
8月20日（土）第7回地方自治研究会を開催

しました。今回は「空き家問題と地方自治～

空き家対策・空き家条例を考える～」をテー

マに、小川さん（岐阜県神戸町議会議員）・

渡辺さん（北名古屋市議会議員）から各自治

体の現状と課題について報告して頂きました。

その後、庄村さん（名城大学）から空家対策

特措法など法制度からみた「空き家対策」の

問題点と課題を話して頂きました。

神戸町議会議員・小川さんの報告（要旨）

神戸町は平成元年の21,010人をピークに現

在、H28年には19,687人になっている。高齢

化率は29.4％。平成元年の世帯数は5,520世

帯であったが、人口が減少するなかで逆に世

帯は増加し、H28年には6,915世帯にまで増え

ている。このような「人口減少と世帯数の増

加」という現象が、その後の少子高齢化のな

かで「人口減少と世帯数の減少」という現象

に変化したときに「空き家問題」が深刻化す

るのではないかと思う。

神戸町ではまだ空き家条例はできていない

が、今年の2月に町として「空き家の実態調

査」をおこなった。町内の50地区の区長に空

き家の実態について聞き取りをおこない、町

内6,782世帯のうち、304世帯が空き家である

ことが判った。調査結果を踏まえて、町では

700万円の予算でコンサルタントに「空き家

等実態調査業務」を委託した。H28年度内に

調査結果がまとまる予定で、より詳しい調査

結果を踏まえて「空き家条例」をどうするか

という状況である。

＊その後小川さんから＜神戸町の沿革や産業・

行政の概要＞の説明・中略＊

神戸町は 近の人口動態から見ても「少子

化・高齢化」が進んでいる。

先の空き家の聞き取り調査（区長からの聞

き取り）では、①管理されている空き家・②

環境上問題のある空き家・③倒壊等危険な空

き家という3つの項目で調査を行った。町内

の6,782世帯に対して、① 238軒・② 49軒・

③ 17軒という数字であった。（町全体の空

き家率では4.5％）

「空き家問題」の行政の窓口は役場の「建

設部」になっている。「空き家実態調査」で

は地区ごとの住宅・店舗の種別に、先の3つ

のポイントで結果をまとめ、304軒の空き家

となっているが、今後のコンサルタントの調

査で違った数字も出るかと思う。

神戸町は大垣市に隣接する地域として「大

垣市都市計画区域」に入っており、市街化区

域が15％・市街化調整区域が85％の割合になっ

ている。調整区域に家が自由に建てられない

状況がある。

85％を占める「市街化調整区域」との関係

で、人口減少が大きくなっており、「空き家

問題」とともに調整区域の「線引き」をなく

して住宅を増やし定住人口を増加させること

が「まちづくりの課題」である。また、養老

鉄道や東海環状自動車道（インター）などを

生かしたまちづくりの方向を考えている。

＜小川さんの報告への主な質疑＞

○神戸町の合併問題はどんな経過だったのか。

○区長の調査の後になぜ700万円でコンサル

に調査を委託するのか。

○空き家を地域で活用するような方向の検討

はどうか。

○調整区域の線引き問題は、コンパクトシティー

なども考えれば検討が必要ではないか。
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北名古屋市議会議員・渡辺さんの報告（要旨）

北名古屋市も現在は条例制定までになって

いないが、国の平成26年度補正予算「まち・

ひと・しごと創生関連事業」の「地域住民生

活等緊急支援のための交付金（地方創生先行

型）」の約3,000万円をうち、500万円を使っ

て「空き家対策推進事業」（空き家の実態調

査）をおこなった。

実態調査は、初めに（株）ゼンリンが毎年

行っている空き家情報（郵便受けの状態・建

物の使用状態・電気などのメーター類の利用

状況などを基にした調査）から、市内725軒

の空き家を把握した上で、さらに委託して目

視での現地調査を実施して592軒を「空き家

の可能性の高い家屋」と判断した。市内の

35,378軒からすると1.6％にあたる。空家対

策特措法で認められている税情報などをつかっ

て所有者とのマッチングを進めて、 終的に

384軒の所有者と連絡がついた。連絡がつい

た所有者には「意向アンケート」などを送付

し、通常よりも高い68％の回収率で回答を得

ている。なお民間のゼンリンに委託した背景

には、市が独自で行うと2,000万～3,000万円

程度費用が掛かるということで、予算の範囲

内でという判断があったようだ。

今後の対策として、今年度は「特定空き家」

への認定のためには「所有者の思い」「第3

者の判断」などいくつかの要素があるので、

建設部に全体を統括する「対策チーム」を設

けて全庁的な対応を進めている。H29年度に

は国の交付金を活用した「空き家再生等推進

事業」として、「空き家等対策計画」策定と

「空き家対策協議会」の設置を目指している。

現状は調査が進行中であるが、倒壊など危

険の恐れがある「特定空き家に該当しそうな

空き家」への対応、防災や税務などで対応す

る方向の「特定空き家候補」「有効活用が可

能と見込まれる空き家」「その他」などで対

応を進めている。

これまで北名古屋市と名古屋芸術大学で

「連携に関する協定」を締結して、アートを

生かした特色のある・まちづくりを進めてい

る。市は名芸大と「空き家活用連携事業」も

進めていて、この事業（「ＤＩＹ空き家活用

プロジェクト・アーティストのまちづくり」）

では空き家を名芸大生（卒業生も含む）に提

供して芸術的創作活動をすすめ、「アトリエ」

「リフォームした住まい」などにすることを

目指している。事業は大学関連の会社組織が

あり、そこで取り組んでいる。

「空き家対策」には2つのタイプがあるよ

うに思う。定住人口増加や生活環境維持の

「（過疎）山間型の空き家対策」に対して、

景観維持や土地活用の「都市型の空き家対策」

といった違いがあり、地域性による「空き家

対策」が必要ではないか。その点では北名古

屋市は「都市型」ではあるが、所有者や住民

の思いに寄り添った対応が必要だと思う。行

政が持つ様々なデータベースを更新して、空

き家対策にも生かしていくことも大切だと思

う。

＜渡辺さんの報告への主な質疑＞

○各自治体の空き家対策がもっと進んでいる

のかと思っていた。

○交付金の対象事業に、受注する業者が待ち

かまえている感じもする。

○名芸大との事業では、所有者への連絡対応

は行政がしているのか。

○北名古屋市と名芸大との連携は今の時代の

ひとつのあり方だと思う。

○建物の「空き家」と人・家族の「家」の両

面があるのではないか。

名城大学・庄村さんの報告（一部要旨）

近年のいわゆる空家問題に対する地方自治

体の対応策について、行政の法的手法を中心

に検討したい。

まず、空家特措法ができる前までの地方公

共団体の対応策の状況については、建築基準

法や空家条例による対応手法の存在を指摘し

たい。国交省は、このうち建築基準法上の対

応で十分との理解であったが、行政処分の要

件が厳しいなどの理由でそれほど利用が進ん

でいないこと、それを踏まえ地方自治体では
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空家条例による対応が目指されてきた。全国

で様々な条例が制定され、即時強制手法など

を準備する自治体や空家撤去に補助金を支出

する自治体などもある。しかし、空家の所有

者を探るための調査手段の限界や固定資産税

の減免問題などの存在があったことから、そ

の限界もある。

「空家対策の推進に関する特別措置法」等

は、一応それらの問題に応えることを念頭に

策定されたもので、「特定空家」概念の設定、

「市町村の責務」の明確化、調査権の充実、

勧告を受けた者に対する固定資産税減免特例

の撤回、空家問題に対する財政上の措置など

について定めるものである。

また、この研究会のテーマとの関係では、

空家条例が空家特措法の「範囲内」（地方自

治法14条）といえるかどうか、つまり「条例

が先行し後追いで法律が作られる場合の、条

例と法との整合性をどう考えるのか」等の問

題も指摘したい。

後に、特措法が制定されたとしても問題

は山積している。特措法を利用して代執行し

た 初のケースで全額公費負担となったこと、

今後空家の「数」で見た場合、都市部の空家

問題は戸建ではなくマンション等なので、そ

の対応が極めて深刻な状況になるなど費用負

担の問題があること、さらに借地上に建てら

れた空家の問題などがある。その点で空家問

題は、新築優先の住宅政策をとってきた（とっ

ている）国の政策の失敗の問題であり、その

問題を地方に押し付ける構図があるのではな

いかともいえる。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＜次回・第8回研究会のご案内＞

テーマ：「地方自治体の資金運用」と地方自

治

報告：伊藤久美子さん

（三重県職員・名古屋大学大学院研究生）

藤枝先生（三重短期大学）

日時：10月29日（土）14時～17時

会場：「名城大学ナゴヤドーム前キャンパス」

ＤＷ（西館）302

名古屋市東区矢田南4-102-9

（代表：052-832-1151）

＊名古屋市営地下鉄名城線「名古屋ドー

ム前矢田駅」2番出口

＊「地方自治体が基金等の余剰金を地方自治

法や地方財政法に基づいてどのように活用し

ているか」などを中心に、自治体財政と地方

自治を考えます。

＜文責:事務局 加藤彰男(東栄町議会議員)＞
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＜ひとこと…「空き家」or「空家」＞

小川さんの報告や論議のなかで、「空き家」
なのか「空家」なのかという字句についての

問題提起がありました。庄村さんから「日常
的には『空き家』のほうが使いやすいと思う

が、公営住宅法施行令に『空家』が使われた
経緯から法概念の継続性として法律では『空
家』になっている。自治体の条例では『空家』

『空き家』の両方がある」とのコメントがあ
りました。この研究会の報告では前後の文章

上の関係『空き家』『空家』の両方を使って
います。ご了解ください。



「大都市再生プラン研究会」の再発足とし

て仮「グローバル産業都市研究会」の名称で

招請し、9月10日に「ウィルあいち」２Ｆあ

いちＮＰＯ交流プラザ会議室、会議コーナー

2において第1回の研究会を開催しました。

研究会の名称を討議

初に会の名称について議論しました。

「仮称“グローバル産業都市”では、自分の

研究課題とどう一致させるかがわからない」

「また、“縮小都市”という言葉もまだ一般

的ではない」「大都市と言うと名古屋市に限

る事になるので“大”を抜いたほうがよい」

等々、議論百出となりましたが、協議の結果、

会の正式名称を「人口減少時代の都市再生プ

ラン研究会」に決めました。

次に遠藤先生から会の運営方針についての

報告がありました。

遠藤先生の報告要旨

１.研究会立ち上げの問題意識と趣旨

目標は維持可能な社会の大都市と都市政策

のあり方に関する研究と政策提言（「大都市

再生プラン研究会」で残された課題のさらな

る検討）である。留意点として、人口減少時

代（「縮小都市」論）の都市再生の課題、東

日本大震災・原発事故の被害と復興で今なお

問われている「この国のかたち」について問

題意識とすることを共通のベースとすること、

大都市における内発的発展のための都市政策

の課題、特に大都市における「FEC自給圏」

確立をめざす地域政策のリアルティの追求等々

があげられる。

２.研究領域および課題

（「維持可能な都市」への政策提言）

さしあたり思いつく限りあげると次のとお

りである。①愛知県政と名古屋市政（地域開

発・都市再開発戦略構想での競争と協調？）。

「中京都ホールディングス」VS「尾張名古屋

共和国（特別自治市＋近隣自治体連携）やリ

ニア新幹線建設と中京圏、「アジア大会誘致

（共同開催）」構想の浮上。②都市・地域内

循環をつくりだすための都市の地域産業政策・

経済政策のあり方、都市内農業のあり方、再

生可能エネルギー等々。③大都市の交通問題

と公共交通のあり方。④大都市圏の環境問題

の全体像と環境再生―名古屋南部地域の環境

再生、「藤前干潟」保全の意義、「堀川」再

生の意義等々。⑤大都市防災問題。⑥グロー

バル化の下での産業文化・観光都市への課題。

⑦保育・子育て運動、福祉・医療問題（高齢

者福祉・介護）。⑧大都市自治制度の改革と

住民自治（都市内分権、区役所改革、町内会・

自治会改革）。⑨相対的な問題として東海・

名古屋大都市圏におけるトヨタ企業体・自動

車産業集積と地域経済社会の構造解明や東京

一極集中経済と大阪経済、名古屋・東海経済

の展開と課題。

３.課題に関わる先行研究や文献の学習活動

例として次のようなものがあげられる。

①加茂利男『世界都市―「都市再生の時代の

中で』有斐閣(2005)

②福川裕一・矢作弘・岡部明子『持続可能な

都市―欧米の試みから何を学ぶか』岩波書

店(2005)

③岡部明子『サステイナブルシテイ―EUの地

域・環境戦略』学芸出版社(2003)

④海道清信『コンパクトシテイ―持続可能な

社会の都市像を求めて』学芸出版社(2001)

⑤矢作弘『「縮小都市」の時代』角川oneテー

マ21(2009)、『縮小都市の挑戦』岩波新書

(2014)

⑥加茂利男・徳久恭子『縮小都市の政治学』

岩波書店(2016)

⑦松谷明彦『東京劣化』PHP新書(2016)

⑧【岩波講座】都市の再生を考える８:植田

和弘編『グローバル化時代の都市』(2005)

（文責：中川博一）
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第１回都市再生プラン研究会報告


