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二〇一三年の全国の空き家率は十

準に追いついていく計算になる。
今後、

数が減少に向かい、空き家率も全国水

都の場合、二〇二五年をピークに世帯
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至ったケースもある。代執行では解体

しかし勧告に従わず命令、代執行に
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を示している。その意味で、空家法と

助言の段階で従う場合が多かったこと

るが、そもそも代執行に至るような物

地を売却して費用に充てることもでき

がかかった。代執行では、最終的に土
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れた状態で、補修工事を要したためで
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ほどの費用がかるが、室蘭市のケース
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で代執行に踏み切らざるを得なくなっ
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者が責任を果たすことを原則としなが

このように自治体にとっては、所有

解体費用徴収の仕組み
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三一日時点で、
空家法に基づく措置は、

ことながら費用は請求できない。例え

ち続けざるを得ず、固定資産税や管理
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ば兵庫県明石市では略式代執行を二件

負担から逃れられなくなっている。い

声も上がった。

は、二〇一九年をピークに世帯数、つ

となっている〈図表２〉
。指導・助言

行ったが、合わせて三一〇万円の費用

する固定資産税の住宅用地特例が解除

まり住宅需要が減少に向かうことによ

に比べ、勧告が少ないことは、指導・

％）
。
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」2014年4月によ
り作成
（注）1. 各ケースの想定は以下の通り
（注）1.各ケースの想定は以下の通り
［ケース 1］新設住宅着工戸数：直近の平均的水準で推移。滅失率：過去 10 年間（2003 〜 2008 年、2008 〜 2013 年）
の平均で推移
［ケース1］
新設住宅着工戸数：直近の平均的水準で推移。滅失率：過去10年間（2003～2008年、2008～2013年）
［ケース 2］新設住宅着工戸数：直近の平均的水準から
5 年ごとに段階的に減少し、最後の 5 年間（2029 〜 33 年）の水
の平均で推移
準はその半分の水準になると想定。滅失率：過去 10 年間の平均から段階的に上昇し最終的に 2 倍になると想
［ケース2］
新設住宅着工戸数：直近の平均的水準から5年ごとに段階的に減少し、最後の5年間（2029～33年）の水準
定
はその半分の水準になると想定。滅失率：過去10年間の平均か
ら段階的に上昇し最終的に2倍になる
と想定
2 . 新設住宅着工戸数の直近の平均的水準は、2010
〜 12 年の平均とした。この 3 年間の平均としたのは、過去
5 年間
のうちリーマンショック後の着工落ち込み（2009 年）と消費税率引き上げ前の着工増加
（2013 年）の特殊要因
2.新設住宅着工戸数の直近の平均的水準は、2010～12年の平均と
した。この3年間の平均と
したのは、過去5年間のうちリ
を除外するため
ーマンシ
ョック後の着工落ち込み（2009年）と消費税率引き上げ前の着工増加（2013年）の特殊要因を除外するため
3. 滅失率＝（5 年間の新設住宅着工戸数の合計−5 年間の総住宅数の増加数）／ 5 年間の新設住宅着工戸数の合計
3.滅失率＝（5年間の新設住宅着工戸数の合計－5年間の総住宅数の増加数）／5年間の新設住宅着工戸数の合計
4. 世帯数の予測は、国立社会保障・人口問題研究所に基づく
4.世帯数の予測は、国立社会保障・人口問題研究所に基づく
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っそのこと、所有権を放棄したいとの

声も高まっている。

これらの問題のうち、まず、解体費

用の所有者負担が徹底されていない点

については、今後は住宅を購入、建設

した人に対し、解体費用の積み立てを

義務付けるのが一案である。自動車の

リサイクル費用が、購入時に徴収され

る仕組みにならったものである。

徴収は、一度に支払う形や一定期間

（例えば一〇年程度）で積み立てる形

図表1 空き家率の試算（全国、東京都）
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などが考えられる。必要になった時に

引き出せる仕組みにすればよい。必要

な解体費用が確保されていれば、仮に

将来、
所有者が不明となった場合でも、

解体費用の心配はなくなる。徴収方法

は、新たな機関を設ける形や固定資産

税に上乗せする形などが考えられる。

所有権放棄ルールの必要性

次に、所有権の放棄については、現

状では所有権の放棄はしたくとも手段

がなくできない。しかし、相続放棄す

れば国に引き取ってもらうこともでき

る。相続放棄は不要な不動産のみを選

択的に行うことはできず、遺産すべて

急増する空き家問題とまちづくり
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った場合、自治体などの申し立てによ

全員が相続放棄して相続人不存在とな

を放棄しなければならないが、相続人

必要な財産を確保した上、最後に不要

したり、生前贈与したりしておけば、

きないが、必要な財産を遺言書で遺贈

あるいは、相続放棄は選択的にはで

国は使い道のない不動産ばかりを押し

って選任された相続財産管理人が換価

した手続きが行われることは稀であ
付けられてしまうことになる。今後、

な不動産のみを相続放棄して手放すと

る。最後に相続放棄した人は、相続財
こうしてなし崩し的に放棄され、国が

して残余があれば、
国庫に納付される。

産管理人が選任されるまでの間、管理

引き取らざるを得ない不動産が増加し

いったこともできないわけではない。

責任は残るが、その責任も現状では徹

ていく可能性を考慮すれば、最初から

しかし、相続財産管理人の選任には

底されているわけではない。相続放棄

所有権の放棄ルールを明確にしておく

こうしたことが実際に行われれば、

された不動産が危険な状態となり、そ

方が望ましいと考えられる。

費用がかかるため、相続放棄後、こう

のまま放置されていることも少なくな

前述のように相続放棄は選択的にで

費で取り壊さざるを得ない事態に至る。

は相続放棄された場合、最終的には公

によることになる。したがって、現状で

生じた場合には、略式代執行の手続き

を特定空家に認定し、代執行の必要が

空家法では、相続放棄された空き家

必要がある。国の所有に移ると、国の

記法に所有権抹消登記の規定を設ける

権放棄の手続きはないため、不動産登

移る。しかし、現状では登記には所有

有権放棄が認められれば、国の所有に

庫に帰属する」という規定があり、所

条には、
「所有者のない不動産は、国

学説は定まっていないが、民法二三九

くのは、国土の管理という意味でも望

不動産の所有権放棄の可否について

きず、それが相続放棄に踏み切るハー

管理負担が増すが、これについては放

い。

ドルになっている。しかし今後、空き家

［通常タイプ］危険な老朽空き家が対象。補助は除却費用の3割までで、上
限50万円

ましい状態ではない。費用負担を求め

危険な老朽空き家が対象。補助は除却費用の5割までで、上限50万円

棄時に一定の費用負担（放棄料）を求

東京都足立区

のほかめぼしい遺産はないといったケ

危険な老朽空き家が対象。補助は除却費用の8割までで、
上限100万円（2016
年度までに427件、3億8,753万円）

た上で放棄を認める仕組みを設けるの

群馬県高崎市

任も果たされず、最終的に公費解体に

なし崩し的に放棄された状態にな

いう意味でも正当化できると考えられ

は、国土の管理を適正に行っていくと

除却費補助

り、管理責任も果たされなくなってい

広島県呉市

なる事案が増加していく可能性がある。

長崎市

危険な老朽空き家が対象（対象区域内）
。土地建物を市に寄付し、跡地を
地域で管理することを条件に公費で除却

山形市

危険な老朽空き家が対象（対象区域内）
。土地建物を市に寄付し、跡地を
地域で管理することを条件に公費で除却

（出所）各自治体ホームページ等により作成
（注）施策の対象で「危険な老朽空き家」とあるのは、自治体によって正確な表現は異なる

よりは、最初から放棄を認め、国の所

所有者探索に多大なコストを投入する

えているが、利用するため、事後的に

また、現在、所有者不明不動産が増

る。

北海道室蘭市

特定空家が対象で、近隣や自治組織が除却する場合。補助は除却費用の9
割までで、上限150万円。土地・建物を無償で住民に取得させ、跡地も活
用できる。ただし、10年間は宅地や営利目的に使えず、広場などとして利
用

公費による除却
（寄付）

危険な老朽空き家が対象。補助は除却費用の3割までで、上限30万円
（2016年度までに501件、1億4,243万円）

めることが考えられる。

自治体名
施策の種類

［地域連携タイプ］危険な老朽空き家が対象。補助は除却費用の9割までで、
上限150万円。除却後の土地を、5年間、地域の自治組織に無償貸与。自
治組織が維持管理しながら活用することに同意
札幌市

施策の内容

ースが増えれば、相続放棄され管理責

図表3 自治体による空き家除却支援の事例
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後の利用がしやすくなるというメリッ

有に移しておいた方が、はるかにその
ルの創設を提案した。

解体費用の事前徴収と所有権放棄ルー

ンは長持ちする構造とし、利用者は利

利用者に回す仕組みである。スケルト

い。その場合の次善の策としては、所

る国が容易に受け入れるとは思えな

ただ、この仕組みは、負担が増大す

解体するにも放棄するにも所有者が負

を設ける必要性が高まっている。
今後、

という点にある。これらの人々に出口

い続けざるを得ない状況に陥っている

っても放棄できず、税や管理負担を負

現在の所有者の悲劇は、必要なくな

（
「マイホームリース推進協議会」
）
、昨

ウス工業とともに協議会を立ち上げ

収する。常陽銀行がつくば市、大和ハ

法人が所有し、賃貸して開発費用を回

定目的会社（ＳＰＣ）である住宅保有

に変更できる。土地とスケルトンは特

用期間中、内装（インフィル）を自由

トもある。実際の管理は自治体が担う

有者に管理責任を果たしてもらうた
担を負うことが徹底されれば、所有す

ける空き地バンクに登録しても一定期

長期的には、
もはや所有せず、
利用（賃

る場合のコストが高まる。そうすれば

〇一六年度良質住宅ストック形成のた

年度から試みている（国土交通省「二

ことが考えられる。

め、所有者が更地にして、自治体が設
間（例えば五年間）買い手が現れない

所有しなくても、一定期間、十分な

めの市場環境整備促進事業」の一つに

ただ、今までは、購入しなければ満

質と広さの住宅（長期優良住宅）に住

貸、定期借地など）で十分という考え

足できる広さと質の住宅には住むこと

める仕組みで、期間が終われば次の利

場合、以降は管理費用相当分を国が支
で国が引き取る代わりに、所有者に管

が難しかった。賃貸物件は狭い物件が

用者に回すため、空き家のまま放置さ

選定）
。

理費用を渡し、管理し続けてもらう案

主流で、手頃な価格で借りられるファ

れることもない。実施されるつくば市

方に変わっていく可能性もある。

である。いわばマイナスの固定資産税

ミリー向けの物件は、日本の賃貸市場

竹園地区は、研究学園都市の開発が始

市が保有する土地を住宅保有法人に対して現物出資し、住宅保有法
人が入居者に対して、リース等を行う。

スケルトン

ハウスメーカーが施工し、スケルトン部分のみ住宅保有法人に売却し、
住宅保有法人が入居者に対して、リース等を行う。

インフィル

入居者が希望する仕様に合わせて施工し、原則償却するまで住み続
ける。
（ただし、費用を抑えるため、完全なオーダーメードではなく、
レディメードの組み合わせとする。
）
施工費用は入居者負担。

面ではこれらを心配する必要性が高ま

くともよかった。しかし、人口減少局

に所有者が不明になる問題を心配しな

現れる可能性が高く、解体費用や最後

取得しても、自分の後に持ちたい人が

人口が増えていく社会では、住宅を

使う。期間終了後は高齢者向け住宅な

建物の躯体（スケルトン）を賃借して

ど広い住宅が必要な期間のみ、土地と

〈図表４〉
。住宅利用者は、子育て期な

利用を分離する新たな試みが現れた

これに対し最近、住宅供給で所有と

きるともいえる。

うした地区だからこそ試みることがで

住宅需要の増加が見込まれており、そ

市は、人口流入などで将来にわたって

組みを取り入れることにした。つくば

開発を行うにあたって、このような仕

まって以来の古い住宅地であるが、再

高めている。

を超えた新たな仕組み構築の必要性を

に空き家問題の深刻化は、従来の発想

広がっていく可能性もある。このよう

い若い世代に受け入れられれば、
今後、

ことにこだわらず、シェアに抵抗がな

時点ではまだわからないが、所有する

この仕組みが成功するかどうかは現

（出所）国土交通省

給する考え方もあり得る。所有権放棄

である。

では極めて少なかった。

土地

どに移り、土地とスケルトンは新たな

利用優先の住宅供給の仕組み

所有・利用形態

っており、
この対処策としてここでは、
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図表4 マイホームリース制度の所有・利用形態
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