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【概要】近年、様々な社会問題や、増え続ける新築住宅等を背景に空家の件数が全国的に増加傾向に

ある。適正な管理がなされず、放置された空家は近隣の地域に外部不経済をもたらし、周辺の環境に

悪影響を与えかねない。本研究では、実地調査により空家の状態や発生状況と地区特性の関連を調査

し、類似した特性を持つ地区の空家発生を推測することができると考えた。 

 空家が周辺に悪影響を与えることで地域の活性化が阻害されてしまうと考えられる。また、今後も

空家の件数は全国的に増加の一途を辿ると考えられており、栃木県においてもこれは例外ではない。

空家の利活用方策や外部不経済の未然防止策を早期に確立することが栃木を元気にすることにつなが

ると考える。 

 

1.研究背景 

近年では少子高齢化をはじめ、増え続ける新築

住宅などの様々な要因により、空家件数は全国的

に増加傾向にある。空家の増加は景観悪化、防犯

防災上の不安等の外部不経済をもたらし、周辺環

境に悪影響を与えかねない。小山市においては平

成 26 年 10 月に良好な生活環境を保持し、安心安

全なまちづくりのための「小山市老朽危険空き家

等の適正管理に関する条例」および、空き家住宅

を活用するための「空き家バンク実施要項」を施

行するなどの対策がなされてきた。 
総務省による「平成 25 年住宅・土地統計調査」

によると住宅の空家数は 820 万戸、空家率は

13.5％となり空家数、空家率ともに過去最高とな

った。同年、小山市における空家率は 14.5％とな

り、全国平均を上回る結果となった。その後国は 
地域住民の安全と財産を保護し、生活環境の保

全を図ると同時に空家等の活用を促進するため

に平成 27 年 5 月に「空家等対策の推進に関する

特別措置法」を全面施行した。これを受け小山市

も平成 29 年度末に「小山市空家等対策計画」を

策定、空家法に基づき、まちなかサロンの開設や

移住、定住促進等のモデル事業を通して空家等に

関する対策を総合的かつ計画的に推進している。

また、小山市は平成 28 年度に空家の外観目視調

査を実施し、共共同住宅等を除く住宅総数 79,000
戸に対する空家の戸数は 1,070 戸で空家率は

1.4%となっている(Fig.1)。 
空家が及ぼす影響は今後も大きくなると考え

られるため、早期の未然防止策、利活用方策を

確立させることが重要視されている。 

 

 

2.研究目的・方法 

 地区の特性や立地が異なっている状況では

買い物や交通の利便性が異なる。そうした地区

ごとでは空家の発生、住民の入れ替わりや建て

替えの状況が異なると考えられる。実地調査を

通して地区特性と空家発生の関連を調査するこ

とで似た特性の地区の空家の発生を予測するこ

とが出来ると考えた。そこで小山市内の特性が

異なる地区を選定しそれぞれについて空家の実

態調査を行う。各地区の空家の状況を比較し、

地区特性を考察する。なお本研究では小山駅西

口及び小山東ニュータウンを調査した。 
 

Fig.1 小山市内の空家分布 



3.結果 

 平成 30 年度の研究において平成 30 年 9 月 11
日、同年 11 月 9 日、11 月 16 日、11 月 30 日に

小山駅西口の空家 58 軒を対象に実地調査を行っ

た(Fig.2)。結果としては周囲の景観を損ねてい

る、破損が見られる建物が 3 割程度あり、住宅

が密集して

いる地区で

前面道路に

余裕がない

建物が多か

った。 
本研究は、

小山駅西地

区には、敷

地外の要因

として近隣

店舗までの

距離や交通

の便、建物 

の周辺区画

を調査、敷地内の要因として庭等の敷地の余

裕、駐車可能なスペース、建物外観の意匠性の

一般性や土地の形を追加調査した。 
小山駅西口周辺では交通利便性、買い物利便性

ともに比較的高い地域だと考えられるが、全体

的に建物の老朽化が進んでいるためか放置され

た建物が目立つ。市内では恵まれた立地の地域

であるため再開発等によってさらに賑わう街を

創り出すことが出来ると考える。 
小山東ニュータウンに存在する空家 26 軒への

調査は令和元年 11 月 15 日と 11 月 29 日に 

 

敷地内外の観点を加えて実地調査を行った

(Fig.3)。 
小山東ニュータウンは住宅地であるため、区画

が整理されており不整形の土地は無く隣地の建

物との距離が近い。また空家の実態として、状

態が良好である空家が多い点が挙げられるが、

車庫に扉等の仕切りがない、または低いもので

敷地への侵入を許しやすい建物が多かった

(Table.1)。 
 

 
 

 
 

小山東ニュータウンでは JR 小山駅までは距離

があるものの内外をおーバスの路線が通ってお

り駅へのアクセスは良好と言える。また付近に

ショッピングモールがあり、買い物利便性も高

い。この住宅地は生活利便性が高く閑静である

ためか住人の入れ替わり、建て替えが頻繁にあ

るようだった。 

4.まとめ 

 中心市街地として小山駅西口周辺の調査と、

住宅街として小山東ニュータウンの調査を行っ

た。小山駅西口周辺の地区には老朽化した空家

が多く、比較的状態のいい空家が多い小山東ニ

ュータウンの空家は中古住宅として流通しやす

いことが明らかになった。 
 なお、本研究は小山市との連携による空き家

対策関連事業の一連の研究・調査として実施し

まとめたものである。 
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Fig.2 小山駅西側調査地域 

Fig.3 小山東ニュータウン 

Table.1 小山東ニュータウンの調査結果 
0軒 0.0%

3軒 20.0%

3軒 20.0%

0軒 0.0%

2軒 13.3%

10軒 66.7%

0軒 0.0%

0軒 0.0%

13軒 86.7%

15軒 100.0%

1軒 6.7%

13軒 86.7%

0軒 0.0%

0軒 0.0%

1軒 6.7%

13軒 86.7%

2軒 13.3%

1軒 6.7%

0軒 0.0%

衛

生

の

観

点

ごみが不法投棄されている

(またはゴミが散乱している)

周囲の景観を損ねている

建物がよく判別出来ない程

草木が生い茂っている

防

犯

の

観

点

故意につけられたと見られる

汚れ(落書き等)がある

窓が割れている、壊れている

郵便物がたまっている

建物や敷地内に簡単に

侵入出来そうな経路がある

災

害

の

観

点

対象の建物が倒壊した場合、

前面道路を塞ぐ可能性がある

対象の建物が倒壊した場合、隣地の

建物に影響を与える可能性がある

強風、地震、大雨、積雪等の影響で

建物の一部が破損する可能性がある

対象の建物に火災が発生した場合、

隣地の建物へ延焼する恐れがあるほど近

敷
地
、

建
物
、

道
路
の
状
態

家屋が傾いている、柱など構造が

傷んでいる、腐食している

外壁にヒビがある

屋根の破損(穴や屋根材の剥離)がある

窓が割れている

その他大きな破損が外観に見られる

敷地の草木、ゴミ等が

放置された状態にある

前面道路が(どれか一本でも)

舗装されていない

前面道路が(どれか一本でも)自転車や

歩行者のみ通れる幅しかない

15軒 100.0%

11軒 73.3%

2軒 13.3%

2軒 13.3%

3軒 20.0%

0軒 0.0%

0軒 0.0%

0軒 0.0%

0軒 0.0%

0軒 0.0%

0軒 0.0%

0軒 0.0%

0軒 0.0%

11軒 73.3%

15軒 100.0%

14軒 93.3%

15軒 100.0%

0軒 0.0%

敷

地

内

の

要

因

敷地に庭等の余裕が感じられる

車庫等の駐車可能なスペースが

設けられている

建物の外観が一般的な

意匠性、状態である

土地の形が不整形でない

(過度な鋭角部、旗竿等)

その他

敷

地

外

の

要

因

スーパーマーケット等の

店舗にアクセスしにくい

バス停、鉄道駅が

徒歩で行ける距離にない(1km程度)

建物は日中の時間帯、

日当たりが悪いと考えられる

周辺の区画が整理されていない

敷地への進入路が狭い、

または舗装されていない

その他

利

活

用

項

目

住宅

店舗

店舗以外の事業所

交流施設

跡地を公園に

わからない

その他


