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1． はじめに 

1．1 研究背景 

 総務省統計局が調査した平成 20年の住宅・土地統計調査に

おいて、日本の住宅総数は 5759万戸あり、2次的利用等を含

む空き家が 756 万戸存在する。平成 10 年は 11.5%だった割

合も、平成 20年には 13.1%となり増加の傾向にある。（図 1）

これらストックの中には、最適な利用が行われず放置されて、

周辺環境を低下させる「低ストック」が存在する。低ストッ

クとは空き家や空き地が、所有者による最適な活用が行われ

ずに放置され、安全性の低下や生活環境の悪化等の被害を周

辺に与えているものと定義する。これらの問題は、全国的に

顕著化している。このような現状に対して、適正な管理を促

す目的の「空き家等の適正管理に関する条例」の制定が盛ん

になっている。しかし、所有者との連絡が取れない事や高齢

化による管理の限界等の理由で、解消が遅れている。 

 

1．2 研究目的 

 これらのことから増加する低ストックの実態と、その対応

策である適正管理条例の現状や課題について調査し、以下の

点について明らかにし、考察を行う。（図 1） 

 

①低ストックの解消が行えているのか 

②適正管理条例の限界点 

③適正な管理の状態とは 

 

1．3 既往研究 

 既往研究には、全国の空き家適正管理の動向や空き家等の

適正管理条例における課題、適正管理条例による空き家対策 

についての論文、文献を中心に調査し老朽家屋や空き家の適

正管理とその解消というものに着目して、低ストックの解消 

を調査していく。 
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2．ストック現状と対策 

2．1都市におけるストックと低ストック 

  都市におけるストックとは、「甲府市都市計画マスタープ

ラン」の中で、ストックは時間をかけて蓄積されてきた物や

情報であり、都市におけるストックは都市の基盤施設や歴

史・文化、産業、自然に関するストックの総称と定義されて

いる。この意味合いだと、どのような状態でもストックとい

う事になってしまう。周辺の環境に悪影響を与えるものをス

トックとは、呼べないのではないだろうか。あくまでも、都

市の基盤となり、支えているものを示すのだから、問題を引

き起こしているものはストックとは言えない。都市における

ストックの中でも、最適な活用がされず放置された結果、周

辺環境へ影響を及ぼす可能性のある建物や土地を低ストック

と仮に定義する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．2 低ストックの元となるストック 

全国の空き家総数は 756万戸存在している。空き家の総数

は年々増加しており、現在は全体の 1 割近くは、空き家とな

っている。これら空き家の状態は考慮されていないため、中

には状態の良くないものもカウントされているはずである。

年々増加の傾向にあることを考えると、今後も増加を続け低

ストック化する可能性も増加傾向にあると予想される。（図 3） 

 空き家になっている内訳をみると、賃貸用の住宅が 409万

戸、売却用の住宅が 34万戸となっている。住宅として供給可

能なものが、空き家の過半数を占めている結果となっている。 

都道府県別における空き家率は、山梨県の 20.2%、長野県の

19.0%、和歌山県の 17.9%となっていて、他県よりも 10%近

く高い数値となっている。（図 4） 図 1 研究フローチャート 

図 2 都市におけるストックと低ストック 



2．3 空き家等の適正管理条例 

このように増加するストックの中から、適切な利用が行わ

れず放置された結果、周辺の環境に被害を与える若しくはそ

の危険があるものへの対策として、適正管理を促す条例設置

が全国で活発になっている。平成 25年 10月時点で 272の自

治体が条例を設置しており、低ストックの解消を行っている。 

全国で初めてこの条例を設置されたのは、平成 22年の所沢市

の条例でそれ以降、条例が相次いで設置されている。 

空き家の所有者に適切な管理を促し、生活環境の向上を目的

としている。自治体によっては、名称に若干の違いがあるが、

ほとんどが地域の安全確保や生活環境の保全を目的としてお

り、その解消を行っている。空き家等の解消の方向性は 2 つ

あり、撤去等に対する補助を出す支援型と自治体が主体とな

り解体を行い、跡地を公共スペースとして利用する撤去型が

あるが、ほとんどの自治体が支援型を取っており、撤去が進

むことは少ない。条例の課題として一般的に言われているの

は、条例による問題解消を自治体主体で行う所が少ないこと

や撤去後の指導まで行うことがすくない、撤去等の判断基準

の設定が困難といったとこが指摘されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．4 全国の適正管理条例 

 適正管理に関する条例も自治体によって、設置の契機や目

的、対応の仕方に違いがある。大きく分類すると、解体等の

費用を助成したりする支援型と、撤去等の作業を行う作業型

の 2 つに分けることができる。その一例として、支援は足立

区の条例、作業型は大山市、長崎市の条例を紹介し良い点と

課題点を挙げてみる。 

 

1）足立区の助成による撤去 

足立区は都内で初の適正管理条例を設置した所で、解体に

掛かる費用の一部を負担する形での助成を行っている。大仙

市は、雪による倒壊の危険性の排除が主な目的になっている

がこちらは、建物の危険性を解消することが目的になってい

る。建物の解体に掛かる費用の一部を、区が負担して撤去を

促している。助成があることで撤去等の環境づくりができて

はいるが、本来なら所有者が負担するものに助成をすること

に異論がある。 

 

2）大仙市の行政代執行による撤去 

 秋田県大仙市は、空き家等の適正管理に関する条例を平成

23年に制定し、空き家の所有者に適正な管理を促す目的があ

る。ま雪による倒壊の危険を解消することが、主な目的とし

ている。実際に代執行の実例があり、空き家撤去の成果はあ

る。危険のある空き家を撤去できるという利点はあるが代執

行による費用は、所有者負担なので、回収しきれていないと

いう問題もある。 

 

3）長崎市の土地寄贈による撤去 

 長崎市の条例は、足立区とは異なる形での助成を行ってい

る点で特徴的である。防災や防犯上の向上を図るために、長

期にわたり利用されていない老朽家屋、及び土地を長崎市に

寄贈することでその建物の解体に掛かる費用を全額公費で行

い、撤去後は公園等の公共スペースとして利用される。その

後の土地管理は、地域住民で行うように条例で定められてい

る。都市のことを考えると、撤去後の活用に繋がっている利

点があるが、寄贈になるため適応することで所有者にメリッ

トが一部の人にしかない。そのためか、事例にある建物は、

倒壊している等の理由で、住むことができないものが多い。 

 

2．5 一般的な条例の流れ 

 条例を適応して、低ストックの問題を解消する際の流れは

住民からの通報やパトロールを行う所からスタートする。 

そして、問題のあるものについて調査を行い、改善の必要性

がある場合は、所有者に勧告および、指導を行う。それでも、

解消されない場合は、その条例の中にある対応を行い解消す

るという流れになっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 全国の空き家数及び空き家率の推移 

図 4 都道府県別空き家率

（平成 20 年） 

図 5 条例運用の流れ 



3．条例の実態調査 

 一般的に言われている条例についてのことは、大体理解で

きたので、実態を知るためにヒアリングによる調査を行った。

所沢市と足立区の 2 つを対象に行い、その理由として所沢市

は、全国で初の条例設置の実績があり、足立区は都内で初の

条例設置となっている。実態を調査するという点においてあ

る程度の成果があり、年数が経過しているものが良いと考え、

2つに絞った。ヒアリングの項目は以下の内容で行った。 

 

3．1 所沢市の適正管理条理 

 所沢市は、全国で初めての条例設置となったことからとて

も注目されており、一般的な条例の基になっている。所沢市

も条例を設置した事によって、空き家の解消が行えている。

（図 5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 所沢市は足立区のように助成金を出すという補助がない。

撤去を促す環境の整備という点において、補助を行う制度が

あることは、所有者の解消意識に違いがでてくるが、問題の

解消はできている。適正な管理を促すための環境づくりとし

て、撤去費用である必要はないが何かしらの形での支援がな

いと安定した解消が難しくなる。空き家情報の取得について

所沢市は、住民の通報とパトロールによって、把握している

が現状の方法では、発見するのに限界がある。今後増加の傾

向にあることを、考慮すると他の方法で、空き家の把握とい

うものが必要になる。 

 

3．2 足立区の適正管理条例 

 足立区は、設置契機が老朽家屋の屋根が崩落したことから、

対象が老朽家屋を含む空き家となっている。足立区は、撤去

に掛かる費用の助成を行う形の支援を行っているのが特徴的

である。撤去の判断を点数化して、審議会で決定しておりこ

の条例を設置してから、倒壊等の危険がある空き家が半分近

く解消されている。（図 6） 

 

 

 

 

 

 

こうした成果が上がっている中でも、課題は存在する。一般

的に言われている課題に加えて、所有者の現情報の取得がス

ムーズにいかない事と、継続的な活動が必要という点で課題

がある。 

空き家の所有者に連絡をとる際に、この情報の更新が上手

くいっていないと、解消が遅れ、ほかの空き家に割く時間も

減ってしまう。継続的な活動というのは、今後も、空き家等

が増加した時に同じペースまたはそれ以上で継続して低スト

ックの解消が行えるのかという点で課題がある。 

 

3．3低ストックの解消が進まない理由 

 低ストックに対する条例が出来て少しずつ成果はあり、解

消に向けた動きというのも活発になってきている。しかし、

足立区や所沢市のデータからわかるように、解消しなければ

いけないものや解決率に停滞が見られる。それらの解消が進

まない原因として、所有者との連絡がとれない、所有者間の

トラブル、所有者の金銭的な問題がある。これらの解消を行

わなければ、建物等の問題解消に移れないため解消が遅れて

いる。 

 

3．4 章まとめ 

 2 つの条例をヒアリング調査したことから言えることは、

相続等によって得た空き家が、適正な管理が行われないこと

から低ストックに繋がっているのは確かだった。また、今ま

でなかった担当の部署ができたことによって、相談数が増え、

解消が出来ていることは確かで、今まで出来ていなかったマ

イナスの部分がゼロに近づいている。そう言った点での効果

はあったが、相談が来ていないもの空き家についての解消は

行われていない。空き家情報の充実化をすることが、今後の

解消のために必要になる部分である。（図 7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 所沢市における条例成果 

図 7 足立区における条例成果 図 8 低ストックの発生の流れ 



4．まとめ 

 ヒアリングによる調査から、適正管理の条例等における課

題点が 3 つほどあげられる。1 つは、空き家情報の把握が難

しい点、2つ目は撤去でなく、改善の傾向にある点、3つ目に

条例の継続性と効果における点である。これらの課題につい

て考察していく。 

 

1）空き家情報の把握 

 現在空き家の把握方法は、住民からの通報と消防等のパト

ロールによる把握がほとんどである。外観で問題のあるもの

は、空き家である可能性が高く判断もしやすいがそれ以外は

見分けがつきにくい。また、空き家は個人の財産であるため

住所や状態を調査するには、所有者の同意等が必要になって

くる。個人情報であることから、空き家の存在や状態という

ものは、不透明な状態が続いている。 

 

2）撤去でなく、改善の傾向 

 適正管理条例は、適正な管理の状態にすることが目的であ

ることから、撤去でなくても問題になっている部分の解消の

傾向が強くなっている。撤去に掛かる費用の捻出や撤去後の

用途が決まらない、固定資産税が上がることが撤去への障害

になっている。現状の調査では、住民は公園等の公共スペー

スや災害時の避難場所というものを望んでいるということか

ら、改善よりも撤去を進め、遊び場やプチテラスのような空

間に整備することが、今後の適正な管理の向上になる。 

 

3）条例の継続性と効果 

 もともとなかった空き家専任組織ができたことによって、

ある程度の効果はあった。しかし、相談の件数に対する解決

率がどんどん落ち込んで行っている。空き家等が増加して、

対応に遅れが出ていることや対応自体に掛かる人員が少ない

ことが挙げられる。この作業が持続できている内は、良いの

かもしれないが、10 年、20 年後といった長いスパンでこの

条例を考えると、限界がある。 

 

 条例によって老朽化等のハード面の問題は解消できていた。

当面の問題を解消できている点は条例による大きな成果と言

える。しかし、利用の方法は解消後も変わらないので、低ス

トック化のリスクの解消という点は行えていない。再発のリ

スクを抑えるためにも撤去、解消後の利用まで、繋げないと

適切な状態で維持していくことができない。現状の状態では、

適切な利用に向けた管理という部分まで行えている自治体は

ほとんどない。問題を地域レベルで見ると、適切な管理がで

きてきているかもしれないが、都市という広い視点で見ると、

活用まで考えた管理というものにはなっていない。活動が行

えている内は、何とかやり過ごせているが、ストックの数が

今後も増加した時に低ストック化するものも必ず出てくる。 

今後低ストック解消、防止のためには、自治体が主体とな

り、解消までではなく利用まで考えた管理を行っていくこと

が大切になってくる。 
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