対 談

のざわ・ちえ

東洋大学 理工学部 建築学科 教授

兵庫県生まれ。 大阪大学大学院環境工学専
攻修士課程修了後、ゼネコンにて開発計画業

務等に従事。その後、東京大学大学院都市

工学専攻博士課程で博士号（工学）取得。
東京大学先端科学技術研究センター特任助

手、同大学院都市工学専攻非常勤講師、東

洋 大 学 理 工 学 部 建 築 学 科 准 教 授を経て、

これからの空き家対策

まちづくり・都市計画から考える

野澤 千絵
伸
饗庭

あいば・しん

首都大学東京 都市環境科学研究科

都市システム科学域 教授

兵庫県生まれ。 早稲田大学理工学部建築学

科卒、同大学院理工学研究科博士課程で博

士号（工学）取得。川崎市役所総合計画課

題専門調査員、早稲田大学理工学部建築学

科助手、東京都立大学工学研究科建築学専

攻助手、首都大学東京都市環境科学研究科

2015年より現職。
都市システム科学専攻准教授を経て、2017年

より現職。

近著に『老いる家 崩れる街～住宅過剰社会
近著に『都市をたたむ～人口減少時代をデザイ

の末路』
（講談社現代新書）
。
ンする都市計画』
（花伝社）
。

空き家問題の現状

─〝問題先送り空き家〟への対応が課題

饗庭 空き家問題というのは、どうしても個別

の空き家に目が行ってしまうところがあるので

すが、都市やまちの問題として解決するべきで

はないかと考えており、今日はそのような視点

で、アイデアを膨らませるようなお話ができれ

ばと思っています。

最初に状況整理をすると、
「空家等対策の推

進に関する特別措置法」
が二〇一四年にできて、

周辺の環境に悪影響を及ぼす特定空き家を見つ

けて勧告する、あるいは取り壊すといったこと

が目玉ではありますが、その前段で、自治体が

空き家を実態調査しましょう、空き家対策の計

画をつくりましょうということが掲げられてい

ます。野澤さんも私もそういったことにかかわ
っています。

また都市計画の世界では、都市再生特別措置

法が改正されて、これも自治体が策定主体とな

って「立地適正化計画」に取り組んでいます。

ほかに関係するのは、これは法律ではないです

が、総務省が声がけしている「公共施設等総合

管理計画」です。まちにある公共施設を全部洗

い出して白書をつくり、どれを残して、どれを

再生していくか、その戦略的な計画を立てなさ

いというものです。これらの施策が自治体で同

時並行的に動いているのがいまの状況です。
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ーナーに「あなたのところは空き家ですね」と

を突き合わせて、空き家と思われるところのオ

ことが可能となりましたので、それらのデータ

査は、空家特措法によって課税台帳を利用する

しまうことがあるのですね。一方、市町村の調

空いていそうなものが空き家とカウントされて

かつ外観目視で調査しているので、ぱっと見、

住宅・土地統計調査はサンプリング調査をして、

ると、相続した人はきっと困って空き家になり

いうところは、現在面倒を見ている人が亡くな

見に来るといった空き家の方が問題です。そう

てあるとか、倉庫として使っていて一年に一回

そこまで問題は大きくなくて、とりあえず置い

うかな、売ろうかなと思っている空き家はまあ

もありますが、空き家バンクに登録して、貸そ

バンクを一元化する取り組みをやろうという話

最近は空き家バンクが増えて、国でも空き家

れども、それこそ未病状態のところもまわって

では極端な問題発生地区しか見てこなかったけ

域をまわって結構空き家を見ています。これま

饗庭 計画をつくる過程で、自治体の職員は地

違うと思うのですね。

一番問題だったりします。それは地域によって

住んでいて連絡すらとれないとなると、未病が

たら未病で対応できますが、全然違うところに

の動きがわかるような近隣に住んでいるのだっ

住んでないわけですよね。地域での空き家再生

的に空き家問題を解決していくのであれば、と

手紙を書いて、一つ一つの判断をしていく。そ

ます。これを＂問題先送り空き家＂と最近私は

地域を理解していく。その作業は今後のまちづ

アとそうでないエリアがあるので、絶対数が少

うすると、まちによってはかなり数が減ってき

呼ぶようにしていますが、これから数年後、そ

くりを考える上でとても意味があると思います。

空き家対策の計画をつくるときに、悉皆調査

ます。そういう意味では、空き家問題が妙に危

うした空き家が非常に面的に広がってくる可能

野澤 ただ、空き家の調査をしている部署が問

っかかりは本当に空いてしまっている空き家で

機感を持って捉えられていたのが数年前だとす

性があると思っていて、住宅・土地統計調査の

題です。都市計画に関連するような部署ならい

ないから問題ないという捉え方はあまりしてほ

れば、やや地に足のついた取り組みができるよ

数ほどではないということで、あまり軽く受け

いけれども、生活環境課とかごみ・環境系のと

に近い形で実態調査をやるまちが結構あります。

うな状況にはなってきていると思っています。

流さないでほしいというのが正直なところです。

ころがやっていると、空き家に対する苦情処理

も、未病の部分をどう引っ張り出すかが大事だ

野澤 そうですね。私も住宅・土地統計調査の

饗庭 問題先送り空き家、なるほど。それを＂未

や、特定空き家の特定や、所有者に手紙を出し

しくないという思いがあって、空き家の実態を

データは、やはり違うかなと常日ごろ思ってい

病状態＂と言う人もいますね。病気ではないの

て適正に管理してくださいとお願いするだけ

ちらほらと聞く話として、どうも総務省の住宅・

て、自治体が空き家実態調査をすると、
「何だ、

だけれども、病気の少し手前のような状態が結

で、空き家を使ってまちをより良くしていく方

ろうと思います。

空き家はこれだけ」みたいな話になり、それま

構あります。例えば空き家再生のまちづくりを

向には向かいにくいのです。

もう少し精査したり、地区別に詳細に見ていか

では政策課題のかなりトップに掲げていたの

始めると、引っかかってくるのが「うち、どう

また、そもそも住宅政策を行う部署がない市

土地統計調査で調べている空き家の数はかなり

に、もう外そうかみたいな自治体も出てきてい

しよう？」みたいな未病状態の空き家です。で

町村も結構あります。自分たちのまちにどれぐ

野澤 だけど、未病でも空き家なので、そこに

るようです。

も、そこは皆さん意思決定ができるので、実は

らいのどういう住宅があって、今後どういうふ

ないとだめだろうと思っています。

饗庭 やはりそうですか。

動かしやすかったりするのですね。だから、面
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過大ではないかというのが見えてきています。

野澤 ただ、面的に空き家が集中してあるエリ

特 集 急増する空き家問題とまちづくり

状態の悪い空き家だけつぶしていけばいいとい

制をいま一度市町村で考えていかないと、単に

携すらできない状態が見られます。こうした体

いこうと打ち出す部署がなくて、都市計画と連

ういう住宅を支援していこう、補助金を出して

空き家が解消すれ

マ ッ チ ン グ さ せ、

宅建業者協力会を

られたら所有者と

を行い、了承が得

所有者の意向調査

で女性がやっていますね。

野澤 私も一度行ったことがあります。ＮＰＯ

てもらいました。

が、この間、ついでがあったのでちょっと見せ

饗庭 この特集で尾道を取り上げるようです

ちなみに饗庭さんがいいなというのは。

をとっていくとなると、それはなかなかハード

う話となり、将来、大量相続時代を迎えてどっ
ば、同会に報奨金

饗庭 尾道を見て思ったのは、空き家って結局

件については市が

と空き家が増えたときに対応できないのではな
を支払うという仕

どれも特殊解かもしれなくて、その中でも尾道

うに住宅政策をやっていくべきか、あるいはこ

いかと思っています。
組みです。

策で協定を結んで、市が作成した空き家リスト

す。同市では、市の宅建業者協力会と空き家対

る感じに非常に近いのが神奈川県の海老名市で

いるわけではないのですが、私がいま考えてい

野澤 まだ詳細にヒアリング調査などができて

町村はありますか。

饗庭 野澤さんが空き家対策で注目している市

うことですね。

とれていないことが多い。整理をするとそうい

うだし、考えていても都市計画とうまく連携が

に関しては誰も考えていないまちが結構ありそ

て政策もはっきりしているけれども、住宅政策

れから、空家特措法にも所有者の同意が得られ

いるところが非常に画期的だなと思います。そ

ょっとした働きかけができる仕組みをつくって

さあ連絡してくださいというのではなくて、ち

いて、売りたい人、借りたい人、買いたい人は

的な空き家バンクのように、中古物件が並んで

と乗ってくる人もでてくると思うのです。一般

と、ちょっと働きかけると、
「あっ、いいね」

てはどうですか

すなり売ったりし

少し手を入れて貸

置いておくよりも

駅 か ら も 近 い し、

所有者に、例えば

題先送り空き家の

要は先ほどの問

野澤 毛呂山町は、いち早く立地適正化計画を

野澤さんがかかわられている埼玉県の毛呂山

話した上で意見交換していきたいと思います。

んでいますので、それぞれの取り組みを簡単に

では、野澤さんも私も現場でいろいろ取り組

感じました。

見てまわることがとても大事だと、尾道でそう

ちに行ってみて、こんなやり方があるんだなと

は、空き家と一言で片づけずに、それぞれのま

います。ですので、空き家問題を考えるときに

うまく利用してすごく魅力的な空間をつくって

ついてとか、道が狭くて地形が複雑なところを

いじって、坂道の横っちょにパン屋さんがくっ

路がないところです。そこで空き家をちょっと

はとびきりの特殊解で、何たって四メートル道

ルが高いですね。

饗庭 そうですね。都市計画は部署の形があっ

の登録空き家に関する現況報告と不動産業者視

れば空き家リストを外部提供できる仕組みが入

策定したまちで、都市計画と連携して、居住誘

市町村に見る
空き家対策の取り組み

点での空き家活用策の提案を行うという事業を

っていますが、いちいち全部きちんとした同意

（１）埼玉県毛呂山町

町から紹介してください。

やっています。空き家活用策の提案を受けた物
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饗庭 私は日野市で空き家対策計画をつくって

り大きいと考えていますが、しっかり調査しな

それと、この地域はデフォルトの敷地規模が

いて、昨年、そのお披露目シンポジウムをやった

とか、少しずつ空き家が市場で動き出している

置いているのが特徴です。実際、都市機能誘導
狭いので、二戸一、三戸一というかたちで隣地

のですが、日曜の午後にも関わらずすごい人数が

導を張ったところのスポンジの穴を埋めなが

区域ではいろいろと計画が動きそうな状況にな

を買い増すための支援を地元の不動産屋が非常

来て、空き家問題に対する関心の高さに驚きま

いといけないですね。

っています。空き家についても、東洋大学が入

にがんばってやっています。不動産屋にとって

した。ただ人々の関心は数年しか持続しないの

ように感じています。

って活動を始めると、私たちが実測したいと思

は坪一〇万円ぐらいのところなので全然もうか

ら、人口を回復させていくことにかなり重点を

っていた空き家も「実は借り手がつきました」

（２）山形県鶴岡市

で、いまのうちにどんな手が打てるかですね。

のニーズに合わせた形で建替えも促進できるの

ら東洋大にやらせてやってくれ」とか、
「うち

で紹介されて、住民から役場に「お金を出すか

野澤 毛呂山町の空き家活用が大々的にテレビ

ーチをしているのでしょうか。

じがしなくもない。ほかに町が何らかのアプロ

しただけで、
「そんな簡単なことか」という感

饗庭 なるほど。ただ大学が背中をちょっと押

から見えてきたことです。

る、それが非常に大事だなというのが毛呂山町

題先送り空き家の背中をちょっと押してあげ

も開催するのですが、こうした活動を通して問

す。七月には空き家「提案」バンク展なるもの

バンクという仕組みの検討に取り組んでいま

「リノベ提案つき物件」
を掲載する空き家
「提案」

並んだ一般的な空き家バンクから一歩進めて、

現在、東洋大では、単に空き家の物件情報が

かどうかわからない時間のかかる取り組みです

ではもちろんなく、漢方薬のように効いている

ただ、これで画期的にいいまちができるわけ

連動させながら空き家対策に取り組んでいます。

歯止めがかかるのではないかと、まちづくりと

りすれば、まちの環境がよくなり、人口減少にも

て、例えば道路を通したり、駐車場をつくった

けにはいかないですが、もらえるものはもらっ

いのですね。市としては、それを全部もらうわ

市に空き家を寄附するというパターンが結構多

なった方の息子さんが東京などに住んでいて、

鶴岡市の場合、住宅の所有者が亡くなり、亡く

全部入れて、悉皆調査でそれだけありました。

饗庭 中山間地を多く抱えているので、それも

野澤 そんなにあったのですか。

一三万人のまちに二〇〇〇軒ぐらいありました。

お手伝いしたのですが、空き家の数を調べたら

饗庭 鶴岡市は二〇一〇年ごろに私の研究室で

のところも何とか考えてほしい」といった声が

ので、持続的に動かす組織として「つるおかラ
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ではと思っています。

結構あったようですので、テレビの影響がやは

特 集 急増する空き家問題とまちづくり

らないのですが、隣地の統合が進むことで、今

毛呂山版 空き家「提案」バンク展（2017.7.25）

毛呂山町での空き家実測調査（東洋大学建築学科）

ます。これは海老名市とだいたい同じで、市の

ンド・バンク」というＮＰＯが立ち上がってい
で、新たな空き家対策

野澤 最近のニュース

の仲介手数料をもう少

として、安い中古物件

バンクが仲介して、個々に問題を解いていくと
し上乗せできるよう制

B

A

空き家相談会で引っかかった人たちをランド・
いうことでやっています。私も理事なのですけ
度を変えていくという
報道がありました。そ

れども、宅建業の方をはじめとして、不動産業
者や工務店、不動産鑑定士などがメンバーに入

D

C

凡例

事業の提案と売買価格の交渉

空家相談会の共催関係

鶴岡市

土地を売った

預かり空家の割り振り

ランド・バンク登録宅建業者

土地を買った

親族関係

〜 E

配置図上の主体

助成金の申請と支払い

相談

登録宅建業者にによる仲介

振るってもらう舞台をきちんと準備して、それ

たらさよならかもしれないけれども、要は腕を

地域の仕事をきちんと回していけるし、失敗し

与えてみる。彼が五年間で成功したら、
その先、

ーとして格上げして、その人に時限的な特権を

が考えているのは、不動産屋をエリアマネジャ

饗庭 別の言い方になるかもしれませんが、私

すね。

ランド・バンク

宅

①〜④

Ｄ

C

E

宅

②

④

④

④

住宅Dが空家Bの跡地を購入し、駐車場として活用することが
可能になった。住宅Cが住宅前の土地を駐車場として活用。私
道は2項道路であるため、住宅Cに隣接していた空地は、整形で
接道状況も改善し、住宅Cの子供世代が住宅Eを新築した。

④

成 果

③

①

①

③

D
駐車場

市

主体の関係図

ラ

②
宅
E

れも一つの方法かと思

コーディネート内容
課 題

空家Aを除却し、クランク型の私道を直線状に付け替え、
空家Bも除却した。（私道の所有権は現在手続き中。）
ランド・バンクと市が共催の空家相談会で老朽化が進んだ
空家Aと空家Bについてそれぞれ所有者から相談があった。

っています。

て、所有者の特定や意

いますが、個々の案件

結果、Ｂは駐車場となり、新しい家としてＥが

向調査を一気にバルク

その取り組みを一つ紹介すると、二項道路に

建ちました。Ｅを新築したのはＣの人の子供で

で や る。そ う す る と、

でやっていくと非常に

すが、これで一応人口が増えたわけですね。鶴

市場に流通しやすくな

もならないようなクランク型の通路のところ

岡市は雪が多く、除雪のためにも道路環境をよ

った物件になるので、

お金がかかるので、空

くすると買い手がつくということらしいのです

不動産屋もそこそこ利

に、
ＡとＢ二つの空き家があって、
それぞれ別々

が、こんなことをちまちまとやっています︿図

益が出る可能性はあるのではないでしょうか。

き家が面的に多いとこ

参照﹀
。

饗庭 戦略エリアを決めて、特区的にやるとい

に相談を受けたのですね。それで、その二つの

野澤 でも、そうやって解いていくしか方法は

うことですね。

ろは、例えば弁護士と

ないですね。

野澤 そんな感じです。例えば立地適正化計画

空き家を壊して直線状に道路を通すことで、使

饗庭 そう思います。ただやはり専門家の収入

で居住誘導区域をきちんとやって、公共施設も

か司法書士にお願いし

にはならないですね。全国の不動産業者が空き

それなりに三〇年ぐらい維持していくエリアに

える土地を二箇所つくろうと考えました。その

家を扱おうとまでは言えないモデルだと思うの

A

道路拡幅分の寄付
順序

ラ

市

A

C

ついては、一気に戦略的にある時期だけ入ると

B

で、いかに収益がある事業化ができるかが一つ

D

いうのはあってもいいかなという気がするので

図．つるおかランド・バンク事例

の論点となってきます。

行止まり私道の付け替えによる面整備事例
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っています。

を時限的に見てきちんと評価してはどうかと思

野澤 全域対応するのはいいと思うのですが、

こだわらなくてもとなったのだと思います。

ころで空き家の話が出てくるので、そこだけに

たけれども、最近広げたのですね。あらゆると

いい」という考え方を大分持っています。

らは「なるべく居住誘導区域内に買ったほうが

目していて、取材でよく聞かれるのですが、彼

する雑誌の編集者や記者が立地適正化計画に注

パーも出てきています。あと不動産情報を発信

空き家対策と立地適正化計画
せめて重点的にやるエリアを決めて誘導するよ

私はまだ見たことがないのですが、ありますか。

になると思います。

と、いつまでたっても線だけがあるみたいな話

なら手厚く補助するなど連携をしてもらわない

ては何も問われないわけですね。居住誘導区域

〇万円とか補助金を出すけれども、立地に関し

子育て層だったら、空き家を利活用したら一〇

に、空き家対策とリンクできていない。例えば

では、その穴をどう埋めていくのかというとき

がじわりじわりと来ているようなエリアです。

定されていて、どちらかというと、スポンジ化

居住誘導区域は昔ながらの市街地にだいたい指

居住を誘導する手だてがほとんどありません。

実現するかというときに、特に居住誘導区域に

いろ引けると思うのですが、それをどうやって

野澤 そうですね。立地適正化計画で線はいろ

分ありましたけれどもね。

づけるべきでしょうか。これまでの議論でも大

饗庭 空き家対策と立地適正化計画をどう関連

野澤 私が聞いている民間の話だと、全国の立

だろうと思います。

者が考える戦略エリアがだんだん重なってくる

ることで、行政が考える戦略エリアと民間事業

があれば都市機能誘導区域を指定する。そうす

ちをつくりたいんだ」というしっかりした提案

らの提案制度をつくって、
「ここでこういうま

ころがこれから先できることは、例えば民間か

まずいわけで、もう区域を指定してしまったと

開発するぜ」という感じになっている。それは

いので、
「関係ないな。俺たち好きなところで

に引くなよ」と思うけれども、全然規制力がな

で、ディベロッパーの人たちは、最初は「勝手

に区域を指定してしまっているところがあるの

ていないですね。ディベロッパーの声を聞かず

と、立地適正化計画はほとんど民間の声を聞い

饗庭 少なくとも僕が付き合っているまちだ

手当てがほとんどありません。

からいいのですが、居住誘導のほうはそういう

機能誘導施設に関してはいろいろ補助金もある

うな制度が必要です。都市機能誘導区域と都市

と連携させましょう」
、この二つを最後に言い

う」
、それと「空き家対策と都市計画をきちん

野澤 「都市計画の二重人格状態はやめましょ

と思います。

構多そうなので、それはしっかり守ってほしい

言ったらずっと残す。それができない行政も結

政がしっかり誘導する。ここの小学校を残すと

ーとの距離ぐらいだと思うので、そこだけは行

ロッパーにとって重要なことは小学校やスーパ

味がなくなってしまうのですね。小さなディベ

行政が立地適正化計画を守らないと、完全に意

外に立地しようとしている例があるそうです。

を策定しているのに行政自らが都市機能を区域

饗庭 最近に聞いた話ですが、立地適正化計画

んとした市町村の取り組みが大事になります。

格状態になってしまうので、そのあたりのきち

和して、まちなかも居住誘導するのでは二重人

ほうが絶対に負けてしまいます。郊外を規制緩

二〇〇万円乗せたところだと、解体費の乗った

いところと、
まちなかの空き家解体で一〇〇万、

規制緩和してしまっていると、郊外の地価の安

ただ、いつも言っていますけれども、郊外で

─行政は計画を守り、裏切らない

饗庭 まだでしょうね。鶴岡市も、最初は空き

地適正化計画を調査してどこが戦略エリアかを

たいですね。 ︵二〇一七年六月十九日収録

11

実際、立地適正化計画と連携した空き家対策を

家対策に重点的に取り組むエリアを限定してい

見きわめ、そこに営業をかけていくディベロッ

文責・編集部︶

たんですよ。中心市街地とその周辺ぐらいでし

特 集 急増する空き家問題とまちづくり

