による賦課替え、

相続問題、差押や公売などを通じて実感したのは、税務と空き家との密接な関連性である。

そこで今年度は、大阪府内各市町村の税務担当課へアンケート調査を行い、税務上の問題と

空き家に与える影響について考察することにした。

第１章　研究背景
　空き家が生じる要因は、多岐にわたっている。なかでも主なきっかけのひとつと考えられ

るのは、所有者の高齢化や死亡による相続である。子の独立と前後して、高齢になった所有

者は、介護施設や病院へ移って自宅を離れ、いずれ亡くなり遺族が相続する。その管理や売

却が粛々と行われるのであれば、空き家として問題化することはない。

　しかし、親戚付き合いの希薄さや遺産分割上のトラブル、相続放棄などによりこれがスムー

ズに行われなかった場合、空き家として放置されるケースが散見される。また、結果として

不動産登記も死亡した所有者のまま変わることなく、その土地・家屋にかかる固定資産税・

都市計画税（以下、「固定資産税」という）も滞納となるケースが多い。

　固定資産税は、そもそも空き家になったからといって非課税となるものではなく、所有者

が存命であれば当然に本人に納税義務が課せられる。一方、所有者が死亡すれば、遺族が家

庭裁判所で相続放棄の申述を行いこれが受理された場合を除き、納税義務は相続権のある遺

族が相続したものとされる。このとき、相続や売却により新たな名義人に登記が変更されれ
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ば、法務局から市町村にその情報が届くようになっている。固定資産税課税担当（以下、「課

税課」という）は、その情報をもとに固定資産税の納税義務者を変更するので問題はない。

　しかし、こうした相続がうまくいかず登記が死亡した所有者のままである場合、その死亡

を知った市町村の課税課は速やかに相続人の調査を行い、相続人一人ひとりに納税通知書を

発送し連帯納税義務を課さなければならない。

　その際、なかにはわが国の厳格な相続制度が弊害となり、やむを得ず課税保留・死者課税

を続けるケースもある。

　課税保留とは、文字通り固定資産税の課税を保留し、遺族を含め何人に対しても課税を行

わないことである。また死者課税とは、死亡している所有者に対して課税し、死亡者宛に納

税通知書を発送することである。課税保留は、税収の減少につながる上、公平公正な賦課徴

収という税の大原則に反した対応と言わざるを得ない。そして死者課税は、税法に何ら根拠

のない処分であるため、仮にその納税通知書を受け取った遺族が納税しても、本来であれば

全額を還付しなければならないところである。さらに、死者課税をしたものが滞納になった

としても、元の課税手続きに問題があるため滞納処分による差押（以下、「差押」という）

を執行することはできない。したがって死者課税も、税収の減少につながる上、公平公正な

賦課徴収という税の大原則に反した対応であることに変わりはない。 

　執筆担当者が空き家問題を身近なものとして意識するようになった理由は、日々の滞納整

理事務の中で、こうした課税保留や死者課税の現実に直面したためである。

　空家対策特措法の完全施行をきっかけに、空き家問題を管轄する部署から協力を求められ

る機会が目に見えて増加した。「何年も空き家になっているので草木が繁り、隣家まではび

こって手が付けられない。」、「空き家として放置されている間に老朽化が進み、危険な状態

なのでなんとかして遺族に是正を促したい、連絡を取れないだろうか……。」といった具合

である。

　そこで問題の空き家の所有者を調べたところ、協力を求められた案件の多くは固定資産税

が滞納となっていた。現年分の固定資産税に係る摂津市の徴収率は、99.2％（平成27年度時点）

である。よくよく考えてみれば、相続による管理や売却がスムーズに済めば、よほどのこと

がない限り滞納にはならないのである。しかし、何らかの理由で相続による管理や売却がう

まくいかず、空き家として放置される案件では、固定資産税も滞納となりがちであり、それ

は年々深刻化していくことになる。

　もちろん、前述のように、空き家が生じる要因や事情は多岐にわたっているが、実務を通

してこうした空き家の共通点を見出してきたこともまた事実である。

　では、空き家という点でも市税滞納という点でも、二重に望ましくない状況にあるこうし

た案件を解決に導く方法はないものだろうか。税務上の回答としては、相続人調査を経たう

えでの適切な賦課替え、相続財産管理人選任の申立てと清算、公売などが挙げられる。
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　そこで本稿では、こうした空き家に係る賦課徴収事務の実情を踏まえつつ、税務の観点か

ら空き家問題を考えていく。

第２章　大阪府内各市町村の税務担当課へのアンケート調査と
摂津市での実例

　平成28年９月、大阪市・堺市を除く大阪府内41市町村の課税課と、徴収担当課に空き家と

税務に関するアンケート調査を行った。ただし、設問によってはひとつの団体内で複数回答

をしているケースがあり、回答の合計数が41を超えるものもある。設問・選択肢や自由回答

の詳細は、185ページ以降に紹介する。

１．空家対策特措法の完全施行と税務担当課への照会
　まずは、空家対策特措法の完全施行を機に、庁内の空き家対策担当部署から税情報の照会

が増えたかどうかという点の確認を行った。

第１部　研究会最終報告

おおさか市町村職員研修研究センター 73

第
１
部



　これについて、７割の課税課が「増加した」と回答している（設問Ａ）が、８割の徴収担

当課は「影響なし」と回答している（設問Ｃ）。また、その際に税情報の開示を行っている

かという設問について「地方税法22条等により開示せず」と回答した課税課が皆無だった（設

問Ｂ）のに対し、徴収担当課では開示しないという方針の市町村は10近くに上った（設問Ｄ）。

さらに、複数の市町村が「照会があれば課税課が回答しており、徴収担当課は関わらない。」

と回答している。

　とはいえ、相続が関わる案件では、必ずしも適切な賦課替えが行われておらず、逆に遺族

から納税相談を受ける徴収担当課がその連絡先を把握し定期的に連絡をとっているケースも

少なくない。これまで、地方税法22条等により、徴税吏員以外の職員が税情報にタッチする

ことは厳禁とされてきた。しかし、空家対策特措法10条により必要限度内において税情報を

活用することが可能となった。たとえば、滞納の有無や滞納額などは空き家対策と直接関係
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がないため徴税吏員以外が共有することは適切ではないが、管理している関係者やその連絡

先などについては問題ないだろう。案件一つひとつの状況や照会の必要性をその都度検討し、

空き家問題の全庁的な取組みに有用な手がかりを提供するのも重要であると考えられる。

２．相続代表者の指定・賦課替え
　次に課税課に対し、死亡を把握した場合にどのような対応を行っているのかの確認を行っ

た（設問Ｅ・Ｆ・Ｉ・Ｎ）。

　なお、前述のように死者課税は本来無効であるが、所有者の住民登録がその市町村以外に

ある場合、その死亡をただちに把握することは困難である。これについて、地方税法９条の

２第４項では「被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らない

でその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相
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続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきす

べての相続人に対してされたものとみなす。」と規定されている。

　たとえば、Ａ市内に土地・家屋を持つＢ市在住の所有者が死亡した場合、Ａ市がその死亡

を知らずに所有者宛に納税通知書を発送しても、配偶者や子など相続権のある者のもとに届

いたのであれば、その課税処分はすべての相続人に対して行われたものとして有効である（も

ちろん、Ａ市内に土地・家屋を持つ所有者がＡ市在住であれば、死者課税として無効である）。

　つまり、同じ死者課税であっても他の市町村に住民登録があり例外的に有効とみなされる

ケースもあるため、設問Ｅ以降については「市町村内に住民登録のある所有者（＝死者課税

は当然無効）」という前提で照会を行った。　

　回答によると、ごく一部を除く大半の市町村が戸籍などの調査や遺族とのやりとりを経て、

相続代表者の指定や賦課替えを行っていると判明した。ここでいう相続代表者とは、遺族を
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代表して納税の管理を行う者のことである。相続代表者の設定をする場合は、納税義務者自

体は死亡した所有者のままであるが、納税通知書その他の必要書類は一括して相続代表者の

もとに発送することになる。本来であれば賦課替えが望ましいが、死亡した所有者宛に通知

する完全な死者課税と比べ、固定資産税の取扱いを通じて遺族の窓口となる人が明確になる

という点は大きい。また、その根拠として最も該当が多かったのは、「現に所有する者」申

告書や相続代表者指定届といった、相続権のある人を含む遺族側から提出される書類である

（設問Ｉ）。

３．戸籍・相続人調査
　こういった賦課替えのタイミングについての設問では、「市民などからの指摘・申し出が

あった時」、「滞納処分による差押をする時」、「その他（納税通知書の返戻や住民基本台帳上

の死亡データにより死亡を把握した時など）」がほぼ同数となった（設問Ｈ）。

　調査対象が41市町村であるのに対し、合計回答は57となっている。設問Ｆ・Ｉの回答を併

せると、「原則的に死亡を把握した時点で賦課替えを行うが、なかには市民などからの指摘

をもとに対応するケースもある。」、「通常は遺族とのやりとりを経て相続代表者の設定を行

うが、固定資産税が滞納となったら賦課替えを行う。」といった状況だろう。

　ここには、賦課替えの前提となる戸籍・相続人調査の煩雑さが影響しているものと思われ

る。賦課替えにあたり、まず照会を行うのは所有者の戸籍であり、配偶者や子の有無から確

認を始める。当然、所有者も相続人も結婚や離婚などを機に戸籍が異動しているケースがほ

とんどなので、戸籍調査だけでも相当な時間や労力を要することがある。

　次に、ある程度相続人の目星がついたところで所有者の最後の住民登録地を管轄する家庭

裁判所に相続人リストを送付し、相続放棄申述の有無を照会する。この時点で相続権のある
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人が確定すれば賦課替えを行うが、当初の相続人のうち家庭裁判所で相続放棄の申述が受理

されている人がいる場合、つまり相続放棄を行っている場合は、両親、兄弟姉妹、その子

……と戸籍調査の対象が広がり、その結果をもとに新たな相続人リストを改めて作成し再度

家庭裁判所に照会しなければならない。

４．外国籍の名義人が関わる滞納・死亡案件
　設問Ｊの回答が示すとおり、難易度でいえばこうした事例の比ではないほど高いのが、外

国籍の所有者が関わるケースである。

　国によっては戸籍や住民登録のような制度が存在せず、制度自体はあっても請求は遺族に

限られ、公用請求ができないこともある。また、仮に遺族の協力を得て取得することができ

たとしても、内容は母国語で記載されているため、作業がなかなか進まない。一般行政職に
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過ぎない市町村職員では、処理に限界がある。

　国土交通省によると、最近では外国人による投資目的の不動産取引が増加しているとのこ

とだが、平成28年３月に発表された報告書も、このような問題を暗示する内容になっている

（参考①）。報告書の問35「外国人客の日本国内の不動産投資が増加することによって、今後

予想される問題、トラブルは何か」においては、「譲渡税・固定資産税など税金関係に関す

るトラブル」が挙げられている。

５．相続財産管理人選任の申立て
　ところで、これまで述べてきたのは、登記の有無に関わらず相続人が存在する場合の事務

の進め方である。しかし実際には、名義人に身寄りがなかったり、相続権のある遺族が家庭

裁判所で次々に相続放棄の申述を行いこれが受理されていたりするなど、相続人が不存在と

なることがある。その場合、名義人の死亡と同時にその物件は相続財産法人として成立する

ため（民法939条・951条）、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行い、「亡名義人相

続財産」として課税するのが本来の姿である。

　とはいえ、この点についても、現行法と実務の現状が一致しているとは言い難い（設問Ｋ・

Ｌ）。
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　相続人全員が相続権を放棄した場合について、市町村の約65％は「課税保留・死者課税に

する」としており、「申立て費用の多くを回収できる見込みがあるのであれば、申立てをする。」

という回答が散見された。というのも、以下の表にまとめたとおり、相続財産管理人選任の

申し立てをする上では少なからず予納金が必要とされているからである。

　また、清算の完了までに一定の期間が必要とされている点も、申立てのハードルを上げて

いる要因である（設問Ｍ）。相続財産管理人選任の公告に２ヶ月、相続人への公告に６ヶ月

以上などという具合で、実際に申立てをした市町村の回答の平均は約15ヶ月であった。しか

し、空き家として放置されている小規模な滞納案件の中には、固定資産税の年税額が数千円

～数万円というものも多い。したがって、こうした点から案件ごとに精査し、申立てに至ら

【Ｍ：相続財産管理人選任申立ての実績例】

　 期間 金額
Ａ市 18ヶ月 70万円
Ｂ市 10ヶ月 100万円
Ｃ市 22ヶ月 101万円
Ｄ市 12ヶ月 100万円
Ｅ市 19ヶ月 100万円
Ｆ市 10ヶ月 100万円
Ｇ市 36ヶ月 120万円
Ｈ市 ８～12ヶ月 40万円
Ｉ市 15ヶ月 100万円
Ｊ市 12ヶ月 100万円
Ｋ市 ６ヶ月 20万円
Ｌ市 18ヶ月 100万円
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ない場合はやむを得ず課税保留・死者課税にとどめておくという現状が窺える。

６．所有者死亡後の徴収事務
　所有者の住民登録が他市にあって死亡を把握できなかったり、賦課替えがスムーズにいか

なかったことにより、やむを得ず死者課税となるケースが見受けられる。そういった案件で

滞納となっている場合、どのような対応をするのかについて徴収担当課に確認を行った（設

問Ｏ）。

　回答によると、６割以上の市町村は課税課に賦課替えを依頼するとのことだが、６市町村

は「不納欠損する」とのことであった。また、その他という選択肢を選んだ市町村について

は「執行停止とする。」「滞納処分を行う必要がある案件のみ賦課替えとする。」「換価価値の

あるものは積極的に公売する。」と、様々な回答が見られた。おそらく「適切な賦課替えが

できればそれに越したことはないが、現実的に対応できる範囲で対応せざるを得ない。」と

いうのが実情なのだろう。

　しかし、仮に滞りなく賦課替えを済ませられたとして、それで問題が解決するとは限らな

い。賦課替えを行ってもなお滞納となった場合、徴税吏員は督促状を発送し、それでも放置

された場合は差押を執行しなければならない。そして納税義務者が一人ではなく複数存在す

る共有物件であれば、督促状の発送先は代表者のみではなく共有者全員である。それは、督

促状を発送していない共有者については、差押を執行できないからである。

　もちろん、督促状を発送した代表者のみ差押を執行するということ自体は違法ではないが、

やはり納税義務者間の公平性の問題もある。相続案件について差押を執行する上では、原則

的に相続財産から差押するよう努めなければならないと規定されており（国税徴収法51条）、

その後の公売の可能性を考えるとなおさらである。
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しかし、この督促状について、滞納管理システム上で適切に整備されている市町村は少数で

あった（設問Ｐ）。

　回答によると「システム上は代表者分しか出力されないので、代表者にのみ発送」という

のが15市町村、「システム上は代表者分しか出力されないので、案件によっては手作業で全

員に発送」というのが23市町村で、「システム上、共有者全員分出力され、発送する」とい

うのは少数であった。

　督促状を発送していない納税義務者については差押が執行できないため、一律に全員分が

出力されるかどうかは非常に重要なポイントである。

　督促状を発送して10日を経過してもなお完納にならないとき、法律を厳格に運用するので

あれば、徴税吏員は差押を執行しなければならない（地方税法373条）。もちろん、それでは

あまりにも機械的な対応であるため、実際にはその後も電話連絡や差押予告の発送、訪問な

ど催告を続けることが多い。ただし、資力があるにも関わらず誠実な納付の意思が見られな

ければ、納期限内納付をする大多数の納税者との公平性の観点からも、やむを得ず差押を執

行することとなる。相続が絡む案件であれば差押の対象はまず相続財産となるが、差押執行

後もやはり誠実な納付の意思が見られなければ、やむを得ず公売を実施しなければならない。

　この運用の最大の特徴は、公売をしていく上ではかなりの手間や期間が要されるものの、

人件費を除けば特段の経費がかからないという点にある。執行機関である市町村が登記費用

を負担することはないし、不動産鑑定料（後注）などの滞納処分費は最優先に配当される。

滞納整理の一環ではあるが、空き家の処分という面でも効果は高い。費用の回収が極めて困

難な、建築基準法や条例に基づく行政代執行とは対照的である。福岡県宗像市などのように、

空き家問題を解消する有効な手段としての公売が注目される例もある（参考②）。
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　しかし、この点に関して確認したところ、「空き家を優先して不動産公売の対象とする」

と回答したのは３市町村にとどまった（設問Ｑ）。

　公売については所定の事前準備と入札後の処理が必要であり、そう頻繁に実施できるもの

ではない。そのため、どの案件を優先して公売の対象とするのか、滞納整理の観点から検討

していかなければならない。市場価値がなく入札が見込めないものを対象とするのは適切で

はないし、滞納額が少額の案件より高額の案件を選択するのも当然である。

　ただし、相続人を含む所有者による改修や除却が実現されない場合、何らかの強制的な力

が介入しない限り、空き家の老朽化はますます深刻なものとなる。

　強制的な手段としては、建築基準法や空き家対策条例による行政代執行も同様に挙げられ

るが、建築主事を置かない市町村や、条例が整っていない市町村ではこれを選択することが

できない。そもそも、空き家対策条例の先駆けとして知られる所沢市条例（所沢市空き家等

の適正管理に関する条例）でさえ、制定から10年も経過しておらず、正攻法の空き家対策は

まだ手探り状態である。その点、公売はあらゆる市町村で数十年にわたって無数の実績があ

り、国・地方で共通した定跡のノウハウが確立されている。したがって、比較的導入しやす

く、費用対効果の高い公売を、空き家対策の一手段としても積極的に取り入れていく必要が

あるのではないだろうか。 

７．摂津市における実例
　設問のうちのいくつかに関して、執筆担当者が徴税吏員として滞納整理をしていくなかで、

実際に経験し、見聞きした摂津市での具体例を挙げていく。

　まず、所有者が死亡した場合の課税課の対応についてであるが、摂津市では住民基本台帳

上の死亡データを毎月抽出し、所有者が死亡すれば相続代表者指定届を遺族に送付し、提出
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を促している。このうちおおむね７割はほどなくして提出があるが、提出がない案件ではそ

の後の相続登記が行われなかったり固定資産税が滞納となったりするなど、相続がスムーズ

に完了していない点が認められる。 

　空き家対策担当部署からの照会を受けた物件の固定資産税が軒並み滞納となっていたこと

からも、やはり相続がうまく済んでいないケースでは固定資産税も滞納になりやすく、それ

は該当の物件が空き家になっているサインと言えるのかもしれない。現に、所有者の死亡を

受け遺族に連絡を取ったり賦課替えをして納税通知書を発送したりすると「生前には親戚付

き合いもなかったし、自分に相続権があるなんて思っていなかった。物件にも全くタッチし

ておらず、納税の義務や物件の管理義務があることも知らなかった。」と驚かれることがある。

というのも、相続に関し、配偶者や子など所有者に最も身近な遺族が家庭裁判所で相続放棄

の申述を行いこれが受理されると、より遠い遺族に相続権が移っていくことになるからであ

る。つまり、相続放棄が絡むと、「知らず知らずのうちに、何の交流もない遠い親戚の不動

産を相続したことになっていた」ということが起こり得るのである。

　執筆担当者が対応した案件のなかに、所有者が他市に転出していたためその死亡を把握し

ておらず、空き家対策担当部署からの照会を受けて調べてみると固定資産税が滞納になって

おり、滞納整理を行っていくなかでその死亡を把握したというものがある。そこで、死亡し

た所有者の戸籍や相続放棄の調査を実施し、比較的遠縁の複数の相続人に対して賦課替えを

行い納税通知書を発送したところ、ほどなくして固定資産税が完納となった。それだけでな

く、完納から半年も経たないうちに登記の名義が不動産業者に変更となったことが、法務局

からの通知により確認できた。おそらく、それまで相続したという事実を把握していなかっ

た相続人たちが納税通知書を受け取ったことで納税・不動産管理の義務を初めて認識し、話

し合いの結果、納税すると共に売却を行ったものと思われる。

　次に、戸籍・相続人調査の煩雑さに関してであるが、特に時間や労力が要された案件のひ

とつに、所有者である女性は結婚と離婚を繰り返し、最終的に三人の男性との間に複数の子

をもうけていたというケースがある。子に連絡を取り、相続や滞納市税の納付義務などの説

明をすると一様に相続放棄申述の意向を示したため、既に死亡している両親の次に相続権を

持つ兄弟姉妹の調査を進めた。大正生まれのこの女性にはもともと10人近くの兄弟姉妹がい

たがその多くは亡くなっており、一方で多数の甥や姪の存在も判明したため、全ての相続人

を確定するまでにかなりの時間と労力がかかった。市町村によっては賦課替えを専門的に担

当する係を設けているところもあるが、摂津市のように日々の滞納整理事務のなかで取り組

むとなると非常に厳しい（設問Ｇ）。
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　また、現在では、住民票除票の保存期間が５年とされている点も、相続人調査を困難にし

ている原因のひとつである（参考③）。

　これも摂津市において空き家となっている案件だが、固定資産税が例年滞納になっている

ため確認すると、所有者は他市の住民であった。そこで、まずは住民票の公用請求を行ったが、

そのような住民のデータは見当たらないという。「登記簿に記載されている住所・氏名であ

り、誤りではない」旨を明らかにして改めて請求したところ、「本人はおそらく死亡してお 

り、除票となって５年以上が経過しているため検索のしようがないものと思われる。」とい

う回答があった。

　何か手がかりはないかと現場に足を運び近隣住民に聞き取り調査を行ったものの、「高齢

の女性が一人暮らしをしていたが、10年以上前に出て行ったようだ。」「ガラスが割れ、全体

的にも相当傷んでおり危険なのでどうにかしたいが、身寄りがいるのかどうかも分からず連

絡のとりようがない。」といった状況である。

　抵当権などもついていないので金融機関などの申立てによる競売は考えられない。特定空

家等と認定して略式代執行をするのもひとつの方法だが、本来は所有者または遺族が費用を

かけて処理するべきものであり、費用回収が厳しく結果として公金でまかなうことになりが

ちであるという点で、市民の理解を得るのもなかなか難しい。当然のことながら予算にも限

りがあり、費用対効果や周辺住民の生活環境などから複合的に検討していかなければならな

い。

８．小結
　アンケート調査の結果と摂津市での具体的な実例により、やはり相続時の登記手続きがス

ムーズに済んでいるかどうかが、その家の今後をはかるポイントになっていることが分かる。

　戸籍・相続人調査や相続代表者の指定・賦課替えなどはすべて、所有者が死亡しても登記
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の変更がない場合、つまり相続時の登記手続きがスムーズに済んでいない場合に必要となっ

てくる作業である。相続人がきちんとその旨の登記を済ませていれば、こういった作業は一

切必要ない。

　しかし、現状では権利に関する不動産登記は義務付けられておらず、任意制となっている。

特に先祖代々からの土地に対する意識は、家督制度が活きていた時代から大きく変わってお

り、金銭的な負担を考え、登記に手を加えないケースの深刻さが報告されている。

　公益財団法人東京財団は、司法書士への委託費や登録免許税など登記の変更にかかる諸経

費は最低でも約20万円、祖父母の死亡後変更していなかった登記を孫の名義に変更するとし

たら50万円を超えると試算する。またこれに伴う手続きの煩雑さを加味すると、「現在の土

地法制及びその運用がこのまま継続されていった場合、土地の管理放棄や権利放置は次第に

拡大していくおそれがある。」という（参考④）。そして、土地に対する管理放棄や権利放置

はもちろん、その上に建つ家屋への管理放棄や権利放置と無関係ではないだろう。

　なかでも特に深刻なのは、外国籍の名義人が関わる滞納・死亡案件である。投資目的な 

ど、外国人による不動産取引は増加の傾向にあるが、資産運用がうまくいかず、国税・地方

税滞納によりその物件が差押になった場合、その後はどうなるだろうか。

　一般的な案件であれば、差押執行後も納付がなければやむを得ず公売することもあるし、

抵当権者によって競売になることもある。公売・競売後、納付の意思がなく他に差押すべき

財産もなければ執行停止となる一方、その後に課税される分は新しい納税義務者のもとで完

納となることが期待される。しかし、こと外国籍の所有者が関わる滞納・死亡案件について

は、こうした一般的な案件の辿るスムーズな道筋が見えてこない。まして、投資目的という

ことで本人が日本国内に居住していない場合はなおさらである。税収の確保・公平公正な賦

課徴収という観点にそぐわないばかりか、管理を放棄された物件が空き家となっていくこと

は言うまでもない。

第３章　考察と提言
　これまで20近くに上る個別の設問を積み上げてきたが、最後に総合的な問いかけを行った

（設問Ｒ）。「空き家として放置され、固定資産税が滞納となるケースについてお伺いします。

法定相続人が数世代数十人に及ぶなど調査に限界があったり、代表者にしか納税通知書・督

促状を発送していないため共有者の差押ができなかったりと、賦課徴収の実務上で苦慮して

いる点について自由にご回答ください。」というものである。どの市町村も同じような悩み

を抱えているようであり、代表的な回答を以下に挙げていく。

＊相続に関して、調査に膨大な時間がかかる。 

＊相続の開始から相当の年月を経過していると、相続人調査ができないことがある。
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＊登記名義人の生死不明・戸籍不明のものはどうしようもない。

＊所有者が外国籍である場合、領事館等での照会が必要となるので実務上はなかなか対応で

きていない。

＊共有代表者以外にも納税通知書・督促状を発送できるよう、滞納管理システムの改修が必

要である。

　特に印象的なのは、「共有者多数・不明の場合、何らかの立法措置が必要と思われる。」「イ

レギュラーな案件では課税に際して特例を適用できるようにするなど、国会で審議してほし

い。」という声である。一定の条件を備える案件については、市町村の裁量で課税保留をし

たり、より簡単に課税したりすることが認められないものかということだろう。相続が絡む

案件について、徴税吏員として四苦八苦した経験をもつ執筆担当者もまったく同感だ。現行

の戸籍・住民票制度や登記の在り方は、市税賦課徴収の観点からも空き家問題の観点からも、

実務の現状とあまりにも乖
か い

離
り

している。空き家の増加、所有者不明の土地の拡大、税源の喪

失などを奨励していると言っても過言ではない。

　たとえば、すべての納税義務者を特定することが難しい場合、相続人全員を特定するまで

もなく、そのうち任意の数名に課税して差し支えないという規定を設けるのはどうだろうか。

また、そのなかでも年税額が一定以下の場合は、市町村の裁量で課税保留として扱って差し

支えないということになれば、現状に比べて格段に効率的である。

　このことは、相続権のある遺族が次々に家庭裁判所で相続放棄の申述を行い、これが受理

された場合など、相続人が不在となったケースについても同様である。現行の制度では、相

続財産管理人選任申立てをすることとなっているが、案件のなかには当然、これにそぐわな

いものも存在する。年税額が極端に少額である案件や、競売でも入札が見込めないような案

件の一つひとつに至るまですべて、現行の規定どおり相続財産管理人選任申立てをするとい

うのは効率的ではない。やはり、年税額が一定以下の場合は、市町村の裁量で課税保留とし

て扱っていくのが現実的である。

　併せて、これ以上の新たな空き家の発生を防ぐためには、相続の際の手続きも含めて租税

教育の充実をはかり、登記や納税の確実な履行につなげるという長期的な視点が必要である。

いずれにせよ、国で統一した審議を行い、制度や運用の面で思い切った改正を行っていく時

期にきているのではないだろうか。

おわりに
　以上、税務と空き家に関わる諸問題についてのアンケート調査を通じ、その現状を確認し

てきた。

　課税課の回答からは、空家対策特措法により空き家対策担当部署からの照会の機会が増え
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たことがうかがえる。これまで、徴税吏員以外の者と税情報を共有することは厳禁とされて

きたので、徴税吏員として抵抗を覚える場面もあるだろう。本研究会のなかでも「税務担当

課は一切情報を提供してくれない、とりつくしまがない。」といった声が聞かれた。しかし、

市税の賦課徴収にあたって強力な調査権を持つ徴税吏員と異なり（地方税法20条の11、国税

徴収法141条）、それ以外の者では情報の取得に使える手段が限られている。空家対策特措法

10条のもとでは、限定された内容の情報提供をするのは法的義務である。必要限度内の情報

については適切に提供するという認識を大切に、全庁的な空き家対策に取り組んでいただき

たい。より慎重な対応を目指すのであれば、まずは徴税吏員が所有者や遺族に連絡をとり、

相手方の了承を得た上で空き家対策担当課へ引き継ぐというのもひとつの方法である。

　また、所有者の死亡を把握した場合には速やかに遺族に連絡をとり、登記変更の必要性に

加え納税・空き家の管理義務があるということを伝えていくべきである。

　その一方、一定の時期を過ぎても登記の変更が認められない案件については賦課替えを行

い、納税通知書や督促状を共有者全員に発送していかなければならない。

　執筆担当者も、特定の案件については毎回手作業で全員分の督促状を出力し手書きの封筒

で発送していたが、１件１件に時間がかかった記憶がある。差押や公売を、しかるべき時期

に滞りなく実施していけるよう、納税通知書や督促状を共有者全員に発送するための、滞納

管理システム環境の確保が必要である。

　相続財産管理人選任の申立てについては、庁内での理解が得られず予算がつかないという

市町村もあるだろう。しかし、課税保留・死者課税の解消、滞納案件の完結、新たな税源の

確保（固定資産税のみならず、住民税や法人市民税なども）、空き家の解消など、この手続

きにより得られるものは大きい。清算の完了までに時間がかかるとしても、ある程度の費用

対効果が認められる案件については積極的な申立てが期待される。公平公正・適切な賦課徴

収の実現、空き家の解消という点において、最低限の費用で最大限の成果をもたらす公売に

ついても同様である。

　はじめに述べたように、日々の滞納整理事務において税務と空き家との密接な関連性を感

じるようになったことが、研究会参加のきっかけとなった。

　「どうして、この案件では長い間滞納となり、手がつけられていなかったのだろう。その

間に問題の空き家は近隣住民が当惑するほど老朽化し、庭の草木も荒れ放題になっていた。

しかも、賦課替えをして相続人に納税通知書を発送したら、納期限内に完納となったばかり

か新しい所有者の手にわたり、再生されるばかりとなっている。所有者の死亡を把握してす

ぐに対応できていれば、もっと早くに解決したのでは……。」という、ふとした思いの積み

重ねである。

　そしてこの研究を通じ、これが単なる思い付きではなく確信に変わった。
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空き家の放置は市税滞納のサインであり、適切な賦課替えは遺族に空き家の管理・納税義務

の理解を促す機会であり、相続財産管理人選任の申立てや公売は空き家・税務上の問題を同

時に解決する手段である。

　空家対策特措法により、各市町村では、協議会の設置や条例の整備など、慌ただしく対応

を進めていることだろう。もともと、担当部署単独ではなく全庁的に取り組んでこその空き

家対策である。そうした中で、税務担当課が果たす役割は大きい。空き家の抱える事情は千

差万別であり、どんな案件にも通用する魔法のような解決策は存在しないが、一定の案件に

は税務上のアプローチがことのほか有効であるというのもまた事実である。公平公正な賦課

徴収事務を通じ、ときには税務の範囲から一歩踏み込み、空き家対策の一端を担っていただ

きたいものである。

　最後に、２年間にわたりお世話になった先生方、そしてご多忙のなか今回のアンケート調

査にご協力くださった市町村の課税課・徴収担当課の皆様に感謝の意を表する。なお、アン

ケート調査の回答の集計は、別途各市町村に進呈した。日々の賦課徴収事務において、また

空き家問題解決の取り組みにおいて、なにがしかの参考になれば幸いである。

参考
① http://www.mlit.go.jp/common/001134497.pdf 

国土交通省 土地・建設産業局「平成27年度 不動産市場の国際化への対応調査業務　外国人対応に関

するアンケート調査」平成28年３月

② www.hrr.mlit.go.jp/kensei/machi/akiya/kaisai03/02_honsho.pdf

 国土交通省　住宅局住宅総合整備課「空き家の現状と問題について」平成26年８月26・27日

③ https://www.mlit.go.jp/common/001112700.pdf

 国土交通省「所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会」第７回　資料３

④ http://www.tkfd.or.jp/files/doc/2013-06.pdf

 公益財団法人　東京財団「国土の不明化・死蔵化の危機 ～失われる国土Ⅲ～」平成26年３月

後注：公売にあたり事前の不動産鑑定は法律上の義務ではないが、適切な見積価格決定のためとして導入

する市町村は多い。
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空き家対策研究会各班報告に対する講評

上智大学法科大学院

教授　北村　喜宣

■政策班
１．研究の意義
　2015年５月26日に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「空家対

策特措法」という。）の実施状況については、国土交通省が、定期的に定点観測をしている。

それをみるかぎりでは、全体的には積極的な実施がされていると評しうる。本研究は、訪問

調査を通じて、統計数字の裏側にある市町村行政現場の実情を、同じ職員目線で明らかにす

る意義がある。

　さらに、２年間という研究期間は、研究員の目を、対症療法的な措置から計画的な措置へ

と拡げ、空家等対策計画の内容についても、実態を踏まえた提言ができるようにしている。

２．内容の評価
　宇都宮市条例に関しては、空家対策特措法制定後に一部改正されたにもかかわらず、対象

となる「空き家」に関して、同法の「空家等」との関係が不明確なままに放置されている事

実が確認された。それにもかかわらず、空家対策特措法を適用するとしており（準用ではな

く直接適用である）、条例構成や条文確定にあたっての法制的な不十分さも確認された。ま 

た、住宅用地特例制度の適用除外効果があるがゆえに空家対策特措法14条２項勧告にはそれ

なりの効果があると期待されているところ、対応がされた事案とそうでない事案が確認され

た。

　行政代執行を実施した品川区に対する調査を通じては、建物と土地の所有者が異なる事案

において、住宅用地特例制度の適用除外効果が土地所有者にとって過大になるという評価が

されている。勧告事案においては、土地所有者から賃貸借契約解除・建物収去明渡請求訴訟

がスムーズに実施できるような仕組みの必要性が示唆されている。また、空家対策特措法以

前に制定された品川区条例であるため、現実には、空家対策特措法との二重規制状態が発生

しているという把握がされている。これを解消する必要性があることを品川区も認識してい

る点が確認されている。

　国土交通省の解釈によれば、長屋の住戸部分は、それだけでは空家対策特措法にいう「建

築物」に該当しない。このため、横出し措置を規定して、これに対応する法的根拠を設ける

条例が散見される。そのひとつである京都市条例の実施状況調査は、同様の必要性を感じて

いる市町村に、貴重な情報を提供する。
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　２年間の研究を通じて、放置空き家の利活用をしなければ、対症療法的措置に過重負担が

かかるだけであるという認識が得られている。これは、より広い視野で問題を捉えることの

重要性を示唆している。住民苦情は特定空家等に対するものが多いために、ともすればそう

した視野は忘れられがちである。

３．延長線上にあるテーマ
　宇都宮市条例が規制対象について空家対策特措法との関係をどのように理解していたのか

の整理は、今後に条例を制定・改正する市町村に対して、貴重な情報を提供するだろう。勧

告が奏功しない事案に関しては、空家対策特措法14条３項に移行することが想定されるが、

その判断は、全庁的組織によってなされる。相手方判明事案であるから、場合によっては同

法14条９項に基づく行政代執行に移行するが、当該特定空家等の状況や費用回収の見込みを

どのように評価して最終的判断がされるのか注目される。

　品川区は、条例改正を検討しているという。空家対策特措法を前提としつつ、それを利用

して独自の施策を展開するための条例改正の内容について、先行事例を踏まえて整理するよ

うな研究が考えられる。

　長屋の住戸部分に対して、京都市は，独自の横出し対応をし、空家対策特措法の関係規定

を準用する条例を制定した。同法14条10項の略式代執行規定は準用対象から外されているの

は、行政代執行法を解釈した結果であろうが、その妥当性については、検討を深める必要が

ある。

　空家等を特定空家等にしない取り組みは、どのような行政体制のもとで可能になるのだろ

うか。兼務職員が担当する例が大半の市町村現場において、目の前にある問題案件の処理と

並行して計画の作成を可能にする方法論が、実態調査を踏まえて検討されてよい。

■利活用班
１．研究の意義
　特定空家等への対応のいわば前後にあるのが、空家等の利活用および除却後の跡地利用で

ある。本研究は、これら施策について先駆的対応をしている６つの自治体への訪問調査を通

じて、とりわけ未然防止対策としての利活用の具体的あり方を提言するものである。社会的

状況を異にするそれぞれの自治体の対応の分析から、利活用政策に共通する課題が抽出され

る。

　個人財産ではあるが外部性を発生させるような空き家を地域の資産ととらえ、行政的介入

のあり方が模索される。空き家の消滅は不可能としつつも、その増加による地域住環境の劣

化を防止するためのコミュニティの条件などが示唆される。
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２．内容の評価
　調査対象となる自治体の状況を、「コミュニティ活性化」「地域振興」「定住・転入促進」「減

災・住環境整備」という共通の分析視角により要領よくとりまとめている。このような整理

の方法をとることにより、調査対象の実態を客観的に把握・分析することが可能になる。ヒ

アリング内容をたんに貼り付けるような記述に陥ることなく、比較の視点が得られるのであ

る。すぐれたアプローチというべきであろう。

　その成果として、「エリアマネジメントの発想」「空き家をポテンシャルのある社会資産と

とらえる整理」「防災・減災の観点からの跡地活用」「地域コミュニティの活動を促進する効

果的な経済手法」「行政と地域コミュニティとのネットワークの構築」といった内容が抽出

された。本研究の特徴は、そこにとどまることなく、もう一歩踏み込んで、関係情報を踏ま

えた３つの独自施策提案にある。

　「空き家の活用のための施策」としては、自治体への賃貸・売却による活用が提案される。

賃貸よりも売却傾向が強いのは、保持・所有に対する意欲が低下していることを推察させる。

この点に着目したのは、まさに自治体職員目線での研究であるためである。ひとつの可能性

が示されている。

　「ロジックモデル構築」によって、空家対策特措法の実施戦略が明確にされている。おそ

らく、その内容は、空家等対策計画に盛り込まれるのであろう。資源は予算の内容は、自治

体によって大きく異なる。空家対策特措法の規定内容は全国一律的であるが、それをどのよ

うに実施するかについては、自治体に大きな裁量がある。身の丈に合った実施のために、こ

うした方法論は重要である。

　「行政・所有者・地域・民間事業者とのネットワーク構築の必要性」では、パブリック

インボルブメントの活用が提案される。仕事を通じて痛感されているコミュニケーション

ギャップを空き家施策のなかでどのように克服するのか。ステークホルダーが積極的かつ継

続的に参加できるフォーラムの創設が必要と認識されている。

３．延長線上にあるテーマ
　自治体への賃貸・売却となれば、それを自治体がどのような政策枠組みのもとで受け止め

るのかが問題になる。とりわけ、普通財産であれ行政財産であれ財産として所有するとなる

と、維持管理のあり方を検討せざるをえない。ひとつの場所にまとまった戸数を新たに建設

するのではなく、個別の空き家は、地域に散在している。もっとも、地域の目でみれば、利

用価値の高い土地であったり建物であったりする。ミクロとマクロの両方の視点から、利用

に関する方針や計画をいかにたてるかが、研究課題として把握できる。

　空家対策特措法６条２項においては、空家等対策計画に規定すべき９つの事項が並列的に

列挙されている。ロジックモデルを意識した作業をすることによって、平板な記述に陥るこ
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となく、まさに戦略的な空き家対策の実施のためのシナリオづくりが可能になるように思わ

れる。

　コミュニケーションギャップを埋めるフォーラムの運営方法について、いくつかの事例を

踏まえた検討が必要である。効果的な運用をしている事例からその条件を抽出すれば、汎用

性のある提案へと結びつけることができる。

■税務班
１．研究の意義
　空家対策特措法の成果のひとつとして行政現場で認識されているのは、同法10条が、一定

範囲の固定資産税情報の利用を明文で可能にしたことである。その前提には、固定資産税情

報の正確性がある。また、自治体において、税務部署は、様々な施策からはやや超然として、

黙々と実務をこなすという印象が持たれている。空家対策特措法の実施にあたって、税務部

署はどのように対応をしているのだろうか。

　本研究は、大阪市と堺市を除く大阪府内41市町村の課税担当および徴税担当に対して、空

き家と税務の関係について実施したアンケート調査およびその結果の分析である。筆者の知

る限り、こうした観点からの調査は日本初であり、空家対策特措法の実施過程研究に対して

大きなインパクトを与えるように思われる。

２．内容の評価
　アンケート調査に対して、一般に、税務担当部局は協力的ではないように思われる。しか

し、研究員の努力により、相続が発生した場合における大阪府内市町村の行政対応実態が明

らかにされたことは、それ自体で大きな意義を有する。

　本研究が明らかにする衝撃的事実のひとつは、課税担当においても、正確な相続関係の把

握は困難な作業であり、やむを得ず課税保留や死者課税がされている場合があることである。

相続代表者の指定や賦課替えを通じて、適正な納税を確保しようとする実務がある一方で、

こうした不適正な運用をせざるを得ない状況が存在しているのである。法定相続人全員が相

続放棄をした案件について65％の市町村が課税保留や死者課税を選択しているという実務は

深刻である。さらに、問題空き家と認識される案件の多くにおいて、固定資産税の滞納がみ

られたというのも、重要な指摘である。

　適正な課税をすることが、空家対策特措法の対象となる特定空家等の発生を未然に防止す

る方策であるという関係が浮かび上がる。共有者である相続人が相続の事実を知らないでい

るケースも少なくないところ、その事実を把握して督促状を送付することで当該不動産の売

却につながったという事例は、適正課税のための地道な努力の重要性を改めて示してくれる。

　外国籍者による不動産所有に起因する問題点も、明らかになった。国内に所在しない以上、
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たしかに、「一般行政職に過ぎない市町村職員では、処理に限界がある」のであるが、だか

らといって、空家対策特措法上は対応しなくてもよいとはなっていない。悩ましい点であ 

る。

　大阪府内市町村の税務現場の「生の声」を集めて分析した本研究は、空家対策特措法との

関係を超えて、自治体税務行政に対する重要な知見を提供している。

３．延長線上にあるテーマ
　相続法と税務とは、当然にはリンクするものではない。税務は、相続によって確定した権

利関係を前提にして、適正課税をするにすぎないのである。しかし、相続関係の複雑化が適

正課税を困難にしている実態がある。権利関係の整序は、空き家法制を超えた重要課題であ

るし、今後の日本社会を考えた場合、国レベルで検討されるべき喫緊の課題でもある。

　全国的にみて、大阪府の状況は特殊なのだろうか。同様の調査フレームを用いて、他の都

道府県においても調査がされることを期待したい。一方、大阪府内市町村においては、本研

究によって明らかになった事実にどう対応するのかが注目される。空き家対策からのアプ

ローチではあったが、本研究は、税務行政について、「寝た子を起こした」のかもしれない。

　特定空家等への移行を未然防止することは、空き家行政における重要な課題である。市税

滞納状況、土地家屋状況、所有者情報をクロスさせることにより、特定空家等になりそうな

案件を早期に把握して、関係課がそれぞれの観点からアプローチすることの重要性が示唆さ

れている。所有者は当該自治体内に在住しているわけでは必ずしもないため、正確な相続関

係の把握のための全国的なネットワークづくりも必要である。
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