
　

は し が き

　少子高齢化問題、人口減少問題が各地域で徐々に顕在化しつつあるなか、

2013 年の住宅・土地統計調査によれば、全国の空き家数は 820 万戸、空き

家率は 13.5％と住宅のじつに約７戸に１戸が空き家という実態が報道され、

「空き家問題」が身近な問題としてクローズアップされました。

　政府は、多くの自治体で制定された「空き家条例」に続き、問題のある空

き家の解体（除却）と、利活用可能な空き家の有効活用に向けた「空家対策

特別措置法」を制定するほか、相続空き家の売却益の特別控除など、各種施

策を通じて各自治体における空き家の解体や利活用に関する対策を進めてお

り、各金融機関においても、自治体等との連携による「空き家（解体・利活

用）ローン」の提供が拡大しています。

　空き家問題に対しては、現在でも不動産業界を中心にさまざまなアプロー

チがありますが、金融機関においても、今後、上記自治体等との連携が進展

するなかで、空き家を抱えるお客様の資産相談に関するアドバイスなどの知

見が金融機関に求められることになると考えられます。空き家自体は必ずし

も「悪」ではなく、管理されないことが問題であり、空き家の適正な管理と

利活用の方向性が模索されているところです。

　本書は、金融機関として、今後も国をあげて対策が進められる空き家問題

を理解するとともに、地域やお客様の課題解決に取り組むため、①空き家問題

の現状、②空家対策特別措置法の内容、③空き家の解体・利活用に悩むお客

様へのアドバイス、の３つの観点からＱ＆Ａ形式を用いて解説しています。

　本書が、地域リソースの有効活用に向けた課題解決の一助となり、もって

金融機関の発展と地域貢献につながることを願ってやみません。

　2016 年９月

経済法令研究会
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0　1　「住宅・土地統計調査」による空き家の定義

　総務省が 5 年に 1 度、居住世帯の有無に関わらず、住宅ストックの状

況を調査している住宅・土地統計調査では、空き家の種類を、下記のよう

に 4 分類し推計を行っています。

①　賃貸用の住宅

　新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅

②　売却用の住宅

　新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅

空き家の定義・現状等

　そもそも空き家とはどのような家をさすのでしょ
うか。公的な定義などはありますか？

Question 1

　５年に１度、全国の住宅ストックの状況を調査している「住宅・
土地統計調査（総務省）」では、①賃貸用の住宅、②売却用の住宅、
③二次的住宅、④その他の住宅、に区分されています。これは空き
家の種類により分類した統計上の区分になります。
　2015（平成27）年５月から完全施行となった「空家等対策
の推進に関する特別措置法」では法律上の空き家の定義が行われて
います。

Answer



第
1
章

空
き
家
問
題
を
巡
る
現
状
と
対
策

3

Question 1　空き家の定義・現状等

③　二次的住宅

　別　荘……�週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅

で、ふだんは人が住んでいない住宅

　その他……�ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊

まりするなど、たまに寝泊りする人がいる住宅

④　その他の住宅

　上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住

世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことに

なっている住宅など

　一般の個人用の住宅で、所有者の死亡や転居等により、使用されないま

ま空き家となっている住宅については、上記のうち「④ その他の住宅」

に分類されます。

0　2　空き家数の推移

　空き家数の推移を 5 年おきに見ると、次頁図表 1-1 のようになります。

1983（昭和 58）年時点では 330 万戸であったのが、2013（平成 25）年調

査時点では、820 万戸となり、直近 5 年間で大きく増加しています。ボ

リュームとして大きいものは、賃貸用の空き家となりますが、増加率で見

ると、「その他の住宅」が大幅に増加していることがわかります。

　このような個人住宅の空き家の増加率は著しく、周辺環境へ悪影響を及

ぼすケースも見られるようになりました。

　こうした背景により、2014（平成 26）年 11 月 27 日、「空家等対策の推

進に関する特別措置法」（以下、「空家対策特別措置法」といいます）が公

布されています。この法律では「空家等」について次のように定義してい

ます。
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「空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使

用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土

地に定着するものを含む。）をいう」（同法 2 条 1 項）。

　つまり、本法にいう「空家等」とは住宅に限定されたものではなく、さ

らに、附属する工作物や立木なども含めたものとなっています。

　また、「使用がなされていないことが常態である」については、明確な

基準はありませんが、空家対策特別措置法 5 条 1 項に基づいた基本指針

として国土交通大臣および総務大臣が定めた「空家等に関する施策を総合

的かつ計画的に実施するための基本的な指針（平成 27 年 2 月 26 日総務

省告示・国土交通省告示第 1 号）」では、1 つの目安として「例えば概ね

年間を通して建築物等の使用実績がないことは 1 つの基準となると考え

出所：国土交通省

◦図表 1-1　空き家の種類別の空き家数の推移
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壊すことになっている住宅など
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0　1　費用負担が空き家放置の要因の 1つ

　住生活基本計画の目標とされている「急増する空き家の活用・除却の推

進」を進めるにあたっては、空き家の活用を図る際にも、除却する際に

も、空き家所有者は資金の準備が必要となります。

　例えば、売却や賃貸を行う場合、現状有姿の物件のまま行われること

や、賃貸の場合であれば、借主の費用負担のもと借主側の DIY 修繕が行

われることもありますが、多くの場合では、空き家所有者の費用負担のも

　各金融機関では、空き家の解体や修繕・利活用に対するローンの
提供が進んでいます。空き家問題は、所有者の費用負担がその要因
の1つでもあり、提携自治体の補助金を受けられる物件に対して
優遇金利が適用されるローン商品など、さまざまな取組みが進めら
れています。このような金融機関と地方自治体との連携により、空
き家対策が進むことが期待されています。

Answer

空き家対策における地方自治体と金融機関の連携

　空き家対策に関して「空き家解体ローン」や「空
き家活用ローン」を提供する地域金融機関が増えて
いますが、地方自治体との連携などはどのように
なっているのでしょうか？

Question 11
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とでリフォームが行われます。もちろん、建て替える場合にも、解体・除

却する場合にも同様に費用がかかることから、もともと（ほとんど）使用

していない空き家物件にコストをかけて利活用しようという発意が生じに

くいといえます。

　このように、空き家所有者の費用負担が発生することが、空き家が放置

されてしまう大きな要因となっています。

0　2　
金融機関による「空き家解体・利活用ローン」

の展開例

　地方自治体において、空き家のリフォームや解体費用に対する補助事業

を行っているところも多数見られますが、補助金だけでそのすべてをまか

なうことは困難です。

　そのような中、金融機関では、 空き家の解体や利活用に対するローンの

提供が進められています。地方自治体との連携強化も進んでおり、地方自

治体が補助金交付を決定した物件の所有者に対しては、金利優遇措置が行

われる場合も多く見られます。

（1）常陽銀行の「空き家解決プラン」

　例えば、茨城県の常陽銀行では、地域が抱える空き家問題の解決に向け

て、「常陽 空き家解決プラン」の提供が平成 27 年 8 月から開始されてい

ます。

　この「常陽 空き家解決プラン」は、「空き家」に関連するさまざまな資

金ニーズに応えるため、「解体コース」「再生コース」「活用コース」の 3

つのコースが用意されています。

　「解決コース」は、無担保のローンであり、条件に見合えば上限 1,000

万円の融資を受けることができます。
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Question 11　空き家対策における地方自治体と金融機関の連携

　「再生コース」は、「小〜中規模修繕・増改築向け常陽リフォームロー

ン」、「大規模な修繕・増改築向け常陽リフォームローン」、「建替え等向け 

常陽住宅ローン」に分かれており、それぞれ 1,000 万円、2,000 万円、1

億円を上限として融資を受けることができます。

　「活用コース」は、平成 25 年 9 月から提供が開始された「常陽リバー

スモーゲージローン『住活スタイル』」という商品を活用しています。こ

れは、一般社団法人移住・住みかえ支援機構（JTI）が実施する「マイ

ホーム借上げ制度」および「家賃定額保証制度」の利用者を対象に提供さ

れるものです。

（2）リバースモーゲージを活用した市町村との連携スキーム

　リバースモーゲージは、一般的に不動産を担保として融資を受け、契約

期間終了時に担保不動産の処分などにより元利一括返済を行いますが、こ

の「住活スタイル」のスキームでは、JTI が空き家を借り上げることが融

資の条件とされており、借り上げた空き家を JTI が転貸借します。常陽銀

行は、その賃料を担保として空き家所有者に融資を行うスキーム（賃料返

済型リバースモーゲージローン）となっています。

　このスキームを活用することにより、一般的なリバースモーゲージと同

◦図表 1-24　常陽リバースモーゲージローン「住活スタイル」の概要

制度利用者 JTI

《対象者》
・借入時の年齢が 20 歳以上の個人
・JTI のマイホーム借上げ制度および家賃定額保証制度を利用できる者
《資金使途／融資金額／期間》
 事業資金・投機資金以外は自由／ 5,000 万円以内／最長 35 年
《返済方法》
 元利均等返済（ボーナス返済の併用は不可）
《担　保》
・転貸対象住宅の賃料債権を譲渡担保として差入れ。
・火災保険金請求権に質権を設定。

入居者
（子育て世帯など）

常陽銀行

長期借家契約

賃料支払

転貸契約

賃料支払

賃料を
担保として
ローン実行

賃料収入で
ローン返済
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0　1　
空き家等の所有者等および周辺住民からの相談体制

の整備

　空家対策特別措置法 12 条には「市町村は、所有者等による空家等の適

切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必

要な援助を行うよう努めるものとする」と規定しています。

　空き家対策に関する国の基本指針では、各市町村はできる限り周
辺住民の苦情等に対しても迅速に回答するよう努めることとし、各
市町村における相談体制の内容や住民に対する相談窓口の連絡先に
ついて具体的に記載することが望ましいとしています。
　周辺住民には、特定空家等の認定に関する申立権は認められてい
ませんが、こうした相談体制を通じて、特定空家等の指定の際にも
周辺住民の意見を十分反映することとされています。

Answer

空き家に対する苦情・相談

　周辺に放置されている空き家がある場合、周辺住
民からの苦情や相談は受け付けてもらえるのでしょ
うか。また、明らかに特定空家等に該当すると思わ
れるのに指定されていない空き家がある場合に、周
辺住民から指定を求めることはできますか？

Question 23
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　廃業により空き店舗となる場合、お客様や親族（例えば親御さんなど）

が店舗 2 階などにお住まいの場合と、住居は別途近隣マンションや郊外

の戸建て住宅などにある場合とで対応が分かれます。

　住居が店舗建物にある場合は、このままお住まいになられるか、他所に

お移りになられるのかの確認が必要となります。また高齢者施設などにご

入居の親族等がいる場合にも、施設から元の住居に戻られる可能性がある

のかどうか、ご本人の意思も含めてよく確認する必要があります。

　商店を廃業して空き家になった場合、そのまま放置を続けること
は、その商店が属する商店街・地域にとっても望ましいことではあ
りません。空き店舗の活用により地域の活性化に役立つような運用
方法のアドバイスが必要です。運用にあたっては、自らが当該店舗
建物に住み続けるかが、その後の活用にあたって大きな判断の分か
れ目となります。
　お客様のライフプランをよくヒアリングしたうえで適切なアドバ
イスを行いましょう。

Answer

空き店舗の活用

　地域で長年店舗を営んでこられたお客様から、高
齢になりお子さんが店舗を継ぐ意思もないため廃業
した後の空き店舗を活用できないかと相談されまし
た。どのような対応が考えられるでしょうか

Question 28
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　空き家を賃貸物件として活用する際は、以下のようなチェックを入念に

行ったうえで、準備に入るようにしましょう。

0　1　物件の性能の確認

（1）耐震性、水回りが重要

　まず空き家の現況をよく調査することから始めましょう。住宅は長い間

使われていないと、劣化が早まるといわれます。建物の構造躯体がしっか

　空き家を放置せずに賃貸物件として活用することは、社会インフ
ラとしての住宅を有効に活用していくという意味でも意義のあるこ
とです。積極的なアドバイスが望まれます。
　一方で、すべての空き家が賃貸できるわけではありません。事業
として成功してはじめて有効な活用法となります。リフォームに多
額の資金が必要となる場合もあります。金融機関としては、リ
フォームローン等の提供だけではなく、賃貸マーケットの状況など
も勘案し、収支見込み等も含めた総合的なアドバイスが必要です。

Answer

空き家を賃貸する場合

　空き家を所有するお客様から、空き家を貸家とし
て活用したいという相談がありました。どのような
点に注意が必要でしょうか？

Question 35
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Question 35　空き家を賃貸する場合

りしているか、シロアリなどの被害がないか、耐震性は確保されているの

かなどは事前に確認が必要です。特に、最近のテナントは「耐震性」に非

常にナーバスになっています。リフォーム工事を実施する場合、前掲の

Question 34 を参考に、耐震工事、水回りの順に優先的に行うことが肝要

です。

（2）住宅の劣化原因

　住宅は、定期的に「通気」をしていないと家屋内に湿気がこもって傷み

が早まり、また「通水」をしていないと、給排水管が乾燥するため下水の

汚臭や虫等が上がってくることがあります。さらに、排水管のヘドロ・異

物が硬化し排水管の劣化が早まります。水回りに使われているゴム栓・

パッキン類も、乾燥により劣化が進み、結果的に漏水などにつながるケー

スが多くあります。また、長期間不使用後に、通電した瞬間に溜まったホ

コリなどでショートして火災につながる場合もあります。電気設備の点検

も欠かせないところです。

0　2　物件の市場性

（1）賃貸料の相場の確認

　空き家が立地するエリアについて、賃貸需要がどの程度存在するかの調

査は非常に大切です。周辺エリアの募集状況は地元の不動産屋やインター

ネットの物件検索などでおおよその「相場」を把握することができます。

　賃貸住宅の相場は次の要素で決まります。
　①　立地

　最寄り駅からの距離、周辺環境、方角、日照など。
　②　築年数

　築年は一般的には古くなるほど賃料は安くなります。
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