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まちづくり研究

わが国の空き家増加の様相
　今回から各論に入るが、まず近年大きく取り上げられる
ようになった「空き家」について論じたい。
　2013（平成25）年の住宅・土地統計調査にて全国の空
き家数が約820万戸とされ、メディアでも大きく報じられ
た。それ以来、空き家問題が広く一般的な社会問題とし
て取り扱われるようになった。もちろん地方中小都市では
人口・世帯の減少が早くから進んでおり、それに伴って空
き家が地域的な問題としてすでに認識されてはいた。しか
し、大都市圏では本格的な人口減少を迎える前ということ
もあり、喫緊の課題とする問題意識は行政・市民ともに薄
かった。ところが空き家数820万戸という数字のインパク
トは相当なもので、実態が突然変わったわけではないにも
関わらず、大都市圏においても空き家問題への注目が一
気に高まった。筆者の経験でも、結果報道前の2013年頃
にある自治体の住宅関連部局へインタビュー調査を行った

際には「現状の空き家率は高くなく、すぐに取り組むべき
問題とは考えていない」という回答を得たが、その2年後
には同じ自治体・部署が（担当者は異動で代わっていたも
のの）「空き家対策に取り組んでいかなくてはならない」
と姿勢を大きく変えていたことがあった。また、住民から
まちづくりの意見交換をする場合にも、先方から空き家に
どう取り組めばよいかが課題の一つとして挙げられること
が多くなった。
　そして、最新の2018（平成30）年の住宅・土地統計調
査（執筆時点では住宅数概数集計の結果まで公表）によ
れば、総住宅数約6,240万7,000戸（前回から2.9%増加）
に対し、空き家数は約848万9,000戸（同3.6%増加）、総
住宅数に占める空き家の割合（空き家率）は13.6%（同0.1
ポイント増加）ということになっており、やはり悪化して
いる。（図１）

　さらには、2015年の野村総合研究所による予測（注１）で
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図1　空き家数及び空き家率の推移－全国（1958 ～ 2018年）（出典：総務省「平成30年住宅・土地統計
調査（住宅及び世帯に関する基本集計）」）
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は、新設住宅着工数の減少を見込んだとしても総世帯数
の減少が顕著であろうことを踏まえて、2033年には空き家
が約2,150万戸になるとされている（総住宅数は約7,100万
戸）。実数値としても相当なものであるが、割合で見ても
空き家率が30%超というから、じつに3戸に1戸が空き家
という時代が来るということである。また、米山による別
の推計（注２）では、さらにその先の2040年には空き家率が
最大で約43%に達するともされている。
　じつは、住宅・土地統計調査はサンプリング調査であ
ることから、空き家数（だけではないが）は実測値ではな
く推測値となっている。また、その調査方法から空き家判
定の確実さに疑問があり、過大に算出されているのではな
いかという指摘もある。実際、後述のように住宅利用状況
の把握は目視では難しく、不在所有者へのアクセスも限定
的にならざるを得ず、実感としても正確な空き家判定は困
難である。しかしながら、乖離の大小はあっても今後全国
で空き家が急速な勢いで増えていき、実数はもちろん割合
においても改善の見込みがないということに変わりはな
い。（図２）

郊外における空き家発生≒世帯減少の状況
　このように空き家の増加は不可避だが、その状況は一様
ではなく、地域や地区によってさまざまな様態があるはず
である。しかし、こと計画的郊外型住宅地の場合、おお
むね次のような段階で空き家が生じていると考えられる。
　本誌でも紹介済み（注３）の図を再度用いて説明するが（図
３）、開発から10 ～ 20年程度は土地・建物の容量（収容
可能人員数）と見合うだけの世帯数および各世帯人員数
がある（フェーズ１）。この時期には転出世帯があっても
それ以上の転入世帯があるため、容量を埋めるだけの住
民・世帯数が保たれもする。しかし、子ども世代の独立・
流出を主な要因として、急速に人口密度を減らしていく

（フェーズ２）。これは開発・入居開始後およそ20数年後
が目安で、生まれた子どもたちが独り立ちするサイクルと
連動する。ただし、この段階では初期入居世代が残るた
め世帯数は大きくは減らず、空き家の発生はほとんど見ら
れない。しかしその世代も、夫婦の一方が亡くなって独居
となるなど引き続き急速に密度を減らし、逝去や高齢者施
設入所等による転出により、空き家の大量発生が生じるこ

図3　計画的住宅地の空き家発生プロセスのイメージ（注３）

図2　総住宅数、空き家数及び空き家率の予測値（出典：野村総合研究所ニュースリリース、注１）
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ととなる（フェーズ３）。この段階は初期入居世代が80歳
代半ばとなる開発後50年を超える時期が一つの区切りと
なろう。
　大都市圏の郊外型住宅地の開発年代を考えると、現在
はまだフェーズ２にあるところが多いものと考えられる。
しかし空間的には顕在化していないながら、人口の減少は
すでに進行しており、このまま進めば世帯減が顕在化し、
フェーズ３に突入する住宅地が多発すると思われる。ただ
し、このプロセスは一時に開発され一斉に入居が始まった
地区の性質によるもので、中心市街地や成行き的に市街
化が進んだ地区ではこの限りではなく、また別の要因が空
き家の増加に影響していよう。
　それを確認するために地理的な視点で見てみる。図４
および５は、筆者の勤務地である横浜市金沢区を例に、
過去10年間（2009年～ 2019年）の人口および世帯数の変
化（住民登台帳ベース）を町丁目別に示したものである
（図4、5）。金沢区は横浜市の南端に位置しており、まだ人
口がわずかに増加している横浜市にあって、すでに人口
減少が進んでいる区である。しかし、2009年は人口
210,275人、89,909世帯だが、2019年には人口は198,868人
と5.4%減少の一方で、世帯数は92,436とまだ2.8%の増加

を見せている。
　これを町丁目単位で見ると、まず人口については、一部
に増加している町丁目もあるものの、減少している町丁目
の方が数として多い。一方で世帯数の増減については、
まだ減少している町丁目はさほど多くない。つまり、総じ
てフェーズ２にあることが確認できる。しかし、世帯が減
少しているところや世帯の伸びが小さいところを見てみる
と、やはり人口の減少を後追いしている。まだ空き家があ
まり確認できないところでも、現に人口減少が進んでいる
地区では、遠からず空き家の発生があるものと、まずは考
えなくてはならない。
　では、地区の状況（立地、地形、開発時期、基盤整備）
は人口・世帯数の変化に関連するだろうか。これは別の拙
稿（注４）に詳述しているが、かいつまんで述べると、高度
成長期前後に開発され、駅からの距離や高低差が大きい
地区で人口減少が進んでおり、世帯数も増加幅が小さい
かすでに減少に転じている。加えて言えば、高齢化の進
展も他地区より著しい。そして、皮肉にもそういった地区
はむしろ基盤もまちなみも整った計画的な郊外型戸建住
宅地であり、残念ながらまさに当財団が力を入れてきたよ
うな住宅地なのである。

図４　横浜市金沢区の人口増減率（2009 ～ 2019年）（筆者作成） 図５　横浜市金沢区の世帯増減率（2009 ～ 2019年）（筆者作成）
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わが国の空き家対策の取り組み
　一方で、計画的郊外型住宅地のすべてがこの段階をた
どるわけでもないはずである。後継的居住者を獲得できる
ような住宅地では、従前居住者の退場がすなわち居住者・
世帯数の減とはならず、フェーズ２で持ちこたえることも
あろう。まずは立地がよく市場性がある住宅地は、自然の
サイクルでフェーズ２を保てる可能性もある。問題は、そ
のままでは転入者が見込めない住宅地である。こういった
住宅地は、既存居住者の退場に伴って徐々にフェーズ３
に突入することとなる。つまり空き家対策の要は、政策や
地域の取り組みでいかに転入者を増やすかということであ
る。わが国の行政的な空き家対策の取り組みといえば「空
き家バンク」がよく見られるが、これも地区に転入者を増
やしフェーズ２に留まらせようとするものと捉えることが
できよう。
　空き家バンクとは、自治体が住民から空き家の登録を募
り、ウェブサイト上等で物件の情報を公開し、購入者や賃
借人を探す取り組みの総称である。国土交通省の調査（注
５）によれば2015年には763の自治体が設置しているとい
う。その中で比較的成約件数が多く、成功例という評価も
ある長野県佐久市の空き家バンク「おいでなんし！ 佐久」
を見てみると、この事例では空き家バンクを移住促進策の
ひとつとして位置づけ、移住者が空き家バンクに登録され
ている物件を購入した場合に20万円の補助を出すなど、
施策としての連携が図られている（図６）。また、そもそも
移住者の掘り起こし策に熱心であり、移住者の紹介や現
地視察、移住体験など、市内・移住の情報提供などを手
厚く行っていることが、結果として空き家バンクの活用に
つながっているのではないかと考えらえる。
　しかし、一般的な空き家バンクを概観（注６）すると、残
念ながら本質的な空き家対策とはなり得ていないのではな
いように思われる。その大きな理由は、なにより成果件数
の少なさである。前述の佐久市のような例外はあるが、全
体に登録物件数や成約件数は低調であり、2014年の時点
では累計成約件数が10件に満たないものが約半数に達す
るという報告もある（注７）。佐久市でも数百件程度であり、
全国に800万戸を大きく超える空き家が存在すると言われ
ているのに対して、あまりにも件数としての成果が少な
い。逆に、もしこれが活況を呈するようであれば、その後
民間事業者による市場活動として展開されるほうが望まし
く、公的組織によるスタートアップとなればよいのだが、

たいていの地域でそのような展開以前の状況である。
　他国に目を向けると、たとえば米国でランドバンク（ラ
ンドバンキング）と呼ばれる手法が見られる。行政ないし
公的な組織が関与して空き家・空き地の活用に取り組むと
いう点ではわが国の空き家バンクとの類似性もあるが、米
国の一般的な手法の特徴は、空き家や空き地等を一度運
営組織が取得することと、周辺の土地を含めた地域を一
体的に活用・再生することであり、物件個別の仲介が主
流のわが国の手法とは本質的に異なるところが大きい。米
国のランドバンクの実態については藤井（注８）等が詳しい
が、放棄された空き家・空き地等の収用手続き等、権利
関係に踏み込んだ仕組みが用意・活用されているようであ
る。また、物件個別の利用だけではなく、その物件を菜園・
花壇など小さいながらもパブリックな用途に供して核とし
ながら、地域のコミュニティ活性化につなげている点も興
味深い。そして、わが国の空き家対策に不足している部
分がここに見られる。つまり、単純な仲介で済む領域だけ
を目標とするのではなく、地域活性化等の社会的・地域的
な状況も踏まえて空き家活用の意義と方向性を見定め、
取得も含め活動的にも予算的にも積極的な施策とする視
野である。
　もちろん、わが国にもこのような視点の取り組みが皆無
なわけではない。やはり成功事例と評価されている山形県
鶴岡市では、NPO（つるおかランド・バンク）が主体となっ
て、地域課題の解決と活性化の観点から各種の事業を展
開しており（図７）、空き家バンクはあくまでその一事業で
ある。単に空き家問題に個別的に取り組むのではなく、広

図６　長野県佐久市の空き家バンク「おいでなんし！ 佐久」
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い地域活性化の視点から各種事業を組み立てるという総
合的な観点が存在しており、それが積極的な展開を支え
ている。

わが国の空き家の何が問題か
　一方で、このような例外的な事例を除き、わが国で積極
的な策が進まないのはそれなりの理由もある。米国や欧州
で空き家が社会的問題となるのは、ひとつには周辺地域も
含めたスラム化の顕れであり、犯罪の温床となるといった
ケースが多いからである。たとえば麻薬取引の現場とな
る、破壊や放火の対象となるといった危険性が実際に高
く、それに対する社会的警戒が強い。つまり、いわゆる外
部不経済が相当に大きいため、それに対して公的な対応
が必要とされるし理解もされやすい。
　一方わが国の場合、実際の犯罪はそれほど起きず、公
的な取り組みの必要性が、少なくとも空き家単体の外部不
経済という観点からは説明しがたい（もちろん不安も生活
上のストレスではあり、なんらかの対応はされてしかるべ
きではあるが）。結局のところ、少なくとも現在ではまだ、
空き家対策の取り組み（特に空き家だけに着目したもの）
は、実際の問題発生に促されてというよりは、漠然とした
不安に依るものという側面が強いように思われる。もちろ
ん空き家急増が不可避である以上、手をこまねいているわ
けにもいかないが、何にどう対応すればよいだろうか。
　実態調査を行うと、特に首都圏近郊の計画的郊外型住

宅地では、じつはまだ空き家の実数は（懸念ほどには）高
くない。横須賀市と藤沢市で行った筆者らの調査では、空
き家への懸念を表する住民が増えているにもかかわらず、
対象地域の空き家率は多い地区でもわずか3%強であっ
た。かつて、地域の良好な居住サイクルの観点から、居
住者の入れ替わりが滞りなく起き得るためには空き家が
数% ～ 1割程度存在するほうがよいとする経験則を聞くこ
とがあったが、調査結果はそれを下回る水準であり、むし
ろ居住者の固定が問題となっていることの証左ともいえる。
　一方、調査の過程で改めて認識されたのは、空き家か
否かの判定が難しいことである。ある住宅に居住者がいる
かいないかは目視だけではなかなか判定できない。家屋、
窓（雨戸が閉めてあるか、カーテンがかかっているか等）
やポスト等の状態、庭木の状況など、敷地・家屋の荒れ
方が主な判断基準となる。地域住民から「あれは空き家」
と教えられた住宅がまったく荒れていないというケースも
珍しくない。たとえば親が高齢化などで高齢者施設に転
居してからも子ども世帯や親類が定期的にやってくるよう
な、手入れをする者がいる住宅は、むしろ周りより管理状
態がよいこともある。逆に、一見すると空き家と思われる
荒れ方だが、じつは居住者がいるという住宅も多い。これ
は、居住者の高齢化が進み、体力・気力ともに衰えてメ
ンテナンスが行き届いていないことが原因として大きい。
むしろ地域的には、このような管理が行き届かなくなった
住宅のほうが現実的な問題といえるのではないだろうか。
筆者はこれを「管理不全住宅」と呼んでいるが、こと計
画的郊外型戸建住宅地の場合、空き家問題というよりは
管理不全住宅こそ問題と捉えるほうが適切なように思える
（写真１）。伸び放題の庭木や住宅付属物のはみだし、ひど
いケースとなるといわゆるゴミ屋敷化などが起きる。ただ

図７　NPO法人つるおかランド・バンクHP

写真１　居住者がいるが管理不全の住宅
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し、もちろん空き家が増えれば管理不全住宅が発生しや
すくなるので、両者は別の問題ではない。

対策の方向性
　このように管理不全住宅（空き家を含む）が問題である
として、ではどのような対策を進めるべきか。
　まず、多様な管理主体の育成を図る必要がある。わが
国では個人の財産、特に不動産の個人帰属性が極めて高
いが、言い換えれば個人の資産はその者が管理をすべき
という意識の強さにつながっている。しかも計画的郊外住
宅地の場合、旧来のコミュニティ意識が残る地方都市等と
異なって、特にそういった近代的個人意識を強く持った住
民層が集まっている。しかし、個別に管理しきれない部分
については、近隣住民や自治会の班単位程度の範囲で、
コミュニティ側が自らが被る負の外部性を防ぐ程度に管理
に手を出す／出せる関係性を構築することがまず必要であ
ろう。しかしながら近年は、地域全体の高齢化などによっ
て地域活動自体の担い手が不足しているのも現実である。
また、知り合いにはむしろ手を出されたくないという住ま
い手の人情的な反発もあろう。これに対して、有償／無償
両面でのソーシャルサービスが普及することも期待され
る。前述の調査の中でも、欲しいあるいは許容できる第三
者サービスとして庭木の手入れなどは需要が大きいことが
わかった。
　その上で、そもそも建物の除却が進むような社会システ
ム的な対応が必要であろう。建物が除却されれば、基本
的な管理は草刈り程度で済むようになり、犯罪の温床とな
ること（とそれに対する不安）も和らぐ。駐車場や菜園と
いった（原状回復が容易な）利用も進めやすくなる。じつ
は空き家対策のひとつとして除却に対する補助を行ってい
る自治体も散見される（注６）。ただし公金を支出するため
には当然だが、対象となる建物の基準は厳しく、実態も含
めて大きな動きとなっているとは言い難い。まずは、所有
者自らが居住しなくなった建物を除却する方向に、社会的
状況を振っていく必要があろう。たとえば、よく指摘され
ていることに、除却が進まない要因として、固定資産税の
居住用減免のために住宅を残しておくほうに金銭的メリッ
トがあるというものがある。税制は国の要であることから
抜本的な変更が難しい領域で、地方自治体には手を出し
難い。しかし今後の住宅余剰問題の深刻化を考えれば、
その他の不動産関係税制も含め、国の総合的な姿勢・判

断として見直される必要があるのではないだろうか。その
うえで除却支援策を地方自治体が個別に組み立てていく
ことが、より望ましいと考える。
　最後に、管理不全住宅の第三者管理にせよ、住宅の除
却促進にせよ、重要なのは住宅・空き家を個別に捉えて
働きかけるのではなく、「地域の中の住宅」という視点を
持って、制度設計・具体施策の実施を行うことの必要性と
重要性を指摘しておきたい。本稿で述べてきた通り、空き
家を単体で考えていては取り得る対策が狭まる。つまり社
会的・地域的な観点から住宅のあり方を考え直すことが必
要である。それは見る位置を変えれば、住宅地の地区・
地域的な管理、すなわち住宅地のエリアマネジメントの必
要性につながることを指摘して、今回は筆を置きたい。
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