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これからの不動産市場―方向性とヒント

日本大学スポーツ科学部教授・マサチューセッツ工科大学不動産研究センター研究員　清水 千弘

官民連携の空き家対策
ネットワーク化が課題

経済学的にはまさに「空き家ゾンビ」
　空き家ゾンビの増殖が止まりません。「ゾンビ」という言葉
は、マクロ経済学の分野で1990年代後半から使われてきた
経済の専門用語です。現在、スタンフォード大学にいらっしゃ
る星教授らが「ゾンビ企業」という言葉を使って、バブル崩壊
後の日本経済の停滞を説明されました。本来は、存在価値が
なくなってしまった企業に対して、それを倒産させないため
に銀行がお金を貸し続けることで、実質的には死んでいるに
もかかわらず、生き延びさせている企業のことを「ゾンビ」と
呼んだのです。その結果として、日本経済そのものの生産性
が低下してしまい、経済全体が縮退してしまったと説明され
ました。
　地方都市を中心として増え続けている空き家は、それが増
加し、放置しているうちに、地域社会全体を壊していくことに
なります。空き家は、固定資産税などの減免など、実質的な
補助金によって生き伸びさせられていますので、まさに経済
学的には「ゾンビ」なのです。
　このような意味で、空き家対策の主体は、その所有者だけ
でなく、国・地方自治体によって進められなければなりませ
ん。しかし、国や地方自治体には、空き家ゾンビと対峙してい
くだけの行政執行能力がありません。もともと公的部門が
担ってきた住宅政策は、社会的弱者のための公営住宅の建
設・管理ですから、空き家問題に対応していくだけの技術や
専門性はないのです。
　一方で、「空き家」の中には、まだまだ機能としては利用す
ることができる資源としての家と、もう利用価値もなくなって
しまった家とが混在しています。利用価値がなくなってしまっ
たものは、周辺に悪い影響をもたらしますので、その所有者
が放置し続けるのであれば、それ相応の費用を支払うか、取
り壊しをしないといけません。しかし、利用価値が残ってい
るものは、資源としてその地域の中で利用され続けること
が、社会的に見ても重要なことであるといえます。
　このような利用価値のある家を、地域の資源として活用
し、流通や賃貸に出していくことが求められているわけです
が、そのようなことを実現するためには、官とともに、地域に

根差した宅建業者、宅建士という専門家の助けが必要となっ
ているのです。今こそ、中小の宅建業者の方々の専門性を、
官と一緒になって地域ごとで発揮していただく時代が来たと
いえます。

利活用できる空き家と、どうにもならない限界
　すでに多くの地域では、宅建協会の支部と市町村とで協
定を結び、空き家の活用相談会や空き家バンクの運営を一
緒にやっていらっしゃるところが出てきています。そのような
地域の小さな取り組みの中から、新しい空き家の利活用の
ためのアイデアや仕組みがどんどん産み出されてきていま
す。その一方で、どんなに頑張っても、どうにもならない限
界も見えてきています。それでは、次の段階では、どのよう
な可能性があるのでしょうか。
　各支部の空き家対策の取り組みを、ネットワーク化してい
くことができます。家を探している方、または売りたいと思っ
ている方々は、その地域にいらっしゃる方々ばかりではあり
ません。むしろ、その地域の外にいらっしゃることの方が多
いことは、統計的にも明らかになってきました。そうであれ
ば、空き家バンクをネットワークとしてつないでいくことで、
その効果を大きくしていく可能性があります。情報だけのネッ
トワークだけでなく、地域ごとの空き家対策の官民連携の
在り方を共有するプラットフォームを作り、知識のネットワー
ク化を図ることもできるでしょう。
　県組織、全国組織とどのようなネットワークを作ることが
できるのかといったことが、次の大きな課題になってくるも
のと考えます。

一般社団法人全国空き家バンク推進機構が2017年6月27
日に設立されました。現在ばらばらに運用されている各自治
体の空き家バンクの物件情報を集約、一元化して、情報整
備の促進、利活用の啓発、マッチングサービスを支援するこ
と等が目的です。

全国空き家バンク推進機構が発足

URL. http://zab.or.jp/
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