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空き家問題への財産管理人制度適用に関する日本とアメリカとの比較
A Comparative Study of Vacant Property Receivership of Japan and USA
平修久*、西浦定継**、吉川富夫***
Nobuhisa Taira, Sadatsugu Nishiura, Tomio Yoshikawa
Recently, administration of absentee and inherited properties is applied to cope with problematic vacant
properties in Japan. However, with comparison of vacant property receivership in USA, Japanese
administration system has several shortcomings: 1) coverage of administration of vacant properties is limited,
2) petition requires tedious works to show renunciation of inheritance, 3) a petitioner has to pay deposit which
may not be paid back, 4) a receiver has to administrate properties beside a vacant house, 5) receiver candidates
are limited to legal experts who are not familiar to city planning, 6) finance of repair and/or demolition is
difficult; and 7) distribution priority of sales proceed of vacant property is not legally determined.
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１．はじめに
2014年に空家等対策の推進に関する特別措置法が制
定され、空き家問題が全国的に一層注目されるように
なった。同法により、自治体の権限が明確化され、行

２．日本の財産管理人制度の空き家問題への対応
2.1 制度の概要
日本には、空き家だけを取り扱う財産管理人制度は

政代執行も徐々に増えつつある。その補完として、財
産管理人制度を活用した取組みも始められている。同
制度の活用事例は、空き家問題が深刻であるアメリカ

存在しない。2011年以降、民法に依拠した不在者財産
管理人制度と相続財産管理人制度が、空き家問題の解
決に適用され始めた。前者は、所有者が従来の住所等

の諸州ではすでに多数あり、成果もあげている。
我が国の同制度に関する既存研究は、極めて限られ
ている。奥村(2016)は、相続人がいない空き家を特定空

を去り容易に戻る見込みのない場合（民法25条）に、後者
は、死亡した者に相続人のあることが明らかでない場
合（相続人全員が相続放棄をした場合も該当）（民法925

家にしないため、選任された管理人による業務が必須
と主張した。小柳(2018)は、不在者財産管理制度の問題
点を指摘し、提案されている改善策に言及した。帖佐

条）に適用される。
2.2 財産管理人選任の申立て
家庭裁判所 (1)に財産管理人選任を申立てできるのは、

(2019)は、財産管理人制度による空き家問題の解決可能
性について、実例を踏まえながら問題点、対応策、今
後の課題を論じた。

利害関係人または検察官である(民法25条1項及び952
条1項)。また、所有者不明土地の利用の円滑化等に関
する特別措置法(2018)の不在者の財産及び相続財産の

一方、アメリカの制度に関する既存研究として、Kelly
(2004)は、空き家財産管理人制度は、公的ニューサンス
の除去や荒廃地区の再開発に有効であると主張した。

管理に関する民法の特例(38条)により、市長等にも申立
権が付与された。利害関係人は、相続財産管理人の場
合、相続債権者、相続債務者、相続財産上の担保権者、

Lacey (2016)は、19州の空き家財産管理人制度を、法制
度の面から比較した。平他（2017）は、ボルティモア
市とフィラデルフィア市を対象に、ランドバンク及び

受遺者、特別縁故者などが該当し、不在者財産管理人
の場合、配偶者、推定相続人、債権者、共同債務者、
親族などがそれにあたる。

税差押え不動産の競売と比較し、制度の妥当性・自治
体にとっての利点・限界を検討するとともに、両市の
制度の比較を行った。

利害関係は、1)債権者としてのものと、2)空き家問題
によるものとに大別される。1)に関しては、前述した2
種類の財産管理人制度が以前から活用されている。2)

本稿は、関連法令などの文献調査及び市担当部署・
関係者へのインタビュー調査をもとに、適用事例の多
いアメリカと比較することにより、日本の制度の問題

の申立て事例は、表1のとおりである。ただし、これら
の中には、1)の利害関係を兼ねた、行政代執行の費用
回収を目的としたものも含まれている。また、空家特

点・課題を整理する。

措法の制定以降、特定空家等に対する措置のための制
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度の適用事例も見られる。

申立書類の受理後、不備がないかチェックし、通常、

武蔵野市と名張市の事例は、特定空家等と認定され
ていない物件のため、当時、市が利害関係人になるこ
とができず、検察官が相続財産管理人の選任を申立て

不在者財産管理人は2,3か月程度で、相続財産管理人は
1か月程度で、それぞれ選任する。(9)
財産管理人は、選任されたことを官報に公告すると

た(2)。これらは特例で、検察庁は、検察官が財産管理人
選任申立てをするのは、利害関係人がいない場合に限
定しているようである(3)。

ともに、債権者など関係者へ連絡を行う。その後、財
産管理人が別途債権・債務の有無に関して官報に公告
を出すことによって確認する。(10)

表1 財産管理人選任の申立て事例

2.4 財産管理人の職務と義務
財産管理人の職務内容は表3に示すとおりである。財
産管理人は財産の維持管理を主たる職務としているが、

申立て事例
相続財産 酒田市6 件（2011～16）
、川口市1 件（2016）
、松戸市1
管理人
件（2016）
、東近江市1件（2016）
、神戸市1件（2016）
、
宗像市2件(2017)、
名張市1件
（2016）
、
武蔵野市1件(2017)
不在者財 大田区1件(2017)、世田谷区1件(2017)
産管理人
出典：国土交通省「地方公共団体の空き家対策の取組事例１ 平成28年
度調査」
、国土交通省「地方公共団体の空き家対策の取組事例２ 平成
30年3月末時点」

特定空家等の場合は、放置することで地域住民等に損
害を与え、損害賠償義務を負うリスクがあるため、裁
判所の許可を得て取り壊しを行うことがある。 実際に、
大田区と世田谷区の事例では、不在者財産管理人が空
き家を解体した(11)。
修繕後の空き家の賃貸しについては、相続財産管理

申立人は空き家の売却可能性を示す必要はないが、

人の場合、財産の現状維持が基本であり、リスクを避
けることを優先するため、裁判所は許可しないと思わ
れる。不在者財産管理人の場合、集合住宅に関してあ

それが低い場合、申立て費用回収ができないおそれが
あるため、裁判所が申立て不相当として取り下げるよ
うに働きかける可能性がある。(4)

り得るが、戸建て住宅はほぼない。(12)
財産管理人は、裁判所に対し報酬付与の申立てを行
い、裁判所の判断により報酬が支払われる。報酬請求

申立人は、不在者の財産や相続財産に多額の流動資
産がある場合を除き、財産管理人の報酬及び管理費用
に充当する予納金を裁判所に納めなければならない。

は、多くの場合管理業務の終了時点でなされる。(13)
財産管理人の義務は表4に示すとおりである。第三者、
周辺住民の財産への侵害などに対する財産管理人の責

予納金の額は案件ごとに判断される(5)。予納金は、不動
産が売却された場合、申立人に優先的に戻される。
倒壊等の危険な状況への応急措置の費用を不在者の

任については、議論されておらず定説はない(14)。
2.5 空き家の売却
財産管理人は、裁判所の許可を得て空き家を売却で

財産や相続財産だけで賄えない場合、裁判所が、申立
人である自治体に対し、予納金とは別に費用負担を求
めることがある。(6)

きる。相続財産管理人の場合、資産を換価して相続債
権者に弁済し、残余財産があれば国庫に引継ぐことが
求められている。一方、不在者財産管理人の場合、不

財産管理人選任の申立てには、表2の書類が必要であ
る。相続財産管理人の場合、戸籍謄本等の収集に手間
がかかることがある。実際に、宗像市では、相続人の

在者自らが管理できるようになるまで資産維持が求め
られるため、原則、不動産も換価せずに管理する。(15)
ただし、特定空家等の解体費用回収を目的とする場合、

特定と相続放棄の確認に時間と労力を要した(7)。
2.3 申立てから選任までのプロセス
基本的に、申立人は財産管理人を指定できないが、

裁判所から売却の許可を得られると思われる。
相続財産管理人制度では、優先権を有する債権者が
第一順位で弁済を受けることができる（民法957条2項・929

実際には、利益相反のおそれがない限り、申立人の推
薦する候補者がそのまま選任されることが多い。申立
人と不在者との間に利害関係がある場合や、業務が複

条）
。公租公課は、破産法等の場合と異なり、条文上、
優先権がある旨の規定はない。裁判所としての統一見
解はなく、財産管理人の裁量に委ねられている。その

雑等の事情がある場合、弁護士などの専門家が選任さ
れる。不在者財産管理人の場合は資格制限がなく、親
族がなることがあるが、相続財産管理人の場合は、被

ため、差押え等がなされていなければ、他の一般債権
相続人の親族が選任されることは通常ない(8)。裁判所は
表2 財産管理人選任の申立てに必要な書類
不在者財産管理人
相続財産管理人
①申立書、②不在者の戸籍謄本、③不在者の戸籍附票、④ ①申立書、②被相続人の生涯全ての戸籍謄本等 、③被相続人の父母の生涯全ての戸籍謄
不在の事実を証する資料(警察署長の発行する家出人届け 本等、④被相続人の子（及びその代襲者）の生涯全ての戸籍謄本、⑤被相続人の直系尊
出受理証明書、
「あて所に尋ね当たらず」等の理由が付さ 属の死亡の記載のある戸籍謄本等、⑥被相続人の兄弟姉妹で死亡者がいる場合、その兄
れて返送された手紙など等)、
⑤財産目録に記載した不在者 弟姉妹の生涯全ての戸籍謄本等、⑦代襲者としての甥姪で死亡者がいる場合、甥姪の死
の財産に関する資料
亡の記載がある戸籍、⑧被相続人の住民票除票または戸籍附票、⑨財産を証する書類
申立人の利害関係を証する資料（
「特定空家等」に該当することを利害関係として申立てを行う場合は、
「特定空家等」の認定に関する資料、空き家
の現況写真等）
出典：空家問題対策プロジェクトチーム、川口市「所有者所在不明・相続人不存在の空家対応マニュアル」2017、pp.69-70,pp.74-75、山形県「やまがた
の空き家対策の手引き」2015
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者との按分弁済となる場合もある。(16)

処分が想定されていないこともあり、弁済に関する条

不在者財産管理人制度の場合、基本的に不動産の
表 3 財産管理人の職務内容
職 務

不在者財
産管理人

文は民法にない。実務上は、相続財産管理人制度に準
じることになると思われる。
2.6 財産管理人の管理責任の終期

相続財産
管理人

国は一般的に不動産の国庫帰属に応じないため、相
続財産管理人の場合、不動産が売却できるまで空き家
の管理を行う(17)。不在者財産管理人の場合、下記の管

一般的な職務
・財産目録の作成（民法27条1項）
●
●*1
・財産状況の報告・管理の計算
●*2
●*3
・保存行為（例）建物の修繕、債務の履行、被
●
●
告としての応訴など
・利用・改良行為（例）現金を銀行に預金する、
●
●
債権の受領など
・処分行為（例）自動車の売却、訴訟の提起、
●
●
遺産分割協議、不在者の子の生活費の支出など
・債権者・受遺者への弁済（民法957条2項・
●
928-935条）
・特別縁故者への分与に対する意見（家事事件
●
手続法205条）
空家等の管理、処分など
<保存行為、利用・改良行為（裁判所の許可は不要）>
・鍵の保管
●
●
・登記名義の変更
●
・空き家の修繕
●
●
・火災保険の締結
●
●
・雑草の抜き取り、立木の枝の切除
●
●
・水道光熱費の支払
●
●
<処分行為（裁判所の許可が必要）>
・立木の伐採・撤去（明らかに無価値の場合は
●
●
許可申立ては不要）
・建物の取り壊し
●
●
・不動産の売却
●
●
注：*1民法953条も含む、*2家事事件手続法146条2項、*3家事事件
手続法208条・125条、 民法954条、956条2項、959条・956条2項
出典：空家問題対策プロジェクトチーム、川口市「所有者所在不明・相
続人不存在の空家対応マニュアル」2017、p109-111

理終了事由が発生するまで空き家の管理を行う(18)。
・不在者が財産を管理することができるようになっ
たとき、管理すべき財産がなくなったとき、その
他、財産の管理を継続することが相当でなくなっ
たとき（家事事件手続法147条）
・不在者が自ら委任管理人を置いたとき（民法25 条2
項）
・失踪宣告（民法30条、31条）
３．アメリカの空き家財産管理人制度
3.1 制度の概要
アメリカでは、1960年代に、賃貸住宅の維持管理を
行わない家主への対抗措置として、財産管理人制度が
適用されるようになった(19)。そして、1990年代以降、
財産管理人制度が、放棄され荒廃した住宅への対応に
も有効であるという認識が広まった(20)。
以下、アメリカにおいて一般的なペンシルベニア州
を、日本との比較対象として取り上げる。
3.2 財産管理人選任の申立て
ペンシルベニア州議会は、放棄され荒廃した建造物
を再利用し、住民の生活の質を向上する仕組みづくり
のため、警察権を根拠として(21)、放棄・荒廃不動産財
産管理人制度法（以下、州法）を2008年に制定した。
財産管理人選任を民事裁判所 (22)に申立てできるの

表 4 財産管理人の義務
義 務

不在者財
産管理人

相続財産
管理人

は、所有者、債権者、当該空き家から約600m以内の住
民もしくは事業経営者、市の再開発公社を含む非営利
団体、市及び学校区である(州法68 P.S.§1104(a))。しかし、

●不在者又は相続財産法人に対する義務
・善管注意義務
●*1
●*2
・受取物の引渡義務
●*3
●*4
・金銭を消費したときの責任
●*5
●*6
●裁判所に対する義務
・裁判所からの命令（財産の保存に必要な
●
処分）に服する義務（民法27条3項）
・財産目録の作成義務（民法953条・27条
●
1項）
・財産状況の報告義務（家事事件手続法208
●
条・125条2項）
・財産保存上必要な処分命令に服する義務
●
（民法953条・27条3項）
・担保提供義務
●*7
●*8
注：*1家事事件手続法146条6項・民法644条、*2家事事件手続法208
条・125条6項・民法644条、*3家事事件手続法146条6項・民法
646条、*4家事事件手続法2-8条・125条6項・民法646条、*5家事
事件手続法146条6項・民法647条、*6家事事件手続法208条・125
条6項・民法647条、*7民法29条1項、*8民法953条・29条1項
出典：空家問題対策プロジェクトチーム、川口市「所有者所在不明・相
続人不存在の空家対応マニュアル」2017、pp.112-3

州最大の市のフィラデルフィア市及び再開発公社には
申立てる意向はなく、市は申立人側の証人という立場
をとっている。
申立人は、住宅維持管理条例違反か公的ニューサン
スに関する条例遵守命令書、財産管理人の候補者・団
体、見積もり金額及び資金調達予定を含む修繕の予備
計画を裁判所に提出しなければならない(州法68
P.S.§1104(b))。なお、予納金制度はない。
申立人は、次の9項目のうち、申立てた空き家が3項
目以上該当することを示さなければならない。(州法68
P.S.§1105(d))その9項目とは、1)建造物が物理的に公的ニュ
ーサンスに該当、2)大規模な修繕が必要であるが、過
去12か月以内の修繕実績なし、3)居住・使用に不適、
4)火災の危険性、5)健康被害や危険につながるような侵
入が可能であり、所有者が建造物の施錠を怠ったか、
市が所有者の代わりに施錠、6)子どもにとって危険、
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7)害虫、がれき、雑草、建造物の荒廃などによる健康

画を提出しなければならない。その後30日以内に聴聞

被害及び危険、8)建造物の荒廃した状況が周辺の住民
の福祉及びビジネスに影響、9)犯罪行為や路上生活者
の侵入をもたらす可能性である。

会が開かれ、関係者は計画に対し意見を述べることが
でき、裁判所はそれらの意見を考慮して修繕と資金の
計画の妥当性を評価する。(州法68 P.S.§1106(c)(2),(5))

また、申立人は空き家に関して、税金や公共料金の
滞納状況及び債務の確認、過去5年間の医療補助の受領
状況の確認、所有者・債権者が兵役義務中であるか否

財産管理人が選任されても、所有者の債務等は財産
管理人に移管されない。財産管理人の任期及び空き家
の修繕完了期日は、個別に裁判所が設定する。(23)

かの確認、当該空き家及び周辺の不動産の写真の撮影、
地縁団体との相談を行わなければならない。さらには、
所有者及び上位の債務者に聴聞会の開催日時を連絡し、

金融機関の修繕費用の融資は、政府の先取特権に対
して劣位であるが、他の債権よりも優位な先取特権を
設定することができる(州法68P.S.§1108(b))。

聴聞会において財産管理人選任の阻止が可能であるこ
とも伝えなければならない。(州法68 P.S.§1104(d)(6))
3.3 財産管理人の選任

3.5 売却収入の分配
空き家の売却収入は、1)裁判費用、2)市など政府の先
取特権、3)売却経費、4)融資を受けた元本及び利子、5)

裁判所は、財産管理人選任の申立てのあった日から
120日以内に聴聞会を開催し、その後、30日以内に裁定
を下さなければならない。裁判所は、1)少なくとも過

修繕・維持管理費用及び財産管理人の報酬、6)不動産
に関する債権、7)財産管理人の債権、8)財産管理人選任
の申立費用、9)所有者の順番で分配される。所有者不

去12か月間、居住・使用されていない、2)申立日の60
日前から申立日まで当該空き家の販売行為がなされて
いない、3)差押えの対象になっていない、4)現在の所有

明の場合、所有者への配当分は州政府が管理する(州法68
P.S.§1109(d),(e))。
フィラデルフィア市は、財産管理人制度のプロセス

者が過去6か月以内に当該空き家を取得したという明
確な証拠を示せない、5) 空き家の状況について前述の
9項目のうち申立人が示した3項目以上が該当する場合、

の中で、先取特権の減額の交渉を受付ける(24)。また、
販売額が1)から8)の合計に達しない場合でも、すべての
債権は抹消される(州法68 P.S.§1109(c))。

財産管理人を選任する。(州法68 P.S.§1105(a),(d))
裁判所は、まず、民間の最上位の債権者を財産管理
人に任命することを検討する。当該の債権者に能力が

４．日本とアメリカ（ペンシルベニア州）の比較
4.1 制度設計

ない場合や任命を拒否した場合、裁判所は、市内に位
置し、当該空き家から半径約8km以内で同様の業務経
験のある非営利団体などを任命する。

空き家財産管理人制度の建付けが日米で全く異なる。
日本は民法という既存の法制度の枠内での空き家問題
への対応であるのに対して、アメリカは空き家問題へ

所有者が合理的な期間内に条例違反などの改善を行
うことを申し出た場合、裁判所は、修繕費用相当額の
保証金を積むことを条件に許可することができる。所

の対応のために、既存の財産管理人制度をもとに新た
な法制度を創設した。この根本的な違いが、そのほか
の相違点に現れている。

有者が指定期間内に改善行為を行わない場合、裁判所
は財産管理人を選任する。(州法68 P.S.§1105(f))大半の財産管
理人は、非営利団体か民間デベロッパーである。地縁

4.2 対象となる空き家
日本では、所有者が不在、又は死亡した者に相続人
のあることが明らかでない空き家が対象となる。すな

団体が財産管理人となった事例もある。
3.4 財産管理人の権限と義務
財産管理人の権限と義務として、1) 当該空き家の維

わち、所有者が特定でき、かつ連絡がつく場合は対象
とならない。ペンシルベニア州では、所有者が特定さ
れているか否か、不在者であるか否か、相続人がいる

持と管理、2) 未収納金の徴収、3) 当該空き家に関する
所有者の行為の苦情への対応、4) 当該空き家の修繕・
維持に関する契約、5)必要資金の借入れ、6) 電気・ガ

か否かは問わない。したがって、ペンシルベニア州の
方が空き家財産管理人制度の適用可能範囲が広い。日
本では、所有者をあくまでも尊重する立場をとるのに

ス・水道の維持・復旧の契約、7) 修繕・維持に必要な
機材の購入、8) 1年以内の新規の賃貸契約、9) 当該空
き家の保険の確認、更新、新規契約、10) 法律、会計、

対して、ペンシルベニア州では、不動産所有者の義務
である住宅の維持管理が不十分で自治体の改善命令に
従わないような場合、改善を第三者に委ね、所有権の

不動産評価などの費用の支払い、11) 当該空き家が歴
史的建造物の指定を受けている場合、関連機関公的補
助金・融資の申請との調整、12) 公的補助金・融資の

移転も許容するという考えに基づいている。
4.3 財産管理人選任の申立て
財産管理人選任の申立てに関して、まず、申立権者

申請、13) 当該空き家の販売、14) 当該空き家の修繕・
維持に必要なすべての権限の行使がある。(州法

が日米で異なる。日本では、利害関係人、市長等、検
察官である。財産管理人制度が財産管理・保存・処分
を主な目的としていることから、利害関係人は、原則

68P.S.§1106(a))
財産管理人は任命されてから90日以内に最終修繕計

として、親族や金銭的利害関係者であり、周辺の住民・
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事業主は申立てできない。ただし、特定空家等に該当

第三に、財産管理人が管理する財産が異なる。ペン

しない空き家などに関して、周辺住民が修繕などの必
要性を裁判所に訴え（妨害排除請求）
、そのような裁定
が下されても所有者が裁判所の命令に従わない場合、

シルベニア州では空き家のみが対象であるのに対して、
日本では空き家以外の財産も管理する。そのため、空
家特措法に関わる利害関係の場合も、空き家以外の財

民間による代替執行を行うことは可能である。この方
法で問題が解決されない場合、検察官に財産管理人の
申立てを要請するか、自治体に特定空家等の認定、財

産の目録作成や管理が求められ、財産管理人の経費が
増加する。
第四に、財産管理人の報酬の原資が異なる。アメリ

産管理人の申立てを要請することが周辺住民に残され
た手段である。
一方、ペンシルベニア州では、自治体、周辺の住民・

カの場合、空き家の売却収入あるいは家賃収入のみで
あるが、日本の場合、売却収入に加えてその他の相続
財産、あるいは不在者の財産も含まれる。アメリカの

事業主等も申立てを行うことができる。ただし、同州
のフィラデルフィア市もピッツバーグ市も、現時点ま
で申立ては行わず、申立人側の証人という立場をとっ

場合、売却も賃貸しもできない場合、財産管理人は収
入を全く得られない。また、売却されたとしても、財
産管理人の債権は第一優先ではないため、全額回収で

ており、結果的に民事訴訟の形態になっている。
第二に、申立てに必要な書類が異なる。申立人は、
日本でもアメリカでも、問題のある空き家への対応の

きないことがありうる。一方、日本では、予納金が財
産管理人の報酬の支払いに充当される。空き家が売却
されれば予納金は申立人に払い戻されるが、売却され

必要性を示す証拠書類を提出しなければならないこと
は同様である。日本の場合、空き家の現況写真のほか、
「特定空家等」の認定に関する資料が必要である。相

ない場合は、申立人の負担となる。アメリカには予納
金という仕組みはない。申立て費用は多少発生し、売
却収入の分配順位は最劣位である所有者の１つ上であ

続財産管理人制度の場合、関係者の戸籍謄本などをそ
ろえることに手間がかかる可能性がある。ペンシルベ
ニア州の場合、申立人は証拠書類のほかに、見積もり

り、回収の可能性は高いとは言えない。このように、
日本もアメリカも申立人は金銭的リスクを負うが、そ
の額は日本の方が多い。このことが、日本において空

金額及び資金調達予定を添えて、修繕の予備計画も提
出しなければならない。
第三に、所有者の債務状況に関する情報提供の義務

き家財産管理人制度の活用を躊躇させる要因の一つに
なっている。日本もアメリカも、当該の空き家の売却
可能性が、制度活用の大きな判断基準といえる。

の有無が異なる。ペンシルベニア州では、申立人には
税金や公共料金の滞納状況及び債務の確認が求められ
る。これは、空き家の売却収入の分配の際に必要なた

第五に、修繕・解体の資金調達が異なる。日本では
大規模な修繕を想定していないためか、資金調達に関
して民法に何ら規定がない。緊急の場合は、裁判所が

めである。一方、日本では、空家特措法により、税務
部局から対象建物の所有者等を探索する範囲での税情
報を得ることは可能になったが、租税債権の有無やそ

地元自治体に資金提供を依頼することがある。ペンシ
ルベニア州では、財産管理人は修繕・解体資金の調達
のため、金融機関から融資を受けることができる。融

の金額といった情報までの開示を求めることは難しい
と考えられる(25)。このような状況もあり、申立人が所
有者の債務状況を確認する必要はない。

資を受けやすいように、売却収入の分配順位が、元本
と利子は既存債権より上位になっている。
4.5 空き家の売却収入の分配

4.4 財産管理人
第一に、財産管理人の選定プロセスが異なる。ペン
シルベニア州では、申立人が、空き家の所有者、債権

空き家の売却収入の分配順位が日米で異なる。日本
では分配順位が明確にされておらず、財産管理人に委
ねられており、自治体の債権が最優先されるわけでは

者等に申立ての告知と聴聞会の日時を連絡する。聴聞
会において、所有者らは、自ら修繕することを申立て、
財産管理人選任を回避することができる。そのような

ない。一方、ペンシルベニア州では、法律で順位が規
定され、自治体の債権は民間の債権より優先される。

申立てがない場合、裁判官は、申立て書類と聴聞会で
の意見を踏まえて選任の是非を決定する。一方、日本
では、所有者が不在もしくは存在しないため、聴聞会

５．まとめ
日本の空き家財産管理人制度について、アメリカの
ペンシルベニア州の制度との比較により、次のような
問題点・課題が挙げられる。

というプロセスは設けられていない。
第二に、実際の財産管理人が異なる。日本では、弁
護士又は司法書士が選任されることが多い。ペンシル

1) 所有者の氏名と連絡先が判明している場合は対
象にならず、適用範囲が所有者不明あるいは不存
在の場合に限られている。

ベニア州では、裁判所は、まず、民間の最上位の債権
者を検討、打診し、能力がない場合や選任を拒否した
場合、市内に位置し、当該空き家から半径約8km以内

2) 申立人にとって、所有者不明の証明、あるいは、
相続人の特定と相続放棄の確認の負担が大きい。
3) 申立人は予納金を裁判所に納めるとともに、その

で同様の業務経験のある非営利団体などを選任する。
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表 5 日本とアメリカ（ペンシルベニア州）の空き

に、感謝申し上げたい。
[補注]

家財産管理人制度の比較
ペンシルベニア州
放棄・荒廃不動産財産管
根拠法
理人制度法
所有者が特定されるか否
対象不動産
かは問わない
所有者、債権者、当該空き
家から約 600m 以内の住
申立権者
民もしくは事業経営者、再
開発公社を含む非営利団
体、自治体及び学校区
申立先
民事裁判所
予納金
なし
住宅維持管理条例違反か
公的ニューサンスに関す
申立の主な る条例遵守命令書、財産
必要書類
管理人の候補者・団体、修
繕の予備計画、空き家問
題を証する資料
所有者の債 申立て書類に含まれる
務状況
選定プロセ 聴聞会で、所有者等は自
ス
ら修繕を申立てられる
実際の財産 非営利団体など
管理人
管理対象財 空き家のみ
産
財産管理人 空き家の売却収入、家賃
の報酬の原 収入
資
修繕等の資 金融機関から融資を受け
金調達
ることが可能
法律で規定。自治体の債
売却収入の
権が最優先。
分配順位

日本

(1) 不在者財産管理人の場合は不在者の従来の住所地又は居
所地を管轄する家庭裁判所。相続財産管理人の場合は相続
を開始した地を管轄する家庭裁判所。
(2) 国土交通省「地方公共団体の空き家対策の取組事例２ 平
成 30 年 3 月末時点」2018
(3) 空家問題対策プロジェクトチーム他(2017)p10
(4) インタビュー調査、近藤宏一弁護士、2018/7/6
(5) 例えば、さいたま家庭裁判所では、相続財産管理人の場合
は 原則 100 万円（2017 年 2 月時点）（空家問題対策プロジ
ェクトチーム他(2017)p73）
(6) 空家問題対策プロジェクトチーム他(2017)p79
(7) (2)に同じ
(8) 空家問題対策プロジェクトチーム他(2017)p101, 102
(9) 空家問題対策プロジェクトチーム他(2017)p103,106
(10) インタビュー調査、川口市、2018/8/9
(11) (2)に同じ
(12) (4)に同じ
(13) 空家問題対策プロジェクトチーム他(2017)p106
(14) (4)に同じ
(15) 空家問題対策プロジェクトチーム他(2017)p117
(16) 空家問題対策プロジェクトチーム他(2017)p110
(17) 空家問題対策プロジェクトチーム他(2017)p118
(18) 空家問題対策プロジェクトチーム他(2017)p104
(19) Mallach (2006)pp.49-67
(20) Lyons 他(2011)p8
(21) (20)に同じ
(22) ペンシルベニア州の裁判所システムは 4 層から構成され、
上から 3 番目の層に位置する。
(23) インタビュー調査、フィラデルフィア市、2016/9/7
(24) (23)に同じ
(25) 空家問題対策プロジェクトチーム他(2017)P85
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民法
所有者不明、あるいは相
続人が不在
親族、金銭的利害関係
者、自治体、検察官

家庭裁判所
あり
不在の事実を証する資料
又は相続関連資料
申立人の利害関係を証す
る資料

申立て書類に含まれない
聴聞会なし
大半が、弁護士か司法書
士
財産すべて
予納金、空き家の売却収
入、不在者の財産、相続
財産
裁判所が自治体に協力を
依頼する場合あり
財産管理人の裁量。自治
体の債権が最優先では
ない

回収リスクを負わなければならない。
4) 維持管理の対象となる財産が空き家以外にも及
び、空き家問題解消にとって不必要な職務があり、
それに対する経費も発生する。
5) 空き家問題の改善には住宅や街づくりの知識が
必要であるが、弁護士・司法書士以外に財産管理
人のなり手がいない。
6) 大規模修繕・解体費用の調達方法が十分に想定さ
れていない。
7) 空き家売却収入の弁済順位の定めがない。
特定空家等が増加することが予想され、行政だけで
対応するには限界が生じる。そのため、民間に委ねる
方途として空き家財産管理人制度の改善、拡充が求め
られる。その際、先行しているアメリカの制度が参考
になりうる。
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