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Abstract: More than seven years have passed since the special law about the promotion of unoccupied houses was enforced. So far, 

more efforts have been made by local governments. Substitute execution, which is one of the initiatives under this Act, is increasing 

year by year. In this research, we will clarify the location of substitute execution and the status of utilization of the site using the site 

using the site in the Kanto region.

 

１. 研究背景及び目的 

近年,日本において増加傾向にある空き家に対し,国

は平成 27 年 5 月に「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）」を施行した.現在この

法律に基づいて,各自治体は空き家問題に取り組んで

いる.本法における取組の一つである「代執行」の件

数は増加傾向にある.既往研究には空き家特措法の基

づく取り組みに関する研究は存在するが,代執行対象

の立地に関する研究は少ない.また,代執行跡地の利活

用状況は,周辺地域でのコミュニティ形成において非

常に重要なものである.跡地利活用に関しては,空き家

特措法以前の研究はあるが,法制定後の代執行に着目

した既往研究が存在していない. 

 そこで本研究では,令和 2 年度までの関東地方の事

例を対象に代執行対象の立地及び跡地利活用を明らか

にすることを目的とする. 

２.  調査概要 

 まず,国土交通省の資料¹⁾より,対象地域の代執行実

施件数を抽出した.次に,抽出データを基に,自治体のホ

ームページ,新聞記事などを調査し,対象地の所在地が

特定できる事例を抽出した,さらに立地及び跡地利活

用を Web 調査し,土地利用を主に分析した(Table1).  

 

 

３. 代執行の全国動向 

令和 2 年度の時点で累計 351 件の代執行が行われた

(Table2).全国で行われた代執行の内訳は,行政代執行が

92 件(26.2%),略式代執行が 259 件(74.8%)であった. ま

た, 関東地方では 63 件の代執行が行われており, 行

政代執行が 24 件(38.1%),略式代執行が 39 件(61.9%)で

あった. 

上記の結果より,略式代執行の件数が行政代執行に

比べて多いことから,所有者不明空き家は所有者が判

明している空き家に比べ,代執行が実施されている傾

向が読み取れる.  

４. 関東地方の代執行状況 

1) 代執行の件数 

所在地が特定できる事例は 63 件中 18 件であった

(Table3).内訳は 5 件が行政代執行,13 件が略式代執行

であった. 

2) 立地状況 

所在地が特定できた 18 件の内 8 件が市街化区域内

に属しており,次いで非線引き区域が 6 件であった

(Figure1).また,用途地域別では用途地域なしが 18件中

7 件であり,次いで商業地域と近隣商業地域が 3 件ずつ
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Figure 1 About the area division of the target area 

Table 2 About proxy execution in Japan 

Table 3 About the location of the target area 

Table 1 Survey outline 行政代執行 略式代執行 計

所在地判明 5(27.8%) 13(72.2%) 18(100.0%)

所在地不明 19(42.2%) 26(57.8%) 45(100.0%)

行政代執行 略式代執行 計

全国 92(26.2%) 259(73.8%) 351(100.0%)

関東 24(38.1%) 39(61.9%) 63(100.0%)

調査対象 令和2年度までに関東地方で行われた代執行の空き家

調査資料
各自治体のホームページ・新聞記事

総務省資料¹⁾・Googleマップ

調査項目 件数,所在地,土地利用,立地適正化計画の有無,跡地の状況
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であった(Figure2).また,立地適正化計画では居住誘導

区域内は 7 件,区域外が 5 件であった。都市機能誘導区

域内は 3 件,区域外が 9 件であった.6 件は立地適正化

計画が未策定であった(Table4).立地適正化計画内で

の事例は全て略式代執行であり,居住誘導区域外では5

件中 4 件が行政代執行であった. 

上記の結果から,今回抽出した事例では,都市計画,

立地適正化計画に関わらず代執行が行われていた. ま

た,立地適正化計画内のすべての事例が略式代執行で

あったことから,死亡や相続放棄など,所有者が空き家

を管理することができない状態になったと考察できる.

また,立地適正化計画外で略式代執行より行政代執行

が多く行われた理由として,所有者が空き家を認知し

ているのにも関わらず,費用や立地などの理由で,管理

を行わなかったと考えられる. 

５．跡地利活用について 

 今回の調査で所在地が特定できた 18 事例の内,跡地

の利活用について確認できたのは 2 事例であった

(Table4).確認することが出来た牛久市の 2 事例は共に

跡地に住宅が建設されていた.また,代執行後の空地の

状態は 8 事例であった. 

牛久市の 2 事例は居住誘導区域内であった.この他

に代執行の対象地が駐車場,飲食店やコインランドリ

ーとして利用されている場所が 3 件あった,しかし,3

件共に代執行の対象が主要建物ではなく,附属するブ

ロック塀や隣接している木造付属屋であった.これら

の 3 件は略式代執行を行う際に,相続財産管理人制度

を利用していたため,選任された新所有者が代執行後,

自ら建物を除却,売却または利活用したと考えられる. 

 今回の調査では住所が特定できた 18 件の内,2 件の

跡地利活用しか確認できなかった.また,空地が 8 件あ

ったことから代執行での建物除却後,土地をそのまま

の状態で管理していると推測できる.また,跡地利活用

を確認できた事例について代執行後から跡地利活用ま

での経緯等の記載は確認できなかった. また,対象地

が何らかの形で利用されていた 5 件の内, 4 件が相続

財産管理人制度を利用していたことから,跡地利活用

において,所有者の存在が関わってくると考えられる.  

６．まとめ 

 本研究では,空き家特措法の代執行に関する研究にお

いて,対象地の立地状況や土地利用を把握した.また,

それを踏まえた上で,跡地利活用との関連性の考察を

行った.今後は,関東に限らず対象事例を増やし,かつ

土地利用のみならず所有者,相続財産管理人制度に着

目した跡地利活用の分析を行っていきたい.また,代

執行後から跡地利活用までの経緯についての調査も

行っていきたい.  
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Figure 2 About land use district 

Table 4 About cases where the location could be identified 

居住

誘導区域

都市機能

誘導区域

1 茨城県　笠間市 行政 H30.8.28 非線引き区域 なし × × 建築物 空地

2 茨城県　石岡市 略式 H29.9.12 市街化区域 近隣商業地域 〇 × 建築物 空地

3 茨城県　牛久市① 略式 H31.3.25 市街化区域 第二種中高層住居専用地域 〇 × 建築物 住宅

4 茨城県　牛久市② 略式 R1.6.3 市街化区域 第一種低層住居専用地域 〇 × 建築物 住宅

5 栃木県　佐野市 略式 H31.4.19 市街化区域 商業地域 〇 〇 工場・物置・便所 空地

6 栃木県　那須塩原市① 行政 R1.10.31 非線引き区域 なし × × 建築物 不明

7 栃木県　那須塩原市② 略式 R2.12.25 非線引き区域 第一種住居地域 ○ ○ 建築物 不明

8 群馬県　前橋市 略式 H30.2.21 市街化区域 商業地域 ○ ○ 建築物 空地

9 群馬県　下仁田町 略式 H29.5.22 都市計画区域外 なし 建築物 不明

10 埼玉県　熊谷市① 行政 R1.12.25 市街化調整区域 なし × × 建築物 不明

11 埼玉県　熊谷市② 行政 R2.10.30 市街化調整区域 なし × × 建築物 空地

12 埼玉県　深谷市 略式 H30.8.6 市街化調整区域 なし × × 建築物 空地

13 千葉県　館山市 略式 R2.5.12 非線引き区域 近隣商業地域 建築物 不明

15 千葉県　香取市① 略式 H29.2.28 非線引き区域 商業地域

塔屋の部材,

建物正面のガラス,

木造付属屋

飲食店

16 千葉県　香取市② 略式 H29.2.28 非線引き区域 なし ブロック塀 駐車場

17 東京都　板橋区 行政 H29.1.17 市街化区域 第一種低層住居専用地域 建物,敷地内残置物 空地

18 東京都　町田市 略式 H29.10.18 市街化区域 近隣商業地域
アンテナ,立木,

トタン板,軒樋
コインランドリー

代執行後の

跡地の状態

未策定

未策定

未策定

未策定

代執行の

対象
区域区分 用途地域

立地適正化計画

未策定

未策定

番号 市町村名 種別 実施日
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