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The purpose of this study is to consider possibilities of building the regional system of management of living 

environment in order to resolve external diseconomies caused by increases of vacant lots. After the enactment of “The 

Law for Special Measures to Promote Dealing with Vacant Houses, etc.”, the deterioration of living environment by 

abandoned lots remains as an imminent issue for shrinking suburbs. To examine possibilities of solutions with 

activities by neighborhood associations we conducted research in “Yato” regions of Yokosuka, a city in the suburbs of 

Japanese metropolitan area, with a questionnaire survey and in-depth interviews to neighborhood associations of the 

regions. The survey and interviews reveal that some of the neighborhood associations hold social capitals which make 

possibility of the neighborhood associations to manage living environment in cooperation with owners of vacant lots. 
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１．本調査研究の背景と目的 

都市縮減時代となった我が国において、空き家・空き

地増加による住環境への影響が課題となっている。空き

家に関しては、2014年に「空家等対策の推進に関する特

別措置法」(以下、空き家特措法)が成立し、管理不全に

より衛生面や保安面など住環境の問題となる「特定空家

等」に関する、立ち入り調査や所有者への指導・勧告・

命令、代執行といった措置が定められている。一方で空

き家除却の跡地に関しては、市町村が、「情報の提供その

他これらの活用のために必要な対策を講じるよう努める」

と定められているが、除却跡地が雑草繁茂など住環境の

問題となった場合の措置は定められていない。 

わが国では、各地域において住環境の問題に当事者とし

て主体的・総合的に取り組む地域コミュニティ(1)の組織と

して自治会(2)が普及・定着している。空き家・空き地対策

への自治会など地域コミュニティの関与については、三

宅・小泉・大方(2012)1)及び伊藤・海道(2013) 2)の調査研

究がある。三宅・小泉・大方(2012)は、千葉県佐倉市の戸

建住宅団地１団地における住民アンケートと自治会への

ヒアリングをもとに、空き家だけではなく空き地も近隣住

民にとり衛生面など住環境に悪影響をもたらすものなっ

ており、近隣住民が空き地・空き家の草刈・清掃などに自

発的にあたるケースがあるとした。そしてこのような近隣

住民による利用を伴わない管理形態は、空き地・空き家の

安定的管理に重要であり、その促進のためには、近隣住民

が管理をする際に所有者の許可をとりやすい仕組みや、所

有者の許可なしでも管理が可能になる仕組みが求められ

ると考察している。伊藤・海道(2013)は、岐阜県可児市の

戸建住宅団地17団地における、各団地自治会班長・組長へ

のアンケート調査を行い、空き地率の比較的高い団地にお

いて、空き地・空き家について「景観」面や「衛生/居住

環境」面で心配とする回答が多くなる傾向を示している。

そして空き家率の高い７団地の自治会長へのヒアリング

調査を行い、５団地において、自治会が駐車場利用や、所

有者から負担金徴収の上で除草などの空き地対策を行っ

ていることを示している。 

以上の既往研究は、管理不全の空き地が住環境の問題

となることと、空き地対策による住環境維持管理に自治

会など地域コミュニティが関与することの有効性を示し

ている。しかし、伊藤・海道(2013)が報告した、自治会

による空き地対策が行われている 5 団地の内、４団地は

2005 年から 2012 年までの間に空き地は減少した団地で

ある。空き地が増加した１団地においても空き地増加数

は２件で、2012年の空き地 56件のおよそ４％であった。

都市縮減時代において住宅需要が減少し、空き家特措法

による空き家除却などにより空き地が増加している市街

地における、地域コミュニティ関与による空き地対策の

可能性を検証することが必要と考えられる。 

本研究では、空き地増加が進む市街地を縮減市街地と

位置づけ、縮減市街地における、自治会などの地域コミ

ュニティの関与による、空き地対策などの住環境マネジ

メントの可能性を考察した。研究対象とする縮減市街地

は、横須賀市谷戸地域とした。研究方法は、次のとおり

である。 
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① 自治会区域に谷戸地域を含む自治会へのアンケート

調査を実施し、各自治会の空き家・空き地に関する取り

組み状況と意向、課題を把握した。本研究は空き地対策

を主に研究するものであるが、空き地増加の理由の1つ

は空き家の除却であり、空き家・空き地の両方について

設問した。空き家・空き地対策による住環境マネジメン

トの可能性が高いと考えられる自治会を抽出した。 

② ①で抽出した自治会区域における空き地の増加と管

理状況を現地調査の上、自治会役員に、空き地に関する

取組と課題についてヒアリングを実施した。 

 

２．谷戸地域自治会へのアンケート調査 

2-1.アンケート対象の自治会 

谷戸とは一般的に丘陵地が浸食されて形成された谷状

地形を指すが、急峻な丘陵地が大半を占める横須賀市に

は多くの谷戸が存在する。横須賀市では戦前に軍事関連

施設の集積と人口流入が進み(3)、高度成長期以前に谷戸斜

面上の住宅地拡大が進んだ。横須賀市消防局が防災上の

観点から指定した市内49の谷戸地域(4)は、坂・階段や狭

あい道路が多く、車横付けができない区画といった問題

を抱える。横須賀市都市計画課による『谷戸地域空き家

等実態調査』（2011）では、49谷戸地域は市内でも人口減

少・高齢化・空き家化が著しいことを報告している。 

横須賀市は 10 の行政センター所管区域に分かれるが、

その内の８区域に谷戸地域が存在する。中でも市北部の

４区域(【図-1】【図-２】のⅠ〜Ⅳ)は、谷戸地域数が多

く、且つ同調査による空き棟率及び空き地率(5)が49谷戸

地域の平均(空き棟率7.9％、空き地率4.1％)を超える。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※Ⅰ〜Ⅷは行政センター所管区域を指す。（ ）内は各区域の谷戸地域数。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
※Ⅰ〜Ⅷは行政センター所管区域を指す。（ ）内は各区域の谷戸地域数。 

本研究でのアンケートは、この市北部35谷戸地域にお

ける30自治会を対象とした(6)。30自治会全てから回答を

いただくことができた。 

2-2.アンケート設問の考え方 

横須賀市はホームページにおいて、自治会は地域の問

題に対して「地域で話し合い、利害を調整し、共通の課

題として解決しています。」としている。さらに自治会の

主な活動として「防災・防犯活動」「環境美化活動」「社

会福祉活動」「交流活動」(7)を上げている。本研究のアン

ケートでは、自治会がこれらの活動を通して空き家・空

き地に関わる可能性について、次の考え方から設問した。 

① 空き家・空き地の問題認識：自治会は市広報配布や回

覧板回覧、自治会費集金など、空き家発生を把握する基

盤を有していると考えられる。自治会による空き家・空

き地の存在とその所有者の把握、空き家・空き地に関す

る自治会での問題認識について設問した。 

② 防犯・防災活動：三宅・小泉・大方(2012)は居住者ア

ンケートにより、空き家・空き地で居住者が被っている

被害は、治安と衛生面が大きいとしている。本研究では

自治会の防犯・防災活動と、その中での空き家・空き地

に関する取組み状況について設問した。 

③ 環境美化活動：地域の衛生などに関わる環境美化活動

と、その中での空き家・空き地に関する取組み状況につ

いて設問した。 

④ 高齢者支援：谷戸地域のように高齢化の進んだ地域で

は後期高齢者・要介護高齢者が増加し、高齢者の介護施

設入所や入院、他界が空き家・空き地発生につながるこ

とが多いと考えられる。さらに空き家・空き地対策を進

める上で、高齢者支援を通して空き家・空き地所有者と

の関わりを維持していた自治会の関与が重要と考えら

れる。本研究では自治会が空き家・空き地対策の主体と

なる可能性を探る手がかりとして、自治会による高齢者

支援の状況について設問した。 

⑤ 自治会持続：空き家・空き地に現れる市街地縮減に直

面する自治会としての、自治会役員における若年層の有

無や、転入世帯との地域交流といった、自治会の持続性

に関わる取組みについて設問した。 

【表-１】アンケート設問項目 
区分 設問項目 

問題把握 取組み状況 課 題 

空き家・空き地

の問題把握

（交流活動） 

○空き家・空き地の増加 

○空き家・空き地問題の

指摘 

○空き家・空き地の問題

の具体的内容 

○空き家・空き地所有者の

把握 

○空き家・空き地

についてこれか

ら行いたい活動と

課題 

防犯・防災活

動 

○防犯・防災活動 

○防犯・防災活動での空き家対策 

環境美化活動 ○環境美化活動 

○環境美化活動での空き家・空き地対策 

高齢者支援活

動 

○谷戸地域での生活継続

が難しい高齢者増加 

○高齢者見守り・声掛け 

○高齢者支援活動 

自治会持続

（交流活動） 
○自治会役員年齢層・役員における若年層の有無 

○転入世帯への地域交流など案内 

○これからの自治

会活動の課題 

【図-１】行政センター所管区域別 各谷戸地域空き棟率 

【図-２】行政センター所管区域別 各谷戸地域空き地率 
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2-3.空き家・空き地の問題認識 

市北部の大半の自治会において空き地・空き地の問題

が顕在化している。80％の自治会において空き家又は空

き地が最近増加し【図-３】、50％の自治会の会合で、空

き家・空き地の問題が指摘・議論されている。【図-４】 

空き家・空き地の具体的問題については、「火災発生」

63％、「不審者」67％といった防犯・防災関連が最も多い。

「樹枝や雑草が繁茂」53％という環境に関する問題も半

分以上の自治会で指摘されている。【図-５】 

空き家・空き地について把握していない自治会は１自

治会のみである。12自治会(40％)が空き家・空き地の所

有者を把握している（「大体の空き家・空き地とその所有

者について把握している」５自治会、及び「いくつかの

空き地・空き家とその所有者について把握している」7

自治会の計による12自治会）。【図-６】 

把握方法については、退会時の届け出という仕組みを

決めているところは１自治会のみであり、すべての自治

会が「近隣にお住まいの方などからの口コミ」としてい

る 【図-７】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※その他自由回答(１自治会)は「民生委員

が調整している。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※その他自由回答(２自治会)は「空き家、空き地に野良猫が入り糞尿の問題あり。一部

子ども達の遊び場になっている。持ち主が他地域にいるので話し合いができな

い。」と「自治会が指摘、議論しても、現状ではどうすることもできない。」 

 

これから行いたい活動については、空き家・空き地ど

ちらについても、所有者の連絡先の把握を進めたいとす

る自治会が大半を占める。【図-８】【図-９】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
※その他自由回答(１自治会) は「高齢化により、施設に入ったり、子供のところに転

居する人が多く、空き家が増えているのが現状。街全体で子供が実家である親

元に帰ってくるような魅力的なまちづくりを検討していきたい。」 

 
 

 

 

83% 

40% 

40% 

13% 

13% 

13% 

3% 

0% 50% 100%

防犯・防災・衛生・美観などの問題発生

時への備えとして、空き家と所有者の連

絡先の把握を進めたい 

倒壊や火災など危険な空き家につい

て、条例・補助制度などを利用した、建

て替え・解体・除却を進めたい 

枝･草繁茂やごみ投棄、盗難、不審者

侵入などを防ぐために、見回りなどを強

化したい 

新しい居住者の入居や住み替えがやり

やすいよう、空き家の良好な状態に保

ちたい 

地域の交流サロンや子育て、福祉活動

拠点などに使いたい 

災害時の一時的な避難所や防災備蓄

庫、仮設住宅などに使いたい 

その他自由回答 

MA n=30 

25 

12 

12 

4 

4 

4 

1 

60% 

33% 

10% 

23% 

17% 

0% 

0% 50% 100%

防犯・防災・衛生・美観などの問題発生時

への備えとして、所有者の連絡先の把握

を進めたい 

枝・草やごみ投棄などの問題が起きない

よう、見回りなどを強化したい 

公園として活用したい 

花壇や菜園として活用したい 

災害時の一時避難地として活用したい 

その他自由回答 

MA n=30 

18 

10 

3 

7 

5 

空き家・

空き地

ともに

増加し

ている, 

8, 27% 

空き家

が増加

してい

る, 15, 

50% 

空き地

が増加

してい

る, 1, 3% 

空き家・

空き地

ともに

あまり

増加し

ていな

い, 6, 

20% 

SA n=30 

【図-３】空き家・空き地 

増加状況 【図-４】空き家・空き地問題の指摘 

17% 

40% 

13% 

43% 

30% 

3% 

0.0% 50.0% 100.0%

自治会の会合におい

て、問題として対策が議

論されている 

自治会の会合におい

て、問題として指摘され

たことがある 

自治会の活動現場にお

いて、問題として指摘・

議論されている 

隣近所同士の会話にお

いて、問題として指摘・

議論されている 

問題として指摘されたこ

とはない 

その他・自由回答 

MA n=30 

5 

12 

13 

9 

4 

1 

33% 

20% 

63% 

67% 

13% 

53% 

10% 

20% 

0% 

7% 

17% 

0.0% 50.0% 100.0%

空き家・空き地の増加で、まちの活気がなく

なる 

倒壊や屋根・壁材などの落下・飛散 

火災発生 

不審者の侵入 

夜間に暗くなるため、夜道通行が心配 

樹枝や雑草が繁茂 

チラシ・郵便物などが散乱 

ごみの不法投棄 

蜂･ごきぶりなど害虫の巣 

その他・自由回答 

空き家・空き地に関する問題が指摘・議論さ

れたことはない 
MA n=30 

10 

6 

19 

20 

4 

16 

3 

6 

2 

5 

図４：空き家・空き地の具体的問題 

【図-５】空き家・空き地の問題の具体的内容 
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空き家・空き地に取り組む上での悩みどころについて

は、「所有者の連絡・調整」を 22 自治会(73％)があげて

いる。「所有者の把握」は13自治会(43％)があげている。

前述図６の「大体の空き家・空き地と所有者を把握して

いる」５自治会に、所有者の把握を悩みどころとしてい

るところは無い。しかしその５自治会の中の２自治会で

は所有者把握の次の段階となる連絡・調整が悩みどころ

になっている。【図-10】 

 
※その他自由回答（６自治会）は、「空き家(地)の管理者、持ち主の確認が難しく、

時間が掛る。」「消防署で空き家の火災の件で調べて町内会に情報提供されました。

警察署は個人情報とか言って、提供されません。」「所有者が他県、連絡が難しい。

又は不明。」「近所の人に問い合わせている。所有者判明してもその他の時間がか

かる。結果良くない」。「どこまでの権限で、またプライバシーのことも含めて色々

取り組みも難しい。」「個人資産への関与は極めて難しい。」 

 

 

2-4. 防犯・防災活動 

30自治会の中で 25自治会が、毎日又は毎週、毎月と、

定期的な防犯・防災パトロールを行っている。【表-２】 

【表-２】防災・防犯活動の取組み状況 
防災・防犯活動 取組み状況 

専門部会・組織

の設置 

防災のみ         10自治会(33％) 

防犯のみ         ２自治会(7％) 

両方つくっている     16自治会(53％) 

つくっていない      ２自治会(7％) 

定期的なパト

ロール 

 

毎日(週５日以上)行っている ５自治会(17％) 

毎週行っている      ６自治会(20％) 

毎月行っている      14自治会(47％) 

年末年始に行っている   ３自治会(10％) 

無回答          ２自治会(7％) 

一時避難地の 

取り決め 

取り決めている      25自治会(83％） 

取り決めていない・無回答 ５自治会（17％） 

要援護者を想

定した訓練 

行っている        14自治会(47％) 

行っていない       16自治会(53％) 

要援護者への

支援者取り決

め 

決めている        11自治会(37％) 

検討中          13自治会(43％)  

検討していない・無回答  ６自治会(20％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家の見守りなど空き家に重点を置いた活動は行わ

れていないが、18自治会(60%)が空き家に注意したパトロ

ールを行っている。【図-11】 

2-5.環境美化活動 

自治会の環境美化活動は、道路や公園・広場といった

公共空間での清掃・緑管理が主となっているが、12自治

会（40％）で共用の緑の管理が実施されている。空き家・

空き地での雑草や樹枝の伐採は３自治会(10％)、枯葉や

ゴミの清掃は4自治会(13％)で実施されている。【図-12】 

 
※検討中のその他自由回答（1自治会）は、「ゴミ集積場の清掃。」 

 
 
 

2-6.高齢者支援 

谷戸地域での生活継続が難しい高齢者が増加している

かについては、21自治会(70％)が「増加している」と回

答した。【図-13】 

高齢者の見守り･日常的声掛けを誰が行っているかに

ついては、全自治会が民生委員・社会福祉推進委員(8)が行

っていると回答している。17自治会(57％)が、さらに、

自治会の各班長・各組長又は見守りの組織・専門部会が

行っていると回答している。【図-14】 
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17自治会 
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【図-13】谷戸地域での生活継続が難しい高齢者増加 

【図-12】環境美化活動の状況・意向 
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【図-11】防犯・防災活動における空き家対策 

【図-10】空き家・空き地に取り組む上での悩みどころ 

【図-14】高齢者見守り・声掛けの担い手 
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12自治会(40％)が何らかの高齢者生活サポートを行っ

ている。実施中のサポートにおいて、一番多いものは 7

自治会による「草とりや水やりなど庭の手入れ」であっ

た。【図-15】 

 
※実施中のその他自由回答（１自治会）は、「サポートの申し出があった場合に対

応。」 検討中のその他自由回答（2自治会）は内容の回答無し。 

 

 

2-7.自治会の持続性 

ほとんどの自治会で、役員の中心年齢層は60代以上で

ある。若手の役員がいる自治会は13自治会(43％)と、半

分に満たない。【表-３】  

新しく引っ越してきた世帯への地域交流等の案内につ

いては、25自治会が自治会入会の勧めのときに行ってい

る。イベントのときなど、入会の勧めのとき以外での、

地域交流の案内を行っている自治会は15自治会(50％)で

ある。【図-16】 

これからの自治会活動の課題ついては、「役員の高齢化」

24 自治会（80％）と、「後継者不足」23 自治会（77％）

が最も多くあげられた。「谷戸地域生活困難者の増加」に

ついては 15 自治会(50％)、「空き家・空き地の増加」に

ついて11自治会(37％)があげた。【図-17】 

【表-３】自治会役員の年齢層 

自治会役員の中心年齢層  自治会役員における若手(20 -40代)の有無 

50代   1自治会(3％) 

60代   19自治会(64％) 

70代以上 ９自治会(30％) 

無回答  １自治会(3％) 

いる 13自治会(43％) 

いない 16自治会 (54％) 

無回答 1自治会 (3％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※その他自由回答（1自治会）は、「各行事へのお誘い活動を実施中」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※その他自由回答(3自治会)は、「町内会館の老朽化。」「定年制が延長された現在、

役員の高齢化が避けられない。したがって活動範囲は限られる。」「役員のなり

手がいないのが大問題である。」 

 

2-8.住環境マネジメントの可能性 

30自治会それぞれの住環境マネジメントの可能性につ

いて、「空き家・空き地増加」「自治会会合での空き家・

空き地問題の議論・指摘」「空き家・空き地の取組み現状」

の観点から【図-18】のような類型が考えられる。 

 

 

【表-４】空き家・空き地対策可能性別 活動平均スコア 
※［ ］内は各項目の満点のスコア 

自治会の活動内容 ア イ ウ エ 

防災・ 

防犯 

専門部会・組織設置［2］ 1.50 1.45 1.00 1.67 

一時的避難地［2］ 1.67 1.64 1.00 2.00 

要援護者想定訓練［2］ 0.33 0.91 1.00 1.33 

要援護者支援者［2］ 1.17 1.00 1.50 1.22 

定期的パトロール［3］ 1.50 1.45 0.50 1.56 

小計［11］ 6.17 6.45 5.00 7.78 

環境美化活動［11］ 3.42 4.27 4.25 5.67 

高齢者

支援 

高齢者見守・声掛け［2］ 0.67 0.73 0.25 0.89 

高齢者生活サポート［10］ 0.83 1.77 0.13 1.78 

小計［12］ 1.50 2.50 0.38 2.67 

自治

会持

続性 

若手年齢層［2］ 1.00 0.55 1.00 1.11 

地域交流案内［6］ 1.50 2.00 2.25 1.78 

小計［8］ 2.50 2.55 3.25 2.89 

合 計［42］ 13.58 15.77 12.88 19.00 

0% 50% 100%

ゴミだし 

買い物・通院などの外出の付き添い 

留守番 

書類や手紙などの代書・代筆 

買い物代行 

草とりや水やりなど庭の手入れ 

大掃除 

犬の散歩などペットの世話 

電球の取替えや障子の張替えなど 

その他 

実施中 検討中 
各SA  n=30 

5 4 

2 4 

2 

2 

4 3 

5 

3 

7 

4 1 

1 2 

3 

30% 

20% 

7% 

13% 

23% 

40% 

17% 

20% 

10% 

10% 

1 2 

2 

横須賀市北部谷戸地域 30自治会 

空き家または空き地が増加している  

24自治会  【図-3】 

自治会会合で空き家・空き地問題が議論・指

摘されている 13自治会 【図-4】 

増加していない  

６自治会 

いくつかの空き家・

空き地把握 又はパ

トロールでの配慮な

し4自治会 

大体の空き家・空き地又はいくつかの所有

者を把握。且つパトロールにおいて空き家

配慮。  9自治会 

【図-6】【図-11】 

指摘・議論されて 

いない 11自治会 

空き家・空

き地増加 

自治会会

合での議

論・指摘 

取組みの

現状 

【図-15】自治会による高齢者生活サポート 

ア 

イ 

ウ エ 

【図-16】転入世帯への地域交流案内 

【図-18】自治会の空き家・空き地対策可能性類型 

【図-17】転入世帯への地域交流案内 
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【図-18】の『エ』９自治会は、空き家又は空き地が増

加し、自治会会合での空き家・空き地問題の議論・指摘

が行われており、大体の空き家・空き地又はいくつかの

所有者把握とパトロールにおける空き家配慮が行われて

いる。30自治会の中でも空き家・空き地対策の可能性が

高い自治会と考えらえる。さらにこの９自治会は【表-４】

の自治会活動のスコア (9)にみるように、30自治会の中で

も、防災・防犯活動、環境美化活動、高齢者支援活動の

取組みが多い。30自治会の中でも住環境マネジメントの

可能性が高いと考えられる。 

 

３．自治会へのヒアリング調査 

前章の住環境マネジメントの可能性が高いと考えられ

る『エ』９自治会の中で、３自治会の自治会長・役員を

対象に、自治会が空き地対策を行う現状・意向と課題に

ついてヒアリング(10)を行った。 

この３自治会を選んだ理由は以下のとおりである。 

① A 自治会：吉武・高見沢・中名生(2016) 3)は、駅から

のアクセスと各区画への車アクセスの２つの観点によ

る谷戸地域類型でのスタディを行っている。A 自治会の

谷戸地域は、駅近であるが車付けできない区画が多い類

型に属する。そして、谷戸地域における空き家・空き地

数の割合が市内49谷戸地域の中で最も高い。 

② B 自治会：B 自治会は、駅から遠いが車付けできる区

画が多い類型の中で、空き家・空き地の多い谷戸地域の

自治会である。さらにB自治会は本研究アンケート調査

で、空き家・空き地所有者の把握方法について「自治会

の退会時などで、空き家・空き地のまま所有することの

届け出を行う」と回答した唯一の自治会であり、住環境

マネジメントにおける空き家・空き地対策の可能性が高

いと考えられる。 

③ C自治会： C自治会は【図-８】【図-９】の、空き家・

空き地についてこれから行いたい取組みとして９項目

をあげており、アンケートを行った 30 自治会の中で最

も多い。また、【表-４】におけるスコア合計が 24と 30

自治会の中で３番目に高い。住環境マネジメントの可能

性が高いと考えられる。A 自治会と同じ、駅近であるが

車付けできない区画が多い類型に属する。 

ヒアリングに先立ち、各自治会谷戸地域の空き家・空

き地増減(11)と老朽化・管理状況(12)について調査し、Ｃ自

治会谷戸地域が空き地数維持、Ａ自治会・Ｂ自治会谷戸

地域が空き地数増加傾向にあることを確認した。【表-５】

【表-６】【表-７】 

ヒアリングのまとめは【表-９】に記すが、ヒアリング

にもとづく自治会による空き地対策に関する課題は、以

下の2点に集約できると考えられる。 

①空き地所有者との連絡・調整：空き家と同時に空き地

の管理不全も、火災発生のおそれなど、自治会にとって

の問題と考えられている。所有者や家族など連絡先の把

握に、自治会が大きな役割を果たす可能性が考えられる

が、他市町村に居住する所有者への連絡及び調整といっ

た、自治会のみで対処できないケースも指摘された。空

き家に関しては、空き家特措法にもとづく対処が考えら

れるが、空き地の対処が課題となる。尚、土地登記簿に

よる所有者住所別の空き地数は【表-８】に記す。 

②空き地所有者の責務明確化：空き地が増加傾向にある

地域において、自治会が空き地を直接管理（雑草・樹枝

の草刈など）することは自治会にとっての負担が大きく

なると同時に、所有者責務があいまいになることが問題

と考えられている。 

【表-５】３谷戸地域空き家・空き地増減（2010-2015） 

A自治会谷戸地域 

 

2015年度敷地利用 

居住棟 空き棟 空き地 駐車場･資材置場 計 

2010年度 

敷地利用 

(横須賀市

調査) 

居住棟 266区画 17区画 14区画 2区画 299区画 

空き棟 14区画 36区画 6区画 0 56区画 

空き地 0 0 30区画 0 30区画 

駐車場･資材置場 0 0 0 11区画 11区画 

計 280区画 53区画 50区画 13区画 396区画 

B自治会谷戸地域 

 

2015年度敷地利用 

居住棟 空き棟 空き地 駐車場･資材置場 計 

2010年度 

敷地利用 

(横須賀市

調査) 

居住棟 192区画 8区画 7区画 0 207区画 

空き棟 4区画 15区画 4区画 1区画 24区画 

空き地 0 0 35区画 0 35区画 

駐車場･資材置場 0 0 0 13区画 13区画 

計 196区画 23区画 46区画 14区画 279区画 

C自治会谷戸地域 

 

2015年度敷地利用 

居住棟 空き棟 空き地 駐車場･資材置場 計 

2010年度 

敷地利用 

(横須賀市

調査) 

居住棟 115区画 14区画 0 1区画 130区画 

空き棟 14区画 36区画 6区画 0 14区画 

空き地 2区画 0 8区画 0 10区画 

駐車場･資材置場 0 0 0 2区画 2区画 

計 122区画 21区画 10区画 3区画 156区画 

【表-６】３自治会谷戸地域 空き家老朽化状況（2015） 
 除却・建替 大規模修繕 劣化小 計 

A自治会※ 19 37％ 11 21％ 22 42％ 52 100％ 

B自治会 ４ 17％ ３ 13％ 16 70％ 23 100％ 

C自治会 2 10％ 6 29％ 13 61％ 21 100％ 

※A自治会の空き家53棟の内１棟は、敷地内の樹枝繁茂が著しく、建

物の老朽化状況の確認ができなかった。 

【表-７】３自治会谷戸地域 空き地管理状況（2015） 
 雑草樹枝繁茂 荒れなし 広場菜園 計 

A自治会 21 42％ 17 34％ 12 24％ 50 100％ 

B自治会 15 33％ 20 43％ 11 24％ 46 100％ 

C自治会 ４ 40％ 6 60％ 0 100％ 10 100％ 

【表-８】土地登記簿による所有者住所別 空き地数 
 A自治会 B自治会 C自治会 

横須賀市外 19 38% 5 11% 3 30% 

横須賀市他地域 4 8% 1 2% 1 10% 

隣接区域内 4 8% 19 41% 2 20% 

自治会区域内 18 36% 19 41% 1 10% 

大蔵省･横須賀市 5 10% 2 4% 3 30% 

計 50 100% 46 100% 10 100% 
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【表-９】空き地対策の課題（ヒアリングまとめ） 
＊( )内は回答いただいた自治会 

1)所有者の把握 

現 

状 

・ 

意 

向 

事前 

相談 

・地域には後期高齢者が多く、高齢者の介護施設入所・病院入院・他界

で空き家になるケースが多い。自治会としては敬老会などで自治会区

域内の後期高齢者の所在を把握し、日常的な見守り・声掛けを行い、

ゴミだし手伝いなどを行っている。さらに民生委員・社会福祉推進委

員が独居高齢者などの生活相談を行っている。こうした取り組みを通

じて、入所先や所有者が他界した場合や判断が難しくなった場合のた

めに家族・親族の連絡先も伺う。(A,B,C) 

課 

題 

古い物

件 

・現在の自治会役員が、役員になる以前に発生している、長期にわたっ

ての空き家・空き地については、所有者や管理者が分からない。(A)  

届け出

強制で

きない 

・所有者には自治会退会届けに連絡先を記入していただくようにしてい

るが、記入を断られたら、自治会として強制することはできない。そ

のため、所有者の所在を把握していない空き家・空き地がある。(B) 

自治会

の負担 

・空き家特措法の制定以前から、登記簿で所有者の連絡先を調べる方法

はあるが、自治会としてそこまで労力や経費を負担してよいのかとい

う考えから、登記簿での調査は行っていない。 (B) 

2)所有者との連絡・調整 

現 

状 

・ 

意 

向 

所有

者等

へ申

し入

れ 

・賃貸の長屋・戸建住宅の居住者がいなくなり、建替えなどがなされな

いまま、管理不全のまま危険空き家となるケースに対しては、地主に除

却するように申し入れている。持家についても、所有者や家族などの連

絡先が分かっていれば、申し入れを行う。(A,B,C) 

 

課 

題 

他地

域居

住 

・所有者やその家族が近隣に住んでいる場合は、管理不全の問題などに

ついて連絡・調整しているが、離れた地域に住んでいる場合は難しい。

連絡をとってもなかなか対応してもらえないことがある。（A,B,C) 

2)見守り 

現 

状 

・ 

意 

向 

見守

り 

・自治会の各組長は、回覧板を確実に廻すために、どの家が空き家かに

注意を払っている。組長は不審者出入りなど空き家の異変に気づきやす

い立場にある。(A,B,C) 

・半年前(2015年秋頃)に、自治会役員(会長や防犯・防災担当など)で空

き家を見て回り、空き家の所在を頭に入れた。秋に行った理由は、雑草

が枯れて火災の原因になる恐れがあるため。(B) 

４)空き地の管理（雑草・樹枝の草刈など） 

課 

題 

所有

者の

責務

のあ

いま

い化 

・空き家除却後の雑草繁茂が起きている空き地があり、火災発生の心配

はあるが、自治会で草刈などはしていない。シルバー人材センターな

どを使って管理している所有者がおり、他の所有者もそうすべきであ

る。自治会が草刈を行うと自治会への依存が増すことになる。所有者

が分かっている空き地については草刈などを所有者に申し入れてい

る。(A) 

・繁茂した雑草などが、秋に枯れて火が付きやすくなることが心配であ

る。所有者が近くに住んでいる空き地については、空き家除却後の跡

地を含め、概ね管理できている。自治会で費用を徴収して草刈を行う

ようなやり方は、所有者と刈り方などについてのトラブルが起こる可

能性があり、簡単にはできないと考えている。(B) 

・空き地での火災発生が心配である。草刈などを自治会としてやろうと

思えばできるし、低額な料金で行っている自治会が市内にあることは

聞いている。しかしそれは本来所有者が行うもので、所有者の責任感

がなくなるということから、行っていない。所有者への連絡交渉は行

う。(C) 

５）空き家・空き地の活用 

現 

状 

・ 

意 

向 

事業

者等

によ

る活

用 

・空き家が、不動産事業者によるシェアハウスなどに利用されていると

ころがある。自治会としては居住者とゴミ出しや美化などルールにつ

いてお話できるように不動産事業者と調整している。(A) 

・今はインターネットで空き家情報を調べることができる。インターネ

ットを通して空き家に住み替えた世帯がある。(B) 

菜園

利用 

・菜園に利用されている空き地は、近隣住民によるものである。(A) 

・菜園などに利用されている空き地があるが、所有者や近隣住民が所有

者の了解を得て利用している。近隣住民が「ここにお花とかがが欲し

い」と考えれば、空き地の菜園化などができるだろう。(B)  

防災

利用 

・自治会が自治会館の土地・建物を所有している。防災用の備蓄倉庫と

して空き家を利用したい。(B)  

 

５．まとめ 

横須賀市では、2016年度から 3箇年かけた立地適正化

計画の策定を予定している。立地適正化計画による都市

機能の誘導・集約が進められる一方で、空き地が増加す

る縮減市街地では、独特の不動産需要の可能性や居住者

の地縁的なつながりによる地域マネジメントをベースに、

低密度化の中で住環境を整えていく可能性のあることが、

吉武・高見沢・中名生(2016)により示されている。 

本研究では、居住者の地縁的なつながりによる地域マネ

ジメントの代表的な主体として自治会に注目し、縮減市

街地において自治会が空き地対策など住環境マネジメン

トを進める可能性について調査を行った。 

自治会はその活動の中で、空き家・空き地の状況とその

所有者といった、都市計画基礎調査など従来の手法では

把握の難しい情報を把握する基盤を有している。自治会

活動の中で、空き地所有者の把握や、管理不全による住

環境の問題が生じた場合の連絡・調整、必要に応じた管

理といった対策を進める可能性のある自治会が存在する

と考えられる。 

一方でアンケート調査により、空き家・空き地増加の顕

在化している市街地の中でも、空き家・空き地に関わる

取り組み実施の多さは、自治会によって大きな差がある

ことが分かった。各自治会における生活利便性やまちの

形成過程と同時に、社会関係資本の相違が影響している

ことが考えられる。社会関係資本の相違を、都市計画基

礎調査など従来の手法では把握することは難しい。 

都市縮減時代において豊かな市街地再生を進めるため

には、「空き地所有者との連絡・調整」「空き地所有者の

責務明確化」という空き地対策の課題への対処と同時に、

地域コミュニティによる住環境マネジメントの可能性を

ベースにした都市計画手法が重要になると考えられる。 

縮減市街地における住環境マネジメントにおいても、各

地域におけるまちの将来像の共有や、空き地所有者の意

向との調整などが課題となる。現在もこうした課題に対

処する都市計画手法開発のための調査研究を進めている

ところである。 

 

補注 

(1)本論文の地域コミュニティの定義は、山内(2009)の「一定の範

囲で地理的に広がり若しくは関連があり、設立趣旨及び目的、

経済活動、生活慣習等の面で共通の利害を有し、構成員であ

る個人との間で相互に影響を与え合う集団や組織」に則る。 

(2)自治会・町内会・町会・区・区会などの名称があるが、本論

文では「自治会」で統一する。 

(3) 横須賀市総務局総務課(1988)「横須賀市80周年市史」による。 

(4) 横須賀市消防局は以下の条件の中から３つ以上該当する 49

の地域を、谷戸地域と指定している。 

１．三方又は二方が山地に囲まれ通称谷戸といわれる地域で

一般住宅が30棟以上ある地域 

２．普通ポンプ自動車の進入路が一方的であり、かつ道路が
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行き止まりである地域 

３．地域的な主要道路に位置する消防水利から最も奥の建築

物までのホース延長距離が300メートル以上である地域 

４．一般住宅が30棟以上密集し、かつ最先着隊が部署する消

防水利からの高低差が20ｍ以上の地域 

５．消防長が警防対策上、特に必要と認めた地域 

(5) 横須賀市調査では、戸建住宅や共同住宅の建物棟ごとの空き

状態を調査している。各谷戸地域の空き棟率とは「空き棟数/

総建物数」、空き地率とは「空き地数/総区画数(建物＋空き地

＋駐車場)」である。横須賀市都市計画局都市計画課より、「谷

戸地域空き家等実態調査報告書」(2011)の他、当該調査による

各谷戸地域の空き棟率・空き地率・車横付けできない区画数、

駅からの徒歩距離などのデータをいただいた。さらに本調査

研究で全区画調査した地域における、横須賀市調査時の空き

棟・空き地分布の情報をいただいた。 

(6) 2 つの谷戸地域にまたがる自治会が５自治会存在しており、

35谷戸地域の30自治会を対象とした。調査時期は、2013年8

月〰11 月。調査方法は、主に会合の場などにおける、自治会

長へのアンケート票の直接配布(1 部の自治会長・自治会長に

は郵送で配布）である。郵送により回収した(回収率100％)。 

(7)横須賀市ホームページでは、自治会の主な活動を以下のよう

に紹介している。 

○防災・防犯活動（消防訓練などの自主防災活動、消火器の

設置・管理、防犯パトロール、防犯灯の設置・管理） 

○社会福祉活動（登下校時の子どもの見守り、敬老行事、赤

十字活動、共同募金運動、高齢者・障害者への福祉活動、

青少年健全育成に関する活動） 

○交流活動(地域内の文化振興活動、文化祭・運動会など文

化・体育的活動、盆踊り・夏祭りなど世代交流活動、市広

報紙の配布、町内会報の発行・配布) 

○環境美化活動(公園や道路・海岸などの清掃、集団資源回収、

ごみ集積場の維持管理） 

(8)民生委員は自治会長が推薦して厚労大臣に委嘱される。社会

福祉推進委員は横須賀市の制度で、自治会長が民生委員の意

見を聞きながら推薦し、市社会福祉協議会会長が委嘱する。 

(9) 自治会活動スコアの方法を次に示す。［ ］内は満点のスコア。 

防犯・防災専門部会・

組織設置  ［２］ 

防犯・防災の両方を設置２  

どちらかを設置１    設置していない０ 

一時的避難地   ［２］ 決めている２     決めていない０ 

要援護者想定訓練［２］ 行っている２     決めていない０ 

要援護者支援者  ［２］ 決めている２     検討中１ 

決めていない０ 

定期的パトロール［３］ 毎日３    毎週２    毎月１ 

年末年始のみ・行っていない ０ 

環境美化活動   ［11］ 11の各活動項目(その他含む) 実施中 1 

              検討中 0.5 

高齢者見守り・声掛け 

                ［２］ 

「自治会班長組長」「高齢者見守り組織・専門

部会」「災害時要援護者支援プランなどの支援

者」の３者の中で  

２者以上が行う２    １者が行う１ 

高齢者生活サポート 

   ［10］ 

10の各活動項目(その他含む) 実施中 1 

              検討中 0.5 

若手年齢層   ［２］ いる２                 いない０ 

地域交流案内  ［６］ ６の各活動項目(その他含む) 実施中1 

(10) 各ヒアリング実施日は、A自治会：2016年3月4日、B自

治会：同3 月4日、C自治会：同28 年3 月18 日。C自治会

には自治会長と役員(会計担当)、A自治会とB自治会には自治

会長にヒアリング対応をいただいた。 

(11)2010 年度の横須賀市都市計画課による空き家等調査との比

較から、空き棟・空き地増減を示した。空き棟判断基準は横

須賀市調査と同じとした。即ち、表札無し、水道ガス電気メ

ーターの停止(もしくは敷地内樹枝の著しい繁茂などで確認不

能)、売り物件看板、その他屋根崩落・窓割れなど明らかに空

き棟と判断できる状態を、確定項目とした。調査日はＡ自治

会谷戸地域：2016 年 2 月 18 日、B 自治会谷戸地域：同 2 月

17日、C自治会谷戸地域：同2月27日である。尚、本調査で

は1973年の明細地図で宅地区画として表示されている空き地

について、横須賀市調査では空き地とされていないものも、

空き地とカウントした。そのため2010年度の空き地数は横須

賀市調査による空き地数と異なる。 

(12)空き棟の老朽化については、上野・志賀・竹下・橘・西崎・

山崎 (2009)を参考に、屋根・基礎・柱・擁壁の著しい変形・

傾き・欠陥のある空き棟については、修繕の難しい、除却・

建替えの対象となる空き棟と位置づけた。屋根材・外装材な

どの腐朽や剥落、“はらみ”のある空き棟については、大規模

な修繕が必要と位置づけた。それ以外の空き棟は“劣化小”

とした。 
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