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要約 

本稿は、深刻な社会問題となっている空き家に焦点を当て、空き家を発生させる要因を

計量分析によって明確にし、この問題を解消するための政策提言を行う。 

総務省が実施している「住宅・土地統計調査」の結果が公表され、空き家問題に注目が

集まっている。この統計調査によると、空き家率は調査を開始した昭和 38年から上昇し続

け、現在は 13.5%まで高まっている。特に問題であるのは管理不全となっている空き家で

あり、これらは建物崩壊等の保安上の問題・放火の標的とされるなどの治安上の問題・雑

草の繁茂や不法投棄による衛生上の問題など様々な外部不経済を引き起こす。本稿は空き

家のもたらす外部不経済を問題意識に掲げ、空き家問題について研究を進める。 

現状分析では、空き家分類の中で、売買・賃貸・別荘目的のどれでもない、外部不経済

を引き起こし得る“その他の住宅”に着目して空き家問題の現状を把握する。住宅総数に

占めるその他の住宅と定義した空き家率も年々増加し、平成 25 年では 5.25%である。空き

家になる要因は高齢化や地方から都市への人口移動による人口減少、世帯数よりも住宅総

数が多くなる住宅余剰が挙げられる。また制度面では、住宅用地には固定資産税を軽減す

る優遇措置があることから、更地にするのでなく空き家のまま残しておくインセンティブ

を与えるという指摘もある。深刻化する空き家問題に対して、355もの自治体(2014年 7月

現在)が空き家条例を制定し、空き家を除却することを目指している。空き家条例の項目

には、強制力が弱い順に「勧告・命令・公表・罰則・代執行」があり、各自治体がどの項

目を入れるかを考えて条例の内容を決めている。しかし、空き家の所有者が分からないた

めに条例が適用できない実情がある。一方国レベルでも、空き家の除去・活用に関する事

業に国費で補助する「空き家活用推進事業」を施行し、また空き家所有者の特定、解体費

の補助、空き家として残している住宅用地に対する固定資産税の軽減措置撤廃などが盛り

込まれた「空き家対策の推進に関する特別措置法案」を国会で審議するなど対策を進めて

いる。 

先行研究の章では、本稿が特に参考にした 2 つの論文についてまとめた後、本稿のオリ

ジナリティについて述べる。まず日本住宅総合センター(2011)は空き家が管理不全となる

要因が、立地の悪さや住宅としての魅力の無さが原因で空き家期間が長期化することだと

指摘した。また粟津(2014)では、空き家対策の効果については必ずしも有効でないと述べ

られていた。しかし日本住宅総合センター(2011)は実際に計量分析を行ってなく、粟津

(2014)は限られたサンプルでの計量分析であった。また、空き家の複数要因を計量分析し

た論文は、今のところ見受けられない。そこで本稿は空き家条例を定めている全自治体を

対象にし、空き家の要因を総合的に考え、計量分析を行う。仮説検証では、自治体へのヒ

アリングで適用事例があったことから、「条例に基づいた勧告・命令は空き家対策に効果

がある」という仮説を立てた。そして現状分析と先行研究をもとに推計式を考え、実証分

析を行う。被説明変数として空き家率(＝その他の住宅/住宅総数)をとり、説明変数に住

宅需要に関係する人口増減・高齢化率・犯罪件数、住宅供給に関係する新築件数、立地の

面で駅数・車保有台数、税制上の問題の固定資産税、自治体の対策の条例の 5項目(勧告・

命令・公表・罰則・代執行)を用いた。パネルデータを作成し、最適と検定された変量効

果モデルで推計した結果、高齢化率、新築件数、犯罪件数、車保有台数、固定資産税、条

例項目の公表・命令が有意に出た。仮説は棄却されたが、条例に関していうと、実行例は

ないが公表・罰則が抑止力として働いているので、勧告・命令の事例しか未だ存在してい

ないと考えた。 
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政策提言では、推計結果で有意に出たものの中から、コストが一番安く、実現可能性が

高い条例項目の公表・命令に着目して、2つの提言を行う。 

1 つ目は条例の普及・強化である。推計結果から、条例に公表と命令を盛り込むと空き

家率を下げられると言えるので、現在、空き家条例を定めていない自治体には公表と罰

則、そしてこの 2 つを実行する前段階として必要な勧告を含めた条例の制定を促す。一

方、すでに条例を定めているが、公表・罰則項目が抜けている自治体には、この 2 項目を

盛り込むように促す。しかし長期的に見ると、高齢化率の上昇などの影響で、空き家率は

将来も上昇し続けることが予想され、さらにヒアリングで「将来、勧告・命令の事例が増

え、公表の事例も出てくると、公表の効果が薄れる恐れがある」と自治体職員の方も仰っ

ていたので、更なる条例の強化が必要である。現在の罰則の内容は、ほとんどの自治体で

罰金額を 5 万円以下と定めているが、これは自治体が熟慮して算出した金額でなく、他の

自治体を模倣して定めていることがヒアリングで判明した。そこで埼玉県所沢市を例にと

り、罰則の金額があることで、罰則後の維持管理費用が、解体費用を上回り、自ら解体す

るインセンティブが働くという考えのもと罰則の適正金額を算出する。その結果、罰金額

を約 66万にすると、罰金額・その後の管理費・税金よりも、解体費・更地管理費・税金の

方が安くなり所有者が自ら解体するインセンティブが働くと言える。なお各自治体によっ

て地価などが異なるため、それぞれに合った罰金額を算出し、定めることが必要である。 

2 つ目の政策提言は更地の活用である。条例の効果で空き家が解体されると、多くの更

地が発生することが予想される。更地を活用しないと、所有者にとって税金や管理費など

の金銭的負担がかかる。一方、自治体は更地が活用されると、税収増加や地域活性化につ

ながるプラスの側面があり、更地は活用されることが望ましい。現在、企業の農業参入が

活発であり、また日本の景気回復によって、国内に工場を新設する企業も増えている。つ

まり、更地を農地や工場として活用するニーズは存在すると言える。そこで、自治体が更

地情報提供システム「更地バンク」を構築することを提言する。自治体は更地所有者が活

用したいと申請があった場合、その更地の面積や住所等をデータベースに登録し、それら

の情報をインターネット上で公開する。これによって土地を活用したいと考える企業等

は、情報探索コストが削減され、更地の活用につながるであろう。さらに自治体は、地方

企業とのつながりを強みに、地方企業に対しては積極的にアプローチして、潜在している

ニーズを引き起こすのも大切である。「更地バンク」の構築で企業はニーズに合った土地

を見つけることができ、また更地が活用されることは、更地所有者には税金等の金銭的負

担の解消、自治体には税収増加や地域活性化といった利益がある。 

今後の展望として、政策提言をより効果的なものにするために、条例の運用の面では自

治体と警察の連携の強化が必要であること、企業等のニーズ以上もの更地が存在する場

合、「コンパクトシティ」などの街づくりの面からもアプローチする必要があることを最

後に触れておく。  

 

（キーワード：条例、計量分析、土地活用） 
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第1章 問題意識 

近年、全国の住宅総数が増加する一方で、各地方では少子高齢化や人口減少を背景に空

き家の発生が顕著となっている。総務省が 5 年に 1 度公表している「住宅・土地統計調

査」によれば、現在の空き家の戸数は 820 万戸を超え、空き家率も 13.5％を示しており、

日本が抱える社会問題といえる。空き家から発生する問題というのは大きく分けて 5 つ挙

げられる。保安上の問題・衛生上の問題・治安上の問題・景観上の問題・地域力の問題で

ある。保安上の問題とは、建物倒壊・外壁剥落による事故が起きる危険を表したもので、

衛生上の問題とは雑草繁茂・不法投棄による公衆衛生の低下を示している。また、治安上

の問題とは建物への不法侵入による犯罪や放火の発生、景観上の問題とは景観の悪化・地

域イメージの低下、地域力の問題とは地域活力の低下・行政運営の効率性の低下をそれぞ

れ表すものである。最近でも、徳島県吉野川市で小学生が空き家にマッチで放火し、近隣

の民家 3 棟を含めて全焼したという事件が発生しており、空き家を原因とした事件が後を

絶たない。 

一般に、空き家は所有者又は適正に管理されていれば近隣住民またはその地域にとって

大きな問題とはならない。問題なのは外部不経済を引き起こす空き家である。ここでいう

外部不経済とは、所有者が空き家を管理不全な状態にした場合に、建物倒壊によって生活

の安全が脅かされるといった不利益や損失を及ぼすことをいう。平成 21年 4月に国土交通

省が 1,804 の市区町村を対象として、外部不経済をもたらす土地利用状況の実態把握を目

的に行ったアンケート調査によれば、地域に著しい土地利用が発生していると回答した自

治体は 72％であり、特に迷惑土地利用の中で「管理水準の低下(雑草繁茂等)した空き家や

空き店舗」と建物に対する回答が多かった。迷惑土地利用別、管理水準の低下した空き家

や空き店舗が 10年前と比較して概ねどのように変化しているかという問に対して、「減少

した」と回答している市区町村は 1％ととても低い数値を示している。アンケート結果か

ら見て分かるように、空き家総数の増加とともに外部不経済をもたらす空き家の存在が目

立つようになってきたのである。 

このような事態に対し、国土交通省は「空き家再生推進事業」を施行しており、また国

会では「空き家対策の推進に関する特別措置法案」が現在審議されているなど、空き家問

題は深刻さが増してきている。 

以上のように、空き家総数の増加とともに外部不経済を引き起こす空き家も増えてきた

なかで、外部不経済を引き起こさないよう抑制する策が必要であるということを念頭にお

き、空き家問題の要因と自治体による空き家対策の取り組みについて明らかにしていく。 
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第2章 現状分析 

第1節 定義 
まず住宅には大きく居住世帯があるものとないものの 2 種類に分類され、空き家は「居

住世帯なし」に属する。また空き家は①賃貸用、②売却用、③二次的住宅、④その他の住

宅の 4つに分類される。定義はそれぞれ以下の通りである。 

 

①賃貸用は新築や中古関係なく賃貸のために空き家になっているもの。 

②売却用は新築や中古関係なく売却のために空き家になっているもの。 

③二次的住宅とは別荘や残業後寝泊りする用の住宅など普段人が住んでいないもの。 

④その他の空き家とは居住者の不在の長短や外装、内装の状態に関わらず上記以外の転

勤、死亡などの理由により、人が住んでいないもの。 

 

図表１ 空き家の種類・定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：総務省統計局「住宅・土地統計調査」より筆者作成) 

 

本稿では全ての空き家の中でも、外部不経済をもたらし得る「④その他の住宅」に焦点

を当て執筆していく。また本稿における「管理不全の空き家」とは「④その他の住宅」の

中で居住者不在の期間が長く、外観が悪い空き家を指す。 

第2節 空き家率の上昇 
「その他の住宅」に着目すると、その他の住宅総数・空き家率の推移は、以下の図表 2

のようになっている。空き家率は、住宅総数に占めるその他の住宅を意味し、「その他の

住宅/住宅総数×100」で求めた。 
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図表 2 その他の住宅総数・空き家率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （出典：総務省統計局「住宅・土地統計調査」より筆者作成） 

平成 10 年時点では約 182 万戸だったが、平成 25 年時点では約 318 万戸と増加しており、

その他の住宅に着目した空き家率も 5.25％となっている。 

第3節 要因 
ではこの「その他の空き家」はどのような要因によって発生しているのか。主たる要因 

を挙げていく。 

 

① 高齢化社会と人口減少 

まず初めに、高齢化について触れたい。平成 24年時点での日本の総人口は 1億 2,752万

人であり、その内 65歳以上の高齢者人口は 3,079万人であった。また高齢化率は 24.1％で

あり、現代の日本は超高齢社会となっている。平成 24年 1月に国立社会保障・人口問題研

究所が公表した「日本の将来推計人口」における出生中位・死亡中位推計結果によると高

齢化はより深刻化していくことが予想される。住宅の所有者が高齢となることにより、死

亡や高齢者用施設や住宅に引っ越すことによってこれまでの住居が住み手をなくし、その

後も利用用途がないために放置されるという現象が起こっており、高齢化が空き家増加の

一因と考えられる。 

また現在日本は 2005 年から人口が減少し続けている。平成 25 年度厚生労働省の「人口

動態統計月報年計」によると、人口自然減が約 24万人と過去最大の減少幅となり、合計特

殊出生率も人口維持に必要な 2.07 を大きく下回り、1.43 という低水準となっている。加

えて国立社会保障・人口問題研究所の概算では、2060 年には日本の人口は 8,674 万人にま

で減少することが予想されている。人口減少により住宅需要が減少することで、空き家増

加の要因となり、今後もこの傾向は強まっていくだろう。 

 

 

平成10年 平成15年 平成20年 平成25年

その他の住宅 1,824,900 2,117,600 2,681,100 3,183,900

空き家率 3.63 3.93 4.66 5.25
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図表 3 高齢化率の推移 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：内閣府「高齢白書平成 25年度版」より引用) 

 

② 地方から都市への人口移動 

 図表 4 から分かるように進学や仕事を求め人口の社会移動が起こった結果、地方のほと

んどの県では人口が減少しているのに対し、東京、愛知、大阪などといった大都市を有す

る都道府県のみ人口が増加している。この人口の社会移動により、地方の過疎化が進み、

引っ越しをするまで住んでいた住宅が管理されなくなる場合や親族から相続された家を管

理する人がいなくなる場合により、そのまま空き家として放置されると考えられる。 

 

図表 4 都道府県別人口移動人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

(出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」より筆者作成) 
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③ 住宅余剰 

第二次世界大戦によって、日本は焼け野原となり、深刻な住宅不足に陥っていた。その

ため政府は住宅建設を推進した。その後 20 年間は世帯数が住宅総数を上回っていたもの

の、昭和 43年に世帯数と住宅総数が逆転し、空き家が発生した。しかし、住宅を建築する

ことによる影響は建築業だけにとどまらず、家電製品や新しい家具も購入するため様々な

消費を刺激する効果がある。そのため政府は景気対策の一環として住宅建設を推進し続け

た。その結果住宅の供給過剰が起こり、現在の高い空き家率の原因となっている。また日

本人は新築を好み中古不動産を嫌う傾向にあるため、新築の建築は現在も進んでおり、住

宅余剰がより深刻化している。 

 

図表 5 総住宅数・総世帯数の推移 

 
（出典：総務省統計局「住宅・土地統計調査」より引用） 

 

④ 制度的要因～固定資産税～ 

では、なぜ空き家の所有者は使用しない空き家を取り壊さないのであろうか。その原因

は固定資産税の制度的要因が関係している。まず固定資産税に関しての説明をする。固定

資産税とは土地や家屋（建物）など固定資産に課税される地方税のことである。 

 

図表 6 固定資産税の概要 

課税主体 市町村（東京都 23区は東京都） 

課税客体 土地、家屋、（償却資産） 

納税義務者 土地、家屋、（償却資産）の所有者 

課税標準 土地、家屋、（償却資産）の価格 

税率 標準税率 1.4%（目安） 

（出典：海江田万里(2008年)より筆者作成） 

自治体が課税主体となり徴収を行い、課税客体は土地、家屋そして償却資産も含まれる。

償却資産は主に工場の機械等を指す。納税義務者は登記の有無に関係なく、1 月 1 日時点

で固定資産課税台帳に所有者として登録されている者であり、納税通知書にしたがって年

4 回に分け納める。固定資産税の金額は課税する自治体が総務大臣の定める「固定資産評

価基準」に則って街路に沿接する標準的な土地の単位当たりの価格である路線価を付設

し、この路線価に基づいて画地計算法を適応する路線価方式で行われ、3 年ごとに査定

し、課税標準を定め、それに税率をかけて算出する。 
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課税標準は戦後の土地価格の急速な高騰により、固定資産税額が変動しすぎないよう前

年度の課税標準額と今年度の課税標準額の比較から、その格差に基づく負担水準を算出

し、それを前年度の額に乗じる方式が採用された。住宅用地に関する負担水準の計算式は

平成 26年度の場合：負担水準＝平成 25年度課税標準額/平成 26年度価格×100（参考東京

都主税局）で計算し、負担水準が 100%を超えるものに関しては本則課税標準額を適応し、

負担水準が 100%未満のものは徐々に引き上げるとしている。しかし、負担水準は概算にお

いて様々な仮定が必要となるが、1994 年度「評価基準告示」において地価の安定していた

昭和 50年代における固定資産税評価額の地価市場価格に対する割合を参考にし、土地にお

いては市場価格の 7 割程度と説明されており、本稿ではこちらで概算する。また家屋の場

合は木造と仮定すると、多くの場合は面積（㎡）×60,000～65,000 円で概算できる（参考

文献海江田）。そして、家屋に関しては土地と異なり減価償却も考慮される。木造の場合

は 25 年で償却されることが多いが、それ以後も新築時の 20%の価値は残る。税率は国が目

安となる標準税率を 1.4%と定めているが、自治体ごとに定めることが可能である。しか

し、1.7%を超える場合は議会の承認が必要である。 

 

図表 7 固定資産税の概算式 

土地の場合 固定資産税額＝課税標準（市場価格の約 7 割）×税率（1.4%） 

家 屋 の 場 合 

（木造の場合） 

固定資産税額＝課税標準 [（木造の場合：面積（㎡）×60,000～

65,000 円）×減価償却（現在の価値 /新築時の価値） ]×税率

（1.4%） 

（出典：海江田万里(2008年)より筆者作成） 

 

ではなぜ固定資産税が空き家の要因となっているのか。それは先述した住宅建設推進の

ために導入した住宅用地の固定資産税減額措置が大きく関係している。 

 

図表 8 住宅用地の固定資産税の減額措置 

税種 床面積 軽税率 

固定資産税 200 ㎡までの部分 ×1/6 

 200 ㎡を超える部分 ×1/3 

（出典：海江田万里(2008年)より筆者作成） 

住宅用地の面積が 200 ㎡以下の小規模住宅用地については、固定資産税評価額の 6 分の１

が課税標準となる軽減措置がある。また 200 ㎡を超える部分については固定資産税評価額

の 3 分の１が課税標準となる。この減額措置により、住宅を建設するインセンティブが働

いた。しかし、現在はこの制度により、所有者が空き家を壊し、更地にすると土地の減額

措置の対象から外れる。結果、固定資産税が空き家を残している場合に比べて 6 倍になる

という現象が生じている。そのため解体費用との兼ね合いで、固定資産税の金額を抑える

ために空き家を残しておくという選択をとる人々が多く、空き家が残る制度的な原因と

なっている。 
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第4節 現状の対策 

第1項 自治体レベル 

空き家対策には、外部不経済を引き起こす空き家を除去する策と、そのような空き家に

ならないよう活用する策がある。除去の方向では空き家条例が該当し、活用の方向では空

き家バンクが該当する。以下この 2つについて記述する。 

 

（1）空き家条例 

50 年代から 70 年代にかけて建てられた住宅が老朽化したことで、管理不全な空き家が

目立つようになり、空き家に関する相談が住民から自治体へと持ち込まれるケースが増加

した。こうしたなかで、自治体は空き家に関する相談を個別の課で対応していたが、複数

の課に関わる問題が生じた場合に往々にしてたらい回しの状況となっていた。この複数の

課に関わる問題というのは、例えば、建物が老朽化している場合には建設課、さきに述べ

たような固定資産税にまつわる問題が生じた場合には税務課、といったような問題であ

る。このようなたらい回しの状況に対し、埼玉県所沢市は空き家相談の総合窓口として

‘総合政策部危機管理課防犯対策室’を設置した。そして空き家対応の法的根拠として、

2010 年に埼玉県所沢市が全国で初めて空き家に特化した条例を定めたのである。これを皮

切りに 2014年 7月現在での 355自治体が条例を制定する状況となった。 

しかし、空き家条例と一口にいっても、自治体によって制定する内容が異なる。条例は

地域の特性を考慮した上で定められているのである。空き家条例というものは勧告・命

令・公表・罰則・代執行という 5 項目の組み合わせによって構成される。勧告というの

は、職員による実態調査で管理不全な空き家と判断された場合に、助言・指導を勧告する

ものである。命令というのは、履行期限を定めて必要な措置を講ずるように命令するもの

である。公表というのは、指導をおこなっても必要な措置を講じなかった場合に、空き家

の所有者の住所・氏名・命令内容等を市の掲示板またはホームページにて公表するもので

ある。罰則は所有者があらゆる命令に従わなかった場合に罰金を科すものであり、また代

執行というのは、自治体が所有者に代わって空き家を撤去し、更地にするものである。行

政代執行の費用は原則所有者負担となっている。地方自治法によれば、条例の 5 項目のう

ち、勧告が行政指導にあたり、命令から代執行までが行政処分に含まれる。行政指導を経

て行政処分へと移るわけだが、行政指導と比べて行政処分は強制力があるが、コスト面を

考慮すると自治体としても行政指導で空き家に対処したいという意識が存在する。 

次に、空き家に対する対応を島根県松江市の例を挙げて説明する。 

 

図表 9 島根県松江市空き家対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：ヒアリングより筆者作成) 

 

管理不全な空き家の発見 実態調査 所有者の特定 

指導 代執行 罰則 公表 命令 勧告 
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島根県松江市の場合、先に述べた 5項目をすべて盛り込んだ条例を定めているため、図

表 9のような流れで空き家への対応が行われる。まず、管理不全な空き家を発見すると、

自治体は実態調査に移る。続いて所有者の特定をした上で、所有者に対して管理するよう

指導を行う。指導をしても所有者が何の措置も行わなかった場合、勧告に移る。ここまで

が行政指導にあたり、命令以降が行政処分にあたるため、島根県松江市では行政処分に移

る前に審議会を設けている。審議会で承認されると、行政処分を行うという流れである。 

ここで現在、空き家への対応で自治体の頭を悩ませているのが所有者の特定であること

を留意しておきたい。所有者が特定できる場合には、行政指導ならびに行政処分といった

措置を講ずることができるのだが、所有者が特定できない場合には相当の外部不経済をも

たらす空き家でないと必要な対応ができない現状となっている。しかし、所有者が特定で

きず相当な外部不経済をもたらす空き家に対しては、建築基準法ならびに行政代執行に基

づき空き家を除却する場合もある。この場合の、代執行後の土地の処分については自治体

が裁判所に申し立てをする財産管理人が決定権を持つ。たいていの場合、財産管理人が土

地を競売に出し、買い手がつくという状況になる。 

本来、登記や戸籍類の調査で基本的に所有者が判明するはずだが、それでも所有者が特

定できない場合というのは、相続放棄や遺産分割などの内容までは自治体が認知できず、

ましてや外部不経済を引き起こす空き家のように長期期間放置された建物の所有者の特定

というのは困難を極めている。このような場合の最終手段として、先に述べた財産管理人

が民法上に用意されているという状況である。 

 

（2）空き家バンク 

空き家バンクとは、自治体単位で運営し、空き家の賃貸・売却を希望する人から受けた

情報を、空き家を利用したい人に照会する制度である。実際の流れとしては、賃貸・売却

物件の提供を希望する人が申込書を各自治体に提出し、自治体の担当者が現地調査を行

う。調査後、市のホームページや窓口で情報提供が行われる。そして物件の交渉に移るわ

けだが、「直接型」と「間接型」の二種類の場合がある。「直接型」とは、利用希望の申

し込みがあった場合に物件提供者へ市から連絡し、その後双方での交渉となるもので、

「間接型」とは物件提供者に市から連絡した後、宅地建物取引業協会の仲介により交渉す

るというものである。この空き家バンクという制度は、管理された空き家を需要と供給を

マッチングさせる目的で活用の面で空き家問題に一手を投じた策といえる。具体的には、

長野県佐久市は空き家バンク制度を開始した 2008 年 4 月から 2012 年 9 月までに 162 の物

件に住み手が見つかった。他にも京都府綾部市は 78 件、広島県安芸大分町は 71 件成約し

ている。 

 

第2項 国レベル 

現在、国の関わるところでは、国土交通省の「空き家再生推進事業」と審議が続いてい

る「空き家対策の推進に関する特別措置法案」が挙げられる。 

 

（1）空き家再生推進事業 

空き家問題を重く捉え、平成 21 年度に国土交通省は「空き家再生推進事業」を施行し

た。この事業は、空き家住宅等の集積が居住環境・地域活性化を阻害している区域におい

て、居住環境の整備改善及び地域の活性化に資するために、不良住宅・空き家住宅・空き

建築物の除却、空き家住宅や空き建築物の活用を行うことを目的としている。事業内容

は、活用事業タイプと除却事業タイプに分かれる。 
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活用事業は、空き家住宅・空き建築物を改修・活用して、地域の活性化や地域コミュニ

ティの維持・再生を図ることを目指している。具体的な内容は、「空き家住宅・空き建築

物を体験宿泊施設､交流施設､体験学習施設､創作活動施設､文化施設等に改修する費用」、

「空き家住宅等の取得費（用地費を除く）」、「空き家住宅・空き建築物の所有者の特定

に要する経費」に対して、国費で補助することである。補助比率は、事業主体が地方公共

団体の場合は 1/2、地方公共団体が補助する民間事業の場合は 1/3 を国費で負担する。こ

の制度を用いて、奈良県五條市では活用されていなかった町家を滞在体験施設として改修

し、現在活用している。  

除却事業は、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物を除却して、防災性や防犯性を向上

させることを目指している。具体的な内容は、活用事業と同様に国費による金銭的支援で

ある。「不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却等に要する費用」、「不良住宅、空

き家住宅又は空き建築物の所有者の特定に要する費用」を補助対象とし、事業主が地方公

共団体、民間の場合どちらも、2/5 を国費で負担する。事例の 1 つとして、福井県越前町

では、老朽化した空き家住宅を除却し、ポケットパークとして活用したというものが挙げ

られる。 

 

（2）空き家対策の推進に関する特別措置法案 

 自治体が急速に空き家対策を進める流れに後を押され、政府も空き家対策に本腰を入れ

始めた。「空き家対策の推進に関する特別措置法案」が提出され、成立へ向けて審議され

ている。法案の内容は以下の 3 つに大別される。1 つは、市町村への立ち入り調査権限等

の付与である。これは今まで未活用であった固定資産税の課税情報をもとに、所有者を調

べることや、敷地内への立ち入り調査権限を各自治体に与えるものである。これにより、

先述した自治体の対策で、空き家の所有者が特定できないために、対策を講じられないと

いう問題を解消することが期待される。2 つ目は、家屋撤去費用の助成である。これは、

空き家を除却する際の費用は所有者負担であるが、その費用の一部を国や都道府県が補助

するものである。3 つ目は、固定資産税の税制措置であるが、先述した通り、固定資産税

は住宅用地には優遇措置を講じているが、危害を及ぼすような管理不全な空き家と認定し

た場合、この優遇措置の適応を外すことを検討している。また所有者が自主的に家屋を解

体した場合には、一定期間、住宅用地同様の措置を講じるなども検討をしている。 

 

上記のように、自治体・国レベルで空き家対策がとられているが、今のところ、空き家

問題を食い止めることはできておらず、未だに解決の糸口が見えてこない。 
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第3章 先行研究 

本稿は、空き家がもたらす外部不経済を問題意識として掲げている。外部不経済を引き

起こす空き家は、空き家分類の中でも、その他の住宅に属し、かつ管理不全となっている

ものである。では、どのような要因で空き家は管理不全となるのであろうか。また現在、

空き家問題の解消に向け、多くの自治体が空き家条例を制定しているが、実際に効果は出

ているのだろうか。本章では 2 つの先行研究を通して管理不全となる要因について、さら

に空き家対策の有効性について明確にした後、本稿の位置付けを述べる。 

第1節 空き家が管理不全となる要因 
1 つ目の先行研究として、財団法人日本住宅総合センター『空家の地域特性と空家長期

化要因に関する分析～平成 21 年度空家実態調査(国土交通省)結果を踏まえて～』を用い

る。 

この研究レポートは、国土交通省が行った「平成 21年度空家実態調査」やその他報告書

で公表されたデータを活用・再集計し、空き家の外観特性を明らかにすること、また空き

家継続期間が長期化する要因・空き家が管理不全となる要因を検討することを主眼に置い

ている。「平成 21 年度空家実態調査」とは都市中心部(東京の都心部・大阪市)、郊外部

(東京都下・大阪の市部)、東京 40ｋｍ以遠(茨城・埼玉・千葉・神奈川の東京都心から 40

ｋｍ以遠の市町)を調査の対象地域に設定し、その中からサンプリングを行い、調査票の

記入依頼、現地調査、空き家所有者へのアンケート調査を行ったもので、空き家の特徴な

ど詳細なデータが集められる調査である。 

 公表データをもとにした研究の結果、立地の面では、最寄り鉄道駅まで距離があり、時

間がかかるほど、空き家継続期間が長くなる傾向があることが分かった。住宅属性の面で

は、空き家継続期間が長くなる住宅の特徴として、建築年数が古く、床面積が大きいこ

と、さらに水洗トイレや浴槽がないことなどが挙げられた。また空き家の維持・管理の状

況の面では、空き家継続期間が長くなるほど、定期的な見回りや専門業者に委託した維

持・管理が減少し、管理不全となることが明らかになった。 

  

第2節 空き家対策の効果測定         
2 つ目の先行研究として、「管理不全空き家等の外部効果及び対策効果に関する研究」

(粟津 2014)を取り上げる。この論文では、外部不経済の発生が明らかな「老朽化建物毀

損・飛散危険状態」にある空き家を除去するために、地方自治体が講じている主な対策の

効果について分析している。    

まず現状の対策について整理する。空き家対策は大きく分けて、空き家条例、除去費等

を助成する補助制度、課税標準特例の適用を除外する税制措置の 3 つがある。さらに空き

家条例は、「命令・公表・罰則・代執行」という強制措置と支援措置がある。支援措置に

は、緊急事態の際、危険を除去し安全になるような措置を所有者に代わって自治体が実施

する「緊急安全措置」、費用を徴収することを予め同意を得てから所有者に代わって自治
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体が措置を行う「事前同意型代執行」、土地活用法に一定の制約を設けた上で土地・建物

を譲り受ける「寄付」が含まれる。図 10は各種対策をまとめたものである。 

 

図表 10 各種対策まとめ 

対策 内容 

空 

き 

家 

条 

例 

強 制

措置 

命令 必要な措置を講じるよう所有者に命令する 

公表 要請に従わなかった場合、氏名等を公表する 

罰則 要請に従わなかった場合、罰金を科す 

代執行 所有者に代わって自治体が措置する 

支 援

措置 

緊 急 安 全 

措置 

緊急事態の際、危険を除去し安全になるような措置を 

所有者に代わって自治体が実施する 

事前同意型

代執行 

費用を徴収することを予め同意を得てから、所有者に 

代わって自治体が措置する 

寄付 土地活用法に制約を設けた上で土地・建物を譲り受ける 

補助制度 解体する際にかかった除去費等を助成する 

税制措置 課税標準特例の適用を除外する 

(出典：粟津（2014）より筆者作成) 

 

実証分析の対象は、空き家条例を 2010 年度から 2012 年度に公布した 115 市区とする。

分析する空き家条例の強制措置については、「命令」まで設けている条例は「命令グルー

プ」、「命令・公表」まで設けている条例は「公表グループ」、「命令・公表・罰則」ま

で設けている条例は「罰則グループ」、「命令・公表・代執行」まで設けている条例は

「代執行グループ」、「命令・公表・罰則・代執行」まで設けている条例は「罰則+代執

行グループ」に分類する。「各種対策の有無ダミー」と「公布前後ダミー」との交差項、

実行例がある対策の「前年度発動件数」を主な説明変数、「老朽危険を原因として除去さ

れた建築物の床面積の合計(㎡)」を被説明変数として推計モデルを設定し、各種効果をの

みを推計するために、4 年分のパネルデータによる固定効果モデルで分析をした。図表 11

が推計結果である。 
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図表 11 推計結果 

被説明変数 ln(老朽危険を原因として除去された建築物の

床面積の合計(㎡)) 

説明変数 係数  標準誤差 

条例公布年度の前後ダミー 0.8373402  0.7270630 

×(命令グループダミー) -0.5834796  1.0019930 

×(公表グループダミー) -0.8221104  0.7220832 

×(罰則グループダミー) -2.0981560 ＊ 1.0644720 

×(代執行グループダミー) -0.7015550  0.7176196 

×(罰則+代執行グループダミー) -0.3040337  0.8157126 

×(緊急安全措置ダミー) -0.3290516 ＊ 0.1966279 

×(事前同意型代執行ダミー) -0.0162259  0.1886757 

×(寄付ダミー) 0.9949454 ＊＊ 0.3984337 

×(補助制度ダミー) -0.1865671  0.2550971 

×(税制措置ダミー) -0.2086604  0.8141260 

前年度の命令発件数 0.9377666 ＊ 0.4987436 

前年度の代執行発動件数 0.0709157  1.5067970 

前年度の補助の発動件数 -0.0350506  0.0668380 

ln(65 歳以上の高齢者人口) -0.5179712  1.5981040 

ln(地方自治体別財政指数) -1.1584770  1.1578920 

定数項 13.136790  16.014960 

観測数 458 

自由度調整済決定係数 0.7045 

＊：10％水準で有意 ＊＊：5％水準で有意 ＊＊＊：1％水準で有意 

 (出典：粟津(2014)より引用) 

 

この推計結果をもとに粟津は、罰則はマイナスで有意つまり、罰則があると除去される

床面積が減少し、対策が負の効果を表していることに関して、これは罰則内容が 5 万円以

下という低い金額であることと、自治体による発動可能性が低いことから、罰金よりも高

い費用を支払ってまでも空き家等を解体しようとするインセンティブが働かないためだと

考えた。安全措置も有意にマイナスに出ているのは、自治体が安全措置を行うため、短期

的には所有者が空き家等を放置するためだと考察した。一方、前年度の命令発件数がプラ

スで有意なのは、命令が実際に発動されると、その後公表などにつながるため、命令の発

動により所有者に除去を促す効果があると言えるが、命令の発動は裁量行為であり、発動

の基準が明確でなく、すべての管理不全空き家等に発動されるとは限らない上、現時点で

は発動実績が少なく、必ずしも有効な手段とは言えないと主張した。 

  

第3節 本稿の位置付け 
 財団法人日本住宅総合センター（2011）では、立地の悪さや住宅としての魅力の無さこ

とが原因で空き家継続期間がながくなり、それに伴って管理・維持なども行わなくなり、

外部不経済を引き起こす空き家が発生することが明らかになった。また粟津（2014）の空

き家等の除去に与える対策効果の定量的分析から、統計的に効果が有意に出る対策が少な

く、統計的に有意に除去につながる命令の発動でさえ不備がある。これより、現時点で自

治体が行っている対策は、必ずしも有効な手段とは言えないと分かった。しかしこの分析



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

17 

 

は 2010 年度から 2012 年度に空き家条例を公布した 115 市区を対象に、空き家対策の効果

測定をし、各種対策の効果はあまりないという結果が出た。しかしながら、2014 年 7 月時

点で 355 もの自治体が空き家条例を制定しており、そして詳しくは後述するが、我々が

行った自治体へのヒアリングによると、各種対策の効果がないということは、現状と乖離

していると考える。一方、財団法人日本住宅総合センターの研究は、データの利用や再集

計から空き家期間が長期化する要因を抽出したが、実際に計量分析を行っていないため、

統計的に有意とは示せていない。さらに空き家に関する統計分析では「空き家と高齢化」

など個々の要因と空き家率を計量分析している論文はあるが、複数の要因で計量分析をし

ている論文は見受けられない。そこで本稿は、空き家条例を定めている全ての自治体を対

象とし、また空き家に関する要因を総合的に考え、重回帰分析を行い、統計的に空き家に

影響を与える要因を明確にしていく。 
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第4章 仮説 

第1節 ヒアリング 
条例を定めている 15の市町村にヒアリング調査を行った。 

千葉県山武市では勧告・命令・罰則を平成 18年に定めている。しかし山武市では命令と

罰則の実行例はなく、命令・罰則を定めたのも他の自治体が定めていたからという安易な

理由である。行政指導の勧告を実行し、通知が届くのが 50％、その内勧告に従うのが 50％

であり、勧告の効果は表れている。しかし、現状分析でも述べた通り、条例を定めていて

も登記・財産権などの問題により、空き家の所有者にたどり着けない場合が多い。秋田県

三種市では条例によって 1 年間で 3 人の所有者が 4 棟の処分を行った。しかし所有者が明

確になっていないことが原因で文書に対する反応も 10％以下であり、山武市だけではなく

他の市町村でも所有権の問題は空き家問題解決の高い壁となっている。 

全国の中でも空き家対策を積極的に行っている埼玉県所沢市では平成 22 年に勧告・命

令・公表を定めている。山武市のように他の自治体に影響されたのではなく、所沢市内に

空き家が多く点在しており、所有者に注意という形で空き家解消を促すことをしたが、注

意の根拠があいまいだったため効果がみられなかった。そこで条例を制定し、根拠を明確

にした。所沢市では勧告と命令合わせて 68件行っており、千葉県流山市でも勧告、命令を

32 件行っている。 

他の自治体でも多くの条例の事例があり、処分や管理を促せている。しかしコストやリ

スク等の障壁があり、行政処分に踏み切る市町村は少ない。また所有者が分からない場合

が多く、アプローチさえできない。自治体も財産権の侵害や所有者に関しては情報の守秘

義務があるため、踏み込めない問題である。 

第2節 仮説 
以上の現状分析やヒアリング調査を通して、勧告と命令の事例しか未だ存在していない

ことが確認された。したがって、「勧告・命令は空き家問題解消に効果がある」という仮

説を立て、検証に移る。 
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第5章 実証分析 

第1節 空き家率に影響を与える要因  
 現状分析と参考にした文献から空き家の要因とされるものをまとめる。 

① 住宅の需要面 

 住宅の需要が減少すると仮定すれば、住宅が供給され続けた場合、人が住まない住宅が

増加する。それらが維持・管理されなくなり管理不全の空き家が増えると考える。ここで

住宅の需要は、住宅を求める人口が大いに関係するので、人口増減と高齢化率が空き家率

と相関があると考える。人口増減は都道府県の人口の移動を表す社会人口増減と出生や死

亡によって決定する自然人口増減から考える。また住みにくい街は住宅需要が減る。国土

交通省住宅局「平成 15年住宅需要実態調査」によると、住環境の各要素に対する不満率は

｢治安、犯罪発生の防止｣が 45.9%で最も高く、住む地域を選ぶ際に治安を重要視する住民

が多い。そこで治安を表す指標として犯罪件数を選定する。 

 

② 住宅の供給面 

 新築等により住宅のストックが増加すれば、住宅への需要が伴わない場合、人が住まな

い住宅が増加する。そこで住宅の供給に関係するものとして、新築件数を指標として選定

する。 

 

③ 立地 

 先行研究で用いた財団法人日本住宅総合センター(2011)より、立地の悪いと空き家期間

が長期化し管理不全になると言える。よって、立地の悪さが空き家件数に相関があること

が分かる。車で移動する人数が多いと公共交通機関が十分に整備されていないといえ、ま

た駅の数が少なければ、自宅から最寄り駅までの距離が長くなる可能性が高い。そこで立

地の悪さを示す指標として、車の保有台数・駅数を選定する。 

  

④ 固定資産税(土地に関する) 

空き家を更地化せず住宅用地として保持している場合固定資産税が 1/6となる。この制度

を固定資産税のメリットとし、それが働くことによって、空き家を更地化せずに空き家を

そのまま所有するインセンティブが働いている可能性がある。 

 

⑤ 条例 

 現在では、空き家対策の条例が多く制定されている。ヒアリング調査によると、勧告に

よって空き家問題を解消した実例もあり、条例は空き家率に影響を与えると考えられる。 
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第2節 分析 

第1項 変数 

分析は特別記述することがなければ、全て都道府県単位・平成 20 年度と平成 25 年度時

点のパネルデータを使用する。パネルデータを使用することで、データ数が増える。 

まず被説明変数は空き家率(＝その他の住宅総数/住宅総数)とする。これは総務省統計

局「住宅・土地統計調査」で公表されたデータをもとに作成する。次に説明変数について

記述する。高齢化率は全人口に対する 65歳以上人口の割合で、人口は、都道府県人口に対

する社会人口増減と自然人口増減を足した人口増減の割合である。これらはともに総務省

統計局「人口推計」のデータを利用する。新築件数は新設住宅総数に占める各都道府県の

新築件数で、国土交通省「新築着工統計調査報告」を参照する。固定資産税メリットは固

定資産税の算出方法に基づき、住宅地の都道府県別の平均地価×0.7×0.014 で算出した。

各都道府県の地価は国土交通省「都道府県地価調査」を利用する。車保有台数は自動車検

査登録情報協会「都道府県別・車種別保有台数表」のデータを用いる。駅数は単位面積あ

たりの駅数であり、運輸政策研究機構の「22 年版 地域交通年報」を利用する。犯罪は

1,000 人当たりの刑法犯罪認知件数であり、警察庁「犯罪統計」を参照する。勧告・命

令・公表・罰則・代執行は各都道府県総人口に対するそれぞれを定めている市町村人口の

割合である。都道府県別の制定された条例の総数にしないのは、1 つの条例でも、人口の

多い市町村は人口の少ない市町村が定めた場合よりも大きな影響を与えるので、単に条例

の総数では、条例の各項目が与える影響の大きさを正確に示さないからである。条例は

「空き家等の適正管理に関する条例の例(平成 25 年 10 月 1 日時点で施行済みのもの)」、

市町村人口は総務省「市区町村別の人口及び世帯数」より用いた。 

 和歌山県のみ市町村単位での条例制定でなく、県レベルでの条例であった。県条例と市

町村条例では対策のきめ細かさが異なるので和歌山県はサンプルからは除く。 

 

図表 12 変数 

変数名 説明 予想符号 

被説明変数 

空き家率 その他の住宅総数÷住宅総数 ― 

説明変数 

高齢化率 65 歳以上人口÷都道府県人口 正 

車保有台数 自動車保有台数÷都道府県人口 正 

犯罪件数 犯罪件数÷都道府県人口(千) 正 

駅数 駅数÷都道府県人口 負 

新築件数 新築件数÷新築件数の総計 正 

人口増減 {(流入人数－流出人数)＋(出生人数－死亡人数)}÷都道

府県人口 

負 

固定資産税メリット 住宅地の地価平均価格×0.014×0.7 負 

勧告 勧告を条例の項目に含む市町村人口÷都道府県人口 負 

命令 命令を条例の項目に含む市町村人口÷都道府県人口 負 

公表 公表を条例の項目に含む市町村人口÷都道府県人口 負 

罰則 罰則を条例の項目に含む市町村人口÷都道府県人口 負 

代執行 代執行を条例の項目に含む市町村人口÷都道府県人口 負 

(出典：筆者作成) 
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図表 13 変数の基本統計量 

変数名 サンプル数 平均 標準偏差 最大値 最小値 

空き家率 46 0.04 5.55 0.110481 0.039956 

高齢化率 46 0.25 0.03 0.315 0.172238 

車保有台数 46 0.52 0.09 0.67707 0.235659 

犯罪件数 46 0.01 0.004 0.022918 0.004218 

駅数 46 0.05 0.07 0.442022 0.006588 

新築件数 46 0.02 0.03 0.147508 0.002485 

人口増減 46 -0.03 0.04 0.076 -0.118 

固定資産税 

メリット 
46 0.53 0.54 3.5329 0.14994 

勧告 46 0.13 0.2 0.738047 0 

命令 46 0.12 0.2 0.73519 0 

公表 46 0.11 0.19 0.754537 0 

罰則 46 0.02 0.05 0.371254 0 

代執行 46 0.06 0.13 0.632671 0 

                                (出典：筆者作成) 

 

 

第2項 推計 

第 1項で挙げた変数を用いて推計式を立てた。 

推計式 

(空き家率)＝a×(高齢化率)＋b×(人口)＋c×(新築件数)＋d×(固定資産税)＋e×(車保有台数)

＋f×(駅数)＋g×(犯罪件数)＋h×(勧告)＋i×(命令)＋j×(公表)＋ｋ×(罰則) 

＋l×(代執行)＋u 

 

今回はパネルデータを扱う。固定効果を考慮することが出来るので、より精度の良い推

計が出来る。パネルデータ分析を行う上で、F 検定を行い棄却されなかった場合は pooled 

ols での推計、棄却された場合は固定効果が存在するためハウスマン検定を行い固定効果

と説明変数が相関しているかを検定する。棄却されなかった場合は変量効果モデル、棄却

された場合は固定効果モデルを選択する。本稿の分析では F 検定が棄却され、ハウスマン

検定が棄却されなかったため変量効果モデルで行う。推計結果は図表 14に示す。 
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図表 14 分析結果 

説明変数 係数 標準誤差 

定数項 -0.101117  0.022324 

高齢化率 0.501535 ＊＊＊ 0.073828 

車保有 0.054619 ＊＊＊ 0.019139 

犯罪件数 1.139050 ＊＊ 0.482856 

駅数 -0.020295  0.030425 

新築件数 -0.461269 ＊＊＊ 0.123318 

人口増減 0.047468  0.053779 

固定資産税メリット 0.018798 ＊＊＊ 0.003705 

勧告 -0.002785  0.011448 

命令 0.014926  0.009784 

公表 -0.021064 ＊ 0.011789 

罰則 -0.026768 ＊＊ 0.012298 

代執行 0.002116  0.006829 

決定係数：0.754377 

自由度修正済み決定係数：0.717067 

サンプルサイズ：92 

＊：10％水準で有意 ＊＊：5％水準で有意 ＊＊＊：1％水準で有意 

（出典：筆者作成） 

 

第3項 結果解釈 

有意に出た説明変数の符号の確認と結果解釈を行う。 

高齢化率は 1％水準で有意で、高齢化率が上昇すると、空き家率が上昇するといえる。

現状分析で述べたが、高齢化に加え少子化問題も今後一層深刻化していく。分析結果より

少子高齢化を解決することによって、空き家率は改善されるが、内閣府「平成 26年度少子

化社会対策関係予算概要求」より平成 26年度の少子化対策予算は 3兆 358億円にも上り、

莫大な予算がかかる。 

犯罪件数は 5％水準で有意で、犯罪件数が増加すると空き家率が増加する。また治安の

代替指数としていたため治安が悪いほど空き家率が高くなるといえる。犯罪件数を減少さ

せるための手段は様々だが、現在大阪府では犯罪件数減少に向け、白バイク、パトカー、

航空隊のヘリコプター、機動隊を犯罪多発時刻に導入し、街頭活動を強化しているが、そ

れぞれを起動させるコストは計り知れない。 

新築件数は住宅ストックが増加することで住宅余剰となり符号予測は正だったが、新築

件数が増加すると空き家率が減少するという、負の結果がでた。これは空き家率の定義式

が、その他の住宅/住宅総数であり、新築件数が増えると分母が大きくなり、相対的に空

き家率が下げられるためだと考える。 

車保有台数は 1％水準で有意である。車保有台数は立地の代替指数とした。地域の特性

上公共交通機関が十分ではない地域では車保有をしていないと日常の生活に不備が生じる

可能性が高く、住宅需要が小さいため空き家が増加すると考えた。その地域に電車などの

公共交通機関が少ないのは採算の取れないことが主な理由である。国土交通省の「バス事

業者の経営状態、経費構成等」より一般路線バスの維持費用には 2,700 億円のコストが発

生することに加え、運送費と一般管理費の経費が掛かる。そこで交通公共機関の整備を行

い、車保有台数を減少させることは容易ではなく、現実可能性に乏しい。 
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固定資産税メリットは 1％水準で有意であり、固定資産税メリットが働くことで空き家

率が上昇している。固定資産税税制に対して見附市は平成 24 年 10 月に市の求めに応じて

空き家を解体し、更地にした場合、住宅用地に対する減税を継続するという優遇措置を

行った。2004 年新潟県中越沖地震によって多くの住宅が倒壊した。倒壊した住宅を撤去す

ると固定資産税が 6 倍となる。そこで、見附市は復興するまでの一定期間倒壊した住宅を

更地にしても固定資産税は住宅用地に対する減税を維持するという対策を行った、この優

遇措置を空き家の解体を進めるためにも反映させている。しかし平成 24 年に開始したた

め、まだ効果は確認できていない。 

また問題意識でも述べたが、現在、審議中の空き家対策の推進に関する特別処置法案に

固定資産税の税制措置の法案も含まれている。具体的には空き家の住宅用地特例の適用を

外す。所有者が自主的に解体した場合には、一定期間、固定資産税の優遇措置を講じると

いう内容であり、この法案により空き家を更地にしないメリットがなくなり、空き家解消

も進むといえる。   

条例は 5 項目の内、公表が 10％水準で有意、罰則が 5％水準で有意となったため「勧告

と命令が空き家問題解消に効果がある。」という仮説は実証できなかった。ヒアリング調

査より、勧告と命令は事例があり、効果が出ている市町村もある。現在、事例がない公表

と罰則が有意となったことから、公表と罰則が抑止力となり、現在は勧告と命令が有効に

働いていると考察する。 

以上から固定資産税は今後見附市のような事例が増加することに加え特別措置法案成立

によって、固定資産税メリットの働きが小さくなる可能性が高い。少子高齢化対策、犯罪

件数、車保有台数を解消するためには、多額のコストが発生する。対して、条例は審議会

にて制定するかを決定する。条例は議会で審議され制定されるためコストは生じるが、上

記の 3つと対比をすると最も実現可能性が高い。 

そのため本稿では条例に対する政策提言を中心にしていく。 
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第6章 政策提言 

第1節 条例の普及と強化 
推計結果をもとに、短期的な視点と長期的な視点から政策提言を行う。 

<短期的な視点から> 

条例を定めていない自治体に対しては、勧告・公表・罰則を盛り込んだ条例を定めるよ

う促す(命令・代執行については任意とする)。ここで勧告を必要条件とする理由は現状分

析でも述べた通り、行政指導を通じて行政処分が行われるので、公表・罰則のみならず勧

告が必要という見解である。 

一方、条例をすでに定めている自治体に対しては、公表または罰則のいずれかを定めて

いない場合には付け足して盛り込むよう改正を求める。ヒアリングから、空き家条例の制

定に関して、どこかの自治体を参考に条例を定めたといったような制定理由が多く、罰則

の金額については自治体間で差異がなく、現金 5 万円がどの自治体の条例でも定まってい

る状況である。地域によって地価、それにかかる固定資産税額などが異なるなかで、罰則

が一律 5 万円にしなければならない明確な理由というものが現在無いという状況が懸念さ

れる。 

<長期的な視点から> 

長野県上田市にヒアリングを行ったのだが、将来空き家の増加とともに勧告・命令の件

数がともに増加し、いずれは公表の事例まで出てくるという予想を立てていた。現に、富

士通総研が行っている今後の空き家率の推移を見てみても空き家率は年々上昇していくこ

とが明らかである。 

 

図表 15 空き家率の推移予想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：富士通総研コラムより引用） 

図 15のケースとは、以下の通りである。 

＜ケース 1＞は新設住宅戸数、純滅失戸数2ともに現状維持のケース 

                                                      
2 純滅失戸数とは、新築の建て替えを行わない場合の取り壊された住宅戸数 
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＜ケース 2＞は純滅失戸数を現状維持とし、新設住宅着工戸数を半減させるケース 

＜ケース 3＞は新設住宅戸数を現状維持とするものの、空き家の除却により純滅失戸数を

増加させるケース 

＜ケース 4＞は新設住宅着工戸数を半減させ、かつ純滅失戸数を増加させるケース 

 

この予想は、どの自治体にも共通することであり、条例に公表と罰則を盛り込むだけで

は不十分になるかもしれない。そこで我々は、現在条例のなかで定められている罰則の 5

万円という金額に新たな視点を加えることで、将来予測を踏まえたうえでの罰則の適正金

額を考察する。われわれの考える適正金額というものは、本来空き家の管理または解体と

いうものは所有者によって適正に行われるべきものであり、あくまで条例は抑止力を持っ

た存在でなければならないという信念に基づくものである。そして、罰則の金額があるこ

とで罰則後の維持管理費用が、解体費用を上回り、自ら解体するインセンティブが働くと

いう考えのもと推測する。 

適正金額の概算において、地価ならびに維持管理を委託するサービス会社まで考慮しな

ければならないため、本稿では埼玉県所沢市を例にとる。今回の条件として、一般的な木

造建築の耐用年数を考慮した上で、築 25 年の木造二階立て、100 ㎡の空き家を持っている

状態を想定し、なおかつ解体した後の土地に関しては必ずしも売れないとの懸念から所有

者が保有する場合を仮定する。以下の式を立てた上で、罰則の適正金額を検討する。所有

者が解体する場合の費用を左辺とする。解体費用は所有者が木造二階建ての建物の場合に

かかる費用の相場を用いて 100 万円と設定し3、除却後の空き地の管理については所沢市も

対象としている株式会社エオリ開発の空き地管理サービス、20,000 円/年を用いて計算す

る。固定資産税に関しては、埼玉県所沢市の平均地価額に 0.7 と 1.4％を掛けた値を代入

する。一方、右辺は空き家を管理する場合の費用を示している。罰則の価格に加え、空き

家管理費用については大東建託の空き家管理サービスの価格、60,000 円/年を用いる。公

共料金というのは住民の有無に限らず、基本料金としてかかるため、水道料金の基本料

金、東京ガスの基本料金、東京電力の基本料金をそれぞれ足したものとする。 

 

解体費用＋空き地管理費用＋固定資産税(土地) 

＜罰則＋空き家管理費用＋公共料金＋固定資産税(住宅＋土地) 

 

図表 16 木造二階建て、100㎡の建物の場合の費用計算表 

空き家を解体する場合の費用 

解体費用 1,000,000 円 

空き地管理費用 20,000 円／年 

固定資産税(土地) 19,086 円／年 

空き家を管理する場合の費用 

罰則 □□□□□円 

空き家管理費用 60,000 円／年 

公共料金 26,242 円／年 

固定資産税(土地) 3,181 円／年 

固定資産税(住宅) ※16,800 円／年 

 (出典：筆者作成) 

※住宅にかかる固定資産税については 25年で 80％(一年あたり 3.2％)減価償却するが、今

回は 25年目以降を推定するため表に記載した価格は一定の固定資産税額となっている。 

                                                      
3 解体工事の匠を参照 
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所有者自らが解体するインセンティブを働かせるには左辺より右辺の費用を大きくしな

ければならない。5 年以内にインセンティブを与える場合、それぞれの費用を 5 倍した数

値を代入し、空き家を解体する場合の費用は 1,195,430 円となる。一方、空き家を管理す

る場合の費用は罰則抜きで 531,115 円となる。よって、5 年以内に所有者自らが解体する

インセンティブが働くような罰則の適正価格は、664,315円と概算される。 

以上をまとめると、約 66万円という罰金を科すという内容の罰則を盛り込んだ条例を埼

玉県所沢市が定めることで、5 年以内に所有者自ら空き家を解体するインセンティブが働

くということである。なお、固定資産税額、空き家及び空き地管理サービスの価格も地域

によって異なるため、各自治体は上記のような計算を用いた上で罰則の適正価格を求め、

条例に盛り込むべきである。 

 

第2節 更地の活用 
（1）更地活用の必要性 

前節では条例に関する政策提言を行った。条例の効果により、空き家は解体され、更地

になることが期待される。まず具体的に 1 年間でどの程度、更地になるかを概算する。推

計結果から、都道府県における公表と罰則を定める市町村人口が現状よりも、50%上がる

と、2.4%(={0.021064×0.5+0.026768×0.5}×100)空き家率は低下する。平成 25 年現在、

3,183,900 戸の空き家が存在することから、単純計算すると、776,871 戸(=3,183,90×

0.024)分、空き家が解体され更地になる。総務省「住宅・住宅統計調査」によると、1 住

宅当たりの延べ面積は 94.91㎡である。このことより、更地の面積は 73,732,884 ㎡、つま

り約 73.2㎢であり、これは東京ドーム 1,577個分に相当することから、面積の大きさが実

感できる。またこの概算は、罰金を引き上げていない場合の推計であり、罰金額を高めた

場合は更地面積がより大きくなると予想される。 

更地の所有者にとっては、更地のまま所有していると、特に目的を持って使用している

訳でないのに、更地の管理費用・固定資産税分の金銭的負担がかかるので、更地を活用し

てもらいたいと考えるであろう。また自治体にとっては、更地が活用されることで税収の

増加や地方活性化につながり、更地活用によるプラスの効果は大きい。つまり更地が活用

されることは、所有者・自治体の双方に利益がある。 

  

(2)更地活用のニーズ 

更地を活用されるかを考えるにあたっては、更地へのニーズがあるかが重要となる。そ

こで、実際に更地を活用するニーズがあるかを検証していく。 

 まず企業の農業への参入から見ていく。日本では農地法の基本理念である「自作農主

義」に基づき、農業分野への企業の参入には厳しい制限があった。1993 年に農地の所有権

を取得できる「農業生産法人」への農業外からの出資が認められたのを皮切りに、2001 年

には「農業生産法人」への出資構成員に、食品加工業者やスーパーも認められた。しかし

株式会社など一般法人は直接農地を取得することも賃貸することもできないなど、農地利

用での企業参入は極めて高いハードルであった。農地利用を後押ししたのは、2003 年に始

まった構造改革特区の創設であった。特区内かつ市町村が定める遊休地域に限り、一般企

業にも農地をリースする形での参入が認められた。2009 年には地域制限は解除され、また

利用できる農地への制限も緩和させた。2009 年の農地法改正後の農地リース方式における

企業参入は図表 17に示した。株式会社が最も割合が高くなっており、2010年が 235法人で

あったが、2013年には約 4倍の 858法人の参入となり、伸び方も大きい。 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

27 

 

図表 17リース方式における参入企業の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典: 「平成 25年度版 食料・農業・農村白書参考統計表」より筆者作成) 

 

また「企業の農業参入の現状と課題―地域との連携を軸とする参入企業の実像―」（農

林金融 2007）では、農業に参入している企業のほとんどは地元の中小企業であり、事業全

般にわたり自治体の支援を前提とする参入が多いが、一方で農業の担い手不足、耕作放棄

地の拡大等から、農外に担い手を求めざるをえない地域の実情もあり、特に自治体は積極

的な参入促進を行う傾向があると述べられている。もちろん中小企業だけでなく、大企業

の農業参入も進んでいる。事例をひとつ挙げると、イオン株式会社は、2009 年にイオンア

グリ創造株式会社を設立し、自社店舗で販売する農産物の一部について自ら生産する取り

組みを開始した。イオンアグリ創造株式会社の設立当初は、茨城県牛久市に農地を借り受

け、生産を開始したが、2014 年 3 月現在では全国 15 カ所の直営農場（合計約 200ha）に

おいて、キャベツや小松菜等を生産し、関東圏内の店舗でプライベートブランド農産物と

して販売している。 

 農家従事者の高齢化・人数減少などにより日本の農業が衰退化していくことを懸念して

いる政府や、不耕放棄地の増加を問題視する自治体は、企業の農業分野への参入に力を入

れていて、今後も活発に行われていくと予想される。更地を農地や食品加工工場などと

いった形で活用できる可能性は高い。 

 次に農地以外での活用について考える。円安や日経株価上昇を背景に、企業が国内に工

場を新設する風潮がある。国内自動車業界で第 3 位のホンダは、2013 年に半世紀ぶり国内

(埼玉･寄居町)に自動車工場を新設した。またキユーピーは、兵庫県神戸市東灘区に神戸

工場を新設し、2017 年春から稼働を開始する。キユーピーが国内に工場を新設するのは 10

年ぶりである。日本の景気改善に伴い、日本国内での工場新設が増える可能性がある。 

 また将来的には更地の面積が拡大することが予想される。更地面積が大きくなる従っ

て、市場の原理が働き、更地の値段が下がるであろう。そうすると、現在の価格では更地

を購入して活用するのを躊躇っている企業等も、将来的に価格が下がれば更地活用のハー

ドルが下がり、活用することが期待される。さらに更地がどのような地域に存在するか、

そして更地の面積がどれくらいなのかは活用する上で大きな問題であるが、活用したいと

2010 2011 2012 2013

NPO法人等 66 134 255 354

特例有限会社 63 108 145 180

株式会社 235 435 671 858
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いう企業等の規模や目的でニーズは様々であり、面積に応じて何かしらの利用ニーズが存

在すると考える。 

 

(3)具体的な提案  

 更地を活用してもらうべく、自治体が更地の情報を提供するシステム「更地バンク」の

構築を提言する。更地の所有者が自分の土地を活用してもらいたいならば、自治体に申請

する。自治体は更地の住所や面積などの情報をデータベース化し、インターネット上で公

開する。しかし企業等が土地の情報を、市町村単位でピンポイントに検索することは考え

にくい。そこで、更地の情報をまとめるのは市町村単位であるが、県庁のホームページな

ど都道府県単位で管理しているホームページには、各市町村の「更地バンク」にたどり着

けるように、各市町村の「更地バンク」を一括にまとめ、リンクでとべるようにしてお

く。このような更地の情報を発信する「更地バンク」があることで、国内で工場を新設し

たい、農業に参入したいと考えている企業や土地を開発したいと考える不動産会社は情報

探索コストを削減することができ、更地活用が促進されると考える。 

 加えて、より多くの更地を活用してもらうために、市町村はインターネット上で公開し

て更地の情報を提供し、活用したいと考える企業等が現れるのを待つだけでなく、その自

治体とつながりの深い企業等に更地の情報を積極的に発信することも行う。地方企業との

つながりは市町村にしかない大きな強みである。地方企業への有効な情報の発信の仕方は

それぞれの地域で異なると考えるので、例えば機関誌を創刊する、その企業に合った更地

の情報を選別し積極的に発信するなどやり方は自治体の裁量に任せる。積極的なアプロー

チによって、企業の潜在していたニーズを引き出し、更地を活用することができ、さらに

地方企業の活性化は、その地域力の向上につながり、自治体の視点から見ても好ましい。 

 更地が活用されると、更地の所有者は土地を売ることができ、管理や固定資産税の負担

がなくなり大きな利益がある。自治体にとっても、企業誘致ができると税収の増加、雇用

促進、地域活性化につながって利益がある。さらに企業にとっても、「更地バンク」を活

用することで、ニーズに合う土地を見つける情報探索コストを削減できるとともに、事業

拡大ができると、会社の収益増加にもつながるだろう。 
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第7章 課題と展望 

課題として今回は総務省が公表しているデータの都合上、都道府県単位で条例項目別の

効果を計量分析し、理論上公表と罰則が有意という結果となった。まだ空き家に関する条

例は全国で導入段階にあり、施行された実際の効果はまだわからないが、分析を市町村単

位で分析を行うことができれば、より精度が高まる可能性がある。 

さらに分析において高齢化率、犯罪件数、新築件数、車保有台数は有意になったにも関

わらず、本稿ではコスト面を考慮して政策提言を行わなかった。しかし、空き家率と有意

な相関があることには違わないので、政策を考える余地があるだろう。 

また本稿の政策提言において更地の活用法に関して企業のニーズによって活用するとい

う提言を行った。将来的に空き家となる家屋は増加すると予想され、企業で活用しきれな

いほど更地が点在するようになった場合には、富山県等で行われている都市的土地利用の

郊外への拡大を抑制すると同時に中心市街地の活性化が図られた、生活に必要な諸機能が

近接した効率的で持続可能な都市である“コンパクトシティ” を目指した街づくりとい

う視点での活用も行うべきだろう。 

 

今後の展望として、本稿で公表と罰則の有用性を示し、罰則の金額を上げることで空き

家率を下げるという政策提言行ったが、警察権力と罰則の回収に関して協力することで条

例の効果はより高まるだろう。しかし、罰則で警察と協力し、我々の期待通りに空き家条

例が全ての自治体に普及したとしても、空き家率が 0%となるとは考えにくく、今後も空

き家率が上昇する可能性すらある。その原因は相続によって、空き家の所有者と固定資産

税の納税義務者が異なり、所有者を特定できない場合があるからである。このような場合

相当な外部不経済をもたらす空き家に関して財政に余裕のあるごく少数の自治体が自費で

建築基準法と代執行法に基づき代執行を行う以外対応できないのが現状である。登記や戸

籍類の調査で所有者は判明できるはずだが、相続放棄や遺産分割などの内容までは自治体

が把握はできない。所有者特定に関しては現行法や現在審議中の空き家に関する特別措置

法案でも納税義務者の情報しか知ることができず、対応することができない。今後政府に

は所有者特定に必要な情報を市町村に伝えるといった対策を講じる必要があるだろう。 
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