空き家問題の現場から
寛子

―空き家を有効活用するための視点と方策―
中川

できなかった事例などに接する機会が

も増して空き家の利活用事例、利活用

（ちくま新書）上梓以降、これまでに

た住宅が空き家になっている場合に

宅以外、つまり親なり自分が住んでい

倒でしかない。賃貸用として建てた住

空き家を売る、貸す、取り壊すのは面

とでも困ってはいない。だとすると、

金銭的にも、空き家を所有しているこ

また、現在の空き家所有者の多くは

に見いだしている価値や面白さが理解

人達が古い、手作業で建てられた住宅

ない」と思いこんでおり、一部の若い

空き家所有者の多くは「古い＝価値が

世代間の意識のずれもある。高齢の

世代は、親が地域に感じていた愛着を

一方でその地に住まなくなった若い

ともない。

も思えず、若い人達の声に耳を貸すこ

できていない。当然、利活用できると
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増えた。その経験を通じ、最近、利活

は、そもそも、売る、貸すという発想

そう思っている。

用への障壁のうちでも乗り越えにくい

がない。子どもたちに対処をしておい

利活用を妨げる心理的な
ハードル

もののひとつが、意識や気持ち、人間

たほうが良いと言われても、場合によ

だから実際は数年以上住んでいなくて

風を通しに行っている、仏壇がある、

識が無い人が少なからずいる。たまに

自分が空き家を所有しているという意

たとえば、空き家所有者のうちには

よく聞く。

言われる、だから嫌だというケースも

事な親の家を粗末にするなと兄弟から

金に困っていると陰口を叩かれる、大

売ったり、貸したりすると周囲からお

という現状を信じたくない。あるいは

二〇一五年の「解決！空き家問題」

関係などといった心理的なハードルで

っては不動産がお荷物になりかねない

も、「ほんのちょっと」
空けているだけ。

家減少を考えているようだが、金銭的

というペナルティを設けることで空き

された住宅の固定資産税を引き上げる

る。空き家特措法は特定空き家に指定

は気持ちに訴えるというやり方であ

どのように乗り越えていくか。ひとつ

では、こうした心理的なハードルを

気持ちに訴えるという解決法

まう。

でもあるようなアパートに建替えてし

れ空き家になる可能性が高い、どこに

感じることなく、相続後の住宅をいず

はないかと考えるようになった。

写真1．熊本市上之裏通りに最初に登場した飲食店。現在も盛業
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たとえば全国の自治体のうちでも早

えたほうが動くのだ。

ナルティを与えても動きはしない。障
くからモデル事業公募、助成という形

に困っていない人達に多少の金銭的ペ
壁が気持ちなら、解決も気持ち、障壁
で空き家問題に取り組んできた東京都

も違う。空き家になった事情も違うだ
ろう。であれば、それに合わせた言葉
が必要なのだ。

知らなければ始まらない
もうひとつは気持ちを後押しすると

世田谷区は社会貢献を謳い、一定の成
果を上げてきた。空き家利活用が地域

合、知らない解決法を思いつくことは

いう意味も含め、利活用事例を紹介す

ただ、世田谷区の近隣自治体が同じ

ない。逆にいろいろな方法を知ってい

の役に立つと、所有者の気持ちに訴え

呼びかけをした際は反応が薄かったそ

れば、それがヒントになり、新しい解

るというやり方である。人は多くの場

うで、同じ呼びかけが響かない地域、

決法が生まれることもある。

たのである。

年代もある。

るだけでは足りない。事例を通じて何

けとなり、次々と通り周辺の空き家が

トランが誕生〈写真１〉
。それがきっか

もちろん、事例を羅列して、紹介す

ガティブに空き家を所有している罪悪

に気づいてもらいたいか、それを意識

飲食店、物販店などに変わり、今では

ポジティブな呼びかけではなく、ネ
感に訴えると言う手もある。私自身、

した紹介をすることである。地域の課

にも地域を変える力があるのである。

九州のある自治体の空き家対策セミナ

たとえば、衰退、疲弊が激しい地域

大きな家が多く、なかなか利活用策

地元の若者が集まる新たな繁華街とな

強制代執行の事例を紹介、
「代々住ん

で、空き家利活用が個人のためだけで

が出てこないという地域であれば、大

題に合わせた事例と言い換えてもいい

できた土地で自分が亡くなった後で、

はなく、地域社会のためになるという

きな工場の一部だけを自分たちの手で

ーで「空き家を活用すると地域が元気

あの人はひどかったと言われるのは嫌

視座で事例を紹介するとしたら、熊本

リノベーション、使っていないところ

った。時間をかければ、一軒の空き家

ですよね」と締めたところ、相談者が

市の上之裏通りが好例だろう。三〇余

は窓が割れたままという福岡県大牟田

だろう。

増えたという体験をしたことがある。

年前、細い道に古い木造住宅などが密

になる」と話した後、都内で行われた

どのような呼びかけが響くのか、地

市 の 事 例 が 分 か り や す い〈 写 真 ２〉
。

写真3．一軒の旅館を複数の店舗で利用している熊本市の例

集する地域に一軒の空き家利用のレス

特
集

域によって住んでいる人も違えば歴史
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が人間関係なら、解決も人間関係に訴

写真2. 大
 きなL字型の工場の2階の一部を
居住者自らが改装した事例

ェアと言う発想を入れれば、大きさの

いる例も参考になろう〈写真３〉
。シ

フェや物販店その他五店舗が入居して

あるいは熊本市の大きな旅館一軒にカ

何も全部を使う必要はないのである。

市の事例などに学ぶと良いだろう。

泊施設として活用している広島県尾道

った神奈川県横須賀市や、貸し切り宿

そうした物件だけの空き家バンクを作

り下りが大変で空き家が多い地域なら、

もあるが、そうした例を除けば、自由

ように、法令上の制限が出てくる場合

ん、住宅から宿泊施設への転用などの

いるケースが多いという点だ。もちろ

貸し方などのソフトを変えて成功して

商店街に人の流れを再生させた兵庫県

インで貸すことで住民を増やし、地元

リノベーション、店舗ではなく住宅メ

ェアアトリエにといった様々な事例を

シェアオフィスに、谷戸の空き家をシ

をボルダリングジムに、ドヤ街の宿を

拙著では寿司屋をカフェに、風呂屋

クや自転車を趣味にしている人、工芸

い空間はペットを飼っている人、バイ

土間があって水が流せる、汚しても良

ように店舗を入れようとする。だが、

なると多くの不動産会社は従前と同じ

たとえば、店舗付き住宅が空き家に

な発想が利活用に繋がったケースが多
いのだ。

商店街が衰退、周辺に空き家が増え

問題がクリアできることがあるのだ。

箱はそのままで、使い方だけを
変えれば良い

宝塚市の事例が参考になる〈写真４〉
。

紹介したが、それから１年半余。利活

や絵画などを趣味にしている人などに

ている地域であれば、店舗付き住宅を

どのような形にしろ、人を集めること

用はさらに進化、多様化している。

立地に差がある。賃貸では遠くてダメ

だ。
場所は香川県高松市屋島
〈写真６〉
。

アで貸している物件もあり、融通無碍

もっと大胆な使い方の変更では賃貸

面白い活用事例は都心以外に多くある

な立地でも、分譲であれば可というこ

だった集合住宅を分譲物件として売っ

が、
残念ながらあまり知られていない。

な発想が空き家を収益物件に変えてい

てしまった例がある。賃貸と分譲では

とがあり、その差をうまく利用した形

写真6. 改
 修前と改修後。1階には店舗が入り、
地域に賑わいを生んでいる

る〈写真５〉
。

みに手を入れ、男性二人のルームシェ

スナックをそのままに、上階の二室の

居者が決まるほどの人気物件。中には

そこは現在、空室が出た途端に次の入

舗付き住宅だった賃貸物件があるが、

スと名付けられた数棟の元空き家の店

埼玉県ふじみ野市にはガレッジハウ

は住んでみたい空間である。

ができれば店も集められるようになる。

面白いのは箱はそのままで、
使い方、

写真5. 1
 階のスナック部分は水回りの増設など最低限の手を
入れただけで貸している

高台で眺めは良いが、階段や坂の上
写真4. 衰
 退した商店街の店舗付き住宅（道路左側、奥の建物）を
再生したことで人通りが戻りつつある
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ら、入居者に一定の資金を提供、ＤＩ

からＤＩＹ賃貸の概念が出される前か

る状態にするのが一般的だが、国交省

賃貸では所有者が住宅を改装、住め

応じ、様々な空き物件を宿泊施設に変

近年のインバウンド需要の高まりに

いるのは驚くべきことだ〈写真７〉
。

る。築四〇年で賃料を上げてもきても

埋めてきた福岡県福岡市の事例もあ

Ｙしてもらって入居する方法で空室を

考える人が出始めていることをリアル

よりは安くてもいいから譲渡したいと

を軽々と打破しており、負動産になる

までの不動産は高額で当然という常識

家いちば掲載の物件は価格面でもこれ

タダでもいい、
価格はお気持ちでと、

なった。奈良少年刑務所がホテルにな

いのオフィスは川床を備えたホテルに

物そのものの既存不適格、確認申請不

と言った場合、一般には都市計画や建

建設的な視点で空き家活用の可能性

ハードとソフト、両面からの
施策を

に感じさせてくれる。

屋市では廃校となった海辺の小学校が
この秋、地元の産品、風景を楽しめる

るというニュースが大きな注目を浴び

在をどう解消するかなど、法令やハー

宿に生まれ変わる予定だし、隅田川沿

たのも記憶に新しい。

間で空き家を売り買いするためのイン

大事であることは言うまでもないが、

もちろん、ハード面での問題解決が

建設というハードに専門性を持つ

が不可欠であることを教えてくれる。

こだわりのない、広い視野を持つこと

ドの問題が意識されがちだと思うが、

ターネット上の掲示板「家いちば」で

それ以前に利活用しようという気持ち

方々が空き家問題に取り組むにあた

流通の場面でもこうした従来の常識

ある〈写真８〉
。ここにはプラネタリ

になってもらうことが重要であり、利

り、気持ち、使い方といったソフトに

今回はあえて、気持ちや使い方などと

ウムのついたペンションや土蔵の付い

活用に当たってはこれまでの常識を超

目配りのある対策を立てられれば、鬼

をひっくり返すことで空き家のマッチ

た民家、温泉街のビル、畑とトラクタ

える必要がある。
実際、
様々な利活用事

に金棒。専門性に留まることのない、

人、
他業種の経験のある人などが多く、

ー付きの家その他、不動産会社的には

例を生んだプレイヤーの中には建設や

いうソフトについて触れた。

あり得ない物件が掲載されており、そ

活躍を期待したい。

ングに成功している事例がある。個人

写真8．1年半ほどで60件ほどの物件が掲載され、6件が成約している

不動産には無関係な業種から参入した

特
集

れが着々と成約している。

急増する空き家問題とまちづくり

25

買います

売ります

える動きも出てきている。鹿児島県鹿

写真7. 貸
 す段階では室内はスケルトン状態。
右は単身女性が自分でリノベーションした部屋

