
公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.13, 2015 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.13, February, 2015 

オハイオ州のランドバンクの実際と特徴について 

A Study on Specific Feature of Land Banks in Ohio State 

平 修久*、西浦 定継** 、吉川富夫*** 
Nobuhisa Taira, Sadatsugu Nishiura, Tomio Yoshikawa 

 Land Banks in Ohio State are legalized in a county level, based on experiences of those in Michigan State.  They 
are non-government and non-profit organizations with board of directors including top management of county and 
municipality governments.  The major financial resource for daily operation is delinquent tax and assessment 
collection fund given by county governments, which is one of their specific feature.  Land banks in Ohio State 
strategically acquire properties through not only traditional judicial system but also administrative one unlike 
those in Michigan State and return them to productive and tax paying use.  In addition to tax delinquent properties, 
land banks of Ohio acquire foreclosed properties from Housing and Urban Department, Fannie Mae, and large private 
banks.  Nevertheless, their business is not sustainable due to delay of recovery of property market.  Continuity of 
external financial resources for demolition is another big concern. 
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1．はじめに 

都市は成長しやがて衰退するというクラッセンとパー

リンクが提唱した「都市発展段階仮説」を如実に示してい

るのが、アメリカ五大湖地方である。20 世紀前半は重工業

で発展したが、その後、日本などアジア諸国の製造業との

競争での遅れや都市機能の郊外化により、中心都市は衰退

に向った。それに伴い、大量の空き家、空き地が発生した。 

そして、サブプライムローンの登場と返済不履行の多発

により、フロリダ州などとともにオハイオ州の都市で抵当

融資差押率が上昇した。2008 年において、抵当融資銀行協

会によると、オハイオ州の値は 7.17％で、全米で 3 番目と

なった。クリーブランド市を含む Cuyahoga 郡をみると、

抵当融資差押件数は、2007 年に 14,981 件とピークを迎え、

その後微減で推移し、2012 年には 10,145 件まで減少した。

また、2008 年以降は、クリーブランド市よりも郊外部の件

数が上回っている。 

空き家や空き地に対応するため、オハイオ州クリーブラ 

表１ オハイオ州大都市圏の抵当融資物件に対する抵当

融資差押率（2008 年） 

大都市圏 抵当融資差押率 

Cleveland-Elyria-Mentor 2.23% 
Akron 2.08% 
Columbus 1.95% 
Youngstown-Warren-Boardman 1.92% 
Dayton 1.91% 
全米 100 大都市圏平均 1.53% 

出典：Brookings analysis of loan performance data from McDash 
Analytics and Census data (Alan Mallach , “Stabilizing 
Communities: A Federal Response to the Secondary Impacts of 
the Foreclosure Crisis,” 2009) 

ンド市ではいち早くランドバンク・プログラムを導入し

た。その後、隣接するミシガン州の郡レベルのランドバ

ンクの成功を踏まえ、オハイオ州でも郡レベルのランド

バンクの設立を認める法律が制定され、成果を挙げつつ

ある。そこで、オハイオ州の中でも、比較的人口規模が

大きく、早く設立されたランドバンク5団体（表2）と、

空き家・空き地問題やランドバンクの調査研究に携わっ

ているクリーブランド連邦準備銀行(FRBC)調査部を対象

にインタビュー調査を実施した。本稿はその調査をまと

めたものである。わが国の空き家・空き地問題への対応

に参考になれば幸いである。 

表２ 調査対象のランドバンク 
ランドバンク 中心都市 設立年月日 

Cuyahoga County Land 
Reutilization Corporation 

クリーブラン

ド 
2009/4/16 

Hamilton County Land 
Reutilization Corporation 

シンシナティ 
2011/10/4 

Lucas County Land 
Reutilization Corporation 

トリード 
2010/8/31 

Mahoning County Land 
Reutilization Corporation 

ヤングスタウ

ン 
2011/2/28 

Montgomery County Land 
Reutilization Corporation 

デイトン 
2011/8/26 

２．ランドバンクの歴史 

1976年にクリーブランド市が、オハイオ州法5722章土

地再利用プログラムに依拠して、ランドバンク・プログ

ラムを開始した。全米的に見ても開始時期が早く、セン

トルイス市、アトランタ市、ルイヴィル市（ケンタッキ

ー州）とともに、ランドバンク第一世代に分類される。(1)
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 これらのランドバンクは、放棄された税滞納差押物件を

扱った。クリーブランド市は、1977－87年の10年間で空

き家・空き地が58％も増加し、税滞納差押物件が37％増

加した。(2)  

クリーブランド市では、他の第一世代のランドバンクと

同様に、徐々に不動産の在庫が増加した。その理由は、①

法律が入札最低価格を税の滞納分としてが、債務額に相当

する税先取特権の額が市場価値を上回ったため、不動産が

売却できなかった、②税滞納差押物件は投資家に売却され

たが、それらの投資家は転売できなかった物件については

修繕も行わず、税も払わず、再び税滞納状態で放置した、

③法律の規定により、投資家に売却されない不動産は自動

的に自治体の所有、維持管理となった。 (3) 

クリーブランド市のランドバンク・プログラムは、市の

一般予算に財源を頼っており、首長の意向でその額が増減

した。また、不動産を取得するまでに長時間を要するとと

もに、自治体間の協力に関する権限を十分に与えられてい

なかったという問題を抱えていた。(4)  

2009 年に、ミシガン州 Genesee 郡のランドバンクを模

して、民主党議員が提案した郡のランドバンクに関するオ

ハイオ州法 1724 章郡土地再利用会社(Land Reutilization 

Corporation : LRC)が成立した。当時、州議会の多数派で

あった共和党は、都市部の問題に関してあまり同情的でな

いとともに、ランドバンク（LRC)に対して懐疑的であった。

政治的妥協の結果、当初、クリーブランド市を包含する

Cuyahoga 郡だけに LRC の設立を認めた。その後、

Cuyahoga 郡 LRC の成果を踏まえ、人口 6 万人以上の郡

は LRC が設立できるように州法を改正し、2010 年から

2014 年 8 月にかけて、別途 21 の LRC が設立された。 

３．組織 

3.1 組織 

オハイオ州の LRC は、非政府・非営利組織である。た

だし、州法により、表 3 に示すように、理事者は郡や市の

役職者が占めている。Cuyahoga 郡 LRC を除いて、理事

長は郡の財政官かコミッショナーである。理事には、郡内

の自治体の首長、関連団体代表などが名を連ねている。 

各 LRC の設立承認は郡議会で行われ、LRC は郡のエー

ジェントという位置づけである。ただし、Cuyahoga 郡

LRC の役職者は、行政からの独立性を意識している。 

3.2 ミッション 

調査対象の 5 つの LRC が掲げるミッションの中で、3 団

体以上で使われている表現として、表 4 に示すように、「戦

略的」「荒廃」「生産的利用に戻す」「不動産価値・価格」

「生活の質」がある。このように、LRC のミッションは、

一般的に、戦略的に不動産を取得し、市街地の荒廃を軽減

し、非生産的な不動産を生産的利用や課税対象の状態に戻

すとともに、住宅地等の不動産価値を維持ないし上昇させ、

最終的に生活の質を改善することといえる。 

ただし、対象とする住宅と商業施設の比率は郡によって

異なる。Cuyahoga 郡 LRC は住宅中心、Lucas 郡 LRC は

住宅が 80％で残りは商工業の不動産、Hamilton 郡 LRC

は商業施設にかなりのウェートを置いている。商業施設を

購入し、小規模ビジネスのスタートを誘導したり、雇用創

出を行っている。Montgomery 郡 LRC は商業不動産に特

化している(6) 。 

3.3 財源 

オハイオ州の大半の LRC は、郡から固定資産税の罰金

や延滞利子(7)の一部を運営費として受取っている。具体的

な比率は、郡議会の決議によるが、調査対象の LRC のよ

うに人口規模がある程度以上の郡では 5％である。年間の

額は、表 5 に示すとおりである。 

住宅等の除去には次の 2 つの資金を活用している。 

1) “Moving Ohio Forward” 助成金(2012-14 年)

2012 年に、オハイオ州司法長官が全米の 5 大モーゲー

ジ会社から抵当融資差押危機の対応のため、約 9,500 万ド

ルを受領した。そのうち、6,800 万ドルを州内 88 郡の住宅

除去事業に配分した。調査対象の 5つのLRCの配分額は、

表 5 に示すとおりである。これにより、たとえば、

Mahoning 郡 LRC では、2013 年から 2014 年 7 月にかけ

て 303 軒の放棄住宅を除去した。 

2) Neighborhood Initiative Program (NIP; 2014-17 年)

オハイオ州住宅金融公社が連邦政府資金（Housing 

Finance Agency Innovation Fund for the Hardest Hit 

表３ 各 LRC の理事者 

郡 理事長 副理事長 理事 

Cuyahoga クリーブランド市

議 
郡議 郡長、郡財政官、クリーブランド連邦準備銀行エコノミスト、

North Olmsted 市長、Campus District 地区長、Warrensville 
Heights 市長、クリーブランド市地域開発部長 

Lucas 郡財政官 郡コミッショナ

ー 
郡コミッショナー、トリード市長、Sylvania 町長、The 
Friendly Center 専務理事、Stanbery Homes 社長、トリード

市議、オレゴン市最高行政官 

Montgomery 郡財政官 郡コミッショナー2 名、デイトン市長、Washington 町評議

員、不動産・住宅開発専門家、Market Metrics 代表  

Mahoning 郡財政官 ヤングスタウン

市議 
郡コミッショナー2 名、Sebring 村長、Austintown 町評議員、

Ellsworth 町評議員、Boardman 町評議員、Mahoning Valley、
不動産投資家協会財政担当 

Hamilton 郡コミッショナー Springfield 町評

議員 
郡コミッショナー2 人、郡財政官、シンシナティ市長、

Silverton 副市長、Sycamore 町評議員、不動産業界代表 
出典：各 LRCの HPより作成。 
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 表４ 各 LRC のミッション 

郡 ミッション 

Cuyahoga 不動産を戦略的に取得し、生産的利用に戻し、荒廃を減少させ、不動産価値を高め、地域コミュニテ

ィの目標達成を支援し、住民の生活の質を改善する。 

Lucas 戦略的に、空き地・空き家、放棄もしくは税滞納不動産を、オープンで公正なプロセスを通じて、生

産的利用に戻すことにより、住宅地を強化し、不動産価値を維持する。 

Hamilton 法令で定められたツールや港湾庁の資源を用いて、空き家・空き地を生産的利用に戻す。政府及び民

間のパートナーと協力し、触媒的な投資を通じて商業及び住宅開発の多様な機会を提供することを

主眼とする。これらの投資は、コミュニティの生活の質の改善、荒廃やニューサンスの除去、安定化、

活性化、不動産価格の上昇をもたらし、非生産的な不動産を課税対象の状態に戻す。 

Mahoning 差押不動産を戦略的に取得し、それらを生産的、課税対象の利用に戻す。荒廃地区を減らし、住宅地

と不動産価値を安定化させ、住宅地への再投資と経済開発機会を誘導し、郡の生活の質を改善する。 

Montgomery 荒廃した不動産、差押不動産、放棄不動産を、課税対象に戻すという長期的目標に基づき、行政及び

民間団体と協力し、財政的に責任をもち透明性を担保しながら、利益が期待できる市場性のある不動

産になるように支援する。 
注：ゴシックの太字部分は 3団体以上で使われている表現。 
出典：各 LRCの HPより作成。 

表５ 各 LRC の主要財源 （単位：万ドル） 
固定資産税

の罰金や延

滞利子 

Moving Ohio 
Forward 助成

金 

Neighborho
od Initiative 

Program 

Cuyahoga 700 1,180 1,134 

Lucas 160 360 722 

Hamilton 250 580 507 

Mahoning 50 153 427 

Montgomery 120 786 511 

出典：各 LRC の HP、Ohio Housing Finance Agency の HP, 
http://ohiohome.org/newsreleases/rlsNIPannouncement.aspx, 
http://ohiohome.org/newsreleases/rlsNIPannouncement2.aspx 

Housing Market）を得て管轄している。これは、不動産

の取得、除去、除去後の維持管理、環境問題への対応に使

用でき、10％は一般管理費として使える。対象は LRC が

所有している住宅のみである。配分額は、表 5 に示すとお

りである。 

４. ランドバンクと関連機関との関係

4.1 郡との関係 

LRC は、郡政府から運営費などの財政支援を受けてい

るほか、郡からは固定資産税、市からは空き家登録料の免

除を受けている。LRC は、一般的に、郡政府と協定を締

結している。Lucas 郡 LRC は、総合的なものではないが、

郡と運営に関する覚書を取り交わしている。 

4.2 自治体との関係 

州法では自治体との協定書の締結を義務付けてはいな

い。各 LRC では協定は結んでいなくても、不動産の取得

や住宅の除去などについては自治体に相談している。 

Lucas 郡 LRC は、トリード市と協定を締結し、定期的

に内容を修正している。特徴的な内容として、市が LRC

による住宅除去を拒否する権利を有していることがある。

行使されたことはないが、歴史的地区の建物については、

歴史的地区委員会が除去を許可しない。その場合は、その

他の解決策を探す。(8) 

郡レベルの LRC のほかに、ランドバンク・プログラム

(LP)を有している自治体もある。たとえば、Mahoning 郡

では、Youngstown 市 , Struthers 市 , Campbell 市 , 

Boardman 町が LP を有している。LRC はこれらの自治

体とは協議しているが、協定書は結んでいない。ただし、

自治体の担当者は別の業務も担当しており、専属の担当者

はいない場合が大半である。(9) 

Cuyahoga 郡 LRC はクリーブランド市と税滞納差押手

続きで協力し、Cuyahoga 郡 LRC が住宅を除去した不動

産を市に提供するという関係になっている。また、クリー

ブランド市の郊外の自治体の大半は、住宅の除去について

ランドバンクに頼っている。(10) 

4.3 Community Development Corporation との関係 

LRC は、一般的に除去、修復、維持管理のスタッフを

有 し て い な い た め 、 Community Development 

Corporation (CDC)などにそれらを委託することが多い。 

たとえば、Mahoning 郡の Youngstown Neighborhood 

Development Corporation は、住宅修繕担当のスタッフ

を擁しているとともに、自治体などにプランニング・サー

ビスを提供しており、特定地区の住宅除去の優先順位づけ

も行っている。(11) 

Mahoning 郡 LRC は、多くの敷地及び周辺の修景に熱

心な教会とも協力関係にあり、これまで約 100 の不動産

取得し、それを教会に譲渡し、ガーデニングなどの修景に

役立てた。Mahoning 郡の場合、教会が CDC のような事

業を行っている。(12) 

Hamilton 郡 LRC でも、コミュニティのパートナーに

依存している一方、CDC スタッフを対象に、不動産の評

価方法の研修を行っている。(13) 

５．不動産の取得 

5.1 不動産取得方針 

Montgomery 郡と Mahoning 郡の LRC では、不動産

の取得に関する方針を有し、ホームページ上で公開してい

る。Montgomery 郡 LRC は、次のように、取得対象の不

動産を網羅的に挙げている(14)。 

1) 税滞納の不動産

2) 維持計画及びその財源のある不動産
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 3) 政府、非営利組織、民間企業による再開発の対象不動

産 

4) 地区住民が支援する REO（抵当権者に所有権が移行し

た物件）か抵当融資差押物件 

5) 多大な修復なしで直ちに居住可能な不動産

6) 再投資地区に位置し、戦略的な住宅地安定化及び再活

性化計画に資する不動産 

7) 住宅解体基準に合致する不動産

8) 土地統合計画の対象不動産

9) 隣地プログラムあるいは計画的開発の対象になりうる

空き地 

10) LRC の運営費用を捻出する不動産

11) 緑地やガーデンの創出・拡大をもたらす不動産

12) 権利関連問題が最適な利用を妨げている不動産

13) 取得前に最終的な利用が指定されている不動産

14) 歴史的建造物等の保存

15) 寄付される不動産

16) 除去される必要のある不動産

17) 居住者のいない建物

上記以外に、Mahoning 郡 LRC では、取得に際しては、

所在地、不動産の条件、先取特権、財源、LRC のマンパワ

ー、エンドユーザーに譲渡するまでの期間なども考慮する。 

Hamilton 郡 LRC は、すべての不動産取得は、次のう

ち、少なくとも 1 つ以上の目的に該当しなれければならな

いとしている。 

1) 経済開発

2) 荒廃の除去・ニューサンスの改善

3) 住宅地の安定化・活性化

4) 戦略的な区画の統合

5) 低利用もしくは空き地・空き家の生産的利用への転換

6) 歴史的なものの保存

7) LRC の財政的資源の増加

取得の優先順位について、Cuyahoga 郡 LRC は、価値

の低い老朽化した戸建て住宅をトップにしている。Lucas

郡 LRC は、隣地に人が住んでいる不動産の取得を優先し

ている。 

5.2 ターゲット地区の選定 

オハイオ州の LRC は、一般的に、不動産を戦略的に取

得する方針を有している。住宅地の再生に関する連邦政府

の 助 成 プ ロ グ ラ ム で あ る NSP (Neighborhood 

Stabilization Program;2008-14年)とNIP (Neighborhood 

Initiative Program)においても、対象地区の抽出が求めら

れた。各 LRC では、中心都市などと協力して対象地区を

選定した。 

Cuyahoga 郡 LRC では、NSP は連邦政府住宅及び都市

省(Housing and Urban Department :HUD)の要求もあり、

自治体と共同で対象地区を選定した。センサス調査区を差

押率、空き家率など 6 項目で評価し、18 点以上（20 点が

最悪）を対象とした。(15) 

NIP に関して、Lucas 郡 LRC では、地区を 1) healthy 

neighborhood、2) tipping point（空き家・放棄住宅が 20％

未満；迷惑な住宅を取除き、住宅地の健全性を保全する）、

3) more distressed (再開発)（空き家・放棄住宅率 20％以

上）、4) really bad off（空き家・放棄住宅率 50％以上）の

4 種類に分類し、2)と 3)を対象にした。(16)  

Hamilton 郡 LRC で は 、 重 点 地 区 戦 略 (Focus 

Neighborhood Strategy)として、14 地区を抽出した。そ

の際の選定要素は、1) 差押件数、2) 条例違反及び不良住

宅認定の件数、3) 公的及び民間投資のレベル、4) 教育的

及び歴史的資源、5) 地区住民の取組み、6) 主導的な地域

団体の能力である。短期（2 年間）重点地区と長期（4 年

間）重点地区は、それぞれ 7 地区である。これらは、NIP

の対象地区とかなり重なっている。各地区の戦略の使い方

は自由である。St. Bernard 地区では、自治体主導で民間

開発業者にアプローチするとともに、彼らのために不動産

取得や住宅除去を LRC に依頼している。Walnut Hill 地

区には Development foundation があり、LRC はその団

体を支援している。一方、Evanston 地区や Price Hill 地

区については、LRC がプロジェクトを主導している。こ

のように、地区ごとに、ニーズや地域団体の対応能力に合

わせて、異なる主体が地区改善を推進している。(17) 

5.3 不動産取得方法 

LRC の不動産の取得方法は、1) 税滞納差押プロセス、

2) 州による没収、3) Deed in Lieu of Foreclosure、4) 金

融機関及び保証機関からの取得、5) 寄付、6) 購入である。 

5.3.1 税滞納差押プロセス 

オハイオ州では、税滞納差押不動産の取得方法が 2 種類

ある。従来の裁判所方式（judicial system）に従うと競売

（sheriff sales）などを行うため、取得に 2，3 年かかる。

Board of Revision(郡の会計検査官、財務官、検察官で構

成され、主な機能は不動産の課税評価額に関する不服申立

ての裁定)による取得の場合は、約 9 ヶ月ですむ。 

調査対象の LRC うち、Mahoning 郡 LRC のみ、裁判

所法式だけで税滞納差押不動産を取得している。この方式

では、譲渡手数料 550 ドルを郡検察官へ支払うことにな

っている。Hamilton 郡 LRC では、いずれの方式でも対

外的費用は発生しないが、権利証書の手続きは自ら行う。

このように、費用負担に関しては郡との取り決めによるも

ので、郡によって違いが見られる。 

不動産価値が税や抵当融資の滞納額の合計を上回る空

き地や空き家について、LRC の要望に答えて、郡は Board 

of Revision 方式で処理することがある。(18)  

LRC は、税滞納差押物件をすべて取得するのではなく、

再利用の可能性があるものについて、無償で郡から取得す

る。税滞納差押不動産のうち、競売での売却も LRC への

譲渡もされないものは、最終的に放棄され、誰も手入れし

ない。実際には、約 40％の税滞納差押物件が競売にかけ

られる。 (19) 

固定資産税は通常、年 2 回請求書が送付される。オハイ

オ州では、従来、2 年間滞納すると税滞納差押を行ってい

- 124 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.13, 2015 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.13, February, 2015 

 

 たが、空き家の放置期間を短縮するため、2014 年 9 月 4

日から滞納期間を 1 年に短縮した。税金が支払われない場

合、政府は所有者に郵便で通知する。場合によっては、新

聞広告で通知する。納税が困難な人は、payment plan（滞

納分をその後何回かに分けて支払うこと）を利用する権利

がある。郡の財務官に申し出れば受けられるが、それを行

わない人がいる。(20)  

なお、税滞納差押の住宅の物理的状況は抵当融資差押

の住宅の状況よりも一般的に悪い。 

図１ 税滞納差押不動産の LRC への譲渡の流れ 
出典：藤井康幸、大方潤一郎、小泉秀樹「米国オハイオ州クリ

ーブランドにおける二層のランドバンクの担う差押不動産

対応、空き家・空き地際策の研究」『都市計画論文集』

No.49, Vol.1, 日本都市計画学会、2014年を一部修正 

5.3.2 州による没収 

競売で買い手がつかない不動産は、オハイオ州が没収す

る。その後の郡の会計監査官による再度の競売の前に、当

該不動産の利用を希望する者がいる場合、LRC はそれを

取得する。 

5.3.3 Deed in Lieu of foreclosure 

税差押手続きを避けるため、税金を滞納している所有者

が納税の代わりに不動産を LRC に譲渡する。税滞納差押

は個人の信用記録(21)に 7 年間残るが、これにより、税金

不払いの記録が残らず済ませる。この仕組みで土地を

LRC に提供する人の多くは、抵当を抹消できない人であ

る。 

5.3.4 金融機関及び保証機関からの取得 

金融機関は、不良債権化した不動産の維持管理や納税の

コスト負担を避けるため、権利書の取得を望まず、債権額

よりも極めて低い額であっても先取特権や差押権の売却

を望む。(22)また、差押えの手続きには、1 件あたり 50,000

ドルの法律費用がかかる(23)。そのため、金融機関によって

は放置することが多い。 

実際に、HUD や政府系保証機関である Fannie Mae は、

全米各地で、不良債権化した不動産をまとめて 500－1000

ドル程度で売っている。購入した投機家は転売して利潤を

得るが、転売できなかった不動産に関しては税金を払わず、

税滞納差押になり、問題が継続する。(24)  

2009 年に、クリーブランド市は HUD と交渉し、同省

の不動産を取得した。市は、CDC などに土地の取得希望

を聞く期間(90 日間)に取得を希望する CDC を十分に見つ

けることができなかった。そのプログラムがスタートして

6 ヵ月後に、Cuyahoga 郡 LRC が設立された。郊外の自

治体が HUD のプログラムを郊外部にも拡大することを

希望した。そこで、Cuyahoga 郡 LRC が市と交渉し、市

のプログラムを引き継ぐことになった。2010 年 7 月に、

20,000 ドル以下の住宅を 100 ドルで譲渡する内容の協定

を締結した。また、Cuyahoga 郡 LRC は、売却情報の公

表前に、HUD の 20,001-100,000 ドルの住宅を 30％引き

で、市場で 60 日以内に売却されない物件は 50％引きでそ

れぞれ購入できる。毎年、Cuyahoga 郡 LRC は HUD と

協定を更新している。 (25)  

Cuyahoga 郡 LRC は、Fannie Mae ともパートナシッ

プ関係にある。2009 年末、Fannie Mae が所有物件を 1

戸あたり１ドルで LRC に譲渡し、譲渡物件が HUD のも

のよりも状態が悪いこともあり、1 戸あたり 3,500 ドルの

除去費用を提供するという内容の協定を締結した。さらに

は、2011 年の夏に、Wells Fargo 及び Bank of America

と、低価値の不動産を Cuyahoga 郡 LRC に寄付するとと

もに、NSP の対象地区の物件 1 件あたり 3,500 ドル、そ

の他の物件について 7,500 ドルの除去費用を提供すると

いう協定を締結した。これに基づき、Bank of America は

100 件の不動産を寄付した。(26) 

これらの協定は HUD と Fannie Mae にとって初めて

の協定であり、現在も、全米で Cuyahoga 郡 LRC のみが

協定を継続している。他の LRC と契約を結ぶつもりはな

いようである。(27) 

大手民間銀行との交渉は、Mahoning 郡や Montgomery

郡の LRC でも行われている。Lucas 郡 LRC では、定期

的に、Wells Fargo や JP Morgan から不良債権の寄付の

申し出を受けている。このように、金融機関は、当該の郡

に、不良債権化している不動産がまとまって存在する場合、

それらを郡に譲渡している。条件は郡ごと、取引ごとに異

なる(28)。Cuyahoga 郡 LRC の場合は、金融機関から除去

費用全額負担という条件で、不動産の譲渡を受けている。

Fannie Mae と合わせて、これら除去料金収入は年間約

100 万ドルになる(29)。 

5.3.5 寄付 

放棄住宅の多くの所有者は、納税や維持管理の義務から

解放されること望んでおり、不動産を喜んで寄付する人が

いる。(30) 

税の支払いや抵当融資の返済が滞っていない不動産の

譲渡が寄付に相当する。ただし、Montgomery 郡 LRC で

は、不動産の寄付の受領に関して、1) 土壌汚染されたブ

ランフィールド物件は、十分に財源が確保された改善計画

がない限り受け付けない、2) 直ちに修繕を要する不動産

は財源がない限り受け付けない、という方針を打ち出して

おり、理事会での賛成多数により不動産の寄付を承認する

ことになっている。 

5.3.6 購入 

エンドユーザーの要望に応じて、LRC が不動産を購入

することがある。その手続きは LRC によって多少異なる。

税滞納（1年間）差押え
市の希望による優先取得

郡による競売 Board of Revision

競売成立 競売不成立 ランドバンクへ譲渡

州による没収

会計監査官競売

建物解体 修繕 売却

競売成立 競売不成立

市への移管 売却

放置
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 Hamilton 郡 LRC の場合、申請書の提出と不動産譲渡に

関する覚書への署名を求めるが、頭金の支払いは要求しな

い。Mahoning 郡 LRC は、覚書への署名とともに、10％

の預託金を求める。Lucas 郡 LRC は、不動産購入契約書

の署名を求めるが、頭金は要求しない。 

６．不動産の処分 

6.1 利用の優先順位 

Montgomery 郡と Mahoning 郡の LRC では、『優先

順位と方針』の中で、Hamilton 郡 LRC は『ガイダンス

文書』の中で、それぞれ、不動産利用の優先順位を次の

ように記している。Montgomery 郡 LRC の優先順位は

住宅など用途が明確であるが、Mahoning 郡と

Hamilton 郡の LRC のものは抽象的な利用目的となって

いる。  

表 6 LRC の不動産の利用の優先順位 
LRC 不動産の利用の優先順位 

Montgomery
郡 LRC 

①異なる所得層向け開発、②住宅、③緑のイ

ンフラ、④緑地、⑤歴史的保存、

⑥Institutional use、⑦複合開発、⑧公園・

レクリエーション、⑨商業、⑩賃貸、⑪工

業、⑫都市庭園、⑬都市農業、⑭インフラ 

Mahoning
郡 LRC 

①地区の再活性化、②不動産を生産的利用及

び課税対象に戻す、③経済開発のための土地

の統合、④将来の戦略的利用のための長期的

な不動産の所有、⑤LRC の運営財源の確保 

Hamilton 郡

LRC 
①荒廃・ニューサンスの除去、②呼び水的投

資、③雇用創出、④歴史的建造物の修復、⑤複

合開発、⑥インフィル住宅開発、⑦緑地 

出典：Montgomery County Land Reutilization Corporation, 
“Priorities and Policies,”  Mahoning County Land 
Reutilization Corporation, “Priorities and Policies,” 
Hamilton County Land Reutilization Corporation, 
“Guidance Document” 

6.2 エンドユーザー 

Montgomery 郡と Mahoning 郡の LRC は、取得した不

動産のエンドユーザーの優先順位についても、『優先順位

と方針』に、下記のように明記している。Montgomery 郡

LRC では、自治体は、不動産の取得を 30 日以内に希望す

れば、ランドバンク経由で取得するのではなく、郡から直

接取得できるので、自治体の優先順位を第 6 位と低くして

いる。今後策定する戦略計画により優先順位は変わる可能

性がある(31)。 

表 7 LRC の不動産譲渡先の優先順位 
LRC 不動産譲渡先の優先順位 

Montgomery
郡 LRC 

①非営利開発団体、②民間開発会社、③住宅

及び、または商業不動産を所有及び居住・利

用している個人、④地縁型非営利団体、⑤学

術、保健、宗教など非課税団体、⑥地方自治体

及び関係機関、⑦地主もしくは不動産投資家 

Mahoning郡

LRC 
①政府及び関係機関、②学術、宗教、住宅、ま

ちづくりなどの非営利団体、③隣地プログラ

ム用の住宅不動産を所有し居住している個

人、④民間非営利団体 

出典：Montgomery County Land Reutilization Corporation, 
“Priorities and Policies,”  Mahoning County Land 
Reutilization Corporation, “Priorities and Policies” 

市への不動産の譲渡について、Cuyahoga 郡 LRC は自

治体に協力してもらう条件の一つとして、不動産を無償で

譲渡する。Lucas 郡 LRC も、不動産譲渡を無償で行うこ

とについて、トリード市との間で協定を締結している。

Hamilton 郡 LRC では、空き地の場合は 500 ドル、建物

付き不動産の場合は 1,000 ドル、自治体に要求する。これ

らは、権利書の書換え費用などに当てるが、必ずしも十分

ではない。Mahoning 郡 LRC では、権利書書換え、検察

官料金、保険料、芝の維持費などを自治体に請求する。 

6.3 譲渡等に関するプログラム 

特徴的なプログラムとして、次のようなものがある。 

6.3.1 隣地プログラム 

LRC が所有している不動産の隣接居住者に当該の不動

産を譲渡するものである。Cuyahoga 郡 LRC は、ガーデ

ニング・グループや非営利団体も対象にしている。取得者

は、住宅条例や土地利用規制に基づいて当該不動産を維持

管理する。購入者が合意どおりに維持しない場合、LRC は

当該不動産を取戻すことができる。複数の希望者がいる場

合は、当該不動産を分割する。不動産の価格は、Cuyahoga

郡、Lucas 郡、Montgomery 郡の LRC は、１区画あたり

100 ドルであるが、Hamilton 郡 LRC は、空き地が 500

ドル以上、建造物のある不動産が 1,000 ドル以上である。

また、Mahoning 郡 LRC は、ケースバイケースで価格を

決めている。  

隣地プログラムは人気がある。自分の敷地を拡大し、自

ら維持管理をすることが好ましいと考える人が結構存在

する証左である。Cuyahoga 郡 LRC には、フェンスや植

樹に対する補助金制度がある。2012-2014 年 8 月に 176

件譲渡し、別途 50 件が手続き中である。市を通さずに直

接譲渡している。(32)  

6.3.2 条件付捺印証書(Deed-in-escrow)プログラム 

Cuyahoga 郡、Lucas 郡、Mahoning 郡の LRC が、小

規模な住宅修復業者もしくは住宅所有者を対象に実施し

ている。このプログラムで LRC から不動産を購入した者

は、双方で合意した基準及び仕様に基づいて不動産を修復

する義務を負う。不動産譲渡証書は、修復作業が完了する

まで LRC が保持する。当該不動産所在地の自治体の正式

な居住証明の発行をもって、不動産譲渡証書が購入者に渡

され、購入者は住宅価格を支払う。Cuyahoga 郡 LRC で

は、900 件の修復のうち 650 件がこのプログラムを通し

たものであり、うまくいっていると自己評価している。 

6.3.3 居住目的購入者優先プログラム 

Cuyahoga 郡 LRC が実施している。多少の修繕が必要

な住宅を対象にして、所有して 3 年間以上居住を希望する

人に優先的に当該住宅を販売する。販売情報を発信してか

ら 30 日間は、そのような人を優先する。Lucas 郡でも、

同様に、住宅所有優先プログラムを有しており、最初の 20

日間はそのような人のみ受け付ける。対象は戸建て住宅で

修復費用は 15,000 ドル未満である。 

6.3.4 銃後の退役軍人住宅所有プログラム 

Cuyahoga 郡 LRC が実施している。修復した住宅もし

くは自分で修復する住宅の購入を希望する退役軍人は販
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 売価格の 20％の割引を受けることができる。 

6.3.5 一般再利用プログラム 

再開発のために購入を希望する個人・組織用のプログラ

ムで、Hamilton 郡 LRC が実施している。空き地は 1,500

ドル以上、改良した不動産は 5,000 ドル以上であり、最終

的には市場価格及び再開発に必要な投資額により価格が

修正される。 

6.3.6 ガーデニング・プログラム 

Cuyahoga 郡と Hamilton 郡の LRC は、住民、地域グ

ループ、協同組合などに、コミュニティ庭園あるいは都市

庭園として利用する土地を提供する。ガーデニングにより、

地域に喜びをもたらし、景観を損なう雑草の繁茂やごみの

投棄を防ぐことができる。Lucas 郡 LRC には、ガーデニ

ング以外にも市民団体などに LRC 所有の不動産の維持を

無償で行ってもらう Adopt-a-Lot Program がある。 

７．おわりに 

オハイオ州の郡レベルのランドバンクは、クリーブラン

ド市やミシガン州のランドバンクの経験を踏まえて、制度

設計がなされている。理事者は郡や市の首長・議員・役職

者などが占めているものの、非政府・非営利組織としての

自由度が担保されているとともに、固定資産税に関する罰

金や延滞利子の 5%という安定した運営財源が確保されて

いることが強みといえる。また、ミシガン州のランドバン

クと異なり、不動産の取得が戦略的、選択的であり、空き

家や空き地の維持管理ではなく、生産的再利用、課税対象

に戻すことを強く意識している。不動産の取得は税滞納差

押の伝統的プロセスだけに頼るのではく、取得期間を短縮

する Board of Revision 方式が導入されている。また、大

手市中銀行ばかりでなく、HUD や Fannie Mae からも不

動産を取得し、抵当融資差押物件にも対応している。 

ただし、問題として、不動産市場の回復が遅れているた

め、補修した住宅が採算割れの価格でしか売却できないこ

となど、持続可能なビジネスとなっていないことが挙げら

れる。また、依然として大量に存在する放棄住宅除去のた

めの外部の財源がいつまで継続するかという大きな懸念

もある。 
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