
 

居住施策に関する意見交換会 議事概要 

 

テーマ：既存住宅ストックの課題について 

日 時：平成 26 年 2 月 19 日（水）13：00～15：00 

場 所：愛知県自治センター 第三会議室 

参加者：上山仁恵（名古屋学院大学准教授） 

特定非営利活動法人中部ﾏﾝｼｮﾝ管理組合協議会（会長 西尾弘之、事務局長 岡井秀夫） 

犬山市都市整備部都市計画建築課（課長補佐 中島淳博、統括主査 野村好哉） 

愛知県建設部５名、事務局（愛知県住宅計画課３名、コンサルタント２名） 

 

課題等提案者からの課題・施策提案等                            

■上山仁恵（名古屋学院大学准教授） 

□日本の既存住宅市場 

・愛知県を含む東海エリアの既存住宅の市場規模は全住宅取引の 1 割弱と関東や関西に比べて小

さいが、愛知県独自の条例等によるわけではなく、国の政策等でそもそも日本全体の既存市場

規模が小さくなっている。まずは国の政策により日本全体で既存住宅の市場規模を底上げして

いく必要があり、国も現在の既存住宅市場を 2020 年までに倍増するという目標を出している。 
・既存住宅市場規模を諸外国と比較すると、日本が新築志向であるのに対し、諸外国は中古住宅・

既存住宅が新築より多く流通している。 
□日本で既存住宅市場が発達しなかった要因 

・家屋評価の方法、住宅をメンテナンスする習慣がなく既存住宅が見劣りすること、金融公庫時

代は新築融資の方が優遇されたこと、戦後日本人の生活スタイルが変化し住宅スタイルも変化

する状況で新築志向にならざるを得なかったことがあげられる。 
□日本の既存住宅市場の発展に向けて 

・需要側と供給側の問題を考えなければいけない。 
・需要側としては、 近若い人を中心に中古住宅でもこだわらない人が増えている。中古住宅を

視野に入れて検討したが新築を買ったという人は「条件にあった物件がなかった」という意見

が多い。既存住宅の供給が増えて物件をいろいろ選択できるようになるといいが、需要側より

も供給側を伸ばす方が難しいと感じている。 
・供給側の問題としては、住宅は売るものではないと思っている人が実に多い。子供に残したい

という意向があるかもしれないが、相続が発生する時は既に子供は住宅を所有している。どち

らかといえば資産を子供に残したいという意向はアメリカの方が強いが、住宅を子供に残すの

は日本人特有の傾向で、アメリカでは金融資産で残している。 
・日本人の多くが住宅を売却しないという感覚になった理由としては、家屋評価が一律で減価さ

れほぼ 20 年で価値が 0 になることが大きく影響しているのではないか。国が今後家屋の評価を

どう改善して導入していくか、自治体がどう周知していくかが市場規模の拡大のカギを握るの

ではないか。 
・住宅を売る可能性について「無い」と意識している人が東京都や大阪府と比べて愛知県では多

く、「売れない」と思っている人も多い。東海エリアの需要側の傾向としては注文住宅志向が非

常に高く中古志向が低いことから、住宅は買うものというよりも建てるものという意識になっ



 

ており、愛知県では他エリアよりも既存住宅市場を拡大していくことが難しいのではと感じて

いる。 
□リバースモーゲージとリスク 

・リバースモーゲージは、住宅を担保として金融機関や自治体から基本的には年金という形で借

り入れを行い、契約者の死亡を受けて担保物件を売却して借入金を清算する仕組みである。 
・「利用者側が長生きをすること」「金利変動が生じること」の二点は現在の金融の仕様によって

民間でもリスクヘッジ１）ができる状況。 
・景気が悪くなると一斉に担保物件が下落することがあり、民間ではなかなかヘッジできない。

制度が普及しているアメリカでは政府が徴収する保険料のプールから充てている。 
・日本特有のリスクとして、リバースモーゲージは担保物件を売却して清算するということなの

で、中古住宅市場の規模が小さい日本ではそもそもリバースモーゲージが普及できる土壌では

ないと言える。 
□リバースモーゲージ制度の導入例 

・リバースモーゲージを実施している事例として、厚生労働省の社協が窓口になっている不動産

担保型生活資金２）や、自治体では初めて導入した武蔵野市３）や高浜市４）があるが、武蔵野市

では廃止が検討され、高浜市も利用者がいないのに制度を続けるべきかという議論がなされて

おり、公的機関が行うのは難しい状況のようだ。 
・公的機関が行う要保護タイプ、つまり住宅を売却しなければ生活できない者を対象に制度を続

けていくことは非常に意義があるが、大きなリスクを取らなければならず、生活保護の一環と

いう資金源が限られる中で利用者を拡大させていくのは限界がある。 
・基本的に資金提供者は金融機関でなければならないが、民間の金融機関だけでは損失が出せな

いことから、現在金融機関が提供しているリバースモーゲージは売買ができる都市部の物件や

土地だけを担保にしている状況で、利用者側のニーズに合わずなかなか普及していない。 
・リバースモーゲージとはニュアンスが違うが、移住・住みかえ支援機構５）の賃貸仲介サポート

はよく考えられたシステムだと思う。賃貸市場に出せば賃料が発生し、かつ住宅を子供に残せ

るので供給側の高齢者にとっては非常にメリットのあるシステムになっている。一方需要側を

考えると、広い居住スペースを志向するのは長期間居住する確率の高いファミリー層であり、

そういったファミリー層に 3 年更新型の賃貸物件のニーズがあるかどうか。転勤族のような限

られたニーズしか出てこないとも思う。 
□まとめ 

・戦後何十年も続いた新築志向だが、家屋評価の見直しなど国の取り組み等を見ていると、よう

やく日本も住宅市場の転換期を迎えたのでないか。我々も住宅に対する意識を変えていく時期

だと思う。 
・固定資産税等の徴収をどうするのかといった話もあるが、今後国の取り組みがどのように変化

し導入されていくのか、自治体がどう周知していくのか、期待している。 
 

■特定非営利活動法人中部マンション管理組合協議会（会長 西尾弘之） 

□中部マンション管理組合協議会の概要 

・管理組合の経験を活かしながら適正なマンション管理を行うことを目的に 30 年前に発足。約

300 管理組合前後の会員がいる。全国マンション管理組合連合会というのがあり、北海道から



 

沖縄まで全国的に連携を図りながら活動している。 
・マンションの区分所有者で管理者が立てられないマンションに、管理者を派遣して上手くいっ

ても結局は自立できず自分で財産管理ができないマンションが増えてしまうので、マンション

の管理を自力で運営する方向へ持っていくためにどうサポートできるかを視点において活動し

ている。 
・全国マンション管理組合連合会ができたとほぼ同時に、管理会社が集まる管理業協会ができて

いる。新しいマンションが管理会社できちんと管理される傾向になってきた中で、古いマンシ

ョンは住んでいる方の高齢化と建物の高齢化が問題になってきており、我々としてはそこに一

番手を入れていかなければならないと思っている。新しいマンションにも問題は多くある。 
□マンションストックとマンション化率 

・マンション管理新聞（平成 25 年 3 月）に、愛知県でマンション化率６）が 8％以上の市町村が

示されたが、こうしたところで様々な施策をサポートしていく必要がある。 
・愛知県全体のマンション化率は 11.27％で、名古屋市内は 18.97％、名古屋市内で一番マンショ

ン化率が高いのは中区の 40 数％。 
□マンションの現状と問題点 

〈昭和 55 年以前に建設されたマンションを対象とした調査(平成 23 年度名古屋市)より〉 
・「管理組合も自治会もない」が 2.2％、「管理組合はないが自治会等はある」が 13.5％となって

おり、区分所有建物７）の管理の仕方に対する意識がどこまであるのか、このあたりをきちんと

勉強していただくことが課題としてあげられる。 
・総会の開催についても、「開催したことがない」ところや「2～3 年に 1 回」のところがあり、

こうした課題が先延ばしにされているマンションにも維持管理の情報提供が必要。 
・「管理規約がない」ところは 3.9％、「規約改正したことがない」ところは 40％近くあり、これ

らのマンションでは昭和 58 年に区分所有法が大幅に改正された後も規約改正されていないこ

とになる。何かあった場合の準備がされていないので、今後大きな問題が生じる可能性がある。 
・建物を維持管理していくうえでの問題として、「長期修繕計画がない」ところが 30％ある。積

立金や計画的な修繕ができておらず、建物自体のスラム化につながることが歴然としてわかる。

こうしたところの意識化をどうするかが大きな課題。 
・昭和 55 年以前の建物なので基本的にすべてが耐震改修診断の対象にもかかわらず、「耐震改修

診断の予定がない」ところが 60％もあり、この点の認識化を急ぐ必要がある。 
・役員のなり手不足につながる様相が非常に大きい。要因は区分所有者の高齢化だけでなく、若

い人の無関心さが非常に目立つ。きちんと管理・運営していくためにバランス良く人員を構成

できると一番いいが、「居住者の 5 割以上が 65 歳以上」のところが約 23％あり、団塊の世代が

高齢化していくとさらに割合が高くなる。 
□推進すべき取組について 

・管理組合をどう運営していくのか自力管理できるのかは、コミュニティの取り方がポイントに

なる。情報提供と支援が課題。 
・高経年マンション８）を軸に、「管理規約が無い」「理事会や総会が開かれていない」「管理費や

計画修繕のための積立金を徴収していない」「大規模工事を実施していない」といった要支援マ

ンションの洗い出しを行っている。こうした運営の改善は継続的な支援が必要。 
・管理規約を改正していないところは、サービス支援で既存の管理規約と標準管理組合規約の違



 

いを伝え、改正サポートは我々が有償で行うなど具体的な手法で行っている。 
・大規模修繕はマニュアルをつくり、基礎知識や組織づくり、きちんとしたパートナー（設計監

理者）を選ぶことを啓蒙している。合理的、客観的にみても評価できる形で進めることが大事

だと伝えながらサポートしているのが現状。 
・管理組合の運営についてのマニュアルもつくり配布している。また、無関心層が多い中でマン

ションでの生活は何かというところも含めた居住者向けのマンション生活のしおりをつくって

いく。騒音やペット問題等いろいろなことが起きているが、きちんとルール化していくことで

互いに向かいあって暮らせる環境になるという視点で提案していく。 
・昭和 55 年以前の建物は当然ながら耐震改修が必要だが、単純に診断してバツが出れば危険な建

物と評価されて価値が下がってしまう。診断はインセンティブとして補助があるが、改修に補

助金が出ないことが大きなハードルになっている。 
・横浜市では 10 年間の段階的な改修工事に補助が出ている。この地域でも実施していただければ

一歩進むのではないか。建物の価値には大変関心があるので、安全な住まいの維持が建物の価

値につながるところをＰＲしながら意識向上を図ることがまちづくりの視点からみても重要。

県としても検討していただければと思う。 
・マンションストックの健全な維持のために、マンション建替法と同様にマンション再生法をつ

くっていただきたい。 
・幅員がなく手摺が設置できない、容積率いっぱいでエレベーターが設置できないといった時に、

法的許容範囲を拡大して既存環境でより長く住めるところをどうつくるのかという課題もある。 
・共有財産を維持していくという意識が必要であり、マンションに住むということの理解が深ま

るよう、今後も研修会やセミナーで広報していきたい。 
・学校の先生にも相談しているが、学校で住まい方の教育がされていくことにより、共有財産で

あるマンションの維持管理の適正化も進んでいくのではないか。 
 

■犬山市都市整備部都市計画建築課（統括主査 野村好哉） 

□犬山城下町における空き家対策 

・犬山城へ通じる本町通りは、昭和 30 年頃までは地元の商店街で賑わっていたが、モータリゼー

ション９）の進展や生活様式の多様化から郊外の大型店舗出店などで人口減少が進みまちの空洞

化が問題となってきた。 
・平成に入り犬山市都市景観条例を制定し、城下町の特徴を活かしたまちづくりを住民と共に進

めてきた結果、平成 20 年に電線地中化と道路美装化 10）を行い観光客が増えてきた。 
・観光客の増加に伴い城下町の空き家や空き店舗を利用したいという要望が増え、まちの創造と

運営を横断的総合的に調整しプロデュースする組織として平成 15 年に犬山市も出資して第三

セクター方式 11）で犬山まちづくり株式会社（犬山 TMO）が設立された。城下町の店舗を有機

的に連携させて街の活性化を図ることを目的に、空き家や空き店舗を活用したテナントミック

ス 12）や、「酔(よ)ってちょ～犬山」というお酒のイベントを開催。 
□犬山市の補助制度 

・城下町地区の空き家や空き店舗を対象にした補助制度に、犬山市空き店舗活用事業費補助金と

犬山市景観形成助成金がある。 
・犬山市空き店舗活用事業費補助金は、空き店舗や空き家を店舗や休憩所やコミュニティ施設や



 

文化芸術の工房に利活用する際、内装の改装費や家賃を補助している。補助額は、改装費は 1/2
上限 100 万円、賃料は 1/2 上限年間 50 万円。空き店舗の補助は城下町だけでなく南部の羽黒や

楽田の主要な道路に面しているところに対しても補助している。 
・犬山市景観形成助成金は、城下町地区のまちなみに合った建築物の修景工事で道路から見える

部分の工事に対して補助をしている。対象建築物によって補助額が変わるが、2/3～1/2 で上限

300～50 万円。 
・本町通に面した明治 3 年頃建築の町家・磯部家住宅は平成 16 年に市が土地と建物を取得して文

化財的な修理・復元を行った。磯部家住宅だけでなく、民間主体の利活用も活発に行われてい

るため、城下町地区では空き家がある程度利用されている状態になってきている。 
□犬山城下町以外の空き家対策 

・犬山市の空き家率は、住宅土地統計調査から推計すると、平成 10 年 7.41％、平成 15 年 10.96％、

平成 20 年 9.5％と全国平均よりも低い。 
・平成 25 年 6 月に犬山ニュータウンという旧住造法 13）による団地の空き家を調査したところ、

近年は人口減少と高齢化が進んで空き家が増加しており空き家は 15 戸（空き家率は 5.8％）あ

ったが、今年 1 月に再調査を行ったところ 4 戸程が建替や取り壊しされており、比較的利用さ

れていると見受けられる。 
・同様に今年 1 月に城東団地と前原台団地で空き家実態調査を行い、城東団地は平均的な 6.17％

という空き家率だったが、前原台団地は 1.13％と低かった。前原台団地は空き家の販売の看板

が立っていたり、空き家もある程度定期的に手入れされており、廃屋の様なものはなく、交通

の便はあまりよくないが売買の対象になっていると思われる。 
□空き家対策の課題 

・平成 25 年度から各課の相談窓口を都市計画建築課に一本化した。今年度の空き家に関する相談

は 16 件あるが、空き家所有者からの相談はなく、近隣住民や自治会長や議員からの相談が全て

になる。相談内容は、草木の繁茂が一番多く、建物の倒壊や道路への草木のはみ出し、落下物

が続いている状況。自分では対処できず行政に何とかしてもらいたいという相談がほとんどだ

が、現状としては所有者の特定に困難を伴っている。 
・16 件のうち 2 件が相続放棄された物件であった。国会で提出が予定されている空き家対策特別

措置法案の中でも課税情報を利用して所有者が特定できるとされているが、納税者が特定でき

ても家の管理についてまで連絡してこないでほしいという所有者もおり、相続の問題までは解

決できず空き家の利活用が困難な場合もある。 
・市街化調整区域内の建物や接道していない建物は空き家になると利活用が難しく、廃墟化して

いくと思われる。 
・今後賃貸アパートの空き家が増加すると思われる。現在の生活スタイルにあわず借り手が少な

いと建替やリフォームも行われず、市場価値がなくなり空き家化していく。 
・また、犬山ではまだ問題化していないが、市の中心部にマンションがところどころあり、交通

の便が悪かったり住環境があまりよくない分譲マンションでは、高齢化などもあって空き家化

する可能性がある。今から空き家化させない対応が必要と感じている。 



 

意見交換                                          

□リバースモーゲージ 

・アメリカでは利用者側から高い保険料を徴収している。また、日本のように家屋の価値が下落

していくわけでなく景気が良くなれば上がってくるので、上がった分を保険料として徴収する

ということもされている。土壌が日本とは違う。 
・政府と民間金融機関が一体となって、フラット 35 のようなイメージで国全体で導入すべきだと

思うが、まずは市場規模を拡大させてからだと思う。 
□リバースモーゲージのリスク 

・長生きリスクも含めて抑え込んだ時にまわるのであれば多少の変動は全体で吸収するのではな

いか。高齢者住宅や有料老人ホームなどの入居一時金はそういった考えで、例えば平均余命を

17 年としてみた時に 12～13 年で償却ということがあり、ここのところが長生きしていくとこ

ろのリスクヘッジ。リバースモーゲージもブレ幅の大きさがあるのでどこで吸収できるか。 
・金融機関も長生きリスクを考えて、はじめに土地の 7 割しか提供しないと言っておいて、長生

きしたら延ばしていくことになっているが、アメリカでは保険料等を徴収して終身とし借り過

ぎても借りた分は徴収しないとなっている。そうしなければ利用側はリスクを感じ普及しない。 
・通常のリバースモーゲージはお金を貸さないということで終われるが有料老人ホームは追い出

せないのでより博打性が高いとも言える。 
・長生きのリスクだけならまだいいが、リバースモーゲージはそれ以外に金利変動や担保価値が

変動するところもあるので難しい。 
・空いているところは市場の中で余っているわけなのであまりよい物件ではない。結構いいとこ

ろに広い家を持っている高齢者がいて入れ替えをするという理解はわかるが、1 割も空いてい

る時にどういったメカニズムで動くのか。 
・リバースモーゲージにも乗らない層は別として、そこそこお金があれば建て替えという行為を

生み出していている状況がある。持ち家を所有する人たちに中古流通や入れ替えの話がどうい

うメカニズムで働き始めるのか。 
□中古住宅の流通 

・マンションは中古流通させながら全体を維持していくことは社会的必然性を感じるが、戸建で

木造住宅で朽ちていくものを復活させる意味がよく理解できない。文化遺産やまちの景観を守

っていくといった何らか意味があるところならばよいが。 
・住み替えがよく起こるところは流動させる仕組みを担保するということがあると思うが、日本

は一度入居すると動かないので、例えば 30 年経ったら壊そうと思ってつくられた戸建住宅をも

う一度リフォームすることが現実的なのかどうか。 
・RC やレンガ造りでスケルトン 14）にして再生することができて、エコに貢献するといった意味

があれば流通や活用はあると思うが、木造は朽ちていくので元から替えなければならず、流通

や活用の必要性はあまり感じられない。 
・100 年住宅としてつくられた住宅は流通させていくべきで、きちんと管理するようにも言える。 
・移住・住みかえ支援機構も基本的には耐震性のある建物を対象にしている。 
・昭和 56 年に建てられたものは 30 年が経過しているが、持ち家戸建であれば 30 年程度であれ

ばまだ人に譲る時期ではない場合も多い。高齢者が広い持ち家に夫婦 2 人で住んでいてという

ケースは築 30 年は経過している物件だと思う。 



 

・高齢者住宅に住みかえる人は戸建て住宅に 30～40 年住んだ人が圧倒的に多く、更地にして売

却した方が高く売れるケースをよく聞く。そういう場合にリバースモーゲージはどうなのかと

いう話になってしまう。マンションは、世代や時代背景によって設備関係は変わっていくが躯

体は耐震改修をやっていれば 100 年近くはもつと思う。そうした時の中古流通や改修をきちん

とやっていくことが大きな意味で社会性があるということだと思う。 
□マンションの賃貸化 

・マンションの空室化はあまり問題になっていない。空室よりも賃貸化が問題。区分所有者が外

部へ行ってしまうため管理組合の運営のなり手が少なくなり困るケースが出てくる。また、賃

貸している方のモラルやコミュニティ問題に発展していく。 
・持ち家の 7 割が戸建だが、戸建と比べてマンションの方が市場規模は大きくなっていることか

ら流動性を感じている人はマンションを選ぶ。ただ、愛知県は他のエリアと比べて、マンショ

ンの所有者自身が売れないと意識している人が多い。 
・マンションは土地の評価はもともと無いに等しく、建物の評価が下がっていけば売るに売れな

くなる。売却よりも賃料を得た方が得となれば、賃貸化していくのは自然な流れである。 
・マンションの賃貸化は資産の価値化がされているわけなので、市場でリバースモーゲージがな

されている気がしなくもない。 
□マンションの耐震化 

・緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断の義務化 15）が新聞記事に載っていたが、マンションの耐震

化はこういった施策が起爆剤となる。自分達のマンションが何年経過しているのかを実際に認

識してもらうことで耐震診断・改修が進み、良質なストックが溜まってくる。 
・耐震改修を 100％実施するとなると相当費用がかかるが、今回はこの部分をやりましょうと段

階的に改善できれば 初にバツが出ても改善する見通しが立つ。横浜や東京都では段階的に実

施しているが、それによって導入部分を入りやすくしているところはあると思う。名古屋市内

で 55 年以前の建物のうち 60％が全く考えていないというのは非常に大きな問題と思う。 
・年齢のバランスがとれていないと良い管理やコミュニケーションが図れないので、どうしたら

若い人が好むマンションになるかといったことも議論している。そういった意味では賃貸化も

決して悪くはない。賃貸している人を入れ込んだ運営の仕組みづくりが重要。 
 

以上 
 
注釈 

１）様々な起こりうるリスクを回避したり、その大きさを軽減するように工夫すること。 
２）低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金。 

３）1981 年に民間金融機関も含めて日本で初めてリバースモーゲージを導入。「福祉資金貸出事

業」として提供されてきたが、地価の下落などで貸付金を回収できない例が起きており、貸付

制度の見直しが検討されている。 
４）2001 年にリバースモーゲージの条例を制定。「いきいき資金融資」として土地・建物（一戸

建て）を担保にして、在宅生活に必要な資金の融資を協力金融機関にあっせんするとともに、

融資に伴って生じる利子相当額を市が無利子で貸付ける。 
５）国土交通省の支援の下、法律学者や民間企業などが主体となり 2006 年 4 月に設立された一



 

般社団法人。50 歳以上のシニアを対象にマイホームを 長で終身にわたって借上げ、賃貸住宅

として転貸する「マイホーム借上げ事業」を行う。 
６）総世帯数に対する分譲マンションのストック数。 

７）構造上区分された数個の部分で独立した住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用

途に供することができる一棟の建物。「建物の区分所有等に関する法律」に基づき規制されてい

る。 
８）建築後 30 年以上を経過した分譲マンション。 

９）道路施設の充実や所得の増加により自家用車が普及し、自家用車の利用が日常化されること。 
10）自然石やカラーブロック舗装とするなど、まちなみと調和した道路整備を行うこと。 

11）国および地方公共団体が経営する公企業（第一セクター）や営利目的の私的企業（第二

セクター）とは異なる第三の方式による法人で行政と民間が共同出資によって設立した法

人を指すことが多い。 
12）複数の店舗の集合で商業集積としてのコンセプトを実現する手法。 
13）住宅地造成事業に関する法律（昭和 39 年法律第 160 号）。 
14）建物の構造体を指す。壁や床を一度解体し、構造体（スケルトン）の状態にして、新たに下

地処理や配管にいたるまで全体的にリフォームすることをスケルトンリフォームと呼ぶ。 
15）昨年 11 月に改正施行された耐震改修促進法により、全国の自治体で緊急輸送道路沿道建築物

の耐震診断の義務化が可能となった。 


