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要旨

空き家対策には、問題のある空き家の除却と、まだ活用し得る空き家の有効利用という
二つの方向性がある。本稿では、これら二つの方向性の施策について、最新の事例を分析
した上、今後の課題について検討した。
問題空き家の除却については、空き家管理条例の制定が進み、空き家対策法案も制定さ
れる見込みとなっており、今後も所有者による自主的撤去を促すのが基本となる。しかし、
近い将来、所有者不明の空き家が急速に増えていくことが予想されるため、そうした物件
を迅速に撤去し得る法的手段を整備していく必要がある。この問題は最終的には、人口減
少下で今後も居住地として存続させるエリアについて、居住環境を維持するために、危険
かつ所有者による自発的な解体が期待できない空き家について、どれだけ費用を投入して
解体していくかという問題に発展していく可能性が高い。
利活用促進についても、今後の市街地縮減（コンパクトシティ化）の必要性を考慮すれ
ば、すべての空き家を活かすことは不可能で、利活用できるエリアは自ずと絞られていく
ことになる。利活用のための財政支援は、そうしたエリアに重点的に投じていくことで居
住者を呼び込んだり、空き家を活用した起業を促すなど地域活性化と同時に進めていくこ
とが効果的と考えられる。また、家賃補助を講じることで、空き家を公営住宅の代わりと
して活用していくことも有効である。
キーワード：空き家管理条例、空き家対策法案、空き家バンク、コンパクトシティ
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はじめに
空き家の増加が、地方、都市部を問わず深刻な問題になっているが、「空き家対策法案」

の今通常国会への提出が予定され、また 7 月には、5 年に 1 回の統計である総務省「住宅・
土地統計調査」の 2013 年時点の結果が発表されて最新の空き家率が判明する予定になって
いるなど、2014 年度は今後の空き家対策を考えていく上で、重要な節目になると考えられ
る。
空き家対策法案は、ここ数年、全国の自治体が相次いで制定している空き家管理条例
（2013 年 10 月 1 日時点で 272 自治体が施行、国土交通省調べ）の内容、すなわち、問題
空き家に対して指導、勧告、命令（命令に従わない場合は罰金）
、行政代執行の措置をとる
などの規定を、法律レベルでも明確に定めるとともに、条例では規定しにくかった内容も
盛り込むことで（所有者がわからない場合でも代執行を行えるようにするなど）
、問題空き
家の除却を進めていこうとするものである。老朽化して危険な状態になっている空き家の
除却は、全国で喫緊の課題となっている。
一方、空き家率は 2008 年時点で全国で 13.1％に達したが、その後の人口減少を受け、７
月に発表される最新の統計では、とりわけ地方において上昇が顕著になっていると予想さ
れる。空き家率の上昇に伴い、中古住宅の利活用についても、自治体、国とも本格的に取
り組んでいく必要に迫られると考えられる。地方では人口減少に悩む地域を中心に、空き
家の売却や賃貸を仲立ちする「空き家バンク」を設置することで、空き家の利活用促進を
図ってきた。昨年度は、駆け込み需要で新築市場が活況を呈したが、今後は、中古市場を
より活性化させることで、空き家のまま放置されることを未然に防いでいくことがより一
層重要になると考えられる。
本稿では、空き家対策の二つの方向性、問題空き家の除却と、まだ活用し得る空き家の
有効利用のそれぞれについて、最新の動向を紹介しつつ、今後の課題について考えていく。
空き家の実態や空き家対策に関する報告はすでに、米山（2012）
、米山（2013）で行ってい
るが、本稿はそれ以降に得られた最新の情報や事例に基づいて書かれている。本稿の構成
は以下の通りである。2 では、空き家管理条例を中心に、空き家撤去促進策の現状と課題に
ついて考える。3 では、空き家バンクや各種の助成措置など空き家利活用促進策の現状と課
題について分析する。併せて空き家関連ビジネスについても述べる。4 では、これらをまと
め、今後必要な空き家対策について考察する。
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空き家の撤去促進策
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2.1 空き家管理条例の制定状況
問題空き家の除却については、自治体は、空き家管理条例を制定することなどで対応を
急いでいる。空き家管理条例の制定・施行状況には地域差が大きく、半数以上の自治体が
施行している都道府県は、佐賀（70％）、秋田（64％）、山形（60％）、山口（58％）の 4
県である（図表 1）
。施行率が高い都道府県は、人口減少で空き家増加が著しい地域や、豪
雪で空き家が倒壊の危険に瀕している地域、あるいは都市部で空き家率は高くはないが、
住宅が密集し、問題空き家が 1 軒でも存在すると、近隣への悪影響が大きい地域が含まれ
ている。一方、施行時期をみると、2012 年度施行が 74 件（全体の 27％）、2013 年度施行
が 122 件（同 45％）と、最近になって制定・施行が急速に広がっていることがわかる（図
表 2）
。

図表1 空き家管理条例の施行率（全自治体に占める割合）
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（出所）国土交通省・すまいづくりまちづくりセンター連合会「空き家住宅情報 地方公共団体等による取
り組み事例」 により作成
（注）1.全自治体に占める、空き家管理条例の施行済みの自治体の割合。2013年10月1日時点で施行済みの
条例が対象
2.和歌山県の施行済み自治体数は1つであるが、県が条例を施行
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図表2 空き家管理条例の施行数
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（出所）国土交通省・すまいづくりまちづくりセンター連合会「空き家住宅情報 地方公共団
体等による取り組み事例」により作成
（注）2013年10月1日時点で施行済みの条例が対象

2.2 初期の空き家管理条例─景観、環境関係の条例
このように自治体は条例の制定によって空き家対策を急いでいるが、この背景には、既
存の法律では対処しにくいことがある。建築基準法では、既存不適格（建築された時点で
は適法だったが、その後の法令変更により違法となったもの）で、著しく保安上危険また
は衛生上有害であるものについては、所有者に建築物の除却などの措置を命ずることがで
き、これを履行しない場合、行政代執行できるとされている（第 10 条）。しかし、その要
件が明確でなく、除却する場合も必要最小限の範囲に限られる。
自治体が条例の制定によって空き家問題に対応する場合には、景観関係や環境関係の条
例で定めるケースのほか、新たに空き家対策のための条例を定めるケースがある。
景観関係の条例としては、北海道のニセコ町の「ニセコ町景観条例」
（2004 年 10 月施行）
がある。景観を阻害していると認められる場合は、所有者に指導、勧告、命令ができると
し、これに従わない場合は、代執行できるとしている。環境関連の条例では、千葉県勝浦
市が「勝浦市きれいで住み良い環境づくり条例」
（2003 年４月施行）で、廃屋、雑草が著し
く不適正な管理状態にある場合、指導、勧告、命令ができるとしている。
2.3 空き家を直接的なターゲットにした条例
景観や環境関連の条例は早くからあったが、最近制定されているのはもっぱら、空き家
を直接的なターゲットとした条例である。
その先駆的な条例が、埼玉県所沢市の「所沢市空き家等の適正管理に関する条例」
（2010
年 10 月施行）である。この条例では、所有者に適正管理を義務付けるとともに、実態調査
を行い、所有者に助言・指導、勧告、命令できるとしている。改善されない場合は、所有
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者名を公表する。
一方、東京都足立区は、都内で初めての空き家対策の条例である「足立区老朽家屋等の
適正管理に関する条例」
（2011 年 11 月施行）を制定した。危険な状態にある建物があった
場合、実態調査を行い、指導、勧告できるとしている。足立区の条例の特徴は、勧告によ
って建物を解体する場合、100 万円を上限に工事費の半額が助成されるという点にある。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うえ、例えば、
剥がれかけの外壁を除去するなど、必要最低限度の処置（緊急安全措置）を行うことがで
きるとしている。
一方、雪国では、大雪で空き家が倒壊する恐れが強まっていることから、雪下ろしの実
施を主な目的とした条例が設定された。秋田県大仙市の「大仙市空き家等の適正管理の関
する条例」
（2012 年 1 月施行）は、実態調査を行い、危険度が高いと判断された場合には
雪下ろしや建物の解体・撤去の助言、指導、勧告を行うとした。勧告に従わない場合は命
令を下し、それでも応じない場合は所有者名を公表する。さらに、代執行も可能にするこ
とを盛り込み、助言などにしたがった場合には、費用の一部を助成できることとした（図
表 3）
。大仙市ではこれまでに、13 軒ほどの代執行を行っている。

図表 3 大仙市空き家等の適正管理に関する条例

（出所）国土交通省・すまいづくりまちづくりセンター連合会「空き家住宅情報 地方公共団体等による取り組み事例」
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2.4 広がる条例のバリエーション
これらの先駆的な条例が一定の効果があるとの認識が高まった 2012 年度以降、空き家管
理条例の制定・施行が急速に広がっていった。現在では、直面する課題に応じ、様々な規
定を設ける条例が登場するに至っている。
最近、増えているのは、行政代執行の規定を設ける条例である。272 の自治体の条例のう
ち、勧告の規定を設けている自治体は 93％、命令は 84％、公表は 77％に達する一方、行
政代執行は 49％と約半数であるが（図表 4）
、2012 年度以降に施行された条例に限れば、
行政代執行の規定を設けた自治体は 56％となる。ただ、行政代執行を発動する場合には、
その費用を所有者に請求するにしても、一時的には行政が肩代わりせざるを得ない状況と
なるが、そもそも所有者は撤去に多額の費用がかかるため放置している場合も多く、行政
代執行には、最終的に費用を回収できなくリスクがあるという問題も大きい。実際、大仙
市ではこれまで 600 万円余りの解体費用が回収できていない。行政代執行は、大仙市のよ
うに実際に発動するのはレアケースと考えられるが、最悪の場合、代執行もあり得るとの
姿勢を示すことで、空き家がそのまま放置されることの抑止力としての効果を期待して、
設けている自治体が増えている。
このほか特徴的な事例としては、所有者がわからなくなっている事案に積極的に対応す
る事例である。行政代執行では、命令対象者がわからない場合（不確知事案）はお手上げ
となるが、山口県山陽小野田市の条例（2013 年 1 月施行）では、不確知事案でも、放置す
ることが著しく公益に反する場合には、代執行できるとした。ただし、この場合、当然の

図表4 空き家管理条例の内容
（各措置を規定している自治体の割合）
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（出所）国土交通省・すまいづくりまちづくりセンター連合会「空き家住宅
情報 地方公共団体等による取り組み事例」により作成
（注）2013年10月1日時点で施行済みの条例が対象
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ことながら、代執行しても費用回収の可能性は低くならざるを得ない。このように山陽小
野田市の事例はあるものの、一般には、こうした規定を条例で設けることは困難と考えら
れている（行政代執行法の例外は、法律によってのみ規定できると解されている）。一方、
埼玉県蕨市の条例（2013 年 4 月施行）では、空き家で相続人不存在時の場合には、市が相
続財産管理人選任の手続きを行えるとした。
このほか、緊急対応のための規定を設けた例もある。京都市の条例（2014 年 4 月施行）
では、人の生命や財産に影響が及ぶような緊急的な場合、市が必要最小限の措置を行うこ
とができるとした。所有者の同意なしに、市の判断できる緊急対応であるが、費用は後に
所有者に請求することになる。
一方、空き家所有者を特定する場合に、登記情報からたどれなくても固定資産税の課税
情報からわかる場合があるが、税情報をその目的以外に使用することは禁じられている。
目的外使用を行う場合には、個人情報保護審議会の諮問を得る必要があり、実際に札幌市
では「市民の利益になり適切」との諮問を得て活用した例がある。しかしこうした手続き
をとることは容易ではない。このため、京都市の条例では、所有者特定の目的で課税情報
を目的外使用できるとの規定を設けた。
東京都豊島区の条例（2014 年 7 月施行）では、空き家予備軍を減らす目的の規定が設け
られたことで注目される。建築確認の制度が変わった 1999 年以前の木造住宅 2 階建てなど
は、7 割以上が完了検査済み証を取得しておらず、これが売却、賃貸物件化の障害となり、
空き家になった場合、放置される恐れがある。これに対応するため、1999 年以前に建てら
れた木造住宅 2 階建て以下の住宅について、所有者の依頼を受け、区が工事着手時の法令
に適合しているか否かを検査する規定を設けた。建築確認済み証、設計図書などが必要で、
費用は 1 万 1 千～2 万 3 千円を要する。適合していた場合には適合通知を発行するが、適合
していない場合、助言する専門家を派遣したり、木造建物密集地域のケースでは撤去費用
を補助したりして、修繕や解体、売却に踏み切る後押しをする（空き家のまま放置される
予備軍を減らす）
。豊島区の条例では、通常の空き家管理条例にある、指導・勧告・命令の
規定もあるが、空き家予備軍への対応も含まれているため、
「建物等の適正な維持管理を促
進する条例」という名称になっている。
以上述べてきた条例はすべて、空き家対策を、条例に盛り込んだ規定によって実現しよ
うとするタイプであるが、これ以外に、建築基準法第 10 条の規定を適用するにあたって必
要な事項を規定することで、空き家対策を行うとする条例もある（建築基準法第 10 条活用
タイプの条例）
。千葉県市川市の条例（2013 年 1 月施行）がそれである。前述したように、
建築基準法 10 条を適用できるのは、既存不適格物件で、保安上著しく危険である場合であ
るが、どのような場合に適用可能かは明確にされていない。市川市では、市内で把握した
空き家は既存不適格物件であったことから、条例で建築基準法 10 条を適用できる要件を規
定するとともに、そのほか同法がカバーしていない内容も盛り込むことで対応した。長崎
県長崎市（2013 年 7 月施行）
、佐世保市（2013 年 1 月施行）も、建築基準法第 10 条活用
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タイプの条例を持っている。

2.5

空き家対策法案と固定資産税の住宅用地特例

空き家対策条例の制定が急速に広がっていることから、同様の法律も整備しなければな
らないとの認識が高まり、空き家対策議員連盟（会長：宮路和明衆院議員）が議員立法に
より、空き家対策法案を今通常国会に提出することを予定している。条例で盛り込まれて
いる内容、すなわち、自治体に立ち入り調査権を認め、問題空き家（法律では「特定空き
家」と呼ばれる）に対し、指導、勧告、命令（命令に従わない場合は罰金）
、行政代執行の
措置をとることができることを、法律レベルでも明確に定めるとともに、条例で規定した
一部の事例はあるものの、一般には条例では規定されてこなかった内容（固定資産税情報
の目的外使用、行政代執行における不確知事案への対応など）も盛り込むことで、問題空
き家の除却を進めていこうとするものである。
空き家対策法案では、当初は、空き家を取り壊し更地にした場合に、固定資産税の住宅
用地特例が適用されなくなり、固定資産税が 3～6 倍にはねあがるため、老朽化して危険に
なった状態でもそのまま放置される要因になっているという問題にも踏み込もうとしてい
た。住宅用地特例とは、住宅が建っている場合、課税標準が 6 分の 1 になるという措置で
ある（200 ㎡以下の場合、200 ㎡以上の部分については 3 分の 1）
。しかし、住宅用地特例
の扱いは総務省などとの調整がつかず、法案には明確な形では盛り込まれなかった。住宅
用地特例の扱いについては、自治体レベルではこれまで三つの方向性が出ている。
第一は、老朽化して危険な状態になるなど明らかに住むことができず、「居住の用に供す
る」状態でなくなっている場合には、住宅用地特例を適用するのはおかしいため、特例を
はずすという対応である。そもそも住宅用地特例は、居住の用に供する住宅に適用すると
されている。富山市では、2012 年度からそのような状態にある住宅については、住宅用地
特例を解除している（2013 年度は 12 軒が対象）。こうした措置をとれば、特例を受け続け
ようと思う場合には、改修するインセンティブが与えられる。あるいは更地と同じ税額に
なるため解体しても良いと思うか、税金を払えない場合には売却しようと思うかもしれな
い。しかし、解体する場合には費用がかかり、売ろうにも売れない場合もあるため、放置
されているケースが多いという。富山市の場合は、住宅用地特例の解除は、あくまでも課
税の適正化が目的ということだが、副次的に空き家撤去が進むという効果は生まれてない
ようである。
第二は、老朽化して危険な状態になった住宅は、特例は解除するが、撤去を促すため、
一定期間の猶予を与えるというものである。この事例としては、新潟県見附市の事例があ
る。見附市では、
「老朽危険家屋」と認定されたものについては、特例の適用を解除するが、
緊急時（台風で空き家の屋根が飛散しそうな状態になるなど）に市が行う安全措置に対す
る同意書を提出すれば、特例の適用解除を 2 年間猶予することとした。2 年の間で、空き家
の撤去を進めることを期待するもので、適用解除の猶予は、解体費用に対する一種の補助
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金の性質を持っている。2013 年 1 月に、第 1 号として、すでに撤去を行った家主から適用
解除の猶予の申請があった。同様の措置は、富山県立山町でも実施する方針である。
こうした仕組みは、老朽危険家屋と認定されたものの除却を促すという点では一定の効
果があると考えられる。しかしその一方で、住宅用地の特例を受け続けるために、老朽危
険家屋と認定されない程度の維持管理にとどめておこうとする所有者が出てくることも予
想されるため、こうした空き家に対しては別途対策が必要と思われる（例えば、売却・賃
貸化した場合のインセンティブ）
。
第三は、空き家のあったスペースを公園など公共スペースとして活用する場合に限り、
固定資産税を減免するというもので、これによって空き家の撤去を促すことを意図してい
る。こうした事例としては、福井県越前市（空き家の撤去費を補助した上、更地の 10 年間
の無償貸与を受け、公園等として利用）
、神戸市（200 ㎡以上の遊休地の無償貸与（概ね 3
年以上）を受け、市民公園として利用）、東京都文京区（区の負担で空き家を撤去した上、
無償貸与を受け、公共目的で利用）などがある。ただし、こうした活用が可能なスペース
は、現実問題として限られるという問題がある。
空き家対策議員連盟では、これらのうち第二の方策に近い、特定空き家を自主的に撤去
した場合に、住宅用地特例の解除を 3 年間猶予することを主張したが、固定資産税の軽減
措置になるため、調整がつかなかった。住宅用地特例の存在は、現に空き家撤去の障害と
なっているため、今後は、年末の税制改正でどのような扱いになるかが焦点になる。
ただし、この問題については、ここまで住宅用地特例を存続させることを前提として議
論してきたが、そもそも、住宅建設促進の目的で導入された住宅用地特例が、今後も必要
なのかという議論もあり得る。現在では住宅が充足しており、中古住宅を安く購入する機
会も増えているという点を考えても、固定資産税の負担を特に低くするという意義は失わ
れつつある。こうした点を考慮すると、将来的には、住宅が建っている場合と更地の場合
の固定資産税の格差をなくしていくという選択肢もあり得る。
住宅用地特例を廃止する場合、住宅が建っている場合と更地の場合の固定資産税の格差
を段階的に縮小していくことが考えられるが、これを実施する場合、課税標準をどのレベ
ルに収束させるかという問題が残る。仮に更地レベルに合わせるとすると、現に住宅用地
特例を受けているすべての所有者が増税となる一方、住宅用地特例レベルに合わせるとす
ると、大幅な減収となるため、行政にとっては受け入れ難いものとなる。どのレベルに合
わせるかの結論はすぐに出せそうにない。
住宅用地特例の問題ですぐにできそうな施策は、新潟県見附市タイプの施策であり、空
き家対策議員連盟でもそうした方向の施策を主張したのは、施策の実現性という点で理解
できる。

2.6

所有者不明の場合の対応

空き家対策法案では固定資産税の取り扱いが先送りされたが、このほか、所有者がいな
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い場合の対応に踏み込んでいない点も問題である。相続放棄がなされ、相続人不存在時の
手続きとしては、利害関係人または検察官が家庭裁判所に相続財産管理人の申し立てを行
い、その後、家庭裁判所で弁護士や司法書士を相続財産管理人として選定する。この場合、
固定資産税が課税されているため、市町村が利害関係人となり得る。ただし、裁判所に申
し立てをする場合、予納金（数十万円）が必要になるが、売却しても予納金が回収できな
いケースもある
一方、相続放棄した人の管理義務は、相続財産管理人の選任申し立てをし、家庭裁判所
が選定するまでの期間のみとなる（相続放棄後、すぐに申し立てをする場合を想定）
。相続
放棄して長い時間が経った場合の管理義務があるかというと、ないと解されており、この
間に危険な状態になった場合の対応に窮することになる。
市が相続財産管理人の選定に動けるという点は、前述のように蕨市が条例に規定してお
り、危険な状態になった場合に同意なしに動けるという点は、京都市が条例で規定してい
る。しかし、いずれも費用が回収できるかどうかは微妙である。また、空き家対策法案に
よって、不確知事案でも代執行ができるようになったとしても、やはり費用回収は難しい。
それでもまだ、こうした対応が必要な物件の数が限られているうちは、まだ行政による
対応が手続き的にも費用的にも可能でも、今後、人口減少に伴い、所有者不明の物件が大
量に発生した場合に、行政の対応力も限界に達すると考えられる。国土審議会（2011）お
よび国土交通省（2014）によれば、2050 年には、現在、居住している地域のうち 2 割が無
居住地域となり、また、相続人が不在で相続財産管理人を選定しなければならないケース
は、急速に増えていく（図表 5）
。
所有者不明の際の迅速な対応手段、また、その際に撤去が必要な場合の国による財政支
援が、今後ますます必要になってくる可能性が高い。大仙市ではこれまで行政代執行で 600
万円ほどが回収できていないほか、取り壊しのための助成金として 1,500 万円近くも支出
しており、その負担は極めて大きなものになっているという。
すべての危険な空き家を公費で解体することは不可能であるため、この問題は最終的に
は、人口減少下で今後も居住地として存続させるエリアについて、居住環境を維持するた
めに、危険かつ所有者による自発的な解体が期待できない空き家について、どれだけ費用
を投入して解体していくかという問題に発展していく可能性が高い。
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図表 5 相続人不存在の場合の財産管理人選任事件の推移と将来推計

（出所）国土審議会「第 3 回長期展望委員会資料」2011 年 2 月
（注）1.最高裁判所「司法統計年報」、最高裁資料をもとに、国土交通省作成
2.相続人が明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人等の請求に
より、相続財産管理人の選任手続きを行う件数を示したもの

2.7 相続放棄されていないケースでの公売
このように、所有者が不明な場合には、最終的には難しい課題に直面せざるを得ないが、
相続放棄されていないケースについては、固定資産税の滞納を武器に、積極的な対応に動
いている自治体もある。所有者死亡後、相続人が不明とされる場合でも、所有者の死亡と
同時に相続が発生しており、遺産分割協議や相続放棄がいない限り、相続人全員の共有物
となっている。不動産が複数人による共有名義の場合、固定資産税は連帯して納税義務を
負う。督促状を送り、一定期間経過しても納税がない場合、差し押さえができる。
福岡県宗像市では、空き家が適正に管理されていない場合には、早い段階で差し押さえ、
公売（強制執行）手続きを実施している。具体的には、相続人に文書や口頭で適正処理を
促しても改善されない場合、相続人全員に納税通知を行い、その後、持分ごとに差し押さ
えて公売手続きを進め、所有者を変える。落札されれば、新たな所有者は利用のため空き
家を補修したり、あるいは敷地を活用するため空き家を解体することが期待できる。ただ
し、このように公売に向け積極的に動けるのは、固定資産税を滞納しているケースで、し
かも売れる見込みが立っている場合である。宗像市でもこれまでの実績は 4 件あまりで、
こうした対応にも限界があることには変わりがない。
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3

空き家の利活用促進策
空き家の利活用促進策は、人口減少で悩む地方の自治体などを中心に、早くから空き家

バンクの設置を中心に進められてきた。空き家バンクとは、自治体が空き家の登録を募り、
ウェブ上で物件情報を公開するなどして、購入者や賃借人を探すというものである。これ
まで自治体が講じた空き家対策のうち、一番取り組んでいる割合の高い施策は、空き家バ
ンクである（図表 6）
。自治体は最近では、撤去促進策としての空き家管理条例の制定を急
いでいるが、それ以前から地方の自治体では、利活用促策として空き家バンクを設置して
きた経緯がある。空き家バンクを設けている自治体は、全国で 500 近く（2011 年 3 月時点
で 470 以上、国土交通省調べ）に達する。
3.1 空き家バンクの成功要因
しかし、空き家バンクへの物件登録、成約実績には空き家バンクによって差が大きい。
市町村が開設した空き家バンクでは、開設以来の累計成約件数が 0～10 件にとどまるもの
が 66％に達する（地域活性化センター（2010））
。空き家バンクを設置したものの、開店休
業状態のものが多いことを示している。
そうした中で、実績が出ている空き家バンクは、所有者による自発的な登録を待つだけ
ではなく、不動産業者や NPO、地域の協力員などと連携して、積極的に物件情報を収集し
ているものである。空き家バンクについて、その取り組み状況と、登録物件の増減の傾向
をクロス集計した分析（地域活性化センター（2010））によれば、「広報誌やホームページ
等で登録物件を募集する」という取り組みについては、登録物件が増加傾向にある空き家

図表6 空き家対策の取り組み状況
0
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（出所）国土交通省近畿地方整備局「住環境整備方策調査業務報告書」2012年3月
（注）複数回答
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64.0

バンクについても、減少傾向にある空き家バンクについても、取り組み状況には差がなか
った。こうした取り組みは、いずれの空き家バンクも 7 割以上が取り組んでおり、物件の
登録状況には差は出ていなかった。
一方、
「地元の不動産業者が蓄積している物件情報の活用や地域の企業・団体との連携」、
「地域の協力員との連携」
、「地域の巡回や所有者への問い合わせ」などの取り組みについ
ては、空き家バンクの中でも、登録物件が増加傾向にあるとするものの取り組み割合が高
かった。例えば、
「地元の不動産業者が蓄積している物件情報の活用や地域の企業・団体と
の連携」については、登録物件が増加傾向にある空き家バンクのうち 32％が取り組む一方、
登録物件が減少傾向にある空き家バンクでは 12％しか取り組んでいなかった。空き家バン
クが成功するためには、物件情報の収集について、こうした積極的な取り組みが必要にな
ることがわかる。
さらに、空き家バンクを見て問い合わせがあった場合、物件案内はもちろんのこと、生
活面や仕事面など様々な相談にも応じたり、先に移住した人と引き合わせたりするなどき
め細かな対応が必要になる。こうした対応は、自治体職員だけでは対応しきれないため、
NPO や地元の協力員、先に移住した人などとの連携が必要になる。空き家バンクの成約件
数が最も多い自治体は長野県佐久市であるが（2008 年度にスタートし、これまでの成約件
数は約 250 件）
、地元に相談員（先に移住した人を含む）を置くほか、東京にも推進員を置
いて、移住者受け入れに取り組んでいる。こうした体制作りのほか、移住者を引き付ける
ことのできる、地域の魅力を発信できているどうかも重要になる。佐久市の場合、訪問診
療への先進的な取り組みでなど知られる佐久総合病院を中心に、医療が充実している点は、
シニア層を引き付ける要因になっている。
3.2 空き家の売却・賃貸化のネック
一方、空き家を売却・賃貸化する場合に、空き家の所有者にとっては、何が問題となる
のだろうか。親の世代が亡くなって空き家となったケースがその典型であるが、しばしば
指摘されるのは、帰省した時の滞在・宿泊先や、従前から置いてあった仏壇や家財道具の
置き場所として引き続き利用している所有者が多いという点である。仏壇や家財道具の処
分には、手間がかかる上、心理的にもなかなか踏み切れない場合が多く、そのため空き家
として放置される期間が長くなりがちである。
また、賃貸に踏み切らない理由としては、いったん賃貸すると、返還を求めることが困
難であると考えている所有者も多い。確かに普通借家契約の場合はそうした恐れがあるが
（いったん結んだ賃貸契約は更新が原則で、正当事由がない限り、オーナー側から退去を
申し入れることはできない）
、現在は期限を区切って貸す定期借家の制度（原則、更新しな
いが、双方の希望があれば再契約可能。2000 年に導入）もあるため、こうした制度があま
り知られていないことにも問題がある。
過疎地で空き家の増加に悩む島根県江津市において、空き家所有者に空き家を貸し出す
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ための条件を聞いたところ（総務省自治行政局・島根県江津市（2007））、①空き家の修繕
費用を入居者が負担、②賃貸期間を 5～10 年に限定する場合、③仏壇や位牌の安置場所が
確保された場合をあげる所有者が多かった。
①は、自治体が改修費などの補助を行うことでクリアでき、②は定期借家を活用するこ
とでクリアできる。③は自治体で対応することは困難であり、所有者自身によって解決し
てもらうしかないが、所有者にも金銭的補助を与えることによって、売却・賃貸化に向け
て仏壇などを片付けるインセンティブをより高めるという方法も考えられる。以下では、
補助金も含めた自治体の空き家の活用策の最新動向をみていく。
3.3 空き家利活用促進のための支援措置
3.3.1

改修費・家賃補助

空き家バンクに登録された物件を、購入したり借りたりする場合に、改修費を補助する
自治体は多くある。これに対し福岡県は、2013 年 6 月に、空き家バンクの登録物件に限ら
ず、中古住宅一般の購入者に対して改修費用を補助するという、全国で初めての制度を創
設した。これは、県建築住宅センターによる住宅の性能調査（「住まいの健康診断」）を受
けた中古住宅を対象に、改修費用の 20%（最大 20 万円）を補助するものである。2013 度
は 120 戸（予算 2,400 万円）の枠が設けられた。この仕組みは県の施策であるが、中古住
宅の流通促進を図っていくためには、今後は国レベルでもこうした施策を講じていく必要
があると考えられる。
家賃補助の事例としては、大分市の事例がある。大分市では、高度成長期に造成された
郊外の一戸建ての団地（富士見が丘団地）が高齢化して、空き家が増えていることに対応
するため、同団地に子育て世帯（18 歳未満の構成員がいる世帯）が住む場合、家賃の 3 分
の２（上限 4 万円）を補助する仕組みを 2011 年度に設けた。これにより 7 世帯が入居し、
子どもも生まれた。また大分市では、これに続く施策として 2013 年度に、同市の空き家バ
ンクである「住み替え情報バンク」で中古住宅や空き地を購入した子育て世帯について、
固定資産税相当額（土地分）を 3 年間補助する仕組みを設けた。郊外型団地の空き家増加
に悩む自治体は多いため、注目される事例である。
家賃補助の事例としてもう一つ、横須賀市の事例をあげておく。横須賀市では市内の谷
戸地域（三方を山に囲まれ一方が開けている地域）と呼ばれる地域の高齢化と空き家の増
加に悩んでいた。同地域は、住宅まで階段を何段も登らなければならないなど、利便性が
高いとはいえない地域である。横須賀市では 2012 年度から、同地域に点在する空き家の活
用を促進するため、所有者に空き家の改修費用を補助するとともに、神奈川県立大学保健
福祉学部の学生にそこに住んでもらうため、家賃補助（1 万円/月）を行う仕組みを設けた。
学生は家賃補助を受ける代わりに、地域のための活動（買い物、ゴミ出し、地域パトロ
ール等）を行わなければならない。2012 年 10 月に 1 棟に学生 2 名がルームシェアを開始
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し、これまでに 2 棟に 5 名が住んでおり、2014 年度はさらに 1 棟追加する予定である。地
域で福祉を学ぶ学生を活用することで、高齢化した地域の見守りと空き家の活用を進めよ
うとするユニークな試みといえる。

3.3.2

移住促進策と空き家所有へのインセンティブ

一方、過疎地域では、移住者の呼び込みに熱心に取り組んでいる。大分県竹田市は、75
歳以上の住民の割合が 25.2%で全国 1 位（2010 年）となるなど、高齢化と人口減少が深刻
で、2009 年に「農村回帰宣言市」を提唱し、農村回帰支援センターの設置（移住者へのワ
ンストップサービス）
、改修費の補助（費用の 1/2、最大 100 万円）
、お試し暮らし助成金（最
大 6,000 円/1 人）
、集落支援員の配置（旧来の住民との橋渡し）等の移住促進策に取り組ん
できた。この中で特徴的な施策が、竹工芸・紙すき・陶芸などの分野で、空き家・空き店
舗を活用して起業する場合の補助制度（最大 100 万円）である。
移住者を募る場合にネックになるのが職の確保であるが、竹田市の仕組みは、地域の伝
統工芸である竹工芸や紙すき、陶芸などの分野で、既に手に職のある人にターゲットをし
ぼって移住してもらうことにより、この問題を解決しようというものである。すなわち、
職は用意できないので、最初から手に職を持った人に来てもらおうという発想に立つ施策
である。2013 年度には 10 人が補助を受け、このほか、空き家バンクを活用した移住者は
2012 年度までに 126 人に達している。竹田市はこうした取り組みが評価され、
『田舎暮ら
しの本』誌の「住みたい田舎ベストランキング」で 2013 年 6 位、2014 年 3 位となった。
また、竹田市では、移住者に提供する空き家の物件登録を増やすため、売却または貸し
出した場合、成約時に 10 万円を支給するという、空き家所有者へのインセンティブも創設
した。これにより、空き家バンクへの登録が増加する効果がみられたという。先に、空き
家所有者が物件を出し渋る要因として、仏壇や家財道具の存在があることを指摘したが、
これを自治体自らが処理することは困難であるものの、その代わり、このようなインセン
ティブを設けることにより、売却、賃貸化に踏み切る決断の後押しをすることは可能と考
えられる。
職は用意できないので、初めから手に職を持っている人に来てもらうという発想は、島
根県江津市でも共通している。江津市では、改修費の補助などを行うほか、働き場がない
なら最初から働き場を作り出すことのできる人材を誘致するため、ビジネスプランコンテ
ストを実施して人材を発掘したほか、インキュベーション施設（共同オフィス）を設置し
たり、UI ターン希望者と地元の人材が交流する NPO 法人「てごねっと石見」を設立した。
2006～12 年度の空き家の活用は 79 件、移住者は 194 人に達する。
このように、過疎地域の空き家の活用については、地域活性化を同時に達成しようとす
る仕組みが登場しており、成果も出始めている。
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3.3.3

空き家の公営住宅、公共的スペースとしての活用

空き家を公営住宅として活用する事例もある。茨城県ひたちなか市では、2009 年に老朽
化した市営住宅を廃止したが、財政面の制約から新規の市営住宅の建設は困難であった。
そこで、民間賃貸住宅の空き家（家賃 5 万円以内）に市営住宅入居資格がある市民が入居
した場合に、家賃の 1/2（上限 2 万円）を 5 年間補助することにより、市営住宅を補完する
事業を開始することとした。2010～14 年度で 100 戸の家賃補助を計画しており、2013 年
度までに 80 戸の補助を実施している。公営住宅は 1970 年代頃までに建築された物件が多
く、その老朽化と建て替え問題に直面する自治体が多いため、こうした取り組みは注目に
値する。
このほか、空き家を公共スペースとして活用する自治体は多い。例えば東京都世田谷区
では、
「地域共生のいえ」
、
「ふれあいの家」などの形で空き家を活用している。前者は、所
有者の好意により、空き家（室）を地域交流の場として開放する取り組みで、現在 15 ヵ所
ある（一般財団法人世田谷トラストまちづくりによる事業）
。後者は、所有者から寄付を受
けた空き家を、地域交流の場などとして活用するもので、現在 23 ヵ所ある（世田谷区社会
福祉協議会による事業）
。また、2013 年には、公益的な活用に限定して活用意思のある空き
家所有者を募集し、活用事例を紹介したり、活用意欲のある市民団体・NPO とのマッチン
グを行う相談窓口を設置した。このほか 2013 年には、
「世田谷らしい空き家等地域貢献活
用モデル」を募集し、①両親らとの死別を体験した子どもたちの支援に取り組む団体の活
動スペース、②異業種で仕事場を共有するコワーキングスペース、③認知症のお年寄りや
その家族が集まれるカフェを備えた交流拠点の 3 件が採択された（最大 200 万円助成）。
都市部の自治体では、空き家を活用するにしても、地方のように移住者を募るという方
向性ではなく、世田谷区のように、公共的な活用を促すという発想で進めている自治体は
多い。ただし、こうした公共的な活用は、地域で何軒も必要なわけではなく、空き家を活
用できる数としては限定的なものにとどまらざるを得ないという難点がある。
3.4 空き家関連ビジネス
3.4.1

空き家の発掘・仲介

一方、空き家の増加に伴い、近年は、民間企業による空き家を活用したビジネスも増え
てきた。
空き家管理代行サービスは、空き家の所有者から依頼を受けて空き家の通気や通水、屋
内清掃等を行うサービスである。地域の不動産業者（三好不動産（福岡市）
、山商リフォー
ムサービス（東京都足立区）など）や警備会社（ALSOK（東京都港区））が、こうしたビ
ジネスを立ち上げている。東急リバブル（東京都渋谷区）もこの 4 月に参入した。
料金は月 1 万円ほどで、不動産業者にとっては、管理代行によって空き家の所有者と信
頼関係を築くことができれば、将来的には売却等の仲介につなげられるとの期待から、こ
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うしたビジネスを行っている（管理代行単体では採算は見込みにくい）
。警備会社について
は、定期巡回等本来の警備業務のノウハウが活用できることからこうしたサービスに参入
している。ただし、現状では管理代行ビジネスの認知度は低く、利用は低調である。近隣
に迷惑をかけないよう、お金をかけてでも空き家の維持管理を行っていこうとする意識の
高い所有者はまだ少ない。
空き家の中でも立地条件や状態の良い物件を発掘して仲介したり、リフォームした上で
再販するビジネスも登場している。業者の中には、登記簿から空き家所有者を割り出し、
手紙を出すなどして流動化を働きかける積極的な業者もいる（福岡 R 不動産（福岡市）
）
。
また、シニアスタッフを配置して空き家情報を発掘し、成約した場合にスタッフに成功報
酬を支払う業者もいる（ハウスドゥ（東京都千代田区））。リフォームして再販するビジネ
スは、すでに都市部の中古マンションでは十分確立されており（最大手はインテリックス
（東京都渋谷区））
、一戸建てはまだこれからという状態であるが、最近では取り組む業者
が少しずつ出てきている（東急電鉄（東京都渋谷区）
、リビタ（東京都渋谷区）
、ポラス（埼
玉県越谷市）など）
。
3.4.2 シェアハウス
このほか、一戸建ての空き家では、空き家全体では借り手がつきにくいが、部屋貸しす
るシェアハウスの形態ならば家賃が安いため借り手がつきやすく、また、空き家所有者に
とっても 1 軒まるごと貸すよりは部屋貸しした場合のトータルの家賃収入が高くなるメリ
ットがあるため、シェアハウスに改修する例も増えている。分譲マンションの空室や利用
しなくなった社宅・寮などもシェアハウスとして活用可能で、近年の若者のシェアハウス
ブームの流れの中で、様々なタイプのシェアハウスが登場するに至っている。
このようにビジネスが十分成立し得る地域、物件においては、民間事業者による空き家
流動化の動きが出てきているが、過疎地などでは採算をとることが難しいため、空き家の
利活用を促すためには、前述のように、空き家バンクの設置や各種の支援措置など自治体
による支援が不可欠となっている。また、地方ではシェアハウスについても、地域の建築
学科などの学生に改修プランを練ってもらい、改修費や家賃などを補助することで学生に
住んでもらうといった取り組みが中心になりがちで、純粋に民間のビジネスとしては成り
立ちにくいというのが現実である。
一方、シェアハウスについては、違法な形のビジネスも登場している。一戸建てや分譲
マンション、あるいはビルのワンフロアを 2～3 畳ほどの窓もない狭い部屋に区切り、低所
得者など住宅弱者向けに低廉な家賃で貸すビジネスである（建築基準法などの要請を満た
さないため、
「違法シェアハウス」や「脱法ハウス」と呼ばれる）。現実にそうした違法な
物件であっても住みたいという需要があるため、ビジネスとして成り立っている。
所得が少ない住宅弱者向けの住宅としては公営住宅があるが、数が限られ抽選倍率は高
い。生活保護を申請するという手もあるが、そのハードルも高く、また申請には抵抗があ
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るという人も少なくない。違法シェアハウスは、住宅弱者に対する支援が手薄いことを逆
手にとったビジネスであるが、本来は、例えば、ひたちなか市のように空き家に入居する
際、自治体が家賃補助を行う仕組みがあれば、このような違法なビジネスが成立する余地
は少なくなる。
現在、国土交通省は違法シェアハウスに対する取り締まりを強化しているが、潜在的な
需要が大きい限り、根絶することは難しいと考えられる。公営住宅を増やすのは対処策の
一つであるが、財政的に困難であり、老朽化した公営住宅の建て替えすら次第に難しくな
りつつある。空き家を活用し、家賃補助を行うという方向に住宅弱者向け施策を転換させ
ていけば、空き家を活用できるのみならず、支援を受けられる人の数も増えると考えられ
る。
3.5 コンパクトシティ政策との連動
3.5.1

コンパクトシティ政策の必要性

以上、様々な側面から空き家の活用事例をみてきたが、空き家の活用を今後さらに進め
ていくにあたって考慮しなければならない問題として、都市規模をコンパクト化、すなわ
ち市街地を縮減していかなければならないという問題がある。とりわけ地方都市はこの問
題が深刻である。
地方都市における人口減少は著しく、県庁所在地（政令市、三大都市圏を除く）の人口
はピークが 2005 年の 1,007 万人であったが、2010 年から 2040 年にかけては 1,006 万人か
ら 838 万人と 17％減少する。より小さい 10 万人クラスの都市（人口 5～10 万人）の人口
はピークが 2000 年の 2,084 万人であったが、2010 年から 2040 年にかけては 2,031 万人か
ら 1,584 万人と 22％減少する（国土交通省（2013）
）。地方都市は早くから人口減少が進ん
でおり、今後の減少も著しい。
一方、地方都市では、これまで市街地が外延部に拡大してきたが、今後は人口が急速に
進むため、市街地の空洞化が進んでいく。県庁所在地（政令市、三大都市圏を除く）の 1
都市あたりの人口は、1970 年から 2010 年にかけて 2 割増加する一方、DID 面積（都市の
中心部の人口集中地区の面積：人口密度が 4,000 人以上/㎢の基本単位区が市町村の境界内
で他区に隣接し、それらの隣接した地域全体の人口が 5,000 人以上を有する地域の面積）
は同じ期間で倍増した。今後については、1 都市あたりの人口は 2010 年から 2040 年にか
けて大幅に減少し、1970 年の水準に近づいていく。この時、DID 面積が現状のままでは、
市街地の人口密度が低下して空き地、空き家が増えるなど、著しく空洞化が進むことにな
る（国土交通省（2013）
）
。
現状でも、地方都市の空洞化は進んでおり、例えば現状でも宮崎市の中心市街地のうち
13％は空き地となっている（宮崎市「中心市街地活性化基本計画」）。決して宮崎市が特殊
なわけではなく、これは地方都市の典型的な姿と考えられる。
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コンパクトシティ政策とは、人口が本格的な減少局面に入る中、成長期に外延部に拡散
した市街地を縮小し、中心市街地に居住を誘導することによって、住みやすいまちづくり
を行っていこうとするものである。都市機能がコンパクトに集約されれば、高齢化が進む
中、高齢者にとっては歩いて暮らせる利便性の高いまちとなる。一方、自治体にとってコ
ンパクトシティ化を図らざるを得ない事情としては、財政状況がますます厳しくなる中、
すべての地域のインフラを維持・更新していくのは困難になりつつあるという事情もある。
コンパクトシティ政策は、安倍政権の「日本再興戦略」
（2013 年 6 月閣議決定）の中にも
盛り込まれており、今後の街づくりにおいて重要な課題とされている。
今後、都市をコンパクト化していくという前提で考えると、空き家の中でも利活用でき
るものは、自ずと選別されていかざるを得ない。すなわち、集約された市街地の中に存在
する空き家の利活用は積極的に進めていく必要があり、またそうした地域に問題空き家が
存在する場合には、居住環境の維持のため除却を進めていく必要がある。その一方、そう
した市街地からはずれる地域においては、空き家の利活用や除却の優先度は低くならざる
を得ない。今後を展望すると、先にも述べたが 2050 年には現在居住している地域のうち 2
割が無居住地域になるとの予測があり（国土審議会（2011）
、国土交通省（2014））、つまり
はそうした無居住地域においては、空き家の利活用はもちろん、わざわざお金をかけて除
却を進めていくという必要性も乏しいということになっていかざるを得ない。
こうした観点から先にあげた横須賀市の施策を評価すると、谷戸地域に学生に住んでも
らうことにより空き家活用と高齢者の見守りを進めようとするのは決して悪くはないが、
それによって空き家を活用できるとしても数軒に過ぎない。当該地域の高齢化と空き家の
増加に歯止めをかけることは難しいため、より長い目で考えれば、当該地域の空き家を活
用することよりはむしろ、高齢者に中心市街地に移り住んでもらう施策を講じることの方
が良いという考え方も成り立つ。

3.5.2

コンパクトシティ政策の事例

コンパクトシティの成功事例としてしばしば紹介されるのは富山市である。富山市は、
2007 年に「第 1 期中心市街地活性化基本計画」を策定し、国から中心市街地活性化法にお
ける認定中心市街地の第 1 号認定を受け、その後 2012 年に「第 2 期計画」を策定し、中心
市街地の活性化を図ってきた。公設民営で LRT（新型路面電車）を導入し、環状線化も進
めるなど交通の利便性を高めたほか、商業・住宅の複合施設やイベント広場を整備するな
どの市街地再開発も推進した。
また、まちなか居住を推進するために、①「まちなか住宅・居住環境指針」に適合した
共同住宅を建設した事業者に対し、1 戸に対し 100 万円（上限）の補助、②住宅購入者に対
し、1 戸につき 50 万円（上限）の補助、③まちなかの一定の条件を満たした賃貸住宅に住
む場合、最長 3 年間、月額 1 万円（上限）の補助、などの施策を講じた。こうした結果、
中心部では 5 年連続で転入超過になるなどの成果も出始めている。
18

こうした施策は露骨な中心市街地の優遇で、周辺部から不満の声があがりやすくなるこ
とも事実である。しかし富山市では、中心市街地の面積は市全体の 0.4％に過ぎないが、固
定資産税・都市計画税では 22.2％を占めており、中心部に投資しその価値を維持する必要
性があるとの強い問題意識から、こうした施策を進めてきた。
富山市の施策は、再開発や住宅新築を含め、中心市街地への投資を促すことを重視して
おり、必ずしも中心市街地の空き家の活用を強く促す施策ではないが、中心市街地に人が
集まるようになれば、空き家や空き店舗の活用につながっていくことになる。
空き家管理条例の中で、まちなか居住の推進を位置づけている自治体もある。松江市は
｢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」
（2011 年 10 月施行）において、問題空き家に対する勧告、命令、代執行の規定のほか、
まちなか居住促進を目的として空き家を有効活用する取り組みに対し支援できることを規
定している。具体的には、若年者（新婚世帯、UI ターン者）がまちなか住宅に住む場合の
家賃補助（上限 1 万円、3 年以内）や、住宅を取得する場合の改修費等の補助（改修費最大
40 万円、固定資産相当額最大 5 万円×5 年間、まちなか住宅の場合は補助率上乗せ）、一戸
建ての空き家を賃貸住宅として貸し出すために行った改修費等の補助
（改修費最大 40 万円、
まちなか住宅の場合補助率上乗せ）などの支援を行っている。なお、松江市も中心市街地
活性化基本計画の認定（2008 年）を受けている。
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4

今後必要な空き家対策
本稿では、空き家撤去促進策と空き家利活用促進策の最新の事例についてみてきた。
問題空き家の撤去については、空き家管理条例の制定が進み、空き家対策法案も制定さ

れる見込みとなっており、今後も所有者による自主的撤去を促すのが基本となる。しかし、
近い将来、所有者不明の空き家が急速に増えていくことが予想されるため、そうした物件
を迅速に撤去し得る法的手段を整備していく必要がある。また、撤去について現に自治体
の財政負担が増していることから、国による財政支援も必要となる。
ただし、すべての危険な空き家を公費で解体することは不可能である。この問題は最終
的には、人口減少下で今後も居住地として存続させるエリア、すなわちコンパクトシティ
化を進めていく中で居住地として残すエリアについて、居住環境を維持するために、危険
かつ所有者による自発的な解体が期待できない空き家について、どれだけ費用を投入して
解体していくかという問題に発展していく可能性が高い。
利活用促進についても、コンパクトシティ化の必要性を考慮すれば、すべての空き家を
活かすことは不可能で、利活用できるエリアは自ずと絞られていくことになる。利活用の
ための財政支援は、そうしたエリアに重点的に投じていくことで居住者を呼び込んだり、
また、空き家を活用した起業を促すなど地域活性化と同時に進めていくことが効果的と考
えられる。空き家は今後住宅弱者向けの住宅として活用し得る余地も大きいが、現状で違
法シェアハウスという歪んだ形で、空き家を活用した住宅弱者向けの住宅が供給されてい
るのは非常に問題が大きい。家賃補助などを適切に講じることで、空き家を公営住宅の代
わりとして、あるいは公営住宅を補完する目的で活用していく必要がある。
さらに、今後、空き家の増加に歯止めをかけていくためには、空き家を含む中古住宅の
利活用を促すことが必要で、新築よりも中古を買った方が得になる仕組みに変えていく必
要がある。自治体によっては独自に、中古住宅を購入した場合の改修費を補助しているが、
国レベルでもそうした仕組みを設けることが望ましい。住宅ローン減税などで、新築より
も中古を購入した方が手厚くなる仕組みに変えていくことも効果的と考えられる。
空き家対策法案は、条例の内容（指導、勧告、命令、代執行など）と条例で規定しにく
かった内容（所有者がわからない場合でも代執行を行えるようにするなど）が盛り込まれ
ているに過ぎず、空き家対策としてはまだ十分とはいえない。7 月に空き家率の最新統計が
発表されることに伴い、空き家問題に対する世の中の関心はさらに高まっていくと予想さ
れる。そうした好機を利用して、空き家対策のレベルをさらに高めていくべきである。
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