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３．支援対象事業の概要 

（１）事業地域 

ここでは、支援期間内に21事業主体が実施した事業内容を概括する。下図に支援対象事業の

事業地域をプロットしている。 

各事業主体の事業内容や成果目標、成果・事後評価については次項以降に示す。 

 

■先導事業部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 横浜市における地域の関係主体

が協働で空き家管理・再生・活用

を進める手法開発及び普及事業 

【 全 国 】 

1 空き家を所有等するサービス付き高齢者

向け住宅等入居者の意向調査 

2 定額家賃保証を活用した空き家再生事業 

3 若年層の居住支援を視野に入

れた空き家再生サポート体制の

構築と路地裏フィールドの開拓  

4 積雪寒冷地の地域特性に合わせた

効果的な空き家活用コーディネート 

8 空家活用を核とした空地、

福祉ネットワークの創出に

よるモクミツ再生 

7 中心市街地の空き地を「まちなか

菜園・花壇」として活用するプラ

ンの実証実験と検証 

6 伊賀の歴史的まち並みの保全再生に

向け、空き家所有者との「信頼」づくりに

力点をおいた空き家活用サポート事業 
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■体制整備部門 

 

 

 

 

 

 

 

1 江別市住みかえ支援体制整備事業 

2 官民連携による「しりべし空き家 BANK」を

活用した過疎・豪雪地域における空き家

対策の推進 

3 青森県住みかえアップ 

  体制整備事業 

4 空き家古民家等利活用 

推進事業 

5 空き家利活用等を支援する住宅総合マネジ

メントシステムの構築 

6 高齢者等の住みかえ支援体制整備事業 

7 川崎・たま（仮称）地域住宅バンク第一号 

創設事業 

8 官民連携による「高岡市住まい

の総合相談所」を活用した空き

家対策の推進 

9 大阪府既存住宅流通・リフォーム市場

活性化による空家活用促進事業 

10 奈良県郊外住宅地流通促進研究事業 

11 官民連携による大和・町家バンクＮＷ協

議会の空き町家利活用促進のための

有機的組織編成 

13 官民連携による中心市街地の

空き家利活用促進事業 

12 まちなか若者拠点、居住環境整備の

ための空き家活用検討事業 
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■支援対象事業の概要一覧表 

① 先導事業部門 

 
番号 事業名 事業主体 事業概要 対象地域

1
空き家を所有等するサー
ビス付き高齢者向け住宅
等入居者の意向調査

一般社団法人
高齢者住宅推進機
構

サービス付き高齢者向け住宅の入居者を対象に、持家の現在
の状況や今後の管理・処分意向等を把握し、空き家を保有する
高齢者等への情報提供、相談等に必要なデータを整備。

全国

2
定額家賃保証を活用した
空き家再生事業

一般社団法人
移住・住みかえ支援
機構

郊外住宅団地等を対象に、機構が空き家の家賃保証を長期か
つ定額とすることにより、所有者によるリフォーム資金の調達を円
滑化する仕組みの構築と試行を、自治体等と連携して実施。

全国

3

若年層の居住支援を視野
に入れた空き家再生サ
ポート体制の構築と路地
裏フィールドの開拓

特定非営利活動法
人
尾道空き家再生プロ
ジェクト

斜面市街地を対象に、移住希望者に対する空き家の改修方法
等のアドバイスや改修作業の支援、荷物の片付け等を行う空き
家再生サポート事業の実証実験を、市、地域の大学等との連携
により実施。

広島県
尾道市
旧市街地

4
積雪寒冷地の地域特性に
合わせた効果的な空き家
活用コーディネート

一般財団法人
下川町ふるさと開発
振興公社

積雪寒冷地を対象に、積雪による建物の倒壊危険性を簡易に
評価する手法を開発し、空き家の管理不全によるリスクを「見え
る化」することにより、所有者へ適正管理等を働きかける取組み
を、研究機関との連携により実施。

北海道
上川郡
下川町

5

横浜市における地域の関
係主体が協働で空き家管
理・再生・活用を進める手
法開発及び普及事業

特定非営利活動法
人
横浜プランナーズ
ネットワーク

郊外住宅団地等を対象に、空き家の劣化を防止するための管
理手法の検討と試行を、自治会等と連携して実施。

神奈川県
横浜市

6

伊賀の歴史的まち並みの
保全再生に向け、空き家
所有者との「信頼」づくりに
力点をおいた空き家活用
サポート事業

特定非営利活動法
人
伊賀流いきいきプラ
ンさちの会

中心市街地を対象に、空き家活用に関する相談会、地域住民
による空き家の清掃等空き家所有者を支援する取組みを、住民
自治協議会及び社会福祉協議会との連携により実施。

三重県
伊賀市
上野恵比
寿町他

7

中心市街地の空き地を「ま
ちなか菜園・花壇」として
活用するプランの実証実
験と検証

財団法人 下関21世
紀協会

斜面市街地を対象に、空き家の除却後の跡地を菜園等として活
用し、利用料を除却跡地の維持管理に充てる仕組みを、自治
会、住民ボランティア、市との連携により試行。

山口県
下関市

8
空家活用を核とした空地、
福祉ネットワークの創出に
よるモクミツ再生

一寺言問を防災のま
ちにする会

密集市街地を対象に、町内会等が老朽空き家の除却と跡地の
活用方策を検討し、所有者に提案する取組みを、地域住民や
区、消防署等との連携により実施。

東京都
墨田区
一寺一言
地区
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② 体制整備部門 

番号 事業名 事業主体じ 事業概要 対象地域

1
江別市住みかえ支援体制
整備事業

大麻・文京台のまち
づくり協議会

郊外住宅団地を対象に、高齢者の住み替えニーズの把握、相
談会の試行等を行い、市・道、地域の不動産関連事業者、関係
団体等と連携して住みかえ支援体制を整備。

北海道
江別市
大麻地区

2

官民連携による「しりべし
空き家BANK」を活用した
過疎・豪雪地域における
空き家対策の推進

しりべし空き家BANK
協議会

過疎地域を対象に、15市町村の広域連携による空き家バンクへ
の登録促進のための空き家所有者向け相談事業と、空き家バン
ク活用による廃屋化予防策の検討・提案を、地域の建築士会等
と連携して実施。

北海道
後志地域
（15市町
村）

3
青森県住みかえアップ体
制整備事業

青森県住みかえ支援
協議会

郊外住宅地を対象に、高齢者等の住み替え支援事業の活用促
進に向けた相談会等を、地域の建築士会や宅地建物取引業協
会等と連携して実施。

青森県

4
空き家古民家等利活用推
進事業

福島県耐震化リ
フォーム等推進協議
会

過疎地域を対象に、空き家の所有者や移住希望者に対し情報
提供、相談対応等を行う体制を、建築士会、宅地建物取引業協
会等と連携して整備。

福島県

5
空き家利活用等を支援す
る住宅総合マネジメントシ
ステムの構築

社団法人
かながわ住まい・まち
づくり協会

郊外住宅団地等を対象に、空き家の利活用や高齢者の住み替
えに係る支援体制を、県、市町村、建築士会、宅地建物取引業
協会、建設業協会等と連携して整備。

神奈川県

6
高齢者等の住みかえ支援
体制整備事業

川崎市住宅供給公
社

郊外住宅団地等を対象に、高齢者等の住み替え支援事業の普
及を図るための体制を、市、関係団体、民間事業者等と連携し
て整備。

川崎市

7
川崎・たま（仮称）地域住
宅バンク第一号創設事業

川崎市住宅政策の推
進に関するモデル調
査(多摩区三田地域）
協議会

川崎市北部丘陵地の中層住宅団地を対象に、空き家の活用・
管理相談、空き家所有者と住み替え希望者のマッチング等を、
市、自治会、管理組合、大学等が連携して実施。

川崎市
多摩区西
三田団地、
寺尾台団
地

8

官民連携による「高岡市
住まいの総合相談所」を
活用した空き家対策の推
進

高岡市空き家活用推
進協議会

中心市街地を対象に、空き家の流通阻害要因の分析と空き家
化予防策の検討、活用相談会等を、県、市、宅地建物取引業協
会、建築士会、司法書士会等が連携して実施。

富山県
高岡市

9
大阪府既存住宅流通・リ
フォーム市場活性化によ
る空家活用促進事業

一般財団法人
大阪住宅センター

都心部・中心市街地を対象に、既存住宅市場の魅力化を図り空
き家を解消するための支援体制を、府、市、住宅流通事業者、リ
フォーム事業者、金融機関等と連携して整備。

大阪府

10
奈良県郊外住宅地流通
促進研究事業

奈良県地域住宅協
議会

郊外住宅団地を対象に、地域の既存住宅流通市場の分析、空
き家所有者の意識調査、住み替え支援事業の促進方策の検討
等を、県、市町村、不動産事業者等が連携して実施。

奈良県北
部

11

官民連携による大和・町
家バンクＮＷ協議会の空
き町家利活用促進のため
の有機的組織編成

大和・町家バンクネッ
トワーク協議会

歴史的町並み地区を対象に、空き家所有者の意向把握、空き
町家利活用方策の検討等を、まちづくり団体、市町村、県、建築
士会、不動産協会、信用組合等が連携して実施。

奈良県

12
まちなか若者拠点、居住
環境整備のための空き家
活用検討事業

財団法人
鳥取開発公社

中心市街地を対象に、活用可能な空き家の掘り起こし、空き家
所有者やと住み替え希望者とのマッチング等を、県、市、宅地建
物取引業協会等が連携して実施。

鳥取県
鳥取市

13
官民連携による中心市街
地の空き家利活用促進事
業

府中市中心市街地
空き家等活用推進協
議会

中心市街地を対象に、空き家の発生要因の分析と空き家化防
止や活用策の検討、空き家活用相談会等を、県、市、地域のま
ちづくり協議会等が連携して実施。

広島県
府中市
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（２）支援対象事業の概要 

 ① 先導事業部門 

 

NO.1 空き家を所有等するサービス付き高齢者向け住宅等入居者の意向調査 

 

■事業概要等 

事業主体 一般社団法人 高齢者住宅推進機構 

対象地域 全国 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

■ 郊外住宅地 

■ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 

サービス付き高齢者向け住宅の入居者を対象に、持家の現在の状況や今後の管

理・処分意向等を把握し、空き家を保有する高齢者等への情報提供、相談等に必

要なデータを整備。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

機構ＨＰによ
る調査結果ダ
ウンロード数 

－ － 2000件（H25年度） 

成果 ・機構会員の協力を得られたサ付き住宅等に居住する高齢者 455 名（票）に以前

の住宅の状況、活用意向などの調査を実施した。会員によるサ付き住宅等であ

ること、さらにアンケート調査、ヒアリング調査にご協力いただけたケースに

限定されるが、本調査によって主に以下のような点が明らかになった。 

①立地が好条件であるにも拘らず以前の住宅の２割近くが空き家の状態である。 

・単純に本調査の結果を当てはめてみると、サ付き住宅等の整備目標である 60

万戸の 19.3％に相当する 11万戸以上の持ち家が活用されないこととなる。こ

れらの不動産流通、住宅管理などは大きな市場であり、新事業として大いに

期待できると考えられる。 

②住み替えを自らの意思決定で行った高齢者は持ち家を積極的に活用している。 

・健康状態の急変などで住み替えを余儀なくされた高齢者は、持ち家の活用に

ついての意思決定は、家族に委ねられているケースが多く、自ら住み替えを

選択し行動する高齢者とは、持ち家の活用に向けてのアプローチの方法は異

なると考えられる。 

③持ち家の活用に関するサービスのニーズがあり、それらが「住み替え促進」の

一環となる可能性がある。 

・サ付き住宅等の入居相談の際に「借り上げ」や「買い取り」サービスが望ま

れるが、そこまでできないにしても、「引っ越し業者の斡旋」と「家財処分」、

「売却」・「賃貸」・「解体」などの相談と手配、売却等が決まるまでの「草

抜き」「チラシの回収」「見回り」などの管理サービスなど、パッケージさ

れたサービスとして提案されると、高齢者自身も子供も住み替えへの決断が

早まる可能性が高いと考えられる。 

事後評価 ・本調査は、単に空き家の活用にとどまらず、高齢者の経済状況や資産状況など

全体を見ながら新しく移り住む場所を提供するという意味で、重要かつ有効で

あり、また、住み替え促進に伴うサービスのあり方を提案することができた。 

 



 27 

NO.2 定額家賃保証を活用した空き家再生事業 

 

■事業概要等 

事業主体 一般社団法人 移住・住みかえ支援機構 

対象地域 全国 
■ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

■ 郊外住宅地 

■ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 

郊外住宅団地等を対象に、機構が空き家の家賃保証を長期かつ定額とすることに

より、所有者によるリフォーム資金の調達を円滑化する仕組みの構築と試行を、

自治体等と連携して実施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

再生事業導入
自治体数 0 1 15 

改修着手棟数 0 1 100以上 

成  果 ・自治体に対する空き家再生事業スキームの提案について、現在協働中の自治体

（3県 3市 1区）、今後協働を進める自治体（1県 4市 1区）に向け提案を実施。 

・定額家賃保証を活用した提携ローンの契約の申込みが 1件あった。 

事後評価 ①定額保証制度の意義の再確認 

・家賃定額保証制度は、①家を手放す必要がなく、②空き家を一種の公的年金化

することができ、③提携リバースモーゲージの導入により家賃を一括して資金

化することが可能、といったメリットがあり、空き家活用を含めた持ち家の資

産活用にとって非常に効果的であるが、今回のアンケート結果でも、7割近い者

が高く評価しており、本格導入の意義を再確認した。 

②業務上の論点の確認 

・モデル事業への取組みを通じて、制度導入にかかる業務上の細かな問題を確認

することができた。 

③関連自治体における認知の向上 

・空き家対策は従来空き家の弊害に対する対応が主体であったが、借上げによる

有効活用策の提案は、空き家を積極的に資産化することで「空き家でなくする」

と同時に「ストック住宅の有効活用」を図るものであるということが、自治体

への説明活動を通じて徐々に理解されてきた。この結果、実際に本制度を空き

家対策に対する対応策のひとつに組みこむことを真剣に検討する動きがでてき

ている。 

④移住・住みかえ支援適合住宅制度への適用の意義の確認 

・新築住宅の取得時点で借上げによる資産化を明確に意識させておくことにより、

空き家を放置しないマインドの向上が図られることがアンケートを通じて明確

になったことから、マイホーム借上げ制度に加えて、新築住宅や大規模改修既

存住宅に対する移住・住みかえ支援適合住宅証明書に最低借上げ保証金額を明

記することにも持ち家の空き家化を予防する効果があることが確認された。 
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NO.3 若年層の居住支援を視野に入れた空き家再生サポート体制の構築 

と路地裏フィールドの開拓   

■事業概要等 

事業主体 特定非営利活動法人 尾道空き家再生プロジェクト 

対象地域 広島県 尾道市 旧市街地 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

□ 郊外住宅地 

■ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 

斜面市街地を対象に、移住希望者に対する空き家の改修方法等のアドバイスや改

修作業の支援、荷物の片付け等を行う空き家再生サポート事業の実証実験を、市、

地域の大学等との連携により実施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

サポートメニ
ュー利用件数 平均３件／月 平均６件／月 平均１０件／月 

成  果 ・残存家財の片付けやセルフビルド作業の補助等のサポートを行う仮登録者数が

60名に達した（約半分は尾道への移住者）。 

・11 軒の空き家を対象に、残存家財の片付けと運び出し・ゴミの搬出リレー（10

軒）とセルフビフド型の改修補助（6軒）のサポート事業の試行を実施できた。 

・改修や設計等に係る専門家の現地派遣も 4人の専門家（一級建築士 2人、大工 2

人）で 60回実施できた。 

・2回の空き家めぐりツアーを実施し、参加者と 3軒の成約につながった。 

・サポートメニューの実証実験により、仮登録のサポーターや依頼者である移住

者や空き家の所有者にもシステムの周知を図ることができ、また、担当者のコ

ーディネート力も身に付いた。さらにサポート費用の妥当性や設定額の目安等

を検討することもできた。 

・サポートメニューというシステムが確立されてから、ニーズがやはり多いこと

が再認識され、確実に依頼が増えることが期待され、ビジネスモデルとしても

成り立つと確信出来た。あくまで半分ボランティアの形で行なうことで、業者

のような経費を省くことが出来るので、事業の採算性としては赤字にはならな

いと思われるが、高齢者の空きや所有者や低所得の若い移住者を相手に行なう

ので、低価格で行うことは大前提と考えている。 

事後評価 ・専門家の派遣や、作業補助、片付けなど 1 年を通して、コンスタントに行うこ

とが出来た。これは、これまでの活動による空き家再生事例や空き家バンクな

どの実績や地域での認知度があったことも依頼数に起因しているが、それ以上

にいままでも空き家改修の依頼は多くあったが、それを受け入れる体制が整っ

ていなかったので、今回の実証実験により成果を上げることが出来たと考えら

れる。 

・空き家バンクでの成約数も事業中に 8 軒あった。依頼者にとっては、チラシの

配付や呼び掛けなどより、実際にサービスをうけた人からの話を聞くことで、

サービスを知り、依頼されることが多いと思われる。 

・サポーター登録も増え続けており、回を重ねる毎にサポートのスキルも上がっ

ているが、サポーターは常に流動的であることは難点の一つであり、いかにコ

ーディネーターが現場をまとめていくかが今後の課題でもある。 
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NO.4 積雪寒冷地の地域特性に合わせた効果的な空き家活用コーディネート 

 

■事業概要等 

事業主体 一般財団法人 下川町ふるさと開発振興公社 

対象地域 北海道 上川郡 下川町 
■ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

□ 郊外住宅地 

□ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 

積雪寒冷地を対象に、積雪による建物の倒壊危険性を簡易に評価する手法を開発

し、空き家の管理不全によるリスクを「見える化」することにより、所有者へ適

正管理等を働きかける取組みを、研究機関との連携により実施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

建物診断件数 ０件 ４件 ４０件 

所有者働きか
け件数 

０件 ４件 ２０件 

除却後地域除
雪費 

１００％ ８０％ ５０％ 

成  果 ・この取り組みを通じて、積雪寒冷地である下川町の地域特性を踏まえた屋根雪

への積雪荷重による空き家の危険性を「見える化」し、所有者に対して具体的

に提示することが可能となった。 

・さらに、ソフトウェアの入力内容をリアルタイムに操作することにより、雪庇

の除去や屋根雪の除雪といった具体的な対策によって期待される効果も同時に

「見える化」することによって、所有者とのコミュニケーションを行いながら

効果的に空き家の適正管理を促すコーディネートが実現した。 

・また、空き地の雪捨場としての活用によって、近隣住宅の排雪費用を 3 割程度

抑えられる可能性があるという試算結果を、地域における除却のメリットとし

て所有者に提示することも所有者とのコミュニケーションの中で行うことがで

きた。 

事後評価 ・この取り組みを通して、町内の空き家 18件について、危険性の診断を実施する

ことができた。 

・さらに、診断プログラムを活用して所有者に直接適正な管理などを働きかける

取り組みを行った物件は 6 件（所有者 4 名）で、それぞれの所有者に雪降ろし

などの効果の目安を提示したことにより、建物の今後の適正管理が期待される。

また、倒壊危険性の高い空き家については、除却跡地の雪捨場活用を地域にお

ける新たなメリットとして位置付けることで、危険家屋の除却促進への効果が

期待できる。 

・また、中長期的には、このソフトウェアを活用して建物の積雪リスクをふまえ

たコーディネートを行うことにより、自主的に対策を講じる以外にも、屋根雪

降ろしや雪庇の除去等を行う事業者の利用促進や、住宅改修等を検討するきっ

かけになることによって地域の工務店などの受注増等に波及し、地域経済の活

性化に寄与する効果が期待できる。また、本手法はアメダスによる気象データ

を使用して道内各地で活用できる手法であることから、今後の地域特性を反映

したリスク評価が可能となり、他地域での波及・活用も期待される。 
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NO.5 横浜市における地域の関係主体が協働で空き家管理・再生・活用を進める手法開発 

及び普及事業 

■事業概要等 

事業主体 特定非営利活動法人 横浜プランナーズネットワーク 

対象地域 神奈川県 横浜市 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

■ 郊外住宅地 

■ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 
郊外住宅団地等を対象に、空き家の劣化を防止するための管理手法の検討と試行

を、自治会等と連携して実施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

モデル的な 
協働体制 

４地区 ４地区 １６地区 

成  果 ①郊外計画住宅地モデル地区との協働体制づくり 

・空き家管理・劣化状況の調査を通じて、４地区とモデル的協働体制をつくった。

昨年度までに協働体制をつくっていた地区も併せ、空き家をどれくらい放置す

ると、どういう状態になって、劣化し、住環境への悪影響、危険家屋になるか

について、実際の事例を整理して、地元の方々に示すことが大切であるとの共

通認識を得ることができた。 

・郊外計画住宅地における築後 30〜40年程度の空き家においても、管理不全によ

り、屋根材・壁材飛散が生じている事例があった。空き家となった年月がそれ

ほど長く無いが、1人暮らし高齢者の住まいであった時期が長く、その頃からの

管理不全が、地域から危険とみなされる住宅となる原因となった。 

・1人暮らし高齢者の住まいの管理不全についても調査できた。1人暮らし高齢者

(空き家予備軍)の住生活支援が、後の空き家所有者との信頼性と同時に、住宅

の劣化防止においても重要であることの共通認識ができ、地域で空き家を管理

するモデル的な体制づくりにつなげることができた。 

・これまでのまちづくり活動をベースに空き家劣化防止を進めるプログラムを作

成した。 

②密集市街地の再生と空き家対策 

・特に空き家劣化防止プログラムの検討及び試行に、横浜市建築局にも同席して

いただいた。密集市街地などにおける空き家の建て替え・除却などを難しくし

ている要因と、空き家対策が密集市街地再生のこれからの柱になるということ

を、地域まちづくり担い手・行政と共通認識を持つことができた。 

③空き家劣化防止に関する専門的知見 

・築後 30-40 年経過した住宅では、躯体のたわみ・沈下・傾斜などが生じている

可能性があり、それが劣化の大きな原因になるとの知見を得ることが出来た。

ホームインスペクションと同時に、壁のしみ・ひび割れなどの発見が、家を長

持ちさせる上で重要という、専門的裏付けのある知識を集積し、プログラムづ

くりに生かすことができた。これは、中古住宅流通促進・住み替え促進におい

ても重要な知見であると、当団体内において認識されている。 

事後評価 ・今年度末までに郊外計画住宅地 8 地区との、空き家に関するモデル的な協働体

制をつくるという目標を達成することができた。密集市街地 1 地区とも、協働

体制をつくった。 
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NO.6  伊賀の歴史的まち並みの保全再生に向け、 

空き家所有者との「信頼」づくりに力点をおいた空き家活用サポート事業 

■事業概要等 

事業主体 特定非営利活動法人 伊賀流いきいきプランさちの会 

対象地域 三重県伊賀市上野恵美須町他 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

□ 郊外住宅地 

■ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 

中心市街地を対象に、空き家活用に関する相談会、地域住民による空き家の清掃

等空き家所有者を支援する取組みを、住民自治協議会及び社会福祉協議会との連

携により実施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

空き家サポー
ト事業数 

０件 ５件 ５件／年 

空き家活用具
体化数 

０件 ３件 ３件／年 

成  果 ①空き家活用サポート事業 

・歴史的建造物としての空き家 3 軒を対象に、おそうじ隊３件、手直し隊 2 件を

実施し、当初目標を達成できました。 

②マッチングサポート事業 

・上記の 3 軒を含む空き家 5 軒の所有者と空き家活用希望者 2 名と 1 団体との間

チングを進めることができた。 

事後評価 ①若者支援モデル 

・おそうじ隊活動は、ニートなどの若者にとって、労働機会であり社会参加への

機会となりました。地方都市の活性化を担う若者の貴重な育成の場として、空

き家の管理が重労働な高齢者世帯にとり、各々に効果が出る支援モデルになる

可能性があります。 

②高齢者の生活支援モデル 

・周辺集落に住む高齢者（世帯）にとって、中心市街地には病院や行政機関の集

まる場所であり、空き家への住み替えは安心生活に繋がり、また空き家を所有

する高齢世帯にとっては、維持管理に繋がるという、双方への生活支援モデル

となる可能性があります。 

③新たな情報発信 

・本事業が、平成 25 年 1 月 12 日の地域新聞(YOU)に掲載され、伊賀地域でこの

活動が広く知られることになり、位置づけられ、名張市からの参加者も生まれ

ています。 
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NO.7 中心市街地の空き地を「まちなか菜園・花壇」として活用するプランの実証実験と検証 

 

■事業概要等 

事業主体 財団法人 下関 21世紀協会 

対象地域 山口県 下関市 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

□ 郊外住宅地 

■ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 

斜面市街地を対象に、空き家の除却後の跡地を菜園等として活用し、利用料を除

却跡地の維持管理に充てる仕組みを、自治会、住民ボランティア、市との連携に

より試行。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

菜園・花壇 
新設数 

０ ３か所 １０か所 

成  果 ・3か所の異なる条件下で、菜園・花壇を開設することが出来、それぞれの特徴が

明確となる実証実験となった。 

・土地の所有者にとって、菜園・花壇化により、利用者が菜園として活用するこ

とにより、土地を健全な状態で維持することが出来る負担の少ない管理法であ

ることが実証できた。 

・採算性においては、荒れた空地の整備費が大きいが、300円/㎡で 固定資産税を

補う事はほぼ可能であるが、所有者は、草刈り等を外部委託する費用等が不要

となり、また空地がきれいに管理されることより借地料はほとんど無料で提供

してもらえる事が分かり、継続性は十分ある。今後、整備も借用人が行うシス

テムとすれば、もっと広がりが期待できる。 

事後評価 ・秋からの開設となった為、菜園開設としては季節的にぎりぎりのタイミングと

なったが、目標値である新規 3 か所の、まちなか菜園・花壇の開設を行う事が

出来た。 

・この活動を通じて、多くの空き地の菜園への相談があったが、冬を過ぎるとほ

とんど植え付けに適したものもないことから、新規の開設は見送らざるを得な

かった。 

・今後の運営課題として、空き地の所有者との交渉と、特に斜面地は残置物等が

放置されているケースが多く、車両も入らないため、整備にマンパワーの確保

が必要となり、その部分を支援できるシステムが必要で、事務局が菜園の利用

料の一部を管理料として受け取り、利用者に仲介するスキームづくりを目指し

たい。現在、開設している菜園については、所有者、利用者の意見を調整し継

続、早急に 10か所程度の菜園整備を行いたい。 

・今回培ったノウハウを今後の空き地活用相談に活かし PRしていく。 

・不動産業者が管理している空き地は、売却までの間の活用として菜園・花壇化

が容易であり、互いにメリットがあるので連携を図る仕組み作りを行いたい。 

・菜園・花壇に適しない空き地は所有者と交渉し、自治会等との協働により桜(桜

プロジェクト)等の植樹をすることで、雑草の繁茂も防止でき、景観面や防災面

等に健全な土地管理方策の一つとして有効と考える。 
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NO.8 空家活用を核とした空地、福祉ネットワークの創出によるモクミツ再生 

 

■事業概要等 

事業主体 一寺言問を防災のまちにする会 

対象地域 東京都墨田区一寺一言地区 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 
□ 郊外住宅地 
■ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 
密集市街地を対象に、町内会等が老朽空き家の除却と跡地の活用方策を検討し、

所有者に提案する取組みを、地域住民や区、消防署等との連携により実施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

空き家活用提
案の申入れ １件 ８件 15件 

成  果 ・①空家実態把握は、かなり精度の高い調査を実施できた。②空家除却・活用モ

デルパターンの検討、③所有者への除却・活用提案と、課題の整理についても、

空き家実態把握からモクミツ再生検討へのプロセスでの位置付けの通り、所有

者不明の状態から周辺住民との協議の場の設立を通して、老朽空家除却とその

後の空地活用・維持の具体化目前まで至ることが出来た。 

・また空地活用展開の検討には、賃料を高くすれば維持できるが、本活動の主眼

でもある公益的な活用による税金の減免と合わせて活用していくことがより汎

用性があると考える。 

事後評価 ・老朽空き家問題を単なる所有者の問題ではなく、まちづくりのきっかけとし周

辺住民や活用の担い手を巻き込むことで実現性の高い解決策を導く、一連のプ

ロセスデザインをモデルケースの実践の中で構築できた。 

・そのことにより、空き家除却・活用の実現には至っていないが、賃料を用意で

きる活用担い手を発掘でき、マネジメント体制についても周辺住民とも共通認

識を創造することができた。 

・また、このプロセスデザインの活用により、既に空き家問題が近隣課題として

顕在している 10件（課題抱え込み型空き家 6件＋隣課題顕在型空き家 4件）に

ついて、空き家問題をまちづくりのきっかけとすることで解決策を導くアクシ

ョンを起すことが出来る。 

・事業開始以前は空き家活用賃料により空地維持を目指した指標としていたが、

プロセスデザインの構築を通して、所有者や周辺住民・地域内団体との関係性

が構築でき、一緒に活用検討・提案を出来るネットワークを持つ空き家件数が

本活動にとってより効果的であると考える。その場合、モデルケース２件を合

わせた計８件が本事業によりその様なネットワークを構築できた。 

・商店会からの情報で所有者情報と意向特定に繋がったものが２件あり、今後除

却または活用パターンの検討サポートに移行する予定となっている（内部進入

による建物劣化・耐震調査等は本事業にて実施済）。 
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② 体制整備部門 

NO.1 江別市住みかえ支援体制整備事業 

 

■事業概要等 

事業主体 大麻・文京台のまちづくり協議会 

対象地域 北海道江別市大麻地区 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

■ 郊外住宅地 

□ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 

郊外住宅団地を対象に、高齢者の住み替えニーズの把握、相談会の試行等を行い、

市・道、地域の不動産関連事業者、関係団体等と連携して住みかえ支援体制を整

備。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

相談件数 ４件 10件 100件 

成  果 ①住民アンケート調査 

・アンケート調査によって、住みかえ希望者は回答者全体の２割程度（218世帯）

あり、住みかえに伴う問題点としては「現在の住宅・宅地の売却がうまくいか

ない」「預貯金や返済能力が不足している」「住宅・宅地に関する適切な情報が

得にくい」などが多くなっているなど、住みかえ希望者を取り巻く問題点や課

題を把握することができたことから、これらに対応した条件整備を行うことに

より、住みかえの推進が図られるものと考えられ、今後の対応方策を検討する

上での成果となった。 

②住み替えに関する相談会 

・セミナーの開催により、住民の住みかえに関する関心や意識を高めることがで

きたことや、試行的ではあるが相談会を開催し、上記のスタッフ体制により 4

名の相談に対応できたことが成果として挙げられる。 

・具体的な取り組みを進めていくための支援体制を検討する上で、参画する関係

団体等の役割と連携のあり方、住民との関わり方を考える契機となった。 

事後評価 ・今回の事業においては、相談件数は 4 件と少なかったが、移住・住みかえ支援

機構の市内協賛事業者、江別建設業協会及び地域包括支援センターの各専門家

の対応により、概ね相談内容に対応できたものと考えている。 

・特に高齢者の住みかえ支援をサポートするためには、高齢者の生活支援等の福

祉的な側面からのフォローを含め、多面的な支援が必要と考えられるが、住み

かえ後に安心して生活していくためのアドバイスや情報提供という点では、住

みかえ先の不動産情報のほか、日頃から相談対応の経験が数多くある地域包括

支援センターのスタッフの役割は大きかったといえる。 

・相談会という形式では、身体の不自由な高齢者等への対応が十分になされない

こともあり、本来必要とされる方々にも対応できることが必要と考えられるが、

地域包括支援センターは、このような高齢者の相談にも対応できる地域の拠点

であり、今回の相談会を通して、今後に向けて効果的な相談体制のネットワー

クを構築する上での足がかりとなった。 
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NO.2 官民連携による「しりべし空き家 BANK」を活用した過疎・豪雪地域における 

空き家対策の推進業 

 

■事業概要等 

事業主体 しりべし空き家 BANK協議会 

対象地域 北海道 後志地域（15市町村） 
■ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

□ 郊外住宅地 

□ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 

過疎地域を対象に、15市町村の広域連携による空き家バンクへの登録促進のため

の空き家所有者向け相談事業と、空き家バンク活用による廃屋化予防策の検討・

提案を、地域の建築士会等と連携して実施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

バンクの登録

物件数 
9件（H23.3時点） 28件 100件 

成  果 ・事業開始前は、BANKについて地域で十分に認識されていなかったため、業者に

よる登録が主であったが、事業開始後は役場を経由した登録申し込みや直接の

登録申し込みなど、空き家保有者が自発的に登録する物件が増加している。ま

た、BANK ホームページ閲覧件数（図 7）も相談会や説明会を開催した 10 月、

11 月に閲覧件数が増加している。成約件数も昨年度末の 3 件から、18 件（平

成 24年 2月 28時点）へと増加した。 

・回覧板を活用した周知や町内会組織への働きかけ等、地道な周知活動が登録物

件の増加やホームページ閲覧件数の増加につながったと考えられる。 

事後評価 ・本事業により、BANKの周知や次年度以降の本格運用に向けた検討を進めること

ができた。ポスター等の各種周知活動を行ったが、今回行った不動産相談会と

合わせた相談会では、BANKに関する相談者は少なく、大きな効果があったとは

言いがたい。相談者が少なかった要因としては、相談に出向くほどの関心が得

られていない、（特に余市では）BANKが空き家所有者へ十分に浸透していない、

などの理由が考えられる。しかし、町内会・地域包括支援センター職員等への

周知については、関心のある課題と直結していることから、効果的な周知が行

えたと考えられる。この活動を継続し、次年度以降の物件確保につなげていく。 

・一方、空き家を探している住民からは、BANK ホームページを見て、「他に紹介

できる物件はないのか」という質問が多く寄せられ、今年度集中的に周知活動

を行った地域以外の地域での物件情報を望む意見が多かったことから、次年度

以降は他のエリアでの活動も必要と考えられる。 

・また、実際の登録までの動きの中で、BANKの中で必須としている不動産の仲介

制度の仕組みについて、そもそも仲介制度がどのようなことかを理解していな

いために、まず、役場を通じて仲介制度について説明しなければならない場面

が何度かあった。しかし、BANKを利用したものに対する調査では、回答者の 7

／9が「満足」と回答していることから、BANKの仕組み自体に問題がある訳で

はなく、不動産業者が少ないために、不動産売買・賃貸を個人間契約で済ませ

る傾向がある地域特性に起因する問題であり、BANKの周知と合わせて不動産の

仲介制度についても説明が必要であると考えられる。 
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NO.3 青森県住みかえアップ体制整備事業 

 

■事業概要等 

事業主体 青森県住みかえ支援協議会 

対象地域 青森県 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

■ 郊外住宅地 

■ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 
郊外住宅地を対象に、高齢者等の住み替え支援事業の活用促進に向けた相談会等

を、地域の建築士会や宅地建物取引業協会等と連携して実施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

青森県住みか
え支援システ
ム活用件数 

1 1 15 

成  果 ・賃貸管理団体へのヒアリング調査では、両団体ともに、青森県住みかえ支援シ

ステムや協議会の活動状況等について、賃貸住宅オーナーや会員事業者に対す

る情報発信の面で連携できる可能性があることを確認できた。 

・相談会では、青森市で 10件、八戸市で 2件、三沢市で 2件の計 14件の相談者

の相談に対応でき、うち 10件が住みかえに関連する相談であった。ただし、

効果計測指標とした青森県住みかえ支援システム活用についには、リフォーム

費用が高額になる等の理由により、事業終了時点では活用まで至らなかった。 

・モデル住宅地の町内会へのヒアリング調査では、町内会でも今後も進行してい

く少子高齢化に対する対策の必要性を感じており、貸す側にとって使いやすい

支援制度を構築できれば、制度周知などの面で地区単位での協力関係を構築で

きる可能性を確認できた。なお、併せて実施予定であった住み替え意向アンケ

ート調査は、町内会との調整不足により実施することが出来なかった。 

・JTI との意見交換では、他の自治体の取り組み状況等を踏まえ、有効な周知活

動の手法や相談窓口等の体制づくりについて情報を得ることができ、今後の協

議会の事業の方向性を検討する上で示唆に富んだ内容となった。 

・ワーキングにおいて、今後の課題を整理することにより、今後の協議会の住み

かえ支援における事業方針、体制等を明確にすることができた。 

事後評価 ・協議会のこれまでの活動は、青森県住みかえ支援システムの根幹を成すマイホ

ーム借り上げ制度の周知活動が中心となっており、相談窓口に問い合わせはあ

っても制度利用には結びついて来なかった。しかし、相談会では 10 件の相談

があったことや、結果として制度の利用はなかったものの、相談会から住宅の

売却、住みかえに繋がったことで、協議会の目的に沿った活動をすることもで

きた。相談員の指摘のように、会場をもっと利用しやすい場所にすることがで

きれば、相談数も伸びた可能性もある。また、町内会との意見交換により青森

県内における住みかえニーズの存在を再確認することができた。 

・こうした結果から、マイホーム借り上げ制度以外の住みかえを促進する仕組み

の必要性、相談会の有効性など、今後の協議会の事業方針、体制強化の方向性

を見出すことができたという面で、事業の効果はあったと考える。 

・事業完了時点では効果計測指標を達成することはできなかったが、協議会の事

業方針を見直すことで今後の目標を達成できる可能性は十分にあると考える。 
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NO.4 空き家古民家等利活用推進事業 

 

■事業概要等 

事業主体 福島県耐震化リフォーム等推進協議会 

対象地域 福島県 
■ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

■ 郊外住宅地 

□ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 
過疎地域を対象に、空き家の所有者や移住希望者に対し情報提供、相談対応等を

行う体制を、建築士会、宅地建物取引業協会等と連携して整備。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

空き家古民家
等登録数 ０ １８ １００ 

成  果 ①空き家利活用相談及び情報提供 

・本事業の対象となる相談は 48 件であった。このうち県外居住者からの相談が

12件あったことは多様な広報の効果であると評価している。 

②空き家物件掘り起こし調査分析 

・空き家等の所有者（管理者、相続人）の所在確認の困難さが再確認された。空

き家所有者や近隣住民の信頼が厚い行政機関の理解と協力が不可欠であるこ

とを痛感する一方、会津地方の集落において空き家活用の世話人の存在を知る

ことができた。 

・調査候補物件が 30 件あり、このうち５件の入居が決まったこと、所有者等か

ら貴重な意見、情報を得ることができたこと、さらには、地域の偏りはあるも

のの未調査の候補物件が数十件有るなど収穫があった。 

③関係団体とのネットワーク構築 

・空き家古民家所有者や居住希望者に対して、適格な相談対応や情報提供を行う

ことができるよう市町村及び定住二地域居住支援団体、不動産団体、建築関係

団体間の空き家活用情報ネットワーク体制の構築を行った。 

・各団体等にホームページのリンク要請を行い、現在まで、福島県耐震化リフォ

ーム等推進協議会会員 88団体中、34行政機関のほか、宿泊体験施設１７施設、

定住二地域支援団体 32団体、古民家等取り組み 4団体など計 87団体との連携

が整った。本事業のを通じて、行政機関及び関連団体等の空き家活用に係る取

り組み状況を把握することができたことは大きな収穫である。 

事後評価 ・①、②については、以下の理由により当初計画を達成できなかった。 

①仮設住宅等の出前相談会の実施 

・帰還困難自治体の町外コミュニティ「仮の町」の拠点が未定であること、自

治体が住民コミュニティの分断崩壊を考慮し、仮設住宅入居者への接触につ

いて慎重を期したいなどの理由で理解を得られなかったことや、被災者避難

者の住宅再建シナリオが不確定なために具体的な相談に至れない。 

②空き家物件掘り起こし及び調査図面作成件数：当初計画２０件⇒実績１３件 

・候補物件はあるものの、所有者（管理者、相続人）の所在確認ができなかっ

たこと。近隣住人に尋ねても協力を得られなかったこと。 

・自治体（担当者）から住民への広報周知が行き渡らなかったこと。 

・例年にない降雪量があり、会津地域の候補物件の調査が困難となったこと。 
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NO.5 空き家利活用等を支援する住宅総合マネジメントシステムの構築 

 

■事業概要等 

事業主体 社団法人かながわ住まい・まちづくり協会 

対象地域 神奈川県 
■ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

■ 郊外住宅地 

□ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 
郊外住宅団地等を対象に、空き家の利活用や高齢者の住み替えに係る支援体制

を、県、市町村、建築士会、宅地建物取引業協会、建設業協会等と連携して整備。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

神奈川県の空

き家率※1 
１０．５％ ― １０．５％ 

成  果 ・市町村アンケート調査、市町村グループヒアリングや空き家活用に係る先進的

取組み団体へのヒアリング、中古住宅市場を担う県内の不動産団体及び住み替

え等に関する窓口を設けている自治体と民間企業のよる研究会での検討を通

じて、行政と不動産業界・建設業界・空き家を活用して活動するＮＰＯなどが

連携して、高齢者等が所有する空き家の利活用等を総合的に支援するシステム

の仕組みと推進体制の構築に関する提案「(仮称)かながわ住まいの総合相談セ

ンター※2」を取りまとめることができた。 

   ※2：コンセプト  ：地域密着、情報収集・情報発信の一元化、相談からア

フターフォローまで一貫対応、空き家の所有者、利用

者双方の支援 

     センター機能：高齢者住み替え支援、地域活動グループの支援、空き

家所有者の支援、空き家入居希望者の支援、リフォー

ム事業者情報の提供 

事後評価 ・本調査を通じて、防犯・防災、高齢化、地域の活性化、不動産流通の活性化な

ど、空き家対策の多様性を改めて感じている。市町村においても、問題が多岐

に渡ることから、窓口の統一化は難しく、問題意識の差が出ている実態も把握

できた。こうした現状から、行政をフォローする窓口として、本調査で提案す

るセンターの設立は必要となる。 

・幸い、研究会に参加した専門組織も、今後増えるであろう空き家対策について

は、前向きな姿勢で検討しており、今後のセンター設立にも積極的に参加して

もらえる手ごたえを感じている。 

・また、神奈川県においては、事務局機能の担い手として、既に社団法人かなが

わ住まい・まちづくり協会が、市町村や不動産関係団体と良好な関係を築きな

がら「住まい探し相談事業」を実施していることから、効率的に役割を発揮で

きるものと考えている。 

※1：平成２０年の住宅・土地統計調査によると、神奈川県の空き家率は１０．５％である。 

中長期の目標は、今後高齢化等により空き家の大幅な増加が見込まれるが、空き家率を現状のまま上

げないことを目標としている。 
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NO.6 高齢者等の住みかえ支援体制整備事業 

 

■事業概要等 

事業主体 川崎市住宅供給公社 

対象地域 神奈川県 川崎市 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

■ 郊外住宅地 

□ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 
郊外住宅団地等を対象に、高齢者等の住み替え支援事業の普及を図るための体制

を、市、関係団体、民間事業者等と連携して整備。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

住みかえ等 
相談件数 0件 0件 200件 

成  果 ・高齢者等住みかえ支援体制について、川崎市の住宅政策における公社の役割や

JTI との円滑な連携体制の構築等を検討・協議の結果、川崎市の住情報拠点整

備の役割を担うという公社の位置づけに基づき、住情報拠点としての機能の拡

充を図る中で、市及び JTIと連携の下、住みかえ支援相談窓口を設置し、制度

の情報提供・普及体制の整備を行った。 

・相談員の育成のため、JTI の協力により「マイホーム借上げ制度」の講習会を

開催し、「マイホーム借上げ制度取扱認定」を受けた。 

・WEB コンテンツ及びリーフレットを作成し、公社にて相談窓口開設したことに

関する周知体制が整備された。なお、WEB コンテンツのアップ及びリーフレッ

ト配布は、平成２５年４月を予定。 

事後評価 ・平成 25 年度以降の「川崎市住宅供給公社の相談窓口の相談状況や HPページの

アクセス数」などにより事後評価を行うこととしているため、現時点では事後

評価は行えていない。 
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NO.7 川崎・たま（仮称）地域住宅バンク第一号創設事業 

 

■事業概要等 

事業主体 川崎市住宅政策の推進に関するモデル調査(多摩区三田地域）協議会 

対象地域 
神奈川県 川崎市 多摩区 

西三田団地、寺尾台団地 

□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

■ 郊外住宅地 

□ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 

川崎市北部丘陵地の中層住宅団地を対象に、空き家の活用・管理相談、空き家所

有者と住み替え希望者のマッチング等を、市、自治会、管理組合、大学等が連携

して実施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

地域相談窓口
開設 

なし 開設 － 

空き家等相談
件数 

なし 開設 － 

成  果 ・「スタートの集い」をはじめとする各広報活動は、主に地域の福祉系 NPO「コス

モスの家」と明治大学まちづくり研究所の協力のもとで実施し、団地の管理組

合役員や民生委員、学生など地域の多様なメンバーの参加を得た。また、片づ

けワークで大きな家具は地域の業者に依頼するなど、地域の業者ともつながり

ができ、空き家の活用に向けて各主体が連携協力する体制を整えた。 

・コミュニティカフェの一部に活動拠点を開設するとともに、リアルな登録板を

設置し、総合的な住まいに関する地域の相談体制を整えた。市住宅供給公社が

行う全市的な住みかえ相談体制とも今後、連携を行っていくこととなった。 

・事業の広報活動を地域住民に対し十分に行ったため、空き家の適正管理、活用

に対する住民側の意識の向上を図ることができた。今後、空き家相談や活用に

向けた留守番・片付けワークの依頼が増えることが見込まれ、空き家の適正管

理、活用が効果的に行われる。 

・相談事業に関しては、事業を開始したばかりであり相談件数は２件しかなく、

ニーズに応じた空き家の活用やマッチングを行う段階まではいかなかったが、

ヒアリング調査等により住み替えに関する意向等を把握できた。 

・片付けワーク、留守番ワークの試行により、地域住民の協力を得て実際に作業

を行えることがわかった。また、今後継続するための人材が確保できた。 

事後評価 ・エレベータのない 5階建ての団地では、高齢になると階段の上り下りが負担で

外出しにくくなる住民も多く、住み替え支援や留守番ワーク、片付けワーク等

の生活支援は住み続けるために不可欠である。生活支援により、空き家の発生

を抑えることができる。 

・ヒアリング調査において、「介護保険ではできない生活支援をしてもらえる体

制が整えば、施設でなく、最後まで団地に住み続けたい」との声をたくさん聞

くことができた。また、住み替えにおいても、「荷物の片づけだけでなく、諸々

の手続きを代行してもらえるならば、ぜひ一階に住み替えたい」との声もあり、

こうした活動を多くの住民が待っていたことが明らかとなった。住民それぞれ

が抱える問題・不安に、信頼関係の中できめ細やかに対応し、ニーズに応じた

生活提案・支援を行うことにより「適所適住」が実現され、住み続けられ、住

み継がれる地域環境が整備できる。 
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NO.8 高齢者等の住みかえ支援体制整備事業 

 

■事業概要等 

事業主体 高岡市空き家活用推進協議会 

対象地域 富山県 高岡市 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

□ 郊外住宅地 

■ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 

中心市街地を対象に、空き家の流通阻害要因の分析と空き家化予防策の検討、活

用相談会等を県、市、宅地建物取引業協会、建築士会、司法書士会が連携して実

施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

総合相談所の
相談件数 ３件 １６件 ４０件 

成  果 ・空き家所有者等への相談会を実施し、空き家相談 6 件、一般住宅相談 10 件の

相談があった。 

・運営部会を設置するともに、各事業を実施する組織として「相談部会」、「セミ

ナー・研修部会」、「広報部会」、「調査研究部会」の各部会を組織し、部会構成

員の人選を行うことによって担当制による円滑な運営体制を整備できた。 

事後評価 ①空き家所有者等への相談会の実施 

・協議会の設立から短期間で相談体制の構築が図られた点と相談件数が当初の想

定を上回ったことは評価できるが、相談者の意見をどのように相談活動に反映

していくかが課題となる。今後、本協議会の相談活動の認知度を高めるための

広報活動を強化しつつ、「相談への迅速な対応」、「相談内容に対する満足度の

向上」、「相談機会の増加」に努めていくことで相談者の抱える問題に対して効

果的な相談活動を行いたい。 

・また、空き家相談が、所有者の高齢化に伴う入院・施設入所や相続人の所在把

握が困難なことにより権利関係の整理に時間を要するため、管理、活用に繋が

らない場合があった。今後、このような相談事例の増加が予想されるため、先

進的な取組み事例を参考に相談者に対し問題解決に向けた方法の提示ができ

るよう相談内容を想定した対応体制の協議を図り対応していきたい。 

②多様な専門家との連携体制の整備 

・本協議会の連携体制については、講演会開催等の活動を通じて情報交換や意思

疎通が円滑に図られるようになったが、今後、相談内容に幅広く対応するため、

各部会別の次のような課題への対応が必要である。 

【住宅相談部会】相談者への迅速な対応を図るための相談体制／各構成団体内

での相談内容に効果的に対応できる体制整備／各構成団体にまたがる相談内

容への対応／構成団体では対応できない相談内容への対応のための体制整備

／相談者へのこれまでの相談内容の公開（広報部会との連携） 

【セミナー・研究交換部会】セミナーの課題点の洗い出し及び来年度セミナー

への課題の反映／一般市民など参加対象者の拡大による効果的なセミナー開

催の手法／セミナー講師依頼にあたっての今後の依頼方針 

【広報部会】ホームページの掲載内容の充実方法／市民への協議会活動の周知

方法／ホームページへの利用者の声の反映 
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NO.9 大阪府既存住宅流通・リフォーム市場活性化による空家活用促進事業 

 

■事業概要等 

事業主体 一般財団法人 大阪住宅センター 

対象地域 大阪府 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

□ 郊外住宅地 

■ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 

都心部・中心市街地を対象に、既存住宅市場の魅力化を図り空き家を解消するた

めの支援体制を、府、市、住宅流通事業者、リフォーム事業者、金融機関等と連

携して整備。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

既存住宅の流

通シェア 
（H20）17.6％ ― ※ （H32）25.0％ 

成  果 ・既存住宅流通・リフォーム市場に関わる様々な分野から計 14 の民間団体・公

的団体等が正会員となり、「大阪の住まい活性化フォーラム」を立上げ、連携

体制を構築することができた。また、市町村等（特別会員）や一般企業・団体

（賛助会員）からの参画も得ている。 

・個別相談会では、5 組の相談者からの既存住宅のリフォーム等に係る相談につ

いて、フォーラム正会員 3団体が分担して相談員としてアドバイス等すること

ができた。 

・ホームページの構築については、民間の住宅情報提供サイトや、大阪府や国、

市町村等の既存制度など、既存サイトとの連携により、管理コストを抑えたシ

ステムを構築することができた。 

・短い周知期間であったにも関わらず、具体的事例の募集に対して比較的多くの

応募があり、その中から情報発信検討委員会により、既存住宅をリフォーム・

リノベーションした魅力的な事例を選定することができた。それにより、フォ

ーラム独自の発信すべき有効な情報を得ることができた。 

・ホームページのアクセス数（平成 24年 12月下旬以降）は、トップページにお

いて、累計約 4,000件となっている。 

事後評価 ・大阪で、既存住宅市場の魅力化を図り、既存住宅（空き家等）の活用を促進し

ていくための組織体制をこのように構築でき、今後は、この組織を母体として

関係団体・事業者による取組みを進めていくことができる。 

・個別相談会については、正会員団体の中で既存住宅流通やリフォーム・リノベ

ーション等に直接携わる団体が複数あるため、相談員の確保は問題なく、円滑

に相談対応体制をつくることができた。今後、実施する際も、体制づくりに特

に課題はないと考えられる。 

・これまで大阪では、既存住宅流通・リフォーム市場の活性化に係る府域全体の

一元的な情報発信はなされていなかったため、フォーラムホームページにより

それが可能となり、府民・事業者の利便性の向上につながるとともに、府域全

体で既存住宅へ取り組んでいくこと（空き家等活用促進）を内外にＰＲできた。 

・既存住宅をリフォーム・リノベーションした魅力的な具体的事例をホームペー

ジ等により積極的に発信していくことで、府民が既存住宅をより魅力的に感じ

たり、既存住宅の選択にあたっての判断の一助とすることができる。 

※住宅・土地統計調査をデータ根拠としており、

H25年調査等の統計指標で検証する。 
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NO.10 奈良県郊外住宅地流通促進研究事業 

 

■事業概要等 

事業主体 奈良県地域住宅協議会 

対象地域 奈良県 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

■ 郊外住宅地 

□ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 

郊外住宅団地を対象に、地域の既存住宅流通市場の分析、空き家所有者の意識調

査、住み替え支援事業の促進方策の検討等を、県、市町村、不動産事業者等が連

携して実施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

中古住宅 

流通シェア 
２４％    ２７％   ３５％（H32） 

成  果 ・日頃から、議論している県内の住宅地の状況や大阪府との比較など、頭の中で

考え感覚として考えていた郊外住宅地の状況が本事業で明らかになり、目から

鱗であった。 

・中古住宅流通市場調査で明らかとなった、奈良県内の戸建て住宅の敷地面積の

大きさなどは特筆すべきものがあった。推測される住棟間隔等の住環境のレベ

ルの高さは奈良県内の中古住宅流通のメリットとなるであろう。 

事後評価 ・県内の不動産大手の近鉄不動産㈱にヒアリングすると共に、多くの住宅地開発

を近畿日本鉄道株式会社の担当者と議論を行った。その結果、当初想定してい

たことが概ねその通りであったと共に、さらに行政としての取り組みの必要性

が見えてきた。 

・空き家対策の多くは、一般的に不動産の流通に任せきりである。また、地域の

不動産業者は、地域、市内又は県内での流通等の視点で業務を行っている。人

口減少が現実のものとなり、地域の衰退が広がっている現実を鑑み、地方自治

体や地域の企業等として積極的に、政策的に「地域づくり」に取り組む必要が

ある。 

・さらに、県内で住宅や住宅地分譲を行うと共に、多くの賃貸住宅団地を持つＵ

Ｒ都市機構の担当者とも議論を行った。 

・その結果、今後事業展開を図っていくためには、実施体制として、県及び県内

市町村、ＵＲ都市機構、近畿日本鉄道株式会社などを巻き込んでいくことで、

地域の情報を最も持っている市町村や大手企業等との連携により、非常に効率

よく情報収集が可能であることが分かった。さらに、これらの情報を整理する

ことで、参加団体が地域の課題について理解を深めることができる。単独の市

町村で様々な課題に取り組むのではなく、地域として同じ課題を抱えている団

体とともに、活動を行っていくことが重要であり、効率よく課題に取り組むこ

とができるのではないかと考えられる。 

・少子高齢社会、人口減少社会に突入し、都市間競争が本格的に始まる。価値観

が多様化し、良好な住環境とは何かというのも各個人や世代等でその評価は異

なることから、他府県から見た本県内の郊外住宅地等の住宅地の魅力、住宅地

そのものだけではなく、公共施設の配置や公共サービスの状況等の情報をわか

りやすくし、地域の不動産業者の活動の支援を図ることで、中古住宅流通の促

進を図る必要がある。さらには、このような地道な取り組みが県内郊外住宅地

の活性化に繋がる。今始めなければならない。 
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NO.11 官民連携による大和・町家バンクＮＷ協議会の空き町家利活用促進のための 

有機的組織編成 

■事業概要等 

事業主体 大和・町家バンクネットワーク協議会 

対象地域 奈良県 
■ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

□ 郊外住宅地 

■ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 

歴史的町並み地区を対象に、空き家所有者の意向把握、空き町家利活用方策の検

討等を、まちづくり団体、市町村、県、建築士会、不動産協会、信用組合等が連

携して実施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

バンク 
登録件数 ２５件 ３０件 ８０件 

成  果 ①空き町家所有者のヒアリングに関して 

・協議会事務局と各地区のまちづくり団体との意向は、上手くは一致しなかった。

各地区のまちづくり事情や空き町家所有者の意向などは多様であり、必ずしも

空き町家の貸出しやバンク登録を急いでいるということではない。歴史的な伝

統が蓄積する地区だけに、微妙な人間関係や人々の思い、気づかいなどがある

ことに気がついた。 

・空き町家の利活用を望むのは、今後とも高齢化と過疎化が進む地区・地域自身

であり、伝統的なコミュニティや相応しい生活慣習などを維持・継承するため

に、今、住んでいる人達こそが空き町家の利活用を進めなければならない。 

②有機的な組織編成に関して 

・有機的な組織編成を検討するために２回ワークショップを開催し、予想以上に

地区バンクや協議会の課題と提案が出された。特に「地区まちづくり団体の支

持・支援不足」や「協議会のミッションの不明」、「牽引力（指導性）の不足」

など、基本的な問題点が明らかになった。その後の事務局会議に於いて、今後

は専門家団体の協力を得ながら実際に事業を担える組織が必要ということに

なり、中間支援組織の設立を検討することと、地区において具体的に事業活動

を推進できる体制として「協議会、事務局、中間支援組織の三者による体制づ

くり」を考えることとなった。 

事後評価 ・バンク登録件数については、地区まちづくり団体からの登録要請が無かったこ

とや協議会ホームページの管理体制の不備などから増加を見ることが出来な

かった。しかし、この１年間で今井の空き町家物件の斡旋は５件の成約を見て

おり、バンク活動の実績のある所では、空き町家の利活用は進んでいる。 

・一方、空き町家バンク体制がまだ整っていない今井や奈良町以外の地区でも、

数量は多くはないが、空き町家希望が町家供給を上回る状況である。従って、

町家バンク運営主体の確立と地区への町家バンク情報の浸透、奈良の風土・大

和を愛する町家愛好者への全国ＰＲなどが広がれば、空き町家バンク登録件数

それなりに増加することが考えられる。 

・今後、本協議会の体制整備と地区をサポートする中間支援組織の設立、各地区

の空き町家バンク運営主体の充実などが進めば、中長期的には、バンク登録件

数を当初目算した 80件に伸ばすことは充分可能なものと考える。 
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NO.12 まちなか若者拠点、居住環境整備のための空き家活用検討事業 

 

■事業概要等 

事業主体 財団法人 鳥取開発公社 

対象地域 鳥取県 鳥取市 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

□ 郊外住宅地 

■ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 
中心市街地を対象に、活用可能な空き家の掘り起こし、空き家所有者やと住み替

え希望者とのマッチング等を、県、市、宅地建物取引業協会等が連携して実施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

空き家登録物

件数 
0 0 5 

成  果 ①物件の掘り起こしについて 

・鳥取市の協力を得て、町内会長に連絡することが出来た。町内会長には、可能

な範囲で所有者情報を提供して頂いたが、所有者の連絡先の特定や直接話をす

ることは困難であり、連絡が取れても電話で簡単なやり取り程度となり、詳し

いヒアリングはさらに困難を極めたが 2件実施できた。 

・空き家活用意向については０件であったため、実際に空き家バンクシステムの

試行を行うことが出来なかった。当初試行経過等に関するパンフレットの作成

を予定していたが、今後、物件が登録された場合に作成することとした。 

②マッチング 

・今回、物件登録が実現しなかったため、マッチングの試行も出来なかった。 

しかし、若者の空き家に対するニーズや専門事業者の要望、連携方法などを検

討し、物件の掘り起こしが出来た場合の仕組みについては検討できた。 

③空き家バンク体制整備の検討 

・不動産事業者へのアンケートやヒアリング、学生向けのワークショップ、ヒア

リングを踏まえて、空き家バンクの設立と運営のための流れ（段階的な体制整

備）を検討できた。 

事後評価 ・調査可能な範囲で、現存する空き家(目視の範囲であり、所有者へは未確認)の

情報（１３６件）をマッピングすることで、中心市街地内の空き家と想定され

る物件の分布が確認出来た。 

・しかし、町内会長や周辺住民からの情報収集はできても、所有者が県外に住ん

でいたり、連絡が取れなかったりと所有者の確認が取れないため、空き家と確

定することは困難であった。また、連絡が取れた物件６件の所有者も「空き家」

という表現について認識の違いがあり、活用の意向に転換して貰うためには、

空き家活用促進のための支援施策の整備が必要であることも分かった。 
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NO.13 官民連携による中心市街地の空き家利活用促進事業 

 

■事業概要等 

事業主体 府中市中心市街地空き家等活用推進協議会 

対象地域 広島県 府中市 
□ 過疎、豪雪、山村、離島等の条件不利地域 

□ 郊外住宅地 

■ 密集市街地・中心市街地 

事業概要 
中心市街地を対象に、空き家の流通阻害要因の分析と空き家化予防策の検討、活

用相談会等を、県・市・宅地建物取引業協会・建築士等が連携して実施。 

 

■事業の成果（事業主体による自己評価） 

 
効果計測指標 

着手時点 完了時点 今後の目標値（中長期） 

家主不明（未
調査）空き家 68件 7件 3件以内 

成  果 ・空き家問題の認識と予防、利活用の促進・啓発については、第一歩を踏み出し

たと言える。当初目標とした、空き家を調査する上で、家主が不明な空き家の

件数を 10 件以内に抑える取り組みをおこなった。結果として家主は判明した

が、連絡が取れない物件を 7件に抑えることができた。町内会の協力を得なが

ら調査を行う中で、持ち主や空き家移住希望者との信頼関係も徐々に築き上げ

ていくこともでき、事業期間内に空き家活用第１号を誕生させることもでき

た。他にも所有する空き家の活用希望者の相談もあり、現在ホームページにお

いて、活用希望者の募集を行っている。なによりも、地域住民、特に町内会の

方から、空き家の活用の重要性を認識していただき、今後の協力も取り付ける

ことができたことは成果であった。 

・また、活動報告会には空き家所有者の参加はもちろん、空き家居住希望者、空

き家再生等のまちづくりに興味を持つ市民の参加もあり、予想以上に空き家活

用の機運が高まっている事が分かった。アンケートの結果からも推察できるよ

うに、住民や空き家の持ち主の意識が、少しずつ積極的な活用に向けた検討に

変わり始めていることも感じられる。今まで、放置していたものが、活用次第

で資源になるという思いが、その後の相談や建物の実態調査にも繋がってお

り、まちなか居住地の魅力に対する潜在的な期待を掘り起こすことができた。

その証拠に、家主の気持ちを奮起し、住みたい人が出てくることによる、地域

住民のまちなか居住への魅力の共感があった。ＮＰＯ法人が担う役割の重要性

も認識されており、今回の事業は、まさに府中市の中心市街地におけるコミュ

ニティを巻き込んだ空き家再生のスタートを切った。 

事後評価 ・区域を絞って集中的に調査することにより、不明家主の詳細と空き家の把握及

び解消への道筋をつけることができたが、短い期間での取り組みだったことも

あり、非常に限られたエリアを対象地区としたため、府中市の中心市街地の空

き家の把握にはまだ至っていない。また、本事業実施期間中に空き家解消事例

が生まれた事は大きく、地域にとっても自分たちの居住する地区の魅力を再発

見することで、コミュニティを巻き込んだ運動になりつつある。 

・今後は、少しずつエリアを広げながら、より詳細な中心市街地の空き家の状況

を調査し、今回培った協議会での各関係者への信頼を活かし、ＰＲを行うこと

が重要である。さらに、空き家活用相談窓口を府中ノアンテナに設置でき、今

後の活動に繋げるための土台を築くことができたと言える。 




