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２－１ 空き家の現状 

 
（１）住宅・土地統計調査 

  住宅・土地統計調査とは、住宅とそこに居住する世帯の居住状況等の実態を把握

し、その現状と推移を明らかにするため、５年ごとに国が行う調査です。なお、本

調査は抽出調査であるため、調査結果の数値は推計値となります。 
住宅・土地統計調査における「空き家」は、「①二次的住宅 （別荘等）」、「②賃

貸用の住宅」、「③売却用の住宅」、「④その他の住宅」の４種類に分類されます。 
「④その他の住宅」については、①から③まで以外の人が住んでいない住宅で、

例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えな

どのために取り壊すことになっている住宅などをいいます。すなわち、適切な管理

が行われていない空き家の背景的数字とも捉えられます（図２）。 
 

図２ 住宅・土地統計調査における住宅の分類 

 
 

住宅以外で人が居住する建物 会社等の寮・寄宿舎

学校等の寮・寄宿舎

旅館・宿泊所

その他の建物

別荘

②賃貸用の住宅 その他

③売却用の住宅

④その他の住宅

建築中の住宅

住宅 居住世帯のある住宅

居住世帯のない住宅 一時現在者のみの住宅

空き家 ①二次的住宅

第２章 空き家の現状と課題 
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（２）全国的な空き家の現状 

空き家の問題が身近で深刻な問題となった背景には、近年、荒川区を含む多くの

地域で空き家の数が急激に増加していることが大きく関係しています。住宅・土地

統計調査の平成３０年の結果は、このことを顕著に示しています。 
昭和４３年までは世帯数が住宅数を上回っていますが、それ以降は住宅数が世帯

数を逆転しており、近年ではその差が緩やかに大きくなっています。平成３０年に

は総世帯約５，４００万世帯に対して住宅数は約６，２４０万戸、空き家は約８４

６万戸あり、空き家率は約１３．６％となっております。平成１０年は約５７６万

戸であった空き家が、この２０年で約１．５倍、空き家が増えています（図３）。 
この５年間の空き家を種類別に見ると、「賃貸用又は売却用の住宅」の増加率は

微増し、「その他の住宅」の増加率は増大しています。平成３０年の空き家のうち

「その他の住宅」が約４０％も占めるほどになっています（図４）。 
 

図３ 住宅事情の変化（国土交通省ホームページ）

 

図４ 空き家の種類別推移（国土交通省ホームページ） 
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（３）空き家所有者の意向 

  空き家所有者実態調査（国土交通省資料）によりますと、人が住まなくなった理

由は、「死亡」が約４０．１％と最も多くなっています。また、空き家の取得経緯

などについては、「相続」が５４．６％となっています。 
また、空き家にしておく理由では、「物置として必要」は６０．３％、「解体費用

をかけたくない」は４６．９％、「更地にしても使い道がない」は３６．７％であ

り、多くは当面の売却や賃貸の意向はないと捉えられます（図５）。 
 

図５ 令和元年 空き家所有者実態調査（国土交通省資料） 

＜人が住まなくなった理由＞         ＜空き家にしておく理由＞ 

 

 
＜ 空 き 家 の 取 得 方 法 ＞ 

 
 

空き家の管理面での心配事は、「住宅の腐朽、破損の進行」が５８．０％ともっ

とも多く、管理する上での課題は、「管理の作業が大変」が２９．８％となってい

る一方、「課題はない」が３０．２％となっています。今後は、老朽化し、腐朽や

破損が進行した空き家が増えることが想定されます。（図６） 
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図６ 令和元年 空き家所有者実態調査（国土交通省資料） 

＜管理面での心配事＞ 

 

＜管理をする上での課題＞ 

 

（４）荒川区の空き家の現状 

  荒川区における住宅の総数（ストック数）は昭和６３年から平成３０年まで増え

続けていることがわかります。空き家総数は平成２０年までは増え続けましたが、

平成２０年から２５年までの５年間で減少しましたが、平成２６年から平成３０年

までの５年間で、３，１７０戸増加し、平成３０年の空き家率は１１．８％と、全

国（約１３．６％）に比べ低い数字となっております。しかし、空き家における「そ

の他の住宅」は増加しており、空き家のうちの約５８％となっています（表１）。 

 
  表１ 荒川区の住宅総数の変化（平成３０年 住宅・土地統計調査） 

 
住宅ストックを建築の時期別に見てみると、大量の供給が集中して行われた時期、

いわゆるバブル景気の時代のものを含め、適切な管理を怠ると老朽化により使用に

耐えうる時期を経過する住宅が、更に増加していきます（表２）。これらの住宅の

居住者が退出すれば、大量の空き家が発生する可能性もあります。 

空き家

総　数 二次的住

宅

賃貸用の

住宅

売却用の

住宅

その他の

住宅

昭和63年 74,250 66,110 65,780 320 8,140 1,580 6,480 ━ ━ ━ ━ 90 250 8.7%

平成5年 76,760 68,660 68,230 420 8,100 870 7,040 ━ ━ ━ ━ 180 200 9.2%

平成10年 79,170 70,430 70,020  410 8,740 480 8,210 ━ ━ ━ ━  50  170 10.4%

平成15年 93,540 81,740 81,640 90 11,800 80 11,630 10 8,340 2,010 1,260 100 70 12.4%

平成20年 107,860 92,730 92,730 - 15,130 1,250 13,770 30 10,080 3,240 410 100 20 12.8%
平成25年 108,790 97,620 97,460 160 11,160 30 10,900 100 7,250 800 2,750 230 20 10.0%

平成30年 119,010 104,250 103,710 540 14,760 240 14,070 140 5,440 310 8,180 450 60 11.8%

住宅以外

で人が居

住する建

物数
一時現在
者のみ

空家率

住宅総数

建築中総　数
同居世帯

なし
同居世帯

あり
総　数

居住世帯あり 居住世帯なし

総　数
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表２ 荒川区 建築時期別の住宅総数（平成３０年 住宅・土地統計調査） 

 
（５）荒川区の人口統計と空き家の関係 

荒川区の総人口の推移をみると、1998 年（平成 10 年）を底に人口減少から増加

に転じ、ここ数年は毎年 1,000 人以上の増加が続いており、2015 年（平成 27 年）

1 月 1 日現在の総人口は 209,087 人となっています（図７）。 
日本人の年齢３区分別人口の推移をみると、15～64 歳人口（生産年齢人口）は、

1971 年（昭和 46 年）以降、概ね減少傾向にありましたが、2008 年（平成 20 年）

以降は概ね 120,000 人程度で推移しています。それに対し、65 歳以上人口（老年

人口）は一貫して増加傾向となっており、ここ数年は年間 1,300 人以上の増加とな

っております（図８）。 
このように人口動向としては、荒川区の総人口は増加傾向にあるものの、高齢化

が進行していると言えます。 
 

図７ 総人口の推移（荒川区人口ビジョン（平成 28 年 3 月）） 

 

(築年数)

41年以上

(築年数)

36～40年

(築年数)

31～35年

(築年数)

26～30年

(築年数)

21～25年

(築年数)

16～20年

(築年数)

11～15年

(築年数)

6～10年

(築年数)

5年以下

住宅総数 104,250 7,020 10,480 15,000 7,250 10,560 9,260 11,900 10,470 4,490

腐朽･破損あり 4,550 670 710 760 280 360 180 130 180 -

建築の時期

平成13年

　～17年

平成18年

　～22年

平成23年

～25年

平成３年

　～７年

平成８年

　～12年総　数

昭和35年

以前

昭和36年

　～45年

昭和46年

　～55年

昭和56年

～平成2年
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図８ 年齢３区分別総人口の推移（日本人）（荒川区人口ビジョン（平成 28年 3 月）） 

 
 
 
  また、平成３０年住宅・土地統計調査によりますと、持ち家に住む 65 歳以上の

高齢者のみが生活する単身あるいは夫婦のみ世帯が、増え続けていることが分かっ

ています（表３）。 
今後も高齢化が進行し、高齢者世帯が増加していくと仮定し、高齢者世帯が住む

住宅が比較的古く、現在の居住者の次の世代がすでに別の場所に居を構えている場

合で、その住宅が次の居住者を得ることができなかったとしたら、空き家となる可

能性が高まります。 
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表３ 荒川区 持ち家に住む高齢者世帯の推移 

 
（６）空き家実態調査の結果（平成２７年度実施） 

  空家等特措法が平成２７年５月に全面施行されたことを受けて、荒川区の空き家

の実態を把握し、空き家の問題の解決に向けた総合的かつ計画的な空き家対策を実

施していくうえでの基礎資料とするため、空き家実態調査を実施しました。調査結

果は、「荒川区空き家実態調査報告書（平成２８年３月）」に取りまとめており、そ

の内容（抜粋）は次のとおりです。 
 
 ①調査の時期 
  平成２７年７月から平成２８年３月まで 
 
②調査の対象 

  ア 対象地域 
    荒川区内全域の宅地（南千住四丁目、南千住八丁目、東尾久七丁目除く） 

約５．６ｋ㎡ 
  イ 対象建物 
    全ての建物を対象とし、戸建住宅、長屋住宅、併用住宅、共同住宅、その他

（廃工場、廃店舗等）に分類する。 
  ウ 対象棟数 
    ４３，０２７棟 
 
③調査の内容 

  ア 空き家の推定 
   ・ 調査員が現地を外観目視で調査した。 
   ・ 販売中、建築中及び解体中の建物は除外した。 
   ・ 長屋住宅、共同住宅は１住戸でも居住が認められる場合は、空き家としな 

い。 
   ・ 一見して居住が明らかな建物（車、自転車、植木鉢、洗濯物等がある）は

空き家でないと推定した。 
   ・ 居住していると推定できるチェック項目の全てに該当しない建物は空き家

昭和63年 2,710 1,280 1,430

平成5年 4,300 1,830 2,470
平成10年 5,630 2,570 3,060

平成15年 10,120 4,790 5,330

平成20年 10,210 5,070 5,140

平成25年 13,200 8,420 4,780

平成30年 21,660 13,730 7,930

持ち家に住む高齢者世帯

総数
高齢者

単身

高齢者

夫婦のみ
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と推定した。 
   ・ なお、調査にあたっては電気メーターの作動の状態やポストへ郵便物等が

溜まっているか否かも確認するとともに、それでも疑義がある場合には、夜

間の訪問等により空き家の推定を行った。 
  イ 空き家の老朽度の調査 
   ・ 空き家と推定できる建物を対象に調査した。 
   ・ 建物状況の点検項目の有無について調査した。 
     点検項目：外壁や屋根の破損、建物の傾斜、基礎や土台の破損又は変形等 
   ・ 点検項目の配点の合計点で、ランク０からランク５の６段階に分類した。 
  ウ 敷地の管理不全度の調査 

・ 空き家と推定できる建物を対象に、敷地の管理不全度の点検項目の有無に

ついて調査した。 
点検項目：門扉や塀・柵の破損、傾斜、ごみの散乱、雑草・樹木の手入れ、

周辺環境との調和、汚臭の有無 
   ・ 点検項目の配点の合計点で、ランク０からランク５の６段階に分類した。 
 
④調査の結果 

  ア 空き家棟数（比率） 
 調査対象棟数 空き家棟数 

（推定） 

（比率） 

区全域 ４３，０２７棟 ９７１棟 ２．３％ 

不燃化特区区域 １８，３０６棟 ４３７棟 ２．４％ 

不燃化特区区域外 ２４，７２１棟 ５３４棟 ２．２％ 

 
  イ 空き家の老朽度別棟数（比率） 
    空き家棟数  ：９７１棟（１００．０％） 
    老朽度ランク５： ２３棟（  ２．４％） 
    老朽度ランク４： １９棟（  １．９％） 
    老朽度ランク３： ３７棟（  ３．８％） 
    老朽度ランク２：１００棟（ １０．３％） 
    老朽度ランク１：５５５棟（ ５７．２％） 
    老朽度ランク０：２３７棟（ ２４．４％） 
 
  ウ 敷地の管理不全度別棟数（比率） 
    空き家棟数    ：９７１棟（１００．０％） 
    管理不全度ランク５： ２１棟（  ２．２％） 
    管理不全度ランク４： ６３棟（  ６．５％） 
    管理不全度ランク３：１０８棟（ １１．１％） 
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    管理不全度ランク２：１５４棟（ １５．８％） 
    管理不全度ランク１：２２５棟（ ２３．２％） 
    管理不全度ランク０：４００棟（ ４１．２％） 
 
⑤調査の考察 
・ 空き家比率が比較的高い町丁目は、南千住一丁目、南千住五丁目、荒川二丁 

目、町屋二丁目、町屋四丁目、町屋五丁目、東尾久八丁目、東日暮里四丁目、 
西日暮里三丁目である。（下線の地域は、不燃化特区区域外の町丁目を示す。） 
これは、平成２５年９月に東京都が公表した「地震に関する地域危険度測定

調査（第７回）」における地域危険度と一定程度の相関関係が見られる。 
・ 空き家棟数全体の４．３％を占めている老朽度がランク４又はランク５であ

る著しく危険性が高い空き家は、特措法の特定空家等に該当する可能性が高い。

また、一定程度の損傷が見られる老朽度がランク２以上の危険な空き家を加え

ると、全体の１８．４％と高い割合を占めている。（表４参照） 
なお、これらの空き家については、その敷地に係る管理不全度も比較的高い

状況にあると推定されることから、その周辺の生活環境にも悪影響を及ぼして

いる。 
・ 不燃化特区区域の空き家比率は、区域外よりも若干高いだけであり、区域外

においても空き家は多く存在している。また、一定程度の損傷が見られる老朽

度がランク２以上の危険な空き家の割合は、不燃化特区区域外の方が高い。（表

４参照） 
 

表４ 空き家の老朽度別の比率 

 

建物 

棟数 

空き家 

棟数 

(A) 

空き家 

比率 

老朽度が 

ランク４ 

又は５の 

空き家 

棟数(B) 

B/A 

老朽度が 

ランク２ 

又は３の 

空き家 

棟数(C) 

(B+C)/A 

全域 43,027 棟 971 棟 2.3％ 42 棟 4.3％ 137 棟 18.4％ 

不燃化特区 

区域内 
18,306 棟 437 棟 2.4％ 19 棟 4.3％ 55 棟 16.9％ 

不燃化特区 

区域外 
24,721 棟 534 棟 2.2％ 23 棟 4.3％ 82 棟 19.7％ 

 
 
 
 



13 

（７）調査した空き家への対応 
国や都の事業を活用し空き家の除却に資する支援制度を構築するとともに、危険性

が高い空き家の所有者について、積極的に調査をしてまいりました。 
また、空き家の解決に大きな役割を果たす専門家の団体である行政書士会、司法書

士会、建築士事務所協会と協定を結び、連携して対応する対応を整えました。 
これらのことにより、平成２７年度調査で把握した空き家については、一定減少し

ています。 
今後は、新たに空き家となった建物等の実数の把握方法やデータベース化を検討す

る必要があります。 
 
ア 空き家棟数の推移（比率） 

 H27 年度 

空き家棟数 

R2 年度 

空き家棟数 

空き家 

減少棟数 

区全域 ９７１棟 ７１９棟  ▲２５２棟 

不燃化特区区域 ４３７棟 ３１８棟 ▲１１９棟 

不燃化特区区域外 ５３４棟 ４０１棟 ▲１３３棟 

 
イ 空き家の老朽度別棟数の推移 
            H２７年度   R２年度   減少棟数 
    空き家棟数  ：９７１棟 → ７１９棟  ▲２５２棟 
    老朽度ランク５： ２３棟 →   ８棟   ▲１５棟 
    老朽度ランク４： １９棟 →  １１棟    ▲８棟 
    老朽度ランク３： ３７棟 →  ２１棟   ▲１６棟 
    老朽度ランク２：１００棟 →  ５２棟   ▲４８棟 
    老朽度ランク１：５５５棟 → ４２６棟  ▲１２９棟 
    老朽度ランク０：２３７棟 → ２０１棟   ▲３６棟 
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「不燃化特区」とは 

 

 東京都は、今後 30 年以内にマグニチュード７クラスの首都直下地震が 70％程

度の確率で発生すると予測されています（文部科学省・地震調査研究推進本部）。 

 巨大地震が発生すると、木造住宅密集地域を多く抱える荒川区におきまして

は、大きな被害を受けることが想定されます。 

このような木造住宅密集地域のうち、地域危険度が高いなど、特に改善を図る

べき地区を「不燃化特区」に指定し、平成 32 年（2020 年）度までに指定区域の

不燃領域率（街の燃えにくさを表す指標）を 70％に引き上げることなどを目標

に、東京都と区が連携しながら特別な支援を行っています。 

 荒川区では既に、平成 25 年に「荒川二・四・七丁目地区」を、平成 26 年に「町

屋・尾久地区」が不燃化特区の指定を受けております。令和２年３月、東京都が

不燃化特区制度の５年間の継続を公表したのを受け、「町屋・尾久地区」につい

ては引き続き指定が延長されたほか、「荒川二・四・七丁目地区」についてはそ

の区域を荒川一・三丁目及び南千住一・五丁目に拡大し、「荒川・南千住地区」

として新たに指定を受け、令和３年度からは合わせて約 366 ヘクタールの区域で

取り組みを進めていきます。 

 具体的には、耐火性能に劣る木造建築物から準耐火建築物への建替えや、昭和

56年 5月 31日以前に建てられた倒壊の恐れがある危険老朽建築物の除却に対し

て、その費用を助成する事業を行っています。また、老朽家屋を除却し、更地の

まま適正に管理されている土地については、その土地の固定資産税等を 5年間、

住宅用地特例程度に減免する措置も行われます。 

 

参考 
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２－２ 空き家が及ぼす影響 

 
（１）管理不全な空き家の周囲への影響 

空き家は、適切に維持管理や修繕が行われない状態が長期間にわたることにより、

老朽化・腐朽化が進み、これが著しく進行すると、建物の倒壊や部材の脱落・飛散、

植物の繁茂等による景観悪化などを引き起こします。さらには、ごみの不法投棄や

動物の営巣などによる衛生上の問題、落書きや犯罪利用、放火などの防犯上の問題

などを誘因し、周辺住民の安全な暮らしを脅かしたり、周辺の宅地等の資産価値を

大きく損なったりすることとなります。 
このように、空き家が管理不全の状態となると、その建物の資産価値が低下する

というだけでなく、様々な面で周辺に悪影響を及ぼします。 
 
（２）地域全体の活力に係る影響 

こうした中、クローズアップされてきた空き家の問題は、整備されたまちを虫食

い状にし、周辺へ悪影響を及ぼしながら、結果としてその地域全体の活力を損なっ

ていくものです。 
空き家の諸問題は、周辺住民にとっては保安上や衛生上など生活環境の問題であ

り、また地域にとっては周辺環境の悪化による地域の活力低下の問題と言えます。 
一方、荒川区には下町らしい人情味あふれる地域コミュニティが維持されており、

そのコミュニティが地域での暮らしを支え合う大きな資源となっております。いか

に環境を維持し、更新を促進し、地域全体の活力を保つかという問題だと捉えられ

ます。 
 
（３）木造住宅密集地域の改善に係る影響 

  荒川区は急激な市街地化により、木造住宅密集地域（木密地域）が区の約６割を

占めています。その多くは昭和５６年以前に建てられた旧耐震基準の木造住宅で、

耐震性はもとより、耐火性に劣るものです。 
  いつ起きてもおかしくないと想定されている首都直下地震が発生すれば、耐震性

に劣る建物が倒壊し、尊い生命を失うとともに避難路が閉塞されます。また、ひと

たび火災が発生すれば、延焼により大規模な連続火災を引き起こし、地域全体に大

災害をもたらす危険性が高いです。 
  現在木密地域に存在する空き家が管理不全な状態に進行し、更には量的に増加し

ていくこととなれば、木密地域の改善に向けた取組みを強力に推し進めている中、

それを阻害する問題であると捉えられます。 
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２－３ 空き家の発生・長期化の要因 

 
  荒川区におけるこれまでの空き家への対応状況を踏まえ、空き家が発生し長期化

する要因は以下のような事項が考えられます。 
 
（１）所有者側 

・ 核家族化による高齢単身世帯化が進んでいることから、施設への入所などに

より、住宅所有者が不在となる。 
・ 連絡先が分からない、所有者が死亡・行方不明、権利関係が複雑で相続者が 
多い、相続放棄されているなどにより、所有者が特定できない。 

・ 高齢であり、判断ができない。 
・ 特に困っていない、面倒くさい、家や地域に愛着がないなどと考え、管理者 
としての意識がなく、活用や除却の意向がない。 

・ 他人に貸すことに抵抗がある。 
・ 情報の入手先がわからない、相談先がわからない、活用の仕方がわからない 
など、情報・知識が不足している。 

・ 改修に費用がかかり過ぎるなど、改修、除却費用を負担できない。 
  ・ 相続人が多数おり、権利関係の整理が難しく、対応方法が分からない。 

・ 住宅所有者や相続人が遠方におり、定期的な管理が難しい。 
 
（２）地域側 

・ 付き合いがない、トラブル巻き込まれたくないなど、所有者に働きかけるこ 
とが難しい 

・ 地域としての対応方法がわからない、どこまでやっていいのか判断できない 
など、情報・知識が不足している。 

 
（３）市場面 

・ 価格の妥当性、建築規模、間取り、立地環境などが原因で、需要と供給の 
マッチングにずれが生じている。 

・ 性能の見えにくさ、情報不足、リフォームのコストが高いなど、中古住宅市 
場の流通が成熟していない。 

 
（４）法制度面 

・ 接道要件、敷地規模などの制約により、建替えが困難である。 
・ 空き家を除却し、更地にすると固定資産税が上がるため、除却に抵抗がある。  
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２－４ 課題 

 
  空き家に関する現状、及ぼす影響、要因を考察し、空き家問題の解決に向けた課

題を次のように整理します。 
 
≪課題１≫ 空き家に関わる不安の解消と安全の確保 

 

空き家が管理不全な状態にあることにより、周辺住民に不安をもたらしている問

題について、安全・安心できる生活環境を確保していくための対策を講じていく必

要があります。 

また、空き家の所有者等、特に遠隔地に住む人は、特定空家等にならないか、周

囲に迷惑をかけていないかといった不安や、相続や借地等の関係で悩みを抱えてい

ます。今後は、空き家となる可能性が高い高齢者世帯等への不安解消の対策を講じ

空き家化の予防を行う必要があります。 

 

≪課題２≫ 地域の活力低下の打破と街の魅力の向上 

 

空き家がある、増えていくことは、それが原因で地域におけるコミュニティが減

退し、その担い手が継承されなくなるため、地域の活力低下につながってしまいま

す。 

また、空き店舗等も含め、空き家がある、増えていくことにより、その街に住み

たい、住み続けたいと思わせる魅力が薄れていくことも考えられます。 

このように、空き家の存在に伴う地域の活力低下を打破し、町の魅力を向上させ

るための対策を講じていく空き家利活用を通じた取り組みを行う必要があります。 

 
≪課題３≫ 区主導だけによらない空き家対策の取組み 

 
多岐にわたる空き家問題について、その対策は区が主導して取り組んでいかなけ

ればなりませんが、その実効性を確実なものとするためには、他の関係行政機関、

関係する民間事業者や専門家等のご協力に頼らざるを得ない部分がどうしても必

要となってまいります。 
また、区は空き家を確知するためにも、地域に住む区民の皆さまから情報を得る

ようご協力を求めていく必要があります。 
更には、第一義的に管理責任がある、空き家の所有者等自身が意識を高めていく

ことで、管理不全化の予防や新たな空き家の発生を抑制することができます。 
このように、空き家対策は区だけでなく、空き家に関わる様々な立場の皆さまと

取り組んでいく必要があると考えます。 
 


