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３．活用検討の支援 

 

３－１．空き家活用イメージの共有 

（１）空き家活用支援事例の調査 

空き家の活用方法を検討するにあたり、空き家及び住宅の地域でのコミュニティ活用の支

援に積極的に取り組んでいる一般財団法人世田谷トラストまちづくりにヒアリング調査を行

った。 

 

一般財団法人世田谷トラストまちづくりヒアリング 

 

日 時：２０１６年１月１９日（火）14:00～16:00 

出席者：(一財)世田谷トラストまちづくり ２名 

千葉市 ２名   ちば地域再生リサーチ ２名 

 

【全体】 

・世田谷トラストまちづくり（以下財団）の創立趣旨と空き家事業を始めた経緯について 

・区と財団の関係・役割分担について 

・区から財団に運営補助金や委託費がついていますか？ 

→ 区の都市整備公社と世田谷トラスト協会が統合され、区における自然環境、歴史的・

文化的環境の保全、コミュニティ形成などの居住環境の創出を目的として H18 年 4 月

に設立された。財団の組織構成は区営住宅や特優賃事務の課とまちづくり・環境保全

の課の２課で事業を実施しており、空き家事業については世田谷区からの「空き家の

活用」を受託事業として実施している。平成 23年 3月の第三次住宅整備方針重点プロ

ジェクトにおいて、空き家を地域交流の場や子育て支援、高齢者支援の福祉目的に活

用し、地域交流の活性化につなげることが掲げられ、「地域共生のいえ」として様々な

活用がされている。 

その他、「世田谷らしい空き家の地域貢献活用モデル(以下モデル事業)」として、地

域活動団体による地域貢献活動の企画に対し、モデル事業として採択された団体に補

助を行う事業や区の福祉部局やこども部局で所管する事業に活用する 3 本立てで取り

組みを行っている。 

・区で空き家の実態調査を行っていますか？ 

→ 実態調査は行っていない。平成20年の住調によると34,800戸、平成 25年では52,000

戸空き家率は 10.4％(その他住宅の割合も増加している)。（千葉市の空き家総数は

52,700戸、空き家率は 11.5％） 

・空き家バンクに対する考え方について 

→ 戸建住宅の割合が多く、市民自治の風土が根付いていいたことから、空き家を福祉

目的や地域コミュニティの活性化を掲げた活用方針に至ったのではないか。住宅の供

給は区営住宅や開発による集合住宅が担っているので、空き家バンクの検討自体して

いない。 
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【相談窓口】 

・相談窓口にはどのような方が訪れますか（空き家所有者、空き家活用希望者、地域住民、等）。

窓口に来たきっかけ、相談内容はどのようなものですか？ 

→ こども、福祉関係など活用希望団体が 6 割、所有者が 3 割、取材や自治体などが 1

割。 

・月にどのくらいの相談がありますか？ 

→ H25～26 年度で 67 件の所有者から相談があり、そのうち 43 件を調査に行った。そ

のうち 7 件は法的な規制で対応不可。H27 年度は 4 月～12 月末現在で 57 件の相談、

うち 26 件調査に行った。うち 11 件が対応不可。 

 

【空き家所有者】 

・財団から空き家所有者の登記簿を調べてアプローチすることはありますか？ 

→ 基本的に窓口での周知。今年度から所有者または団体向けに出張相談会を開始した。

空き家と思われる住宅にチラシをポスティングすることはある。 

・空き家の所有継続で、どのような課題や希望がありますか？ 

→ 思い入れのある所有物があり、取り壊すのは忍びないので自分では使わないが地域

に開放したい、いずれ戻ってくることを考えている、など。複数の空き家活用法の内

の一つとして考えている人もおり、一般の事業者からより高い賃料が提示され、そち

らに流れてしまうことがある。 

 

【空き家活用希望者】 

・募集はどのようにおこなっていますか？ 

→ 随時、窓口にて。ＨＰなど。 

・どのような課題や希望がありますか？ 

→ 家賃や活動への理解。所有者に決定権があるので団体のプレゼン能力が問われる。

所有者が活動に共感し、賃料が減額されたケースもある。 

【地域住民】 

・地域内の空き家に対し、どのような意識を持っていますか？ 

・地域住民はどのような形で関わりますか？特に、空き家活用方法の意思決定への関わりにつ

いて。 

→ 所有者と活用希望団体のマッチングができた段階で、所有者と財団職員が町内会に

対して説明を行う。近隣住民へは住宅を開放し、使用してもらうことで理解されてい

く。財団職員自身が地域とのマッチングについて判断することはしない。 
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【検討開始前のコーディネート】 

・空き家所有者と空き家活用希望者のマッチングは、どのように行っていますか？ 

→ 空き家の見学会を必須とし、見学会で時間を区切って所有者に対し団体がプレゼン

を行う。活用希望者には事前に活用希望団体紹介シートに記入していただき、所有者

は団体に多くの質問を行い、基本的にオーナーが判断する。財団はそこに同席し、双

方にアドバイスをしている。想いの強い団体も多く、過去にはコーディネーターの伝

え方についての批判もあった。現在ではオープンな形でマッチングを行っており、自

然にふるい落とされる。 

・まちづくりの専門家の派遣について、どのような団体と連携体制をとっていますか？ 

→ 建築士事務所協会、宅建協会、全日不動産協会、信託銀行と連携を図っている。宅

建の 2 団体は契約について、建築士事務所協会はモデル事業で採択された団体のサポ

ートとして建物の改修についてのアドバイスをしている。信託銀行はまちづくりファ

ンド助成事業としてまちづくりのさまざまな活動に対して助成している。 

【空き家活用方法の検討】 

・どのような手順で検討を進めていますか？ 

→ 所有者や活用希望団体が相談窓口に来訪→HP にて物件紹介→見学会の開催→マッ

チング（4～5 回）→契約。 

・住宅を居住以外の用途で使用する際の課題や解決方法について。建築的な面、法的な面（用

途地域等）について。「地域共生のいえ」や「モデル事業」の住宅の用途はそれぞれ何ですか？

用途変更などの建築確認の有無はありますか？ 

→ 用途などの判断と法的な規制は区で対応している。区全体で推進しているので建築

部署では柔軟な用途判断をしているものと思われる。違反建築部分があった場合には

是正を求めており、対応ができない場合は相談の段階で断っている。 

・空き家所有者、空き家活用希望者間ではどのような契約を交わしていますか（改修内容、原

状回復義務、制限、期間、敷金・礼金の有無等）。宅建業界との連携はありますか？契約書の

ひな型はありますか？ 

→ 所有者の意向によるところが多いので、所有者が付き合いのある不動産店で契約す

ることもある。契約に関しては宅建 2 団体に任せており、特にこちら側からひな型を

作成したりはしていない。 

・新耐震基準に満たない住宅の活用について耐震改修の有無を義務付けていますか？ 

→ 耐震性の有無を確認するために登記簿や建築確認の書類を用意してもらい、築年に

より判断している。旧耐震基準の物件は耐震改修をするようお願いしている。 

【空き家の運営】 

・空き家の運営はどのように行われていますか。空き家所有者、空き家活用者、地域住民、世

田谷トラストまちづくり、世田谷区の役割について。 

・どのような方が空き家を利用していますか。 
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→ 「地域共生のいえ」については所有者が地域貢献に賛同することが条件で、主体と

なって行うものなので活用者でもある。地域住民は利用者になる。財団は運営する団

体とのマッチングや広報を担当する。区は運営には関わらない。 

【その他】 

・継続できなくなった事例等はありますか？ 

→ 今のところ、ない。 

・区から空き家の改修費用への補助はありますか？ 

→ 耐震改修の補助はあるが、居住が条件となっているので空き家についても要件に加

えることを検討している。モデル事業は区からの直接補助となるので初期費用として

耐震改修やリフォーム等に使ってもらっている。 

・金融機関との連携はありますか？ 

→ 世田谷まちづくりファンド助成事業をＭ銀行が行っており、連携している。原資が

ない所有者には融資も行っている。 

・マンションの活用事例はありますか？ 

→ モデル事業で 1F の空室を活用し、2･3F に居住しているというケースはあるが、想

像しているようなマンションのような事例はない。 

・「地域共生のいえ」や「モデル事業」を行ってきた結果、出てきた課題はありますか？ 

→・地域貢献を唄っているが、理解してくれない方もいるので、もう少し広告に力を入

れる予定。 

・事業者の決定を財団で行うことも検討したが、現在は所有者に委ねている。その方

がスムーズに決まるし、遺恨がない。 

・現在、建築士事務所協会はモデル事業のサポートしかしていないが、今後、相談の

段階の現地調査などにも協力してもらおうと考えている。 

・マッチングについては募集などの間口を広くし、コーディネートを慎重に行うとい

うのがポイントになるが、とても時間と労力がかかる。 

・今後は所有者や地域団体に対しコーディネーターの派遣なども検討していく。 

・区として空き家管理に関する取り組みはありますか？ 

→ 現在、特措法を補完する空き家管理条例を検討中。また、この 2 年以内に特措法の

空き家対策計画を策定する予定。来年度は耐震補強の方法等、技術的なアドバイスが

できるような専門家派遣を行いたい。 

・空き家事業に関する予算規模はどれくらいですか？ 

→ 区からの受託事業費は人件費込で 800 万（2 人体制）。その他モデル事業で 200 万×

3 団体で 600 万が空き家事業費として計上されている。 
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（２）空き家活用事例の現地調査 

世田谷トラストまちづくりの関与する空き家活用事例のうち、今回の事業において空き家

の活用を検討するＢ地区と同様の戸建て住宅であり、かつ、応募団体の想定する用途に比較

的近い活用を行っている３事例の見学及び運営者、所有者へのインタビューを行った。 

 

日 時： ２０１６年２月２４日(水) 9:00～17:30 

参加者：  地域住民、千葉市、ＮＰＯ法人ちば地域再生リサーチ 

見学場所： ・シェア奥沢（世田谷区奥沢 2-32-11） 

 →昭和初期の住宅を、アートとデザインを通したコミュニケーションの場に。 

 ・タガヤセ大蔵（世田谷区大蔵 5-14-6） 

 →木造アパートの１階を、認知症カフェを備えたデイサービス施設に。 

 ・岡さんのいえＴＯＭＯ（世田谷区上北沢 3-5-7） 

 →築 70年の住宅を、「まちのお茶の間」としている多世代交流の場。 

 

〇行程 

 
 

 

  

Ｂ地区 

集会所 

出発 

9:00 
集合 
8:45 

シェア奥沢 

出発 
11:30 

到着 
10:30 

昼食 

出発 
13:00 

到着 
12:00 

タガヤセ大蔵 

到着 
13:30 

出発 
14:30 

岡さんのいえ 

ＴＯＭＯ 

到着 
15:00 

出発 
16:00 

Ｂ地区 

集会所 

到着 
17:30  
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① 空き家活用事例の見学とインタビュー調査 

ａ．シェア奥沢 

日時：２０１６年２月２４日（水） １０：３０～１２：００ 

場所：シェア奥沢（東京都世田谷区奥沢２－３２－１１） 

１．検討の経緯 

・この建物はずっと空き家でごみ屋敷状態であった。 

２．建物について 

・空き家活用事自体を目的にしてはいけない。耐震補強をしたり、断熱改修をしたりする

と、経済的には絶対成り立たない。 

・玄関の鍵はパスワード式。 

３．運営について 

・昨日のイベントでは 50 人くらい入った。椅子も 50 脚ある。 

・ここでは人を雇ってはいない。 

・コワーキングの利用者のＷさんは週２、３回、子どもが幼稚園に行っている間、ここで

仕事をしている。Ｗさんは勤めている外資系のオフィスデザインの会社は、在宅勤務に

理解がある。 

・シェア奥沢は普段の居場所、サードプレイス。午前中は地域の方、午後はフリーのライ

ター、建築家、デザイナーなど、クリエイティブな仕事をする若い人が活用している。 

・休日の夜は集まりで活用されている。昨晩は近隣の人、遠方の人あわせて 50 名以上の人

が集まり、講演会が行われた。 

・女性が良く利用する。男性は、リタイアメント世代が来る。60 歳前半～。最高齢は 92

歳の女性。 

・シェア奥沢は、オーナーとシェアマネージャーが運営を行っている。人をつないだり、

講師を呼んだりしている。 

・もうすぐリタイヤする男性、近所に住む女性が活用している。 

・常連さんは、ここを自分の家のように洗濯やトイレ掃除、イベントの準備などをしてく

れる。 

・初めて利用する人の予約は受け付けていない。 

・登録利用団体は、長期的に予約をして利用でき、使い勝手が良いことが公民館にはない

メリット。東京では公民館を予約するために２カ月前に抽選が行われるが、倍率が高く、

半分くらいしか利用できない。 

・昨日の午後は、着物のリフォーム教室が行われた。ここにはミシンが預けられているが、

公民館ではこのようなことはできない。 

・昨日の夜は、先生（姉）を呼んでの 60 人くらいの集まりがあった。 

・場所代はすべて有料。 

・要介護５の母が敷地内に住んでいるが、ここでランチ会などが行われるときには引っ張

ってくる。 
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・この場所は親族の集まりにも使い、理解を得ている。 

・ここに来る人は一人暮らしの女性が多い。 

・男性のデビューが非常に少ない。初めてここに来るきっかけとしては、講演会などのテ

ーマが面白いと来るので、そこで顔見知りができると来やすくなる。また、パソコンの

指導や家の修繕など、地域ボランティアを行い感謝されることにより存在理由ができる。 

・ここは住み開きではない。住み開きはたまに家を空け、その人に会いに行く、という形

になるので敷居が高い。ここは利用料を払って行く、公民館のような場所。 

・利用料金はだいたい公民館の倍くらい。コワーキング（ドロップイン）は 500 円/4H（お

茶代込）、ＮＰＯ等への場所貸しは 1,000 円/1H。参加者から商業的にお金を取る場合の

場所貸しは 2,000 円/1H。イベントは 1 万円または 2 万円/回。 

・常連さんが利用する場合、利用料金は秘密の引き出しに入れてもらうことにしている。 

４．地域との関係 

・毎週火曜日の午前中はヨガ教室が開催されており、地域の方８名くらいが参加している。 

・戸建て住宅街にサードプレイスができ、交流の場になると利用する人と地域の人が

Win-Win の関係になれる。 

・シェア奥沢があるということでこの地域に引っ越してくる人もいる。 

・地域には成熟したコミュニティが必要だと考えている。 

５．行政との関係 

・（質問）消防設備の設置、保健所の許可や、事故に対応するための保険に入るなどはして

いるか。また、このような使い方に対して行政の許可は出るのか。 

→ここで行われていることは利用者が自己責任の下で行っているという扱いになるため、

許可等は必要ないことを世田谷区に確認した。一方で、ＡＥＤ、非常用電源を準備する

ことにより、防災拠点になるようにしたい。 

６．今後について 

・シェア奥沢では４月からデイサービスを始める。世田谷区では地域包括ケアとして、住

民主体型デイサービスの募集を行ったが、ここはその第一号になる。要介護になる前の、

要支援の方向け。ご飯を出し、３時間預かり、好きなことをやっていただく。 

・コワーキングはデイと違っていろいろな人が来る。コワーキングに来る若い人とデイに

来る人が交流できるのが利点。 

・要介護に認定されてここに来た人でも、要支援に戻り、スタッフとして運営するという

こともある。 
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外観 

続き間 

庭 

増築部 

コワーキングスペース シェアキッチン 
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ｂ．タガヤセ大蔵 

日時：２０１６年２月２４日（水） １３：３０～１４：３０ 

場所：タガヤセ大蔵（東京都世田谷区大蔵５－１４－６） 

１．検討の経緯 

・大蔵は低層の住宅の広がる街だが、あまり人が来る場所ではない。 

・最寄り駅は成城学園だが、徒歩 20 分かかり、あまり交通の便が良くないため、駅から

近いところと比べて賃貸住宅としての人気がなく、空き室が増えてきた。 

・リフォームして魅力を高めようとしても、そのような情報はなかなか届かないため、住

宅以外の用途で活用したいと考えた。 

・たまたま祖父が要介護になったとき、ケアマネージャーになったのが現在運営している

福祉法人で、「高齢者が在宅で自分らしく生きていくことを大切にする」という考えに

共感し、一緒にやることにした。 

・都市計画道路を作るために伐採した黒松を木材にするワークショップを実施した。 

・検討開始から着工までは一年半くらい。他の事例を見に行ったりして検討を行った。 

・今回のプロジェクトはだれか一人が引っ張っていったというよりは、みんなで何となく

やっていったという感じ。 

２．建物について 

・この建物は１階３戸、２階３戸の６戸の賃貸住宅だった。真ん中が１Ｋで 20 ㎡くらい

左右が２Ｋくらいの、100 ㎡ないくらいの広さ。 

・入口は二か所。 

・建築的には全部の部屋をつなげて構造用合板を張り、白いペンキを塗っただけ。床も無

垢材を張っただけ。手すりもなるべくつけないようにしている。 

・普通の人も違和感なく入れるようにこのような工夫した。 

・真ん中に大きな業務様のキッチンを設置し、料理をしやすいための動線にした。 

・初めに事業者を決めたため、事業者がやりたい改修をすることができた。 

・この建物は新耐震基準の建物だったため、改修により耐震性が上がるのか、下がるのか

分からず、構造計算が難しかった。結果として建物の強度は向上した。 

・改修工事には世田谷トラストの助成金として 200 万円が入っているが、それ以外に事

業者負担分だけで 1,700 万円かかっている。また、それに加えて事業者側の設備投資の

工事費がかかっている。 

・福祉事業者の中では手すりはあればあるほど安全というのが常識であったが、改めて必

要性を検証したところ必要ないという結果になった。今のところ転倒事故などは起きて

いない。 

３．運営について 

・10 名の方がデイサービスとして通所されている。認知症の方が中心。 

・特徴は料理をつくるということ。大きなテーブルをみんなで囲む。 

・デイサービスに加えて、地域の寄り合い所、という位置づけがある。介護保険法的には
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空間がエリア分けされているが、相互の交流を図るために物理的に壁を作ることはして

いない。 

・訪問者を「見守りボランティア」と位置づけることにより、デイサービスエリアに入れ

ることにしている。 

・シェア奥沢は自宅を兼ねているため事業性は二の次だが、ここは賃貸住宅なので収益性

を確保しながら地域に開くことを考えた。 

・コストを抑えるため初めは簡素に作り、必要があれば後から付け加えることにした。 

・10 名が定員のデイサービス。 

・料理を朝から作ってお昼に食べる。お茶菓子も作って食べる。 

・畑があり、野菜を取りに行き、その野菜を作って調理する。このような活動を頭の運動

に役立てている。 

４．地域との関係 

・認知症カフェを月一回やっていて、認知症についてのレクチャーを行う。そこで、介護

をする人たちは仲間づくりをしている。 

・身内の様子がおかしくなった時に、ケアマネージャーを通して認知症への対応方法や施

設を知るのではなく、普段の身近な活動の中で認知症やこの場所のことを知っていても

らい、いざというときに相談できるようにしている。 

・既存のストックを活用することにより、近隣からの苦情が来ることが抑えられている。 

・外から来た第三者が建物を購入し、収益事業としてこのようなことをするのであったら

地域は反対だったと後で町内会長に言われた。 

・事業者が地元の人であったことと、外観がアパートのままであったことが、地域から大

きな反対が起きなかった要因であった。 

・ここを利用する人は、すぐ近くに住んでいる方というよりは、少し離れたところに住ん

でいる方。あまり近いとかえって来づらいようである。 

・地元の町内会との関係は、何かがあれば連絡を行ったりはするが、基本的には見守って

くれているという感じ。 

５．行政との関係 

・行政の力は助成金以上に、ＰＲすることに役立っている。 

・世田谷トラストの紹介で、学生など今まで 40 人くらい勉強に来たが、そのうち 10 人

くらいがボランティアとしてここに残ってくれて、週１回、月１回という形で得意なこ

とをやってもらっている。 

６．今後について 

・２階には３戸あり、１戸はそのまま住居として住んでいる。もう１戸はまちづくり活動

ができる場にしたいと考えている。 
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外観 

談話室 デイサービススペース 

キッチン ガスコンロ 

カフェコーナー 
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ｃ．岡さんのいえＴＯＭＯ 

日時：２０１６年２月２４日（水） １５：００～１６：００ 

場所：岡さんのいえＴＯＭＯ（東京都世田谷区上北沢３－５－７） 

１．検討の経緯 

・この建物に住んでいた岡さんは占領下の国会議事堂で英文のタイピストをしていた人。

今でいうキャリアウーマンのはしり。 

・岡さんが住んでいたころは、女性２人が来て、週に何日か英語を教える、ピアノを教え

るなどの場所として使用していた。 

・事業者は岡さんの遺言でここを地域の方に使ってもらいたいという形で、私にこの家を

遺贈された。 

・遺言に基づき家を遺贈されたものの、どのようにすればよいのか途方に暮れて、地域共

生の家の制度が始まったばかりの世田谷トラストまちづくりに相談し、支援を得た。 

・岡さんが亡くなる前から世田谷トラストへの相談や、耐震改修を少しずつ始めていた。 

・岡さんのいえは 2007 年の 7 月にオープンした。岡さんはその 7 年前頃まで住んでいた

が、その後グループホームに入り、2006 年 12 月に 99 歳で亡くなった。人が住んでい

なかった期間は 5 年間くらい。 

２．建物について 

・天井は一度天井板を一度はがし、改修後それを張りなおした。 

・耐震性について、当初は 0.3 であったが、耐震改修により現在は 1.2 になっている。 

・ペンキは企業より寄贈されたものをみんなで塗った。 

・壁があった場所を抜いて耐震改修を行った。 

・耐震改修はクラウドファウンディングで資金を集めた。耐震改修で設置した筋交いは室

内から見える状態にして、投資した人の名前を記載した。 

・建物は昭和 25 年に建った建物なので、耐震性に問題があった。昨年の 10 月頃に耐震

改修工事を開始し、2 カ月くらいかかった。 

・建物について、元は平屋だったが、昭和 40 年代に２階を増築している。 

３．運営について 

・はじめはフィールドワークという形で、やりたいことをやってみた。 

・認知を広めるためにいろいろなイベントを開催した。 

・現在毎週水曜日に開催している「あいてるデー」は、開設して３年目くらいから始めた。

水曜日は小学校が早く終わるため。 

・中は子連れのお母さんが多いが、玄関先の駄菓子屋には小学生が小銭を握りしめてやっ

てくる。 

・運営には費用が掛かるため、まちづくりファンドという助成金を取ることにした。 

・元利用者だった人がスタッフとして運営している人もいる。 

・課題はやはりお金。ここまで助成金を頼ってやってきたが、今後については模索中。 

・パンフレットの表紙はスタッフが自分で描いた。費用は助成金を取って印刷費等をねん

出した。デザインもスタッフの女性が行っている。 
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・利用者について、水曜日は子供連れのお母さんが多い。日曜日は趣味の教室なので、い

ろいろな人が来る。あとはシニアの方。3～40 代の働き盛りの男性は少ない。 

・運営費用について。建物は持っているだけでも固定資産税や光熱費などがかかる。地域

に開放しているが、公共施設ではないため、助成金などを利用している。あとは場所貸

し代。土曜日の午前中に開催しているそろばん塾など。 

・場所貸し（1,000 円/1H）は少しずつ定着してきており、借金を月々で返す見込みが立

った。 

・スタッフには給料をだしていない。 

・見守り会員に運営をお願いしているが、会員には逆に年間 3,000 円の会費を払ってもら

っている。 

・ここの手伝いをしてくれている人には、みんなに同じことをやってもらうのではなく、

できること、得意なことをやってもらっている。 

・岡さんのいえの活動は、「マーケットには逆行しているが、トレンドには合っている」

と言われている。 

・日曜日のサンデークラブは去年から、みんなから手が上がったから始めた。初めから力

み過ぎず、肩の力を抜いてやってもらいたい。 

４．地域との関係 

・３年目くらいから児童館や小学校とのつながりができてきた。初め、事業者は地域に住

んでいたわけではないため地域とのつながりがなく、コソコソ活動していた。 

・５年ほど前に縁側で子供がわんわん泣いていた時に、近隣に住むおじさんにうるさいと

言われた。その後、子どもと一緒に謝りに行ったら、にこにこして待っていてくれた。

このようなことを続けていくことが理解につながると思っている。 

・最初から派手に活動するのではなく、こそこそと活動を広げていったことが、理解を得

ることにつながっていると思う。 

・産婦人科の赤ちゃん相談をしている人の紹介でここを知り、来るようになった人も多い。 

５．行政との関係 

・トラストまちづくり大学という市民大学のシニアのメンバーが、ここをオープンして数

か月後にスタッフとして入ってくれた。また、そのおかげで（一般的にこのような場に

来づらい）男性に来てもらうことができた。 

・行政と連携するのであれば、ひもが付いたから頑張らなきゃ、とか、ひもをつけたから

量を呼びなさい、とか、定量とか定性とかということにこだわらずにやっていただきた

い。そこにこだわると無理が生じる。 

６．今後について 

・活動費を得る方法が課題。場所貸しにより費用を得られるようになってきたが、このよ

うに助成金に頼らない方法をみつけていく必要がある。 

・地域の人は私たちの知らないことをいっぱい知っている。地域の人を巻き込んでいくこ

とがこれからの課題。 
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外観 予定表 

縁側 砂場 

玄関内側（だがしや営業日） 

 

続き間 
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② 空き家活用事例の分類 

世田谷区の３事例の見学及びインタビュー調査に基づき、事例を運営主体及び活用方法

で分類した。 

「シェア奥沢」は、大家自身が運営を行い、空き家を私設公民館のような共用空間とし

て活用している。この方法の利点としては、運営主体への賃金の支払いが不要であること

や、地域住民の理解が得やすいことが挙げられる。 

「タガヤセ大蔵」は、基本的には事業者が運営を行っているが、大家は事業開始前及び

事業開始後も運営主体と意見交換を行っている。この方法の利点としては、大家は日常的

な運営を行う必要がないこと、運営者はデイサービス事業により介護保険適用による介護

サービスが収益となるため、安定した事業及び入居を継続できることが挙げられる。 

「岡さんのいえＴＯＭＯ」は大家自身と取組みに賛同する協力者により運営が行われ、

子ども連れの親や児童、高齢者などの多世代交流の場として活用している。この方法とし

ては、大家に過度の負担がかからないことや、地域の多様な方が利用しやすいことが挙げ

られる。 

 

 

 

 

 

表３－１ 世田谷区の空き家活用事例の分類 

 

  

活 用 方 法

共用空間 高齢者支援 多世代交流

運

営

主

体

大家

自治会

事業者 タガヤセ大蔵

岡さんのいえ
ＴＯＭＯ

シェア奥沢
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（３）空き家活用の公開研究会の実施 

空き家の活用を想定するＢ地区において、地域住民、千葉市、ＮＰＯ法人ちば地域再生リ

サーチによる「空き家活用の公開研究会 －戸建て住宅地での空き家活用の可能性と課題－」

を開催した。 

研究会では、戸建て住宅地の課題の抽出、空き家活用事例見学会の報告、空き家活用の可

能性の検討を行い、空き家活用モデル作成に向けて地域住民の考えを確認するため、質疑応

答及びアンケートを実施した。 

なお、研究会開催前に、地域住民より空き家を活用することにより、住環境の悪化を危惧

するご意見が寄せられた。 

 

日時： ２０１６年３月５日（土） １９：００～２０：３０ 

場所： Ｂ地区集会所 

出席者：千葉市 ２名  ＮＰＯ法人ちば地域再生リサーチ ３名 

Ｂ地区住民の皆様・約 35 名 

議事次第： 

１．ごあいさつ 

２．千葉市における空き家の現状 

３．戸建て住宅地の課題 

（１）「空き家の有効活用に関するアンケート」の報告 

（２）戸建て住宅地の課題の抽出 

４．空き家活用事例見学会の報告 

５．空き家活用の可能性の検討 

（１）空き家活用事例の評価 

（２）戸建て住宅地で空き家活用を行う可能性と課題 

６．おわりに 

 

 

① 公開研究会での質疑 

【ＮＰＯ法人ちば地域再生リサーチとの協働について】 

（住 民）これは市と地域との話し合いの場なのになぜＮＰＯが入っているのか。 

（千葉市）行政よりも専門的な知識を持った団体と協力してより良い市民サービスを提供

する協働事業として、ちば地域再生リサーチからの提案が採用された。 

【空き家活用の事前通知について】 

（住 民）Ｂ地区で何らかの団体が空き家活用を行う場合、事前に通知されるのか。 

（千葉市）現在のところＢ地区において具体的な予定はない。また、千葉市としても現在

のところ活用する団体と地域をつなぎ合わせるという取り組みはない。ただし、

他地域でそのような取り組みを行っている行政もあるため、今後は参考にして

検討していきたい。 
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【Ｂ地区選定の理由】 

（住 民）今回、Ｂ地区が選定された理由は？研究の目的は？ 

（ＮＰＯ）今回の協働事業ではＮＰＯ法人ちば地域再生リサーチのこれまでの活動で関係

があった３地区を対象に研究を行ったが、その中で活用できる可能性のある空

き家があったＢ地区が選定された。 

【用途地域について】 

（住 民）この地区は住宅以外の活用ができない地区だと考えているが。 

（ＮＰＯ）用途地域としてそのように定められているため、その範囲内での活用になると

考えている。 

【地域の課題と空き家の関係について】 

（住 民）Ｂ地区で今後空き家が増えるとは考えていない。また、今後もこの地区で空き

家が大きな問題になるとは考えていないので違和感がある。 

（住 民）高齢化対策と空き家対策はどのような結びつきがあるのか。 

（ＮＰＯ）住宅地の中で空き家を福祉活用したいという団体はいる。今回の研究会では、

このような活用方法も含め、空き家の有効活用の可能性についてご意見を伺い

たい。 

【千葉市全体としての空き家についての考え方について】 

（住 民）空き家の問題は相続の問題、高齢化の問題、都心回帰の問題など、社会的な背

景がある。縦割りの議論をしても意味がない。千葉市全体の考え方が必要。 

（ＮＰＯ）そのような問題は重要であるが、今回の会では具体的な事例を見ていただき、

それに対する意見をいただきたいと考えている。 

【用途混在の評価】 

（ＮＰＯ）事例を見ていただきましたが、このような施設へのご意見をお願いします。 

（ＮＰＯ）住宅政策課は空き家をすべて退治しようとしているわけではない。これまでの

用途の混在を許さない都市計画への疑問があり、今回検討を行っている。 

【補助金について】 

（住 民）助成金を出してまで空き家を活用する意味はどこにあるのか？ 

（千葉市）美浜区の補助金については、地域のためになるような活動の申請に対し、審査

の上で行われる補助金である。 

【空き家の活用を希望する団体について】 

（住 民）空き家は資源と言っているが、三十数年経った建物の資産価値はゼロである。

そのため空き家のことだけではなく、空き地のことも含め、総合的に考えなけ

ればいけないのではないか。 

（住 民）今回空き家の活用をすると説明のあった団体の提案の説明はごく簡単なものだ

けしかなかった。 

（千葉市）今回の団体は活用が決定したものではなく、この団体の提案を基に検討をした

いということであったが、誤解が生じてしまった。 
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【用途混在の課題】 

（住 民）地域にいろいろなものを入れていこう、という考えを聞いて初めて真意が分か

った。 

（住 民）吉祥寺の空き家を活用した近隣に住む友達の話では、自転車の問題などで周り

が迷惑していると聞く。 

（住 民）空き家の活用を自治会が行う、というのではいけないのか。 

（ＮＰＯ）今回、突然団体が出てきたような形になってしまったが、例えば岡さんのいえ

のように空き家の活用を所有者の方が行う形だった場合や、自治会が行うので

あればよかったのかなど、そのようなご意見を伺いたい。 

【迷惑空き家について】 

（住 民）空き家の管理を所有者に義務付けることはできないのか。 

（ＮＰＯ）空き家の問題には量の問題と質の問題があると考えている。後者、迷惑空き家

の問題については、法律の改正があった。 

（千葉市）迷惑空き家については地域振興課に相談していただければ所有者を調べ、対応

を依頼することができる。 

【地域の課題について】 

（住 民）今回のことは事前に住民に十分周知されていなかった。そのことが問題だった

のではないか。 

（住 民）地域活性化の問題は重要な問題。防災の問題など。世田谷区の取組みは空き家

対策ではなく、地域の再生や活性化が目的。空き家が前面に出てきてしまうと、

話がかみ合わない。 

（住 民）いきなり地域の課題と急に言われてしまうと反発がある。 

（ＮＰＯ）そこは反省がある。今回１年で調査から提案まで行うことになっていて、時間

の制約もあってこのような進め方になってしまった。 

（ＮＰＯ）地域の課題を聞くというよりは地域をどのようにしたいですか、と聞くべきで

あったと思う。 

【ＮＰＯ法人ちば地域再生リサーチの取組みと空き家問題の関係について】 

（住 民）ＮＰＯの取組みは理解できるが、空き家ではなくて稲浜ショップの空き店舗で

やってはどうか。 

（住 民）空き家の問題とＮＰＯの取組みは別のことであると考える。空き家の問題は所

有者個人の責任なのではないか。 

（千葉市）基本的に所有者の問題であるが、これから空き家が増加していった段階では行

政としても対応を考えていかなければならない。 

 

② 公開研究会参加者に対するアンケート調査 

回収アンケート数：12  

回答者の属性  年齢：60 代 3 名、70 代 4 名、80 代 1 名 （性別：男 5 名、女 3 名） 
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問 1．戸建て住宅地の課題の抽出 

① Ｂ地区の現在の課題 

・問題なし 

・高齢化 

・高齢化 

・高齢化と医療、介護問題。若い世代の入居の推進 

② Ｂ地区の将来の課題 

・問題なし 

・旧耐震基準の建築物が多く災害が心配 

・高齢化施設を考える。活性化と 

問 2．「シェア奥沢」のような空き家活用の評価 

① 利用したいと思いますか？ 

思う・・・１人 

思わない・・・９人 

（母数：10） 

② Ｂ地区の課題の解決に役立つと思いますか？ 

思う・・・０人 

思わない・・・１０人 

（母数：10） 

記述意見： 

・こんな広いスペースのある家はない 

・今後の参考に勉強要、場所にもよると思う 

問 3．「タガヤセ大蔵」のような空き家活用の評価 

① 利用したいと思いますか？ 

思う・・・１人 

思わない・・・９人 

（母数：10） 

② Ｂ地区の課題の解決に役立つと思いますか？ 

思う・・・１人 

思わない・・・９人 

（母数：10） 

記述意見： 

・この様な施設を築き活用するにはある程度の広さが絶対に必要だと思う 

・不勉強で回答できない。事業者の考え方、やり方による。町内の場所にもよる。 
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問 4．「岡さんの家ＴＯＭＯ」のような空き家活用の評価 

① 利用したいと思いますか？ 

思う・・・１人 

思わない・・・９人 

（母数：10） 

② Ｂ地区の課題の解決に役立つと思いますか？ 

思う・・・１人 

思わない・・・１０人 

（母数：11） 

記述意見： 

・モデル地域として世田谷区のこのような所に見学会に行くのは無駄。 

・何かの形でふれ合いの場は必要。問題は運営方針。内容による。 

問 5．住宅地の内側で空き家活用を行う可能性と課題 

① どのような用途で活用すると良いと思いますか？ 

・住居として 

・売れて若い世代が入居されるのが一番 

・若い世代の入居。活性化に続くもの。 

② どのような課題があると思います？ 

・海浜幕張等新しい建物が次々と出来るので、旧住宅街は厳しいかも？ 

問 6．住宅地の外側で空き家活用を行う可能性と課題 

① どのような用途で活用すると良いと思いますか？ 

・質問の意味が理解できない 

・交流の場は必要。散歩できる街に。気軽な開かれた街に。 

② どのような課題があると思います？ 

・特になし 

・人口が減少していることは確かなので、新しい大規模な地域を広げるのではなく住宅

の売買等に手を貸すべきでは？ 

・6丁目の活性化をどうするか 

問 7．今回思ったことや、これから考えたいこと 

・空き家の管理を所有者に義務付ける 

・モデル地域として 6 丁目をターゲットにすることは時間の無駄、経費の無駄だと思い

ます。閑静な住宅地内にデイサービスのようなものを作るのは迷惑。 

・6丁目に空き家活用は必要ない 

・住民の質問意見に賛同してます 

・不勉強で申し訳ありませんが、大変勉強になりました。高齢化と空き家、福祉問題は

避けて通れない問題。勉強が必要です。 
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（４）空き家活用モデルの作成 

これまで行った調査等に基づき、空き家活用モデルの作成を行った。空き家活用モデルは

以下のような内容で構成される。 

 

①活用目的の確認・設定 

②検討の進め方 

③空き家の場所に合わせた活用方法の検討 

④改修方法の検討 

⑤運営方法の検討 

 

① 活用目的の確認・設定 

    行政施策として空き家活用を行う場合、活用目的として２種類があると考えられる。

居住目的と非居住目的と分けられるが、用途を詳細かつ具体的に検討しておき、実際

の活用に際して、空き家所有者、利用主体及び近隣居住者の認識差がないように配慮

することが必要である。 

            住居 

・ 居住目的       集合住宅、シェアハウス 

           兼用住宅・・・アーチスト住宅、弁護士住宅など 

           コミュニティ目的・・・集会所、自治会室など 

・ 非居住目的      社会福祉施設利用・・・保育所、認知症施設など 

           商業・ビジネス利用・・・コンビニ、事務所、学習塾など 

 

居住目的の活用は、これまでの住宅の用途を維持する。 

非居住系の活用は、専用住宅の多い地域に変化を促すことから、地域を活性化させ

るとともに、暮らしに便利な機能を導入する効果が期待できる面がある。 

 

具体的な方向性や内容について、以下の諸点から検討し確認する。 

・ 所有者の意向 

・ 地域の将来像を実現する点への効果・・・まちづくり、環境整備、景観づくりなど 

・ 地域住民、行政、および他の一般の市民の意向 

・ 地域課題の解決に資する点・・・防犯、防災、買い物難民、子供の遊び場、保育、集

会スペース 

・ その他・・・利用活動による騒音や臭気の発生、車利用特性など 

  

    今回の検討では行わなかったが、居住目的の空き家活用で、兼用住宅あるいはその類似

の住宅（アトリエ住宅など）への活用は、地域により新しい影響を与えられる効果がある。

施設などの導入とは異なり、住宅と類似する静ひつな生活が営まれることから、周辺環境

との調和が可能であると考えられるので、今後検討していくべきテーマである。さらに、
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行政などが媒介することにより、実現性が一層高まることが想定される。（例：取手アート

プロジェクト） 

 

② 検討の進め方 

本協働事業では、住居系および非住居系のそれぞれの活用方法に応じて、コミュニティ

のニーズに応じた検討を行う。なお、住居系目的であっても、住宅で仕事を行う職業人（芸

術家、工芸家や文筆家など）の実住を目的とする場合、非住居系目的と類似した意味と効

果がある空き家利用となることを考慮する。 

 

● 空き家活用に関わる主導主体と役割 

世田谷区での取組みの調査等から「所有者」「運営者」「地域住民」「コーディネーター（行

政及び空き家活用支援団体）」が存在する。 

空き家活用の推進者により、空き家活用形式は､以下の３種類となる。 

 

 

 

 

 

コーディネーター主導型としては、世田谷区のような公的機関による場合と、NPO 等の

地域活動団体による場合の２種類に分類される。公的機関による場合は、民間が行う不動

産市場主導の場合と異なり、地域コニュニティ活性化の目的を達成するための施策として

有効である。また、地域活動団体による場合は、団体がまちづくりや住生活改善などを目

的とする組織であれば、団体が持つノウハウを生かし、地域単位の現状課題の解決につな

がるだけでなく、将来にわたる環境改善を踏まえた施策が期待できる。 

住民組織主導型では、自治会などの組織の活動方針や、住民の意見を組みやすい形とな

る。しかしながら、組織の維持強化そのものを目的とするケースが想定されることから、

必ずしも地域の将来像がよい方向で推進されて行かれるとは限らない点に注意が必要であ

る。また、空き家所有者および地域住民は多様な意向を持っているケースが多いので、空

き家活用を住民組織で計画するための手法について課題がある。 

民間の不動産市場主導型の場合は、空き家活用で最も多く行われている手法である。そ

のビジネス活動の多くは不動産媒介であり、結果として空き家が活用されることとなるが、

地域コミュニティ活性化という目的を達成することは難しい。 

 

● 地区特性と活用の工夫 

    地区には固有の住宅事情と将来像があるので、空き家活用に違いが出るが、主導的な主

体が、自治会・管理組合、有志の市民団体、あるいはデベロッパーなどのどれであるかに

よっても進め方が異なる。また、空き家問題の意識が大きいほど取り組み意欲も大きくな

るが、空き家の事情が深刻でない場合は、将来目標が過度になり空き家活用に障害が起こ

１．コーディネーター主導型（公的機関・地域活動団体） 

２．住民組織主導型 

３．不動産業市場型 
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ることがある。これらの特性を踏まえて活用目的や方法を設定するとともに、活用を推進

する型を考慮するべきである。 

 

● 本事業における検討 

本事業では千葉市とＮＰＯ法人ちば地域再生リサーチが主導する協働事業という形であ

ったため、コーディネーターが地域住民（自治会・町内会・管理組合）、空き家所有者、空

き家の活用を希望する事業者（運営者）に呼びかけを行う「コーディネーター主導型」の

空き家活用の取組みである。 

今回の事業では、地域住民の代表である自治会長、町内会長、管理組合理事長への進捗

状況の説明や情報交換を行いながら空き家活用の検討を進めてきたが、地域住民に対し十

分に情報が伝わらなかったこと、明確な合意形成を行わなかったことが主な原因となり、

具体的な空き家活用に至ることができなかった。 

そのため、今後コーディネーター主導型で空き家活用の検討を進める際には各段階ごと

に地域住民への十分な情報提供と合意形成のステップを踏んで進める必要があると考えら

れる。 

本空き家活用モデルでは、コーディネーター主導型で空き家の活用を進める場合のステ

ップを以下の５段階と仮定し、図３－１のようなモデルを提案する。 

 

①地域の将来像の検討 

②地域の決定 

③活用空き家の決定 

④運営者の決定 

⑤活用計画の決定 

    

 この場合、地域住民が求める地域の理想像を調査で設定し、活用を遂行する点が重要で、

空き家を活用することだけが目的にならないように配慮する。また、空き家活用が地域の

課題を解決するため方法として位置付けられれば、住民が一体となり活動できることが期

待される。 

    なお、活用の推進を図るべき地域や、活用する空き家の決定は、慎重に行うことが重要

である。地域ごとに住環境や空き家の状況は多様であるため、モデル性、緊急性などの要

素を踏まえて検討する必要がある。また、空き家対策が緊急に必要という認識が広まって

はいない地域については、空き家活用を行うことにより、生活環境の悪化を招き、資産価

値が下がる恐れがあるなどの不安感を醸し出す可能性があるため、注意をする必要がある。

空き家の決定に際しては、行政の方針や地域への貢献効果を踏まえるとともに、所有者の

意向を明確にし、活用方針を確定する啓発が重要である。 

    活用計画や活用希望者の決定においても、地域の意向を十分に配慮する。 
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図３－１ コーディネーター主導型の空き家活用の進め方の提案 
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③ 空き家の場所に合わせた活用方法の検討 

Ｂ地区の空き家の活用の検討を行う際、地域住民より懸念された内容として閑静な住宅

地の内側で住宅以外の活用が行われることにより、外部より来訪者が増加することや活用

により発生する音などにより居住環境が悪化するという意見があった。 

そのため、本事業では住宅地の内部と外部で検討を行う活用方法を変えることを提案す

る。 

ａ．住宅地外周部で検討を行う活用方法 

一般的に、住宅地においても外周部はある程度車の通りの多い道路に面していること

が多く、相対的に外来者のある活用方法が許容されやすいと考えられる。 

そのため、住宅地外部においては近隣住民の了承を前提として、このような内容を含

めた提案を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ 住宅地外周部の範囲のイメージ 

 

ｂ．住宅地内部で検討を行う活用方法 

一般的に、住宅地内部は車の通りが少なく、現状においては居住目的の住宅以外がな

く、閑静な環境である。そのため、相対的に外来者のある活用方法が許容されにくいと

考えられるため、基本的に近隣住民が中心的に使用することを前提とした提案を検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３ 住宅地内部の範囲のイメージ  
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④ 改修方法の検討 

ａ．戸建て住宅の改修案 

今回改修案を作成した戸建て住宅は、現在空き家となっているＢ地区の木造住宅であ

る。昭和 56 年に新築されたが、その後昭和 63 年に２階北側に２室増築している。 

 

図３－４ 改修案を作成した戸建て住宅（既存） 
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案１）「地域のリビングルーム」 

【改修方法】 

案１では、住宅の１階部分のみを改修し活用するものとする。 

北側のダイニングキッチン及び南側の和室６帖、洋室８．５帖間の壁の撤去を行い、

22.5 帖の広く一体的に使用できる空間を確保する。 

ダイニングキッチンには調理台を設置し、大人数で利用しやすいようにする。 

 

図３－５ 地域のリビングルーム改修案  
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【活用方法】 

 

 

 

図３－６ 地域のリビングルーム改修案の使い方  

15 人程度までの講演会などを行う際には室

西側（図面では左側）にスクリーンを設置し、

スクリーンに向かって椅子を配置する。 

それ以上の人数が集まる際には室東側（図面

では右側）のダイニングテーブルを移動し、

こちらにも椅子を配置する。 

14 名程度までの食事会を行う際にはダイニ

ングテーブルを２台準備し、室南側（図面で

は下側）に配置する。 

ヨガ教室などを行う際には主に室南側（図面

では下側）を利用する。 

ダイニングテーブルや椅子等は端に寄せ、ヨ

ガマット等、各種機材を準備し会場を設営す

る。 
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案２）シェアハウス 

【改修方法】 

案１では、住宅の１階及び 2 階部分を改修し活用するものとする。 

１階部分は洋 8.5帖と和 6帖間の壁を撤去し、一体的なロビーのような空間に改修する。 

２階部分は北洋 6 帖、南洋 6 帖、南和 6 帖を専用使用とする３人のシェアハウスとする。 

 

 

 

【活用方法】 

シェアハウスに入居する人

は 30～40 代の単身を想定す

る。 

入居者の生活スタイルは、

在宅勤務が必要である方や、

個人事業主、クリエイターを

想定する。 

２階の洋帖にはコピー機や

作業台等を設置し、事務機器

等を共有することにより活動

をしやすくすることを想定す

る。 

１階の北側の水回り及びダ

イニングキッチンは基本的に

は入居者が使用することを想

定する。 

南側のロビー空間には入居

者と来訪者が打合せや談話を

行いやすいよう、テーブル、

ソファー、コーヒーメーカー

等を設置する。 

 

 

 

 

図３－７ シェアハウス改修案  
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ｂ．集合住宅の改修案 

今回改修案を作成した集合住宅は、現在空き家となっている稲毛海岸３丁目の約 48

㎡の住戸である。 

 

案）「ゲストルーム」 

【改修方法】 

南側 4.5 帖、ダイニングキッチン、南側 6 帖間の壁を撤去し、一体的なリビングダイ

ニングに改修する。南側６帖は押入れを２分割し、片方をクロゼット、片方を布団を収

納するスペースとし、居住スペースに改修する。 

 

【活用方法】 

基本的に住戸は管理組合が所有し、団地居住者の親族、知人等が来訪した際に集まっ

て談話や宿泊するゲストルームとする。 

来訪者が利用しやすくするため、居住スペースには共用の布団やアイロン、ハンガー、

タオル等を設置し、ホテルのような活用ができるようにする。 

リビングダイニングにはソファー、ダイニングテーブルを配置するほか、調理器具、

調味等を設置し、特別な用意なしにキッチンを活用できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

（既存）                    （改修後） 

図３－８ ゲストルーム改修案  
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⑤ 運営方法の検討 

 空き家の運営方法は、運営主体により異なることが想定される。 

ここでは「大家運営パターン」「事業者運営パターン」「地域運営パターン」の３つに分

類し、運営方法の検討を行う 

 

ａ．大家運営パターン 

【想定される活用方法】 

・シェアスペース（共用空間） 

・多世代交流空間 

・コミュニティカフェ 

大家自身が活用を行う場合、基本的に大家の想定する活用方法が可能となり、地域の

理解も得やすいと考えられる。 

【運営に関わる人材】 

・大家 

・協力者（地域住民、、大家と関わりのある方、活動に賛同する方） 

大家自身が運営を行う場合、大家の負担が大きくなりやすいため、地域住民、大家と

関わりのある方、活動に賛同する方の協力が重要となる。 

【収支の考え方】 

・改修費用が回収可能な収支 

大家自身が運営を行う場合、家賃や運営に係る人件費負担については問題になりにく

い。 

一方で、既存の住宅が古い場合、改修費用がかかるため、最低限その改修が可能な収

支を検討する必要がある。 

 

ｂ．事業者運営パターン 

【想定される活用方法】 

・高齢者福祉施設 

・子育て支援施設 

・障害者支援施設 

・コミュニティカフェ 

事業者が活用を行う場合、事業者自身が運営ノウハウを持っていると考えられるため、

大家の運営負担が軽減される。一方で、これまでその地域にいない第三者が運営するこ

とになるため、地域の理解も得ることが重要である。 

【運営に関わる人材】 

・事業者 

・大家 

運営は基本的には事業者自身が行うことになるが、住宅地において空き家を住宅外の

用途で活用する場合、地域との摩擦の発生を防ぐための関係性の構築において、大家の
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役割が重要になる場合がある。 

【収支の考え方】 

・家賃及び改修費用が回収可能な収支 

事業者が運営する場合、基本的に支払い及び運営に必要な人件費の負担が発生するた

め、ある程度の収益がみこめる事業を行う必要がある。また、住居専用地域で行う場合

は実施可能な事業に限りがあるため、福祉事業等により安定的な収益が得られる事業で

ある必要がある。 

 

ｃ．地域運営パターン 

【想定される活用方法】 

・集会所 

・コミュニティカフェ 

地域（自治会・町内会・管理組合等）が活用を行う場合、大家の運営負担が軽減され

ること、地域の理解が得られやすいことが利点である。一方で、地域が必ずしも十分な

運営ノウハウを有しているとは限らないこと、また、収益が得にくいと考えられること

から、家賃負担が課題になる可能性がある。 

【運営に関わる人材】 

・地域住民、自治会・町内会・管理組合 

・大家 

運営は基本的には自治会・町内会・管理組合が中心となってが行うことになるが、運

営ノウハウの獲得のため、行政の支援や行政のあっせんによる協力者（ＮＰＯ、ボラン

ティア団体等）さがしが必要になる場合があると考えらえる。また、運営に大家が関わ

ることも考えられる。 

【収支の考え方】 

・家賃及び改修費用が回収可能な収支（大家の協力が必要） 

地域が運営する場合は、収益が得にくいと考えられるため、大家の改修費用の負担や、

家賃の大幅な低減が必要になると考えらえる。そのため、活用に対する大家の賛同と協

力が必要になると考えられる。 
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⑥ 用途地域に関する課題 

今回検討を行ったＢ地区は第一種低層住居専用地域であるため、基本的には住宅以外の

用途の建築物に大きな制限がかかる。 

空き家を事務所、店舗、食堂、喫茶店、食品製造業、塾、アトリエ、工房などとして使

用する場合は、基本的にその空き家に居住し、兼用住宅（居住宅の一部をこれらの用途で

活用する）とし、これらに使用する延べ面積を１／２かつ 50 ㎡以下に抑える必要がある。 

また、兼用住宅としない場合、建築基準法法別表第二（い）項第四号に規定する「学校、

図書館その他これらに類するもの」の「その他これらに類するもの」に該当するものとし

て、町内会等、地域の住民を対象とし、地域の住民が運営する集会所と認められる活用方

法とすることが考えられる。 

 

 

  



3-34 

 

 

 

表３－２ 用途地域関係規定 
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３－２．空き家活用情報の発信 

（１）空き家活用セミナー実施 

本年度実施した調査及び事例見学、活用提案を発表する「空き家活用セミナー 戸建て住

宅地での空き家活用の課題と可能性」を、千葉市内の２か所の住宅地で実施した。 

 

① 若葉区大宮台 

日時：２０１６年３月２４日（木） １０：３０～１１：３０ 

場所：大宮台自治会館 

出席者：千葉市 １名  ＮＰＯ法人ちば地域再生リサーチ １名 

地域 ：大宮台住民の皆様・約２０名 

 

 

 

【いただいた意見と対策案】 

意見： 紹介のあった空き家の活用事例では費用がかかっていると思うがそれはどうしてい

るのか。 

対策案： 世田谷区の事例では補助金を利用しているが、それ以外にクラウドファウンディン

グ等で費用を集めている。また、場所の利用料や、飲食費等を運営費に充当している。 

意見： 空地の活用については想定していないのか。 

対策案： 今回の事業では特に想定しなかった。特定空き家、空き家の除却では固定資産税の

減免の特例解除が発生するため、行政の各部署間で検討する必要がある。 
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【アンケートの回答】 

（抜粋） 

○この地域にある空き家について、どのように考えますか？ 

・利用できそうにないものは取り壊し、安全安心の向上を図る。 

・できるだけ持ち主の把握に努め、空き家の状況を適時知らせ、相談にのる。 

 

○地域にある空き家を活用することについて、どのように思いましたか？ 

・安く貸家として活用する。 

・お年寄りのミニ集会所として活用できないか。 

 

○空き家の活用法の提案「地域のリビングルーム」について、どのように思いましたか。 

・リフォームが必要だが、誰が負担するのか。誰が管理するのか。駐車場、駐輪場のスペ

ースが必要。 

・大賛成です。長い月日をかけて、成長してゆけば…。 

 

○その他 

・この地域では空き家は増えることはあっても減ることはない。対策を強力に進めて欲し

い。 

・なぜ空き家になっているのか、理由が分からないと答えは出ない。 
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② 花見川区こてはし台 

日時：２０１６年３月２４日（木） １０：３０～１１：３０ 

場所：こてはし台自治会館 

出席者：千葉市 ２名  ＮＰＯ法人ちば地域再生リサーチ ２名 

地域 ：大宮台住民の皆様・約４０名 

 

 

 

【いただいた意見と対策案】 

意見： 空き家を利用するには賃料等が必要である。事業性についてはどのように考えてい

るのか。 

対策案： 今回事例見学を行った「シェア奥沢」は大家自身が運営を行っているため賃料の問

題は発生しない。ただし改修費用の改修は必要になるため公民館の倍程度の利用料を

徴収しており、住宅として賃貸する場合と同程度の収益を得ている。「タガヤセ大蔵」

については介護保険適用のデイサービスを実施しているため、収益が確保できている。

自治会等が活用する場合は、大家の理解を得る（低廉に借りる）ことや、自治会が利

用者として活用する方法が考えられる。 
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【アンケートの回答】 

（抜粋） 

○この地域にある空き家について、どのように考えますか？ 

・Ｕ字溝の詰まり、植木の管理等で問題がある空き家が目に付く。 

・所有者の特定が難しい。民間レベルではなく役所任せに。 

 

○地域にある空き家を活用することについて、どのように思いましたか？ 

・近所の方たちと話し合うことですが、皆年金生活ですので、何かことを興すにしても、

ボランティアも限りがあります。行政の援助がほしいです。 

・ＮＰＯとして高齢者、障害者の方々の集まる場所として利用することに賛成。但し、近

所への気配りが必要。 

 

○空き家の活用法の提案「地域のリビングルーム」について、どのように思いましたか。 

・非常によいアイディアであるが、誰がお金を出すのか？ 

・高齢化しすぎていて、利用が少ないと思います。通勤無理、交通便悪い。 

 

○その他 

・高齢化が進んでいる「こてはし台」ですので、デイサービスやサロン等あればとても助

かります。 

・そもそも空き家活用とは何ぞや。 
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（２）空き家活用検討委員会の設置の検討 

① 委員会の枠組み案 

現在、本年度事業を行った海浜ニュータウンの活性化を目的とした「海浜ニュータウン円

卓会議」が開催されている。海浜ニュータウン円卓会議では、昨年（2015 年）より本協働

事業についても報告が行われており、その内容についてメンバーの理解と協力が得られて

いる。 

「空き家活用検討委員会」は、海浜ニュータウン円卓会議において、その協力体制を踏

まえて、目的及びメンバーの提案を行い、立ち上げることを提案する。 

枠組みとしては現在の海浜ニュータウン円卓会議の現在のメンバーである千葉市、千葉

県、都市再生機構ＵＲ，建築・不動産関連団体、学識経験者や地域の専門家、管理組合団

体、ＮＰＯ以外に「自治会・町内会団体」（連合町内会等）を加えるのがよい。 

 

図３－９ 空き家活用検討委員会のイメージ 

 

空き家活用検討委員会のメンバーの推薦を依頼する団体の候補 

 ・特定非営利活動法人ちば地域再生リサーチ 

・千葉市マンション管理組合協議会 

・町内会及び自治会の連合会等 

・全国宅地建物取引業協会連合会千葉支部 

・全日本不動産協会千葉支部 

・千葉県県土整備部都市整備局住宅課 

・千葉市都市局建築部住宅政策課 

・ＵＲ都市機構東日本賃貸住宅本部 

・千葉大学 

・その他、建築設計関連の団体 
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