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We can see a lot of vacant houses not only in country side but also in 
central urban area in local cities, so, “Vacant house problem” should 
be solved as an urban design issue. On the other side, we have a new 
possibility to improve living environment by utilizing vacant houses 
by local government or NPOs. In this paper, we report a participatory 
method of making community plan includes utilization of vacant houses 
in Tsuruoka city, Yamagata Prefecture.
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を本稿の中心とせず、全国的な空き家発生実態の中での対象地区の

相対的な位置を整理するにとどめることとする。②については、国

内の空き家バンクについて調査した小林ら (2010)　の研究、ラン

ドバンクが最初に取り入れられたアメリカの都市政策を調査した前

根ら (2010)　の研究などの個別手法に関するもの、①と②の両方

を合わせた片岡ら (2008)　の研究などの特定の地域における総合

的な空き家対策に関するものなどがあるが、いずれにおいても「空

き家活用まちづくり計画」に類似する取り組みはなく、この点にお

いて本研究は新規性を持つ。

３．空き家活用まちづくり計画の位置づけ

3.1　対象地区の概況

　「空き家活用まちづくり計画」は鶴岡市の中心市街地である S 町

において作成された。鶴岡市は隣接する酒田市とともに庄内地方の

中心にある。人口約 14 万の市であり平成 17 年に 1 市 5 町村で広

域合併を行っている。S 町は、旧城下町時代の寺社地・町人地であ

り、旧街道沿いの商業地を含む多くの社寺が存在する住宅地である。

戦災や大火、大規模な都市改造を経験しておらず城下町時代に形成

された街路形態がそのまま引き継がれており、狭隘道路や袋小路が

多数存在している密集住宅地である。そのため自動車交通の利便性

が低く、冬期には除雪の困難なエリアがある。高齢化率は 30% 強で

あり、古い住宅や交通の不便さをきらって若い世代が S 町から出て、

鶴岡市の郊外に開発された住宅地に居住するケースが多い。密集住

宅地の区画再編が都市計画的な課題として整理できる。
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１. 研究の背景と目的

　全国的に空き家が都市の課題となって久しく、空き家の活用から

除去にいたるまで、公的な主体による様々な対策が行われている。

特に地方都市における空き家の発生数は著しく増加し、対策が急務

となっているところであるが、個々に特徴や状況が異なる民間の財

産を扱うため、例えば個々の空き家の情報を登録し、民と民の取引

関係の成立を支援する空き家バンクなど、個別対応的な対策がとら

れることが多い。しかし、市街地に多くの空き家が発生している地

方都市等においては、個別的な対策の積み上げではなく、公的な主

体が関わりながら多くの空き家を計画的に活用・除去することを通

じて、市街地の環境を面的に向上しうる可能性が浮上する。つまり

都市計画やまちづくりの実現手段としての空き家活用である。

　本報告ではこういった、空き家を活用したまちづくりの計画を「空

き家活用まちづくり計画」とよび、筆者らが山形県鶴岡市において

作成した「空き家活用まちづくり計画」の作成の手法を報告するこ

とを目的とする。

２．既往研究の整理

　空き家に関する既往研究は①空き家の発生実態、②空き家活用策

の事例研究の二種の研究がある。①については矢島ら (2004)　に

よる研究、赤川ら (2007)  による研究など多くの実態研究が蓄積

されている。いずれも特定の地域を対象とした詳細な実態調査であ

る。本研究は山形県鶴岡市の中心市街地の空き家の発生実態を取り

扱うが、類似の地方都市の研究報告は多くあるため、その実態報告
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3.2　対象地区における空き家の状況

　鶴岡市が 2010-11 年度に実施した「鶴岡市 空き家実態調査」か

ら空き家の状況をまとめる。鶴岡市には 2273 棟の空き家が存在す

る。最も空き家が多いのは合併前の旧鶴岡市域で全体の約 7 割を占

めている <図 1> 。特に中心部では人口減少と高齢化が顕著になり、

空き家比率も高い。町丁目別の世帯あたり空き家数を見ると、S 町

は 16.6% と高い < 図 2>。

　S 町には 50 棟の空き家が存在する < 図 3>。　高度経済成長期の

昭和 30 ～ 40 年代に建てられたものが多く、居住用の 1 ～ 2 階建て

木造住宅がほとんどである。空き家の延べ床面積は、平均すると

74.0m² で、最大は 156.9 m²、最小は 17.4 m² である。所有者によっ

て適切に管理されておらず、劣化が進んだ危険な状態の空き家も存

在する。

　全国的な空き家の状況をみると、2008 年の住宅・土地統計調査

では、全国の空き家率は 13.1% である。最も空き家率の高い山梨県

（約 20％）を含む中部地方や各県で 15% 前後と高い値を示す中国・

四国地方に対して、山形県の空き家率は約 11% で比較的に低い値と

なっている。なお、住宅・土地統計調査の空き家 757 万戸には「賃

貸用の住宅」（54.5％）「売却用の住宅」（4.6％）「二次的住宅」（5.4％）

が含まれており、世帯が長期にわたって不在の住宅や取り壊すこと

になっている住宅などの「その他の住宅」は 268 万戸（35.4％）で

ある。したがって、本研究や既往研究で対象としている「空き家」は、

13.1％× 35.4％ = 約 4.7% であると推計される。2012 年 8 月現在で

の S 町の空き家率は、地図上での把握では約 10%（50 棟 / 約 500 棟）、

2011 年度の固定資産課税台帳での把握では約 7.8%（50 棟 /642 棟）

であり、全国の空き家率よりも高い値となっている。

　既往研究から他地域の空き家の状況をみると、京都市六原学区

9.3%（大谷（2007） ）、北九州市枝光南地区 7.7%（内田（2008） ）、

尾道 ( 西土堂町＋東土堂町＋長辻１丁目西側 )16.3%、尾道 ( 長辻

1 丁目東側＋西久保町＋東久保町 )8.5%（片岡（2008） ）、滋賀県長

浜市朝日町 ( 旧城下町地区 )5.7%（亀山（2009 年） ）、和歌山県近

露 17.6%（杉中（2011） ）であり、S 町はこういった研究対象地域

の中では中位の空き家率である。< 図 4>

図 1 鶴岡市の町丁目別の空き家

図 2 鶴岡市の町丁目別の世帯あたり空き家 図 4 S町と他地域の空き家率と空き家棟数の比較

図 3 S町の空き家
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3.3　鶴岡市の空き家対策

　鶴岡市の空き家問題に対する取り組みは、2000 年より取り組ま

れたまちなか居住研究の中で始まる。当初は中心市街地の空洞化の

原因として空き家の実態調査に取り組んでいたが、2010-11 年度に

はその対象を全域に拡大して前述の「空き家実態調査」を行った。

行政内の調査グループが現地調査、町会からの情報提供等に基づい

て行った悉皆調査である。その結果をもとに、2011 年度には所有

者を対象に「空き家所有者等意向アンケート調査」を行い、空き

家の活用の意向調査を行った。こうした取り組みを踏まえて、2012

年度現在で施策化が検討されているのは以下の８点である。

　施策 A ～ I のうち、施策 A ～ D は行政の取り組みとして検討が進

められているが、施策 E ～ I は民間と協働する取り組みとして検討

が進められており、その担い手として NPO「つるおかランド・バンク」

が設立された。つるおかランド・バンクは建設業・建築士等の専門

家と不動産業者、金融機関職員、鶴岡市職員、地域住民および筆者

らを構成メンバーとしている。

3.4　空き家活用まちづくり計画の位置づけ

　S 町の状況は図 3 に示した通りであるが、空き家の状況は個々の

所有者の意向に左右されるため、頻繁に変化し、新たな空き家や空

き地がランダムに発生する一方で、解消されることもある。行政と

しては、空き家に対して法的な強制力と買収等のための財源を確保

しているわけではなく、密集住宅地の区画再編を意図する施策 E も

空き家の寄付を前提としている。つまり、鶴岡市の空き家対策は、

行政の強い権限と財源を前提とした事前確定的な計画を前提とする

のではなく、ランダムに発生する個々の空き家に対する公共事業と

民間開発の中間的性格をもった公益事業として展開することを前提

としている。

　A ～ I の施策は空き地や空き家が発生した際に所有者等に対して

多様な選択肢を準備するものである。すなわち、自力でそのままの

形で活用する所有者に対しては施策 C や施策 G 等が、コンバージョ

ン等を行って有効活用する所有者に対しては施策 C、施策 F、施策 H、

施策 I 等が、寄付や売却をする所有者に対しては施策 E、施策 F 等

が、寄付や売却を受けた事業者に対しては施策 D 等が準備されてい

る。施策 C、施策 F、施策 G、施策 H、施策 I の事業は、個別的な所

策 E は面的な計画が必要な区画再編（空き家等の道路等への転換）

有者や事業者の空き家等の利活用をサポートするものであるが、施

を目指すものであり、施策 D はその計画を受けて開発基準の弾力的

な運用を目指すものである。

　既述の通り、S 町の都市計画的な課題は密集住宅地の区画再編で

あり、空き家に対する施策のうち、施策 E を中心に、その他の施策

A ～施策 I を組み合わせて、総合的に実践する事が求められた。こ

のような背景の中で「空き家活用まちづくり計画」の目的は、その

作成を通じて空き家への取り組みを周知し住民やオーナー等の意識

を育むこと、空き家を活用した場合のおおよそのまちの将来像を検

討し S 町なりの空き家活用の選択肢を絞り込むこと、自力活用・コ

ンバージョン活用といった選択肢と並列して密集住宅地の区画再編

の選択肢を議論した結果から施策 D、施策 E に必要な区画再編の方

針を確定すること、の 3 点に整理できる。

3.5　空き家活用まちづくり計画の項目

　目的を踏まえ、空き家活用まちづくり計画は①空き家活用パター

ン、②まちづくりの目標、③まちづくりの目標を実現するための空

き家の活用策、④まちづくり計画イメージの 4 項目で構成する。①

は S 町なりの空き家活用の選択肢が絞り込まれたものである。②は

将来のまちの目標を示したもの、③は②の実現のために、どのよう

に①を組み合わせていくかの考え方を示したものであり、区画再編

の方針を含む。④は③を即地的にイメージ図化し、まちづくりの目

標を空き家活用によって実現したときの空間的なイメージを示すも

のである。

４．ワークショップ手法

4.1　ワークショップの構成

　これらの計画項目に対して、その内容について情報を収集し、議

論し、内容を決定していく5回の市民ワークショップを行った。ワー

クショップのプロセスと、各計画項目の対応関係を図 5 に示す。

　第 1・2 回は調査の段階であり、まち歩きやガリバーマップ、年

表作成等の作業を行い、S 町の特徴と課題について情報を収集し、

今後の可能性について検討した。第 3・4 回は計画案作成の段階で

あり、第 1・2 回に集まった情報を元に、空き家模型や都市模型を

使用しながら 4 つの計画項目について検討した。第 5 回は計画案を

ワークショップ参加者によって決定した。

　ワークショップ参加者以外の住民への報告は、3 回のまちづくり

ニュースを作成して全戸に回覧したほか、「まちづくりポスター」

を作成して町内に掲示した。

　これらの手法のうち、新規性のある手法である「空き家模型ワー

クショップ（第 3 回）」と「都市模型ワークショップ（第 4 回）」「ま

ちづくりポスター」について、詳細に報告する。

「鶴岡市空き家等の管理及び活用に関する条例」

自治組織に対する空き家管理者の連絡制度：町内会等の自

治組織に老朽・危険空き家管理者の情報を提供する。

空き家活用支援策：放置空き家の地域取得支援、企業連携

による地域活性化のための空き家活用事業など、空き家の

有効活用を促す補助制度。

行政ルールの見直し：中心市街地活性化区域 + 古い武家町、

海岸部密集住宅地等の指定地域における開発基準の緩和。

ランド・バンク事業：密集住宅地において空き家・空き地

の寄付もしくは低廉売却を受け、建物解体、更地化、転売

等によって有効活用を図る。これにより密集住宅地の小規

模区画再編を段階的に実現する。

空き家バンク事業：空き家の売却、賃貸に関する情報を発

信し、ニーズとのマッチングを行う。

空き家管理受託事業：遠隔地の空き家所有者の依頼を受け、

空き家の巡回や草刈り、アメシロ駆除等の管理を行う。

空き家コンバージョン事業：空き家の集会所・高齢者施設・

交流施設などへのコンバージョン ( 用途転換 ) を行う。

密集住宅地整備助成：空き家改修、空き地有効活用、私道

通路の整備に対する NPO つるおかランド・バンク基金から

の助成事業。

施策 A

施策 B

施策 C

施策 D

施策 E

施策 F

施策 G

施策 H

施策 I
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4.2 空き家模型ワークショップ

　空き家模型を用いて活用方法を考え、空き家活用パターンの作成

と絞り込みを行うワークショップである。なお、個人情報を考慮し、

S 町に実在する空き家と、鶴岡で実際に売りに出されている中古の

戸建て住宅を参考にした架空の空き家とした。

　あらかじめ、再利用（10 パターン）、除去（10 パターン）の 20

パターンの「空き家活用パターンの案」< 表 1> と、全国の空き家

活用事例をまとめた参考資料を作成し、縮尺 1/30 の空き家模型の

空間を参加者が手で動かして作り込みながら検討を行った。空き家

模型は規模大、規模中、規模小の 3 種類の規模とし、それぞれにつ

いて改修しない場合、小規模改修した場合（内壁を一部撤去した空

き家模型）、除去した場合（模型を取り外した状態の敷地模型）の

３種類を用いて検討した。また、現実感をもって空間を作り込むた

めに、人物（子供・女性・男性）、家具（バスタブ・キッチン・ベッド・

本棚・テーブル・イス・座布団・ベンチ）、植栽（木・果樹・植木・

畑・花壇）、塀（生垣、板塀、コンクリート塀）、地面（芝生・地面）

等を準備した。参加者は3つのグループに分かれて、それぞれ大・中・

小の模型を分担して検討を行い、最後に結果を参加者で共有した。

　結果は表 2 に示す通りである。空き家を再利用した場合について

は、規模小の空き家は娯楽施設・図書館等の単一の用途で、規模大

の空き家はコミュニティーセンター・福祉施設等の複合的な用途で

活用したいという結果となった。いずれも空き家を活用するなら「気

軽に利用できる」方がよいという意見が多く得られた。空き家を除

去した場合については、雪置き場や駐車場については支持が得られ、

冬に雪置き場として使える緑地、市民農園に行かなくても利用でき

る農地、流行しているグラウンドゴルフ場という意見も得られた。

工房は地域の需要が無く、池は管理面の負担が大きいため必要ない

という意見があった。

図 5 空き家活用まちづくり計画の作成プロセス

表 1 空き家活用パターン案

表 2 空き家模型ワークショップの結果
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4.3 都市模型ワークショップ

　空き家が示された都市模型を用いて、空き家を活用したまちづ

くりの目標、まちづくりの目標を実現するための空き家の活用策、

活用策に沿って実現するまちづくりのイメージを検討するワーク

ショップである。

　あらかじめ第 1・2 回のワークショップでの住民意見を参考にし

た 23 項目のまちづくり目標案 < 表 3> を設定し、参加者がそれらを

選択して組み合わせてまちづくりの目標を決める。その目標にそっ

て、空き家模型ワークショップにて作成した「空き家活用パターン

の案」を見ながら、都市模型上の 30 ヶ所の空き家について一つず

つ活用方法の意見を出し合い、決定した活用方法を模型に示して

いった。都市模型を南北に分けて、2 グループに分かれて作業を進

めていき、最後に結果を共有した。

　都市模型は縮尺 1/400 とし、地図と航空写真を重ねた土台の上に

建物のボリュームを載せて建物密度を表現し、そのうちの空き家の

位置を明示した。また著しく老朽化の激しい空き家や狭隘道路の周

辺の空き家 19 棟についてはあらかじめ除去し、最小限の区画再編

を行った状態とした。

　結果は表 4 と表 5 に示す。まちづくり目標については、両グルー

プともいくつかの目標を設定した。参加者に高齢者が多かったこと

から趣味の場があり余暇時間を気軽に過ごせることや健康的に過ご

せること等が重視され、若者い世代の流入や地域内での多世代交流

が、まちの利用者を意識した目標として設定された。また、旧城下

町の寺社地ならではの歴史的な趣を大切すること、外出時や冬期に

暮らしやすいこと等がまちの生活環境を意識した目標として設定さ

れた。北側グループでは、「清潔なまち」、「いい意味で不便なまち」

という、まちづくり目標案の一覧には載せていなかった新たなまち

づくり目標も設定された。

　空き家の活用方法については、空き家の位置、場所と、全体のニー

ズ量を踏まえた案が選択された。例えば、「大規模な空き家を気軽

に利用できるコミュニティーセンターとして再利用する」「街道沿

いの空き家は子供達が遊べるポケットパークとして整備する」「天

満宮付近の空き家は、神社の学業成就にあやかり、勉強ができる図

書館や皆で使える娯楽施設等を整備する」「春日神社の横を通る道

路は見通しの良い安全な通りにするため隅切りと道路を拡幅する」

「街区の奥に続く連続した空き家は通路として整備する」といった

提案である。最小限の区画再編を行った状態で話し合ったので雪置

き場等として空地を利用する提案は少なかったが、街区の奥の方の

空き家に対しては空地を利用する提案もいくつか挙った。

4.4 まちづくりポスター

　第 1 回のワークショップでの住民の様々なコメントを元にポス

ターを作成し、町内に掲示した。空き家については一般住民の意識

が低く、意識を啓発するために掲示したものである。「S 町の良い

ところ」「S 町の課題」「S 町のクイズ」「ワークショップとは」の 4

シリーズ、全 30 種類のポスターを作成した。一部を図 6 に示す。

表 4 各グループで設定されたまちづくり目標

表 5 空き家の活用方法の例

図 6 まちづくりポスター

表 3 まちづくり目標案の一覧
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５．空き家活用まちづくり計画

　ワークショップを経て、空き家活用まちづくり計画 < 図 7> を作

成した。①空き家活用パターンは、全 22 項目であり、3 種類に分

けられる。各項目には、ワークショップ参加者のコメントをもとに

した活用内容・利点、地域への効果・可能性等を記した。②まちづ

くりの目標は、4 つに整理した。いずれの目標も大きな開発や活性

化を目指すのではなく、生活に根ざし、落ち着いて持続的に暮らし

ていけることを目指すものである。③まちづくり目標を実現するた

めの空き家の活用策は 7 つである。活用策 1 〜 4 は、空き家の改修

や都市基盤の整備等のハード面、活用策 5 と活用策 7 は空き家を活

用した新たなサービス導入に向けた促進等のソフト面の活用策であ

る。活用策 2 と活用策 5 は S 町の都市計画的な課題である区画再編

をうけたものである。活用策 6 は、空き家が再び市場で取引される

ように、活用策 1 〜 5、7 によってまちの価値を高めることを意図

するものである。④まちづくり計画イメージは、活用策を地図上に

おとしたものである。活用策と空き家活用パターンの対応関係は図

7 に示す通りである。

６．まとめ

 本報告では筆者らが山形県鶴岡市で取り組んだ、空き家活用型ま

ちづくり計画の計画の内容とその市民参加型の作成手法を報告し

た。

 民間と行政による、強い強制力や財源を持たない空き家活用型ま

ちづくりが行われることを前提として、計画の内容については選択

可能なパターンとそれらの集積で実現される事前確定型ではない市

街地の像を示し、市民を巻き込んだ計画作成の手法を開発して取り

組みを進めた。

 鶴岡の空き家の状況は、全国的にみて標準的な状況と目される。

都市成長期における民間を規制、誘導するタイプの都市計画、まち

づくりではない、新たな都市成長が起こらず、既存の建築ストック

を活用して民間と協力しながら取り組む都市計画、まちづくりの一

つの方法になるものと期待している。

図 7 空き家活用まちづくり計画
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