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The purpose of this study is to build the framework of local authority's policy to resolve external diseconomies 

caused with increases of vacant lands of demolished vacant houses, by collaboration with neighborhood associations, 

which is required for urban reorganization in depopulation era of Japan, in which the deterioration of living 

environment by abandoned lands remains as an imminent issue for resurrection of shrinking urban regions. Some of 

local authorities in Japan have set the precedents of the incorporation of the neighborhood associations’ activities into 

the policy of maintenance of vacant lots. The neighborhood associations’ activities with responsibility of landowner 

can offer possibilities for regions to optimize the use of lands and the maintenance method of living environment in 

shrinking urban regions with lower density of population. 
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１．本研究の目的 

都市縮減時代となったわが国では、大都市圏・地方都

市共に空き家・空き地が増加し、管理不全空き家・空き

地による住環境への影響が問題となっている。 

管理不全空き家の対策については空き家適正管理条例

制定が全国的に進み、平成26年に「空家等対策の推進に

関する特別措置法」(以下、空き家特措法)が成立したが、

この法律は空き家の情報収集や「特定空家等」の措置な

ど、市町村(特別区含む、以下同じ)の役割負担増大を伴

う。また空き家除却の跡地に関しては、市町村が、「情報

の提供その他これらの活用のために必要な対策を講じる

よう努める」と定められているが、除却跡地が雑草繁茂

など住環境の問題となった場合の具体的措置は定められ

ていない。 

2014年の都市再生特別措置法改正により創設された立

地適正化計画制度では、空き家除却跡地等に関して、居

住誘導区域以外で「跡地等管理区域」と「跡地等管理指

針」を任意で定めることができ、所有者自ら跡地等を適

正に管理することが困難な場合は、市町村又は都市再生

推進法人等が跡地等管理区域内で所有者等と管理協定を

締結し、当該跡地等の管理を行うことができるとしてい

る。つまり、立地適正化計画制度における空き家除却跡

地管理は、やはり住環境問題への市町村の役割負担増大

を伴う可能性がある。 

わが国では住環境問題に当事者として主体的・総合的

に取り組む地域コミュニティ(1)の組織として、自治会(2)

が普及・定着している。自治会など地域コミュニティに

よる空き地対策については、三宅・小泉・大方(2012)１)、

伊藤・海道(2013)２)、吉武・高見沢(2016)３)の調査研究が

ある。三宅・小泉・大方(2012)は千葉県佐倉市の戸建住

宅団地１団地における住民アンケートと自治会へのヒア

リングをもとに、近隣住民が空き地・空き家の草刈・清

掃などに自発的にあたるといった、利用を伴わない管理

形態が、空き地・空き家の安定的管理に重要であると指

摘した。伊藤・海道(2013)は、岐阜県可児市の空き地増

加がまだ顕在化していない住宅団地において、自治会が

駐車場利用や、所有者から負担金徴収の上で除草などの

空き地対策を行っていることを示している。吉武・高見

沢(2016) は、 空き地増加が顕在化している横須賀市谷戸

地域において、自治会を対象としたアンケート・ヒアリ

ング調査を行い、自治会関与による、空き地所有者の把

握や、管理不全による住環境の問題が生じた場合の連

絡・調整、必要に応じた管理といった対策の可能性を指

摘した。そして、自治会が空き地対策に関与する上で「空

き地所有者の責務明確化」が課題になることを指摘して

いる。 

以上のように、住宅市街地において地域コミュニティ

が主体的に行っている空き地対策についての調査研究が

行われているが、その一方で、空き家除却跡地等の適正

管理に関する市町村施策に地域コミュニティの活動を組

み込む施策フレームが、検討課題になると考えられる。 

市町村によっては、空き家特措法とは別に、管理不全

空き家除却から跡地整備・管理までを対象とする施策を

展開しているところがある。本研究の目的は、こうした

市町村施策の事例分析を通して、自治会など地域コミュ

ニティと市町村の役割分担により、両者の過度な負担を

生じずに、空き家除却跡地の適正管理を進める上での施

策フレームを検討することである。 
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２．空き家除却・跡地整備の市町村施策分析 

分析対象として、インターネットで「空き家(建物)除

却」「空き家(建物)解体」「危険空き家(家屋)」「廃屋」の

キーワードで検索して、126の全国事例を収集し(3)、各事

例の要綱等から、空き家除却後の跡地整備・管理方法ま

で取り決めている27事例を抽出した。表１は、この27

事例を、除却及び跡地整備の手法・主体別に整理・類型

化したものである（４）。 

【表１】 市町村による空き家除却・跡地整備の手法類型 
 除却 

ⅰ.市町村が

除却 

ⅱ.地域コミュニティによる除

却を補助 

ⅲ.所有者による除却

を補助 

跡地 

整備 

ア.所有者から市町村への土地

寄附(地域コミュニティ管理) 

12事例 

表２参照 

  

イ.所有者・市町村間の土地使用

貸借契約(地域コミュニティ管理) 

 1事例(廃止された事業) 

他に、改正によりⅰ-アとなっ

た事例あり   表２参照 

４事例 

表４参照 

ウ.所有者への義務付け  1事例 

表３参照 

９事例 

表５参照 

「ⅰ-ア」は市町村が、空き家所有者から寄附された建

物・土地の除却と跡地整備を行い、防災や雪寄せなどに

使用できる公共用地を整備し、事後管理を自治会が行う

事例である。「長崎市老朽危険空き家対策事業」が最も早

く開始され、事業実績が最も多い。(表２) 

「ⅱ-イ」「ⅱ-ウ」の空き家除却は、自治会が地域内の

空き家の所有者特定から、所有者との連絡・調整、除却

事業、跡地管理までの主体となり、市町村がその事業費

を補助する。「ⅱ-イ」は越前町において平成19年度から

事業が進められていたが、自治会の負担が大きく、所有

者が本来の責任を果たさない不公平感の問題から、平成

27年度に「ⅰ-ア」へ改正された。また、北海道ニセコ町

において、平成 15 年に１件が実施された事業があるが、

その後５年間の実績がなく、廃止となった。 

「ⅱ-ウ」の白馬村の事例では、所有者に除却後3年間、

家屋等建設ができないという、跡地利用の制限があり、

さらに補助対象の立地範囲が限定されている。(表３) 

「ⅲ-イ」は空き家所有者と市町村が無償土地使用貸借

契約を結ぶことで、防災や地域コミュニティ形成の場な

どを整備するもので、公共目的での土地使用として、使

用期間中は所有者の固定資産税が減免される。地域コミ

ュニティから相談された空き家に関して、市町村が所有

者との連絡・調整を行う。管理は自治会など地域コミュ

ニティが行う。跡地整備の事業については、市町村が行

う方法(文京区・勝山市)と、地域コミュニティが行う整

備を市が補助する方法(神戸市・横浜市)がある。神戸市・

横浜市の方法では、空き家除却補助と防災広場整備補助

が連続して用いられるケースと、既に建物が除却されて

いる空き地で防災広場整備補助を単独に用いるケースの

両方が可能である。文京区と神戸市の事例において、平

成27年度末までの実績がある。（表４） 

「ⅲ-ウ」は所有者が行う除却事業を補助する条件とし

て、所有者に、地域住民の交流の場として無償で供する

公園等の整備、あるいは所有者による跡地管理人の指

定・届け出、市の空き家・空き地バンクに登録といった

管理方法の義務付けを行うものである(5)。（表５） 

【表２】 「ⅰ-ア」事例の概要  
長崎市老朽危険空き家対策事業(長崎県長崎市) 

対象区域 既存市街地（主に斜面密集市街地）において、老朽危険空き家対策事業対象区域

を設定。(対象区域3,900ha) 

現状把握 

対策構築 

近隣住民や自治会などから相談のあった空き家に関して、市が所有者の特定と、

建物及び土地の調査を行い、市が自治会と跡地利用の協議の上、対策を構築す

る。 

除 却 

跡地整備 

建物・土地を所有者等から市に寄付。市が建物除却及び跡地整備(駐輪場やゴミス

テーションなど)を行う。跡地整備に自治会からの希望を出すことができ、自治会の

高齢化の進んだところではコンクリートなど管理に手間のかからない舗装を行う。 

跡地管理 自治会が日常の維持管理を行う。 

実 績 平成18年度6件 、19年7件 、20年8件 、21年7件、22年3件 、23年4件 、

24年4件、 25年2件、 26年3件          計 44件 
 

(改正後) 安心で潤いのあるまちづくり事業（福井県越前町） ※改正前は「ⅱ-イ」 

対象区域 (改正前) 越前地区（未接道の家屋が多い、住宅密集地） 

(改正後） 町内全域 

現状把握 

対策構築 

(改正前) 対象物件が所在する自治会が町への補助申請を行う。申請にあたり、所有者

を明確にする必要があり、自治会長が相続人調査等を行っていた。 

(改正後) 相談のあった空き家に関して、町が所有者の特定を行い、所有者から町に寄

付にあたっての事前調査の申込を行う。 

除 却 

跡地整備 

（改正前）自治会が実施主体となり解体撤去工事を行う。工事費用に関して、町から自治

会に200万円上限の補助を行う。所有者と町で10年間賃貸借契約を結ぶ。密集市街地

において防火・防犯・衛生面の対策を目的とする事業であり、自治会が利用するポケッ

トパークとして整備。管理に手間のかからない舗装を行う。 

（改正後）建物・土地を所有者等から町に寄付。改正前と同様、ポケットパークを整備。 

跡地管理 （改正前） 町と自治会が維持管理の覚書 をかわす。 

（改正後） 町から自治会へ維持管理を依頼し、覚書をかわす。 

実 績 (改正前)  平成19年度３件 、20年2件、21年2件  22年3件 、23年4件。 

  24年3件  25年３件  26年度１件     計２1件 

(改正後)  平成27年度1件  

改正の 

理由 

1.自治会の負担： 自治会が実施主体となる除却工事や空き家所有者特定など、自

治会の負担が大きなものであった。 

2.不公平感と、所有者のモラル低下の問題： 改正前においては、所有者自ら解体

を行える経済的能力を有していたとしても要件に合致すれば、補助の対象となっ

た。所有者の第一義的な管理責任義務を阻害しているという地域からの声が大きく

なった。 
 

他の10事例 

事業（市区村：開始年度） 実績 

横手市老朽危険空き家跡地活用事

業(秋田県横田市：平成24年) 

平成24年度3件、25年1件、26年0件、27年１件 

自治会が 雪寄せやお祭りの場、花壇などに利用、1 件は保育所の

駐車場に利用。 

大館市危険家屋対策事業 

(秋田県大館市：平成25年) 

1件   

自治会の要望で除却 雪寄せ場などに利用。 

山形市老朽危険空き家対策事業 

(山形県山形市：平成24年) 

平成25年度１件  

砂利敷きにして自治会がベンチ設置。 

小松市老朽危険空き家跡地活用事

業 (石川県小松市：平成27年) 

平成27年度1件 

 

滑川市危険老朽空き家対策事業 

(富山県滑川市：平成20年) 

平成27年12月までの実績は9件  

自治会が行事の時の駐車場などに利用。 

砺波市老朽危険空き家除却事業 

(富山県砺波市：平成25年) 

平成27年度2件  

防災や行事など自治会の多目的な用途に供する。 

氷見市危険老朽空き家対策事業 

（富山県氷見市：平成24年） 

平成24年度2件、25年2件、26年2件、27年１件 

年1回自治振興委員へのアンケートにより、管理不全空き家の所在

を調査し、自治会と空き家の状況の確認と、所有者へのこの事業の

紹介を行う。ポケットパークや車回転用のスペースなどに利用する。

自治会が管理しやすいよう、舗装する。 

浜田市危険空き家対策事業 

(島根県浜田市：平成24年) 

平成25年度1除却し、27年度に市の道路用地として整備。 

 

篠栗町老朽危険空き家対策事業(福

岡県篠栗町：平成24年) 

平成27年度まで実績なし (問い合わせはあるが、老朽危険空き家

の基準に合致せず)  

東彼杵町老朽危険空き家対策事業

（長崎県東彼杵町：平成24年) 

平成24年度1件、25年1件、26年1件 

 
 

【表３】 「ⅱ-ウ」事例の概要 
白馬村廃屋対策事業(長野県白馬村) 

対象区域 環境基本条例によって規定されている事業。その基本理念は「景観形成は、地域の

景観が文化の一部であり、かつ将来に伝えるべき大切な観光資源である」。そのた

め、対象区域は、国道、県道または一・二級村道に敷地が接している、もしくは観光

施設等から視野の範囲。 

現状把握 

対策構築 

村からの依頼で、自治会が廃屋調査と、所有者の特定と連絡・調整を行う。所有者特

定については村と連携。 

除 却 

 

自治会が行う廃屋の解体撤去事業に要する経費の一部を、村が予算の範囲内で補

助する。 

跡地整備 

跡地管理 

除却後3年間は家屋等の建築は不可（土地の資産価値が上がることを目的にした補

助の利用を防ぐため）。跡地の草刈など近隣住民が任意で行っている。 

実 績 平成18年度〜平成H24年度の除却実績11件。平成25年度以降の実績無し。申請

はあるが、建物・土地の権利関係の問題で、事業が立ち上がっていない、 
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【表４】 「ⅲ-イ」事例の概要 
文京区空き家等対策事業(東京都文京区) 

対象区域 区内全域。 

現状把握 

対策構築 

土地所有者からの申請により、空き家等の危険度を区が調査し、空き家等の除却後

跡地が行政目的に利用可能か区が検討する。早めに自治会を通じて地域住民の意

向を把握し、希望を反映させた活用方法となるように留意する。 

近隣住民から相談のあった空き家について、所有者に事業案内を送付する。 

除 却 所有者に、除却に要した費用を補助する。 

跡地整備 

跡地管理 

所有者と区で土地使用貸借契約を締結し、原則10年間、区が無償で借り受ける。そ

の10年間の固定資産税は公共の用に供するものとして減免。 

活用策については、区が検討し、決定する。跡地の管理は危機管理課で行うが、日

常の手入れは自治会・近隣住民の方に協力していただいている。 

実 績 平成２６年５月２８日より施行。平成26年度2件、27年度1件の実績。 

活用方法は、2件は消火器具置場、１件は憩いの広場。 
 

勝山市老朽危険空き家解体事業(福井県勝山市)は、10年以上無償土地使用貸借契約を条件に、所有者に

よる除却を補助し、市が多目的広場等を整備、自治会が管理する。平成25年度に開始し、平成27年度末

まで実績なし。問い合わせはあるが老朽危険空き家の基準に合致しなかった。 

神戸市まちなか防災空地整備事業(兵庫県神戸市) 

対象区域 灘北西部地区・兵庫北部地区・長田南部地区・東垂水地区 

現状把握 

対策構築 

土地所有者やまちづくり協議会等からの市への相談から事業検討が始まり、事業を

実施することについて 土地所有者、まちづくり協議会等、神戸市の三者で協定を締

結する。 

※まちづくり協議会は「神戸市まちづくり条例」により、地区の住み良いまちづくりを

推進することを目的として住民等が設置した協議会として市が認定する。 

除 却 建物除却を伴う場合、所有者に、除却に要した費用を補助する。 

跡地整備 

跡地管理 

市が３～５年以上土地を無償で借り受ける。その間の固定資産税は減免。 

まちづくり協議会等がその土地を「まちなか防災空地」として整備し、管理する。まち

づくり協議会等による整備に対する市の補助がある。 

実 績 平成24年10月１日より施行。平成27年度末までに41件の実績があり、その内19

件は建物除却を行ったものである。 
 

横浜市「まちの防災広場」整備事業(神奈川県横浜市)は、所有者と横浜市が10年以上の無償土地使用

貸借契約(その間の固定資産税減免)を結び、自治会等による跡地整備に市が補助。所有者による建物

除却での、建物建築物不燃化推進事業の利用可能。平成27年度開始.平成27年度末まで実績なし。 

【表５】 「ⅲ-ウ」事例の概要 
佐久市空き家再生等推進事業(長野県佐久市) 

※本事業は、空き家を地域活性のための施設として改修する活用事業と、除却事業に分かれてお

り、以下は除却事業について記したものである。 
対象区域 市内の住宅密集地等。 

現状把握 

対策構築 

空き家除却後の跡地を地域活性化のために活用しようとする所有者等からの申請に

よる。 

除 却 所有者による除却及び跡地整備。市はその費用を補助するが、所有者が補助を受

けるには収入制限がある。 

跡地整備 

跡地管理 

所有者が30年を越える期間継続して、跡地を無償で地域住民の交流の場となる公

園等の用に供するための整備を行う。補助金の交付を受けた者は、適切に管理及

び活用を行い、毎年度末に市に報告書を提出する。 

実 績 平成26年度に事業開始し、27年度まで実績なし。(所有者や自治会からの問い合わ

せはある。) 
 

管理人の指定を、所有者による除却費用への補助条件とする事業： 

新得町廃屋解体撤去事業（北海道新得町）、三川町老朽危険空き家解体支援事業（山形県三川町）、飯

豊町老朽危険空き家解体支援事業（山形県飯豊町）、吉野川市老朽危険空き家等除却支援事業（徳島県

吉野川町）、東みよし町老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業(徳島県東みよし町)。所有者が他地

域にいる場合の主な管理人は、跡地近くに住む親族や友人。 

除却工事後の空き家・空き地バンク登録を、所有者による除却費用への補助条件とする事業： 

燕市空き家解体撤去費助成(新潟県燕市)、入善町老朽危険家屋解体補助 (富山県入善町)、東白川村老

朽危険空き家解体支援事業 (岐阜県東白川村)。 

 

３．除却・跡地整備施策フレームの可能性評価 

以上の手法類型はそれぞれ地域コミュニティ関与が位

置づけられており、各類型が空き家除却・跡地整備の施

策フレームとなる可能性について評価する。評価観点は、

①所有者自ら除却した跡地や空き家特措法による代執行

の除却跡地で適用可能な汎用性があり、空き地増加に対

応できるか、②地域の空き地利活用ニーズに対応できる

か、③吉武・高見沢(2016)で指摘されている、空き地対

策に地域コミュニティが関与する上での課題である「空

き地所有者との連絡・調整」に対処できるか、④吉武・

高見沢(2016)で指摘されている課題である「空き地所有

者の責務明確化」に対処できるか、の４つである。(表６) 

①汎用性と空き地増加への対応：空き地所有者との土地

使用貸借契約や協定等により、建物除却済の空き地で適

用可能な「ⅲ-イ」「ⅲ-ウ」の汎用性が高い。また、市

町村が建物・土地の寄付を受けて除却と跡地整備を行う

「ⅰ-ア」よりも、市町村負担の少ないオープンスペー

ス整備となり、空き地増加傾向への対応という点からも

高い評価が考えられる。「ⅱ-イ」「ⅱ-ウ」のような地域

コミュニティの負担の大きな手法は、空き地増加傾向の

地域では難しいと考えられる。 

②地域の空き地利活用ニーズへの対応：「ⅱ-ウ」は立地

や除却跡地利用の制限で所有者のモラルの問題に対処

しており、低い評価が考えられる。「ⅰ-ア」「ⅱ-イ」「ⅲ

-イ」では「ⅱ-ウ」のような制限は見られないが、防災

など行政目的とコミュニティのニーズの一致で実施さ

れる。「ⅲ-ウ」は、「ⅰ-ア」「ⅱ-イ」「ⅲ-イ」よりもニ

ーズへの幅広い対応から、高い評価が考えられる。 

③所有者への連絡・調整の円滑化：市町村が所有者との

連絡・調整に介在する「ⅰ-ア」「ⅲ-イ」の高い評価、

地域コミュニティが行う「ⅱ-イ」「ⅱ-ウ」の低い評価

が考えられる。「ⅲ-ウ」では、市町村が自治会から所有

者に関する問い合わせの窓口となり、連絡・調整を介在

する可能性がある。 

④所有者責務明確化：除却や跡地整備における所有者の

役割が位置づけられている「ⅲ-イ」「ⅲ-ウ」の評価が

高く、位置付けられていない「ⅰ-ア」「ⅱ-イ」の評価

が低くなる。特に「ⅱ-イ」は所有者責務のあいまいさ

の問題から「ⅰ-ア」に改正された越前町事例がある。「ⅰ

-ア」は所有者責務を明確にするものではなく、土地を

市町村に寄付し、市町村に責務を移すものである。「ⅱ-

ウ」での所有者責務は跡地利用の一時的な制限に留まる。 

【表６】 地域コミュニティ関与の除却・跡地整備の可能性 

手法 
類型 

①汎用性と
空き地増加
への対応 

②地域ニーズ
への対応 

地域コミュニティ関与の課題 
への対処 

③連絡調整 ④所有者責務 

ⅰ-ア × △ 〇 × 

ⅱ-イ × △ × × 

ⅱ-ウ × × × △ 

ⅲ-イ 〇 △ 〇 〇 

ⅲ-ウ 〇 〇 △ 〇 

手法類型の中で、市町村への建物・土地寄附による「ⅰ

-ア」と、地域コミュニティの負担が大きい「ⅱ-イ」「ⅱ

-ウ」を、空き家除却・跡地整備の施策フレームとするこ

とは難しいと考えられる。 

市町村と地域コミュニティ、所有者が協働する「ⅲ-イ」

は、防災など行政目的と地域ニーズが一致する地域での

可能性が高い。 

「ⅲ-ウ」は「ⅲ-イ」よりも地域コミュニティのニー

ズへの幅広い対応の可能性があるが、他の手法類型のよ

うな所有者・市町村・地域コミュニティの協働体制や所

有者インセンティブが整備され、ニーズに対応した跡地

整備・管理が行われている事例は見られなかった。 
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４．空き家除却跡地整備の施策フレームの考察 

前章で評価の高い「ⅲ-イ」と「ⅲ-ウ」には、空き地

所有者の責務を明確にしながら、地域コミュニティ・市

町村との協働による空き家除却跡地整備・管理の可能性

がある。「ⅲ-イ」と「ⅲ-ウ」をもとにした施策フレーム

を、協働のフェーズ(所有者との連絡体制／所有者と地域

コミュニティの意向・ニーズへの対応)と、役割分担の両

面から考察する。(表７) 

1) 所有者との連絡体制 

空き家特措法において市町村は空き家等に関するデー

タベース整備等に努めるとされているが、吉武・高見沢

(2016)が指摘するように、自治会などの地域コミュニテ

ィ組織は、その活動の中で、空き家・空き地の状況とそ

の所有者といった、都市計画基礎調査など従来の手法で

は把握の難しい情報を把握する基盤を有している。地域

コミュニティ組織と市町村が協働で空き家・空き地のデ

ータベースを整備することで、市町村の負担を抑制しな

がら、所有者への連絡・調整に有用性の高いデータベー

スがつくられる。このデータベースで、登記簿などの行

政情報を整理し、地域コミュニティによる所有者への連

絡にかかるプロセスの簡素化と市町村連名での連絡を行

うこと、他の市町村に居住する所有者への行政を通した

連絡体制整備が、地域コミュニティにとっても有益と考

えられる。 

２)所有者と地域コミュニティの意向・ニーズへの対応 

所有者の責務を施策上に位置づけながら、所有者の意

向と地域コミュニティのニーズに応じた跡地整備・管理

を進める方策として、整備・管理方法に関する地域コミ

ュニティによるプラン(所有者による定期的な草刈又は

それができなければ舗装、あるいは自然な緑空間、地域

コミュニティとの一定期間使用貸借契約など)を自治会

など地域コミュニティが取りまとめ、所有者に提示する

ことが考えられる。このプランに則る跡地整備・管理を

行うことや地域コミュニティを管理人に指定することを、

所有者による除却の補助条件とすることや、跡地におけ

る固定資産税のメリット(例えば自然な緑空間として整

備する場合は山林・原野のように評価の地目を変える、

地域コミュニティとの無償使用貸借契約で減免など)と

なる制度がつくられれば、所有者のインセンティブが生

まれると考えられる。このスキームは、空き家除却を伴

うケースと、空き家が既に除却されている空き地におけ

るケースの両方を対象とすることができる。 

地域コミュニティの主体的な取組みで空き家・空き地

を新しい土地利用に変えることは、都市縮減時代での都

市空間再構成のプロセスと位置づけられる。自治会が空

き家・空き地対策に意欲的な地域において先導的・モデ

ル的に、空き家・空き地データベース整備や、老朽空き

家除却、空き地整備・管理を進め、他地域での取り組み

に広げていくことは、都市縮減時代における持続可能な

都市構造再編につながると考えられる。 

【表７】 空き家除却跡地整備の施策フレーム 
フェーズ 役割分担 

地域コミュニティ 市町村 所有者 

１)所有者との

連絡体制 

空き家・空き地のデータベース整備 

自治会など通常活動に基

づくデータベースの作成 

登記簿など行政情報によるデー

タベース補完 

データベース登録 

近隣の所有者への連絡 他の市町村居住の所有者への連

絡 

連絡された事態へ

の対応 

２)所有者と地

域コミュニテ

ィの意向・ニ

ーズへの対

応 

空き地整備・管理プラン作成 

空き地整備・管理プランの

取りまとめ 

プランに則る空き地整備・管理に

対する、所有者への税制上のイ

ンセンティブ 

整備・管理プランに

則る空き地整備 

地域コミュニティと

の協定など 

 

補注 

(1)本論文での地域コミュニティの定義は、山内(2009)の「一定

の範囲で地理的に広がり若しくは関連があり、設立趣旨及び目

的、経済活動、生活慣習等の面で共通の利害を有し、構成員で

ある個人との間で相互に影響を与え合う集団や組織」に則る。 

(2)自治会・町内会・町会・区・区会などの名称があるが、本論

文では「自治会」で統一する。 

(3)インターネット調査は平成28年1月17日。但し、長崎市・

越前町・白馬村の事例については、平成24年から調査を行っ

ている。 

(4)各事例調査日は以下の通り（本文で名称が出た市町村の順) 。 

・長崎市：平成24年12月14日及び平成26年2月10日、長崎

市まちづくり推進室に訪問し、現地踏査とヒアリングを行う。

平成28年2月4日に電話ヒアリング及び電子メールで回答。 

・越前町：平成24年11月20日、越前町防災安全課に訪問し、

現地踏査とヒアリングを行う。平成28年1月22日に電話ヒア

リング及び電子メールで回答。 

・ニセコ町：平成28年1月20日に電話ヒアリング。 

・横手市・大館市・山形市・滑川市・東彼杵町：平成28年1月

20日に電話ヒアリング。 

・小松市・砺波市・氷見市・浜田市・篠栗町：平成28年4月７

日に電話ヒアリング。 

・白馬村：平成24年11月22日、白馬村環境課に訪問し、現地

踏査とヒアリングを行う。平成28年1月20日に電話ヒアリン

グで平成25年度以降の事業実績について伺っている。 

・文京区：文京区危機管理課に平成28年1月29日に電話ヒアリ

ング及び電子メールによる回答をいただいた。 

・佐久市：平成28年1月29日に電話ヒアリング。 

・勝山市：平成28年4月7日に電話ヒアリング。 

・神戸市：平成28年4月13日に電話ヒアリング。 

・横浜市：平成28年4月7日に電話ヒアリング。 

(5) 126の全国事例の中で、管理方法は定めていないが、補助を

受けた者が跡地の適正管理を行うことを要綱等に記している

事業数は 18、建替え・譲渡・貸与を目的としないことを条件

としている事業数は15であった。 
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