
 

 

前橋市＋前橋工科大学 空き家シンポジウム 

これからの空き家に求められる「こと」「もの」 
 

2014年11月に制定された空家等対策の推進に関する特別措置法を契機に、かねてから社会問題視されてい

た空き家対策に全国の地方自治体が本格的に取り組み始めている。前橋市でも、2015年4月から建築住宅

課内に空家利活用センターを開設し、前橋市内にある空き家の利活用に対するアドバイスなどの提供を始め

た。また同年には「前橋市空家等対策計画」を公布・施行するなど、全国的に見ても積極的な空き家対策を

実施している。しかし少子高齢化等の社会情勢を背景とした空き家の増加を阻止することは難しく、実態把握

や効果的な政策の検討を手探りで行っている状態である。そこで本シンポジウムでは、今後の空き家整備をどの

ように進めていくか、2人の専門家をお呼びして具体的かつ実践的な手法を会場全体で考えたい。 

 

 

 

2019 年1月26日(土)14:00 ～16:30(開場13:30) 

臨江閣 別館大広間 (前橋市大手町3-15-3) 

参加無料/どなたでも参加できます(事前登録不要) 
 

 

 

基調講演1 空き家の実態とその動向   

     宗 健 (大東建託賃貸未来研究所長) 

基調講演2 次世代の街づくり手法と中心街再生 

小坂 幸彦 (MIKATAプロフェッショナルズ代表) 

パネルディスカッション これからの空き家に求められる「こと」「もの」 

     山本 龍 (前橋市長)×  宗 健 (前述)×  小坂 幸彦 (前述) 

     モデレーター 堤 洋樹 (前橋工科大学准教授) 
 

 

 

    共催：前橋市、前橋工科大学     連絡先：前橋市空家利活用センター(TEL 027-898-6081) 

    後援：群馬県、NHK前橋放送局、群馬テレビ、上毛新聞社、FM GUNMA、まえばしCITYエフエム 

       群馬県宅地建物取引業協会前橋支部、全日本不動産協会群馬県本部、群馬建築士会前橋支部 

 

                        広瀬川 

 

     群馬県庁         中央前橋駅 

    前橋市役所 

 

 利根川                 前橋駅 

 

写真：弁天シェアハウス(右)と火の鳥(左) ©堤洋樹 

2015年に空きビルを(株)STYLEがシェアハウスに改修し現在に至る。

なお隣も同様に空ビルだったが2018年に衣料店が開店した。 

これまで堤研究室が関わっ

た空き家シンポジウム・コンペ 
 

前橋工科大学堤研究室では、これま

でにも空き家に関するシンポジウムやコ

ンペの開催を主催・協力・参加してき

ました。ここでは、群馬県内で開催さ

れたシンポジウム・コンペ(一部)につい

てご紹介します。 

 

上右：シンポジウム2015 

中左：ミニシンポジウム2016 

中右：吉岡町シンポジウム2018 

下：JIAコンペ2016(学生賞受賞) 



 

 

前橋市＋前橋工科大学 空き家シンポジウム資料 

これからの空き家に求められる「こと」「もの」 

 

タイムスケジュール 

 

14:00   開会挨拶 山本 龍 (前橋市長) 

      趣旨説明 空家利活用センター            資料P.7-8 

 

14:10   基調講演１ 空き家の実態とその動向        資料P.3-4 

    宗 健 (大東建託賃貸未来研究所長) 

 

14:40   基調講演２ 次世代の街づくり手法と中心街再生   資料P.5-6 

    小坂 幸彦 (MIKATAプロフェッショナルズ代表) 

 
    －休憩－ 

 

15:20   パネルディスカッション これからの空き家に求められる「こと」「もの」 

      山本 龍 (前述) ×  宗 健 (前述) × 小坂 幸彦 (前述) 

      モデレーター   堤 洋樹 (前橋工科大学准教授) 

 

     ※報告 堤洋樹：前橋市における空き家の実態と今後の展開   資料P.9-10 

    <検討テーマ> 

    ・これからの空き家整備に求められる「こと」は何か 

    ・これからの空き家整備に求められる「もの」は何か 

    ・前橋市ではどのような展開が考えられるか 

 

16:30   閉会挨拶：空家利活用センター 

ご挨拶 堤洋樹 (前橋工科大学准教授) 

 
 

 本日は空き家シンポジウム

にお越しいただきありがとう

ございます。山本市長にご参

加頂いた空き家シンポジウム

は2016年1月24日以来の2度目

となりますが、今回はお二人

の 専 門 家 を 市 外 か ら お 招 き

し、具体的かつ効果的な空き

家対策について検討したいと思いシンポジウム

を企画しました。前橋の空き家活用が進むきっ

かけになれば幸いです。 

 さて前橋工科大学と前橋市の共同研究は、全

国自治体における空き家対策を調査した2014年

から始まります。その翌年からは前橋市内の空

き家の実態調査を開始するなど、本格的な空き

家対策の検討を開始しました。また堤研究室で

は、2016年には空き家の改修と活用の試み(結果

的に断念)、2017年には吉岡町の空き家調査に協

力しています。これらの概要は、上毛新聞のオ

ピニオン21(2017年11月～2018年10月)のなかで

もご紹介しましたが、今回は前橋市における空

き家調査の最新情報をパネルディスカッション

のなかで簡単に報告させていただきます。 

 これまでの経験から、空き家問題は空き家自

体の問題ばかりではなく、地域やまちづくりの

問題でもあることを痛感します。空き家をお持

ちの方、空き家に興味をお持ちの方、そして空

き家には関心がない方も含め、住民全員で向き

合わないと解決しない難しい社会問題です。堤

研究室では引き続き、この難しい課題に真剣に

取組みたいと考えています。皆様のご協力をよ

ろしくお願いいたします。  

ご挨拶 山本龍 (前橋市長) 

 
 

 空き家シンポジウム「これ

か ら の 空 き 家 に 求 め ら れ る

「こ と」「も の」」の開 催 に

あたり、一言ごあいさつを申

し上げます。 

 わが国では、超高齢化及び

人口減少の時代に突入し、社

会全体の構造が大きな転換期

を迎えている中、全国的に空き家の発生が大き

な問題となっております。特に地方において

は、喫緊の課題として、一刻の猶予も許されな

い状況にあると言っても過言ではありません。

今後も空き家が発生し続けることは、もはや宿

命であり、避けて通ることはできないものと考

えます。 

 本市においても、「前橋市空家等対策計画」

を基に、空き家対策支援事業による補助金の交

付や特定空家等に対する略式代執行の実施のほ

か、様々な空き家対策に取り組んでおります

が、より一層効果的な施策を講じていく必要が

あります。 

 本日のシンポジウムには、宗健氏、小坂幸彦

氏にお越しいただき、貴重なお話をお聴かせい

ただくとともに、空き家問題について具体的に

議論できることを嬉しく思います。 

 結びに、シンポジウムの開催にあたり、ご尽

力いただきました堤先生をはじめ、関係者の皆

様に感謝を申し上げるとともに、このシンポジ

ウムが本日ご来場いただきました皆様にとっ

て、空き家問題についてより深く考えていただ

くきっかけとなることを期待いたします。 

 

       前橋市長 

 

-1-   -2-   



 

 

 
空き家の何が問題なのか 

空き家は存在するだけで問題だという雰囲気がある

が、実際にはきちんと管理されてさえいれば、他人に

大きな迷惑をかけることはない。メディアに取り上げ

られるようないわゆるゴミ屋敷のような建物も必ずし

も空き家ではなく、建物の管理状況と居住の有無は完

全に一致するものでもない。さらにゴミ屋敷といった

問題も、かなり狭いエリアでは問題になるが、自治体

全域にその外部不経済性が及ぶものでもない。 

そもそも空き家の発生は、街の人口が減り高齢化が

進んで起きた様々な事象の一つに過ぎない。空き家

は、近隣に迷惑をかけることもあるが、どちらかと言

えば原因ではなく、結果なのである。その意味で、空

き家問題を解決する、というアプローチではなく人口

減少や高齢化、スプロール化といった問題に取り組む

ことによって、結果的に空き家が減少していくという

考え方を取るべきではないだろうか。 

 

空き家はすべて利活用できるのか 

前橋市の世帯数は約15万世帯で、空き家率が7-8％だ

としても１万戸以上の空き家があることになる。戸建

住宅の比率が60％程度だとすると戸建空き家も6000戸

以上あることになる。多くが老朽化した旧耐震の数千

戸にもおよぶ戸建住宅を滅失以外の方法で、利活用す

ることにはおよそ現実味がない。どのように滅失を促

進するか、その後生まれる空き地をどのようにするの

か、というのが重要な視点だろう。 

このとき、これからのまちづくりのための基礎情報

として、空き家の実数と空間的分布を把握することが

重要になる。また、全国数百の自治体で空き家実態調

査が行われているが、住宅・土地統計調査の空き家

数・率よりも大幅に低い数値が報告されているケース

が大多数であることにも留意が必要だろう。 

 

住宅ストックの量と質 

現時点では住宅ストックの量は充足しており、これ

以上の新築着工は規制すべきだという主張もある。し

かし、住宅ストックの空間的分布と居住ニーズは必ず

しも一致しているわけではない。都市中心部で空き家

があったとしても、居住ニーズが郊外にあるのであれ

ば、地域全体でみて住宅ストックが充足しているとは

いえない。また、居住ニーズと住宅ストックが空間的に

一致していたとしても、断熱性やデザインに劣る老朽化

したストックは、質的な居住ニーズを満たさない。 

金融機関や業界団体へのヒアリングでも、新築着工

の少なくとも半数以上は、なんらかの建替えであり、

新築着工は量の拡大から質の向上へ大きくその意味を

変えている。建物の質だけでなく、敷地や建物配置、

周辺環境も含めて考えれば、都市中心部の空き家を滅

失することで生まれる空き地(空閑地)を積極的に緑化

するといったことも検討されるべきだろう。 

 

土地建物惣有の仕組み 

人口も世帯も増え続け寿命が延びた時代には、土地

を開発・分割し持家とすることが経済成長にも高齢時

の居住安定のためにも意味があった。しかし、これか

らの時代には世帯数も減少するため当然住宅ストック

も減少して行かざるを得ない。このとき細分化された

土地をどのように社会に戻していくかを考えなければ

ならない。 

日本の農村には地域社会の共有地としての惣有とい

う考え方があったが、これを現代の状況に合わせた新

たな仕組みとして再構築することはできないだろう

か。例えば、市長を代表とする一般社団法人前橋市土

地活用機構といった組織をつくり、不要となった土地

や建物の所有権を集約する受け皿とすることが考えら

れる。クルマや家電のリサイクル費用と同じ考え方

で、固定資産税20年分と所有権移転費用を団体に寄付

することを条件とするが、土地を地域社会の共有に戻

していくことが可能になる。 

地方には使い道も引き取り手もなく、しかたなく個

人の費用で建物が滅失されて、その跡地もそのままで

あることも多い。そして、固定資産税の負担は永遠に

続くため、なんとか土地を始末したいと考えているひ

とびとも多い。 

上記の一般社団法人は、そうした人々のための一種

の所有権放棄のための手法であるが、所有権が分散さ

れた状況では難しい利害関係調整も、所有権が集約さ

れていれば比較にならないほど調整は易くなる。何を

やるかを決めてから調整するのではなく、所有権が集

約されてからなにをやるのかを決めることになるが、

少なくともそのための猶予期間は確保できる仕組みで

あり、十分に検討の価値があるように思う。 

 

判断基準としての幸福 

戦前から日本は決して裕福な国とは言えなかった。

戦後の混乱期を経て高度経済成長の時代には、明日は

今日よりも必ず豊かになるという希望があり、経済的

な面からも主観的幸福度が上がっていく実感があった

ように思える。しかし豊かさが充填されつくされた感

のある今では、様々な政策が必ずしも住民の幸福度を

押し上げるとは限らない。 

都市計画や住宅政策、社会保障に教育、地域活性化

など様々なことに取り組むとき、それが誰の幸福を向

上させるのか、これまでとは違った多面的で深い議論

が必要になるだろう。首長のリーダーリップはもちろ

ん必要だが、空き家対策にも商店街活性化にも、その

判断基準の基盤に「幸せ」を置くことで新しいアイデ

アが生まれ合意形成がなされるかもしれない。 

時代は「もの」だけでなく「こと」を含めた社会に

成熟しつつあるが、それは必ずしも3丁目の夕日的な世

界ではない。自動運転車といった技術革新による暮ら

し方の変化や、物理的制約を失いつつあるコミュニ

ティなど、大きな変化が生まれるに違いない。 

基調講演1 資料  

空き家の実態とその動向   

宗 健(大東建託賃貸未来研究所長) 

宗健 (そう たけし) 

1965年北九州市生まれ。1987年九

州工業大学卒業、(株)リクルート入

社。2006年(株)リクルートフォレントイ

ンシュア代表取締役社長、2012年リ

クルート住まい研究所長。2018年7

月より大東建託株式会社賃貸未来

研究所長。ITストラテジスト・博士(社

会工学)。 
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写真※2014.10 筆者撮影 

左：老朽化した戸建住宅(東京都中野区) 

右：老朽化したアパート(東京都江戸川区) 

 

写真※筆者撮影 

左：放置空き家(福岡県築上町、2015.9.6) 

右：滅失後の更地(同上、2015.10.25) 

 



 

 

 

地方の街がなかなか再生できない理由とは。 
「今度こそ」動かすための手法と考え方。 

 地方を歩いていると、傷んだ街の光景をよく見かけ

る。全国チェーンの看板にあふれた駅前の先には枯れ

木のように立ち並ぶ寂れたビル群、音楽だけが鳴り響

くシャッター通りがあり、わき道には崩れかけた古い

家屋が見える。繊細、高品質で世界に知られる日本の

イメージとは大きなギャップがある。しかしこれを人

口減少の象徴と捉えるのは適切でない。実際にはまだ

人口増の時代から事態は進行しており、本当の原因は

別のところにある。そこを明らかにすると同時に、魅

力的な街づくりを実現する手法について紹介したい。 

 

街づくりのエッセンスとボトルネック 

 街の魅力を構成する要素には大きく二つある。建物

や公共空間など「街並み」(ハード的要素)と人や活動

などの「活力」(ソフト的要素)だ。国内・海外を問わ

ず、人気の高い街には大体どちらか、あるいは両方に

特筆すべきものがある。さて日本の場合、「街並み」

で人気があるのは古都や港街など歴史が残るところに

限られ、現代都市がその点で高い評価を受けることは

少ない。その理由は海外の都市と写真を並べれば一目

瞭然で、日本の都市は景観のコーディネートがなされ

ず、雑然としているのがわかる。建物の色、形状、高

さなど個々の建物によってまちまちだから、デザイン

的に調和せず、残念ながら美しい街とは呼べないもの

になっている。この背景には次のような要因がある。 

 まず、行政は建物を建築基準法等で、区画を都市計

画法等で細かく規制するが、それをつなぐ肝心の景観

については枠組みが手薄である。そのため特別な地域

を除けば建物の所有者は街並みを意識することなく建

物を建てることができ、街としての一体感やデザイン

性が生まれにくい構造になっている。欧米の街づくり

とは出発点が違う。その点、江戸や明治時代などは政

府(幕府)の力が強大で街をトータルデザインできたた

め現在よりも街並みに統一感や趣が存在していたと言

える。 

 また、戦後の街づくりには「街を建設する」、古く

なったら「建て替えて再開発する」という、新築偏重

の考えが色濃かった。古い建物はそのままに次々新し

いものを建設していけばツギハギの街並みになるのは

当然である。そういう街は歩いても楽しくないから、

人が集まることも長く滞在することもなく、エリアと

しての消費も限定的になってしまう。 

 更に日本の街づくりでは「人の動線」や「エリア連

携」という体系的な考え方が薄く、デベロッパー同士

がピンポイントな開発で集客競争を繰り返すという傾

向が強い。本来、街はその裏側に人、物、お金の流れ

がネットワークすることで機能している。その広がり

が弱いと、根が十分に張っていない木のごとく、街は

表層的で外的変化に弱いものになってしまう。残念な

がら日本ではどこかに集客効果の高い施設が建設され

る度に人の流れが変わり、突如として街に大量の空き

店舗や空き家が発生しやすい構図になっている。今後

はストックマネジメントを基本に、時間をかけて魅力

的で自立した街を「育てていく」ことが求められる。 

 そんな中、全国の自治体が街の再生のためにかなり

の資金を投入してきたが、一部の例外を除いてなかな

か成功例が出てこない。一体何故だろうか。その答え

は街づくりのプロセスにある。通常、街づくりは、①

土地・建物所有者の参加⇒②基本的な合意形成⇒③詳

細計画⇒④採択⇒⑤実施の順に行われる。しかしこの

初期段階の合意形成のハードルが日本ではかなり高

い。所有者は建物単位でしか考えない傾向が強く、自

分に明確なメリットがない限り支出や人的負担を伴う

ものに対して抵抗感が強いため、協力を得る工程に膨

大な時間がかかってしまう。結局途中で投げ出すか、

行政がコンサル会社に依頼して作成した計画を押し通

すことになる。だが実際に住む人達が議論に参加して

いない計画に心がこもるはずもなく、どこにでもある

魅力に乏しい市街地が形成され、結果として外的環境

の変化とともに急速に衰退してしまう。 

 こうした課題を克服し、住民に当事者意識を持って

参加させる仕掛けが今後のエリアマネジメントには必

要である。そして、そのために有効な方法は①街の将

来イメージの可視化と、②お金の流れ(＝人の流れ)の

可視化である。 

 

エリアの価値と建物の資産価値 

 街づくりで忘れてはいけないのが、エリアの価値と

建物の資産価値が連動していることである。住民らが

連携してエリアの価値を高めれば自分の不動産の価値

も高まるし、その逆もまた真だ。そこで未来の街の姿

を見せ、関心の薄かった所有者にもその連動を直感し

てもらい参加意欲を高めていくのが街の未来を可視化

する意義だ。それを可能にするテクノロジーは既に世

の中に存在する。例えば現在の街並みを簡便に3Dモデ

ル化できる技術を使えば将来の街の姿は簡単にシミュ

レーションできる。こうしたツールを活用すれば、①

街の未来像シミュレーション⇒②地域の人の関心と参

加⇒③活発な議論を経ながらの合意形成⇒④詳細計画

づくりという次世代の街づくりプロセスが可能にな

る。街の姿を最初に見せることにより、人の関心と意

欲を高めるのが一番のポイントだ。 

 また街におけるお金や人の流れの可視化も大変重要

である。商店街などはわかりやすい例で、収益見込が

店舗運営コストを上回ればテナントが集まり、逆なら

撤退して空き店舗となる。その収益を左右する最大要

因は人の流れだ。また滞在時間が長い方が売り上げは

高まる。単純化すると次のような式となる。 
 

 商店街の価値＝ｆ(x,y)    

 ※ xは通る人の数、yは滞在時間 
 

 この式は動線形成で人の流れをつくること、そして

快適な環境づくりで人が過ごす時間を増やすことが街

づくりの重要なテーマであることを示している。ちな

みにこれも動線解析等の技術で可視化できる。要する

に人気テナントの誘致など点で勝負するのではなく、

エリアを連動させて面で人の動線を整え、その上で通

りをコーディネートし、歩いて楽しい街を作っていく

ことが核心なのである。 

 こうして人の流れ＝お金の流れを可視化すると投資

する人も現れ、街は未来への資金を確保できる。行政

によるハード整備中心の発想から抜け出し、民間が核

となってお金が循環する仕組みをつくることがこれか

らの街づくりの主題だ。 

基調講演2 資料 

新たな街づくりの時代と中心街の再生  

小坂 幸彦(MIKATAプロフェッショナルズ代表) 

小坂 幸彦 (おさか ゆきひこ) 

中央官庁等で企画業務に従事した

後、MBAを取得し民間に転身。強み

のマーケティング力を活かした地域

再生や産業活性化などで実績を重

ねて2018年に独立。「地方からの革

新」をテーマに全国で活動展開。地

域や企業の元気化がライフワーク。 
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はじめに 

 本市は、明治25年に県内で最初に市政を施行後、群

馬県の県庁所在地として発展を続けてまいりました。 

 近年は、少子高齢化社会の到来による人口減少とと

もに、本市でも空き家の発生が問題となっており、平

成25年の住宅土地統計調査によれば、本市の空き家率

は15.9％と、全国の13.5％と比べ、2.4ポイントほど高

くなっています。 

 本市では、平成25年の「前橋市空き家等の適正管理

に関する条例」の制定や平成２７年に全国に先駆けて

「空家等対策計画」を策定するなど、積極的な空き家

対策に取り組んできました。しかしながら空き家の問

題は、今後ますます深刻化していくことが懸念される

ことから、より積極的かつ計画的に空き家対策に取り

組むことにより、安全で安心なまちづくりに努めてい

きたいと考えています。 

 

前橋市の取組 

その１ 前橋市空家利活用センターの設置 

 空き家の発生は、全国的にも大きな課題となってい

ることから、国において、平成26年に「空家等対策の

推進に関する特別措置法」が制定されました。 

 法律では、住民からの空き家問題の相談に対応する

ための体制づくりが求められていますが、本市では、

平成27年4月にいち早く「前橋市空家利活用センター」

を設置し、空き家問題に関する市民からの問合せに対

し、一元的な対応を図っています。 

その２ 不動産関係団体との協定及び空家利活用ネット

ワーク事業の展開 

 空き家の問題は、大きく2つに分けて対応する必要が

あります。 

 その一つが、適切に管理され、有効活用が可能な状

態にある空き家であり、もう一つが、「特定空家等」と

呼ばれる、適正な管理がなされずに放置され、周辺の

生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家で、こ

のうち、有効活用が可能な状態にある空き家について

は、市場に流通することにより、居住その他の有効活

用がなされることが重要ですが、これら空き家の活用に

当たっては、不動産関係団体との連携が不可欠です。 

 本市は、一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会

と、公益社団法人全日本不動産協会群馬県本部の二団

体と、空き家の利活用の促進に関する協定を締結する

とともに、協定に基づく事業として、「前橋市空家利活

用ネットワーク」を構築し、市民からの売買、賃貸借

などの相談に対応しています。 

その３ 特定空家等への対応 

 本市では、「特定空家等」に関し、自治会や市民か

ら広く情報提供をお願いしており、寄せられた情報に

対して、登記情報や課税情報などを調査して所有者等の

把握に努め、適正な管理の指導などを行っています。 

 また、前橋警察署・前橋東警察署と、「空家等対策

の推進による安全で安心なまちづくりに関する覚書」

を締結して、特定空家等が犯罪の温床とならないよ

う、空き家対策に努めています。 

その４ 空き家対策支援事業補助金制度の導入 

 本市では、空き家に対する解体、改修工事の一部を

補助する制度を平成27年7月に導入しました。 

 平成30年度に実施している制度について、ご紹介い

たします。 

(1)空き家の活用支援事業 

①空き家のリフォーム補助(居住支援) 

 売買、相続、譲渡などにより取得した空き家を、住

宅として活用するために行う改修工事に係る費用に対

し補助が受けられます。 

 (工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限100万円) 

②空き家のリフォーム補助(特定目的活用支援) 

 空き家を学生、留学生等の2人以上の者が共同して居

住するシェアハウスや、地域のコミュニティスペース

などの「まちづくりの活動拠点」として活用するため

に行う改修工事に対し補助が受けられます。 

 (工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限200万円) 

(2)空き家等を活用した二世代近居・同居住宅支援事業 

③二世代近居・同居住宅建築工事費補助 

 親または子と近居(直線距離が概ね1km以内)または同

居するために、空き家を取得し、その空き家を除却し

て、跡地に住宅を新築する工事に係る費用に対し補助

が受けられます。 

 (工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限120万円) 

④二世代近居・同居住宅改修工事費補助 

 親または子と近居(直線距離が概ね1km以内)または同

居するために、空き家を取得して、改修する工事に係

る費用に対し補助が受けられます。 

 (工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限120万円) 

※転入、子育て、若年夫婦加算(①③④の補助項目) 

・転入加算：市外からの転入者1人につき20万円(4人ま

で) 

・子育て世帯支援加算：中学校修了前の子1人につき10

万円(4人まで) 

・若年夫婦支援加算：夫婦とも39歳以下の夫婦の場合

は10万円 

(3)老朽空き家対策事業 

⑤昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊等のおそれや

将来的に特定空家等となる可能性がある空き家の解体

工事に係る費用に対し補助が受けられます。 

 (工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限10万円) 

 ※跡地利用加算(⑤の補助項目) 

・解体後の跡地を駐車場として整備した場合は10万円 

・解体後の跡地に住宅、店舗などの建築物を建築した

場合は40万円 

(4)住宅の外装改修事業 

⑥60歳以上の者が居住(同居を含む。)していて、築20

年以上経過している戸建ての住宅(店舗等併用住宅を含

む。)の外装改修工事に係る費用に対し補助が受けられ

ます。 

 (工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限20万円) 

 

おわりに 

 少子高齢化が進む中、今後も空き家の増加は否めま

せん。 

 本市は、前橋市空家等対策計画に基づき、積極的に

空き家問題に取り組んで行きますが、空き家の問題を

解決するためには、所有者の方の意識改革も必要と考

えます。 

 所有者の方には、本日のシンポジウムにより得た情

報を参考にして、空き家の活用をご検討いただくとと

もに、市民の皆様におかれましても、空き家問題につ

いて、知識を深めていただければ、幸いです。 

 

 

前橋市における空き家対策 
前橋市建築住宅課・空き家利活用センター 
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図※「申請の手引き」より 

左：空家の活用のイメージ 右：二世代近居のイメージ 

 

建築住宅課 空家利活用センター 

前橋市大手町二丁目12番1号 

電話：027-898-6081 ファクス：027-243-3512 

Eメール：akiya@city.maebashi.gunma.jp 

http://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/tosikeikaku/jutaku/index.html
mailto:akiya@city.maebashi.gunma.jp


 

 

前橋市における空き家の実態と今後の展開 
堤洋樹 (前橋工科大学准教授)＋堤研究室 

空き家調査の概要 

 堤研究室では2015年から3年かけて前橋市全域の詳

細な実態把握と分析を行ってきた。本稿では、空き家

の現地調査の分析結果と、今後の空き家政策の方向性

について検証した内容を報告する。 

 平成25年住宅・土地統計調査では、前橋市の空き家

率は15.6％(二次利用除く)と算出されている。しかし

この数値は、簡単に言えばサンプル調査による予測値

である。実は日本には住宅ストックに関する全数調査

(悉皆調査)資料が存在しないため、詳細な空き家の実

態を把握するには現地調査が不可欠である。しかし空

き家の判断や状態は外観からでは判断できない場合が

多く、様々な視点からの確認作業が必

要となる。そのため空き家の特定や状

態を正確に把握することは非常に困難

であり、実態調査の実施には多くの手

間や費用が必要となる。 

 そこで前橋市では前橋工科大学との

共同研究により、調査対象地域に存在

する全ての住宅について目視で確認す

る現地調査を行うことになった。なお

空き家の可能性が高い住宅について

は、空き家等の状態4段階と判定不可

能の5区分で記入する判定シートを用

いた調査結果を地図上に落とし込み、

空き家の位置と状態が把握できる空き

家マップを作成した。 

 

前橋における空き家の実態 

 左図が調査結果を踏まえ、各調査地

区で空き家率を算出した結果となる。

調査地区によるばらつきが大きい(0％

～32％)が、前橋市全域の空き家率は

平均6.3%という結果になった。この結

果は、平成25年住宅・土地統計調査の

15.6％とは大きくかけ離れている。本

調査では空き家数や住宅数に戸数では

なく棟数を用いるなど、算出方法が異

なることなどが影響していると考えられるが、現地調

査の結果だけでなく、住宅・土地統計調査の空き家率

は実態よりも大幅に高いと考えられる。 

 しかし本調査結果で明らかになったより重要な点

は、同じ市内であっても調査地区による空き家率のば

らつきが大きいことだろう。この結果から空き家対策

は、市全体ではなく地区特性(環境)に適した対策を練

る必要があると考えられる。なお本調査結果をうけて

前橋市は、2016年度から空き家対策支援事業補助金制

度の対象地域に最重点地区(千代田町)、重点地区(三河

町・大 手 町・城 東 町・国 領 町・本 町・住 吉 町・若 宮

町・平和町)を追加設定して運用している。 

 

空き家率の高い地域の分布 

 空き家率は、高齢化率との相関が高いことが既存研

究で示されている。そこで地区単位の空き家率につい

て平成27年国勢調査人口速報集計の高齢化率を用いた

回帰分析を行った。その結果、旧市街地を中心とした

地域ではある程度の相関が確認できたが、前橋市全域

では決定係数0.25と期待したほどの値にはならなかっ

た。郊外になるほど人口や住宅数自体が少なくなり、

分布のばらつきが目立つためだと考えられる。また高

齢化率だけでなく、都市の中心部ほど数値が高く住宅

需要にも大きな影響を与える人口密度についても同様

の確認を行ったが、関係性は見られなかった。 

 しかし高齢化率は、旧市街地から郊外に向かって一

旦低くなり、その後また高くなる傾向がある。また人

口密度は、旧市街地から郊外に向かうほど低くなる傾

向がある。そのため高齢化率と人口密度を用いていく

つかの地域に区分できれば相関も高くなり、地区特性

に合わせた地域区分となることが考えられた。改めて

地区別の空き家率分布を確認すると、空き家率の高低

は、旧市街地の中心地である千代田町(空き家率27%)

を中心に周辺市街地に向かって低くなり、さらに郊外

に向かうと再度高くなる同心円状の分布傾向が見られ

ないだろうか。 

 そこで千代田町から各調査地区までの距離を高齢化

率と人口密度を用いてクラスター分析を行った。詳細

については、現在まとめている論文を後日参照してい

ただきたいが、大きく半径2,4,7kmを境(図中の点線)と

する同心円状の4地域に分けることが可能であることが

判明した。この4地域を、中心から「中心市街」「市街」

「郊外」「郊外外部」と呼ぶことにする。 

 高齢化が進んでも居住者がいなくならない限り空き

家は増えないこと、高齢化率が高い地区では老人ホー

ムなどへの移住や単身の方が亡くなる可能性が高いこ

とから、特に人口密度が低い地区では居住者の更新が

行われずに住宅が空き家へと変わり、結果的に空き家

率が増加する一連のプロセスが考えられる。当初「中

心市街」だった地域に「郊外外部」からの人口流入に

より都市が拡大してきたが、ある程度都市が大きくな

ると「中心市街」に住めない若者らが「市街」に移り

住む。同時に「郊外」からも若者らが「市街」に流出

するため「中心市街」と「郊外」は住民や住宅も高齢

化が進む。しかし「市街」もしくは「郊外」の外から

の人口流入は起こらず、空き家が増加する。一方で人

口流入により住民が増えた「市街」も数十年経過する

と「中心市街」同様に若者の流出が起こり始めるが、

地方都市の社会減が増加する傾向を踏まえると、彼ら

は遠く離れた大都市に流出していると考えられる。  

 

地域別の空き家政策への展開 

 紙面の都合上、「中心市街」「市街」の2つに絞って本

調査結果から考えられる地域別の空き家政策の方向性

について以下に示す。 

 「中心市街」は老朽化が進む商店街や木造家屋が目

立つ地域であり、前橋市に限らず多くの自治体でも同

様の現象が問題となっている。立地環境の面から見れ

ば活用の可能性は「郊外」や「郊外外部」より高いと

考えられるが、現実的には一度空き家になると再利用

される可能性は低く、単に除却を促す対策では更新さ

れず歯抜け状態になる可能性が高い。そのため「中心

市街」の空き家に対しては、空き家の更新もしくは再

活用を促す政策が望まれる。 

 「市街」は人口流入もあり空き家が比較的少ない地

域ではあるが、「中心市街」よりも程度が悪い空き家

の割合が高く活用が難しい。また今後さらに高齢化が

進むと「中心市街」同様に空き家が増加する可能性は

高い。そのため空き家を発生させない政策が重要であ

り、特に「空き家予備軍」と呼ばれている単身高齢者

の住宅に対して改修や共同利用の支援などを促す政策

が望まれる。 

 最後に、本調査によって空き家対策は空き家そのも

のの改善だけでは不十分であり、地域全体で人口移動

への対応が不可欠であることが明らかになった。いか

に魅力のある地域を作るかが最も効果的な空き家対策

であり、この当然ではあるが難しい課題を解決するた

め堤研究室では今後も空き家に取り組みたい。 
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