
ムラヤ－学習会

全国の空家問題及び利活用の現状と南城市の将来
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はじめに

講師 大石 浩三 浜カフェリアルエステート㈱代表

〜 ご挨拶 〜

沖縄の風土が好きで、１０年前に関西から玉城に移住してきました。当時は45歳で、あれから子供も生
まれ、今は百名小学校に通うようになりました。おかげさまで仲良くしてくださる方に恵まれ今も幸せ

に暮らしています。この間一度も内地に帰りたいと思わなかったこと自体が私の南城自慢です。

初年度に書記に任命されたことから文化保存の大変さ、進む少子化、移住者との調和のむずかしさなど
潜在的な問題も内包していることに一方ならぬ危機感を覚えました。将来像を数値化してしまった時に

予算も人口構成も１０年後に厳しくなると青ざめたのを思い出します。幸い１０年経った今でも無事に
運営が出来ていて杞憂に過ぎたことと安堵しています。ただ、その間、字の予算を支えていた特別会計

収入は公民館建て替えで無くなり、獅子舞の三線演者は高齢化で危うくなっています。ここ数年は、ず

いぶん新築や建売で新しい人が増えました。私も仕事が忙しくあまり字に貢献できてないのが心苦しい
ところではありますが、この先１０年を見据えて、私の知識が少しでもお役に立てれば幸いです。

区長様には年明けでご多忙なおりとは存じますが、どうぞ少しの間おつきあいください。
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全国の空き家・空き地の現状 ①少子高齢化

現在３人に一人は

６５歳以上

４０年後には人口の

４割が高齢者になる

社会

６５歳以上の
割合
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全国の空き家・空き地の現状 ②一人世帯の増加

すでに３軒に１軒は
一人暮らし世帯の時代

６５歳以上の一人暮らしは
７００万世帯を突破

＊参考 南城市の世帯数は１万７千世帯

２０年後には全世帯の
４０％が一人暮らし！？
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全国の空き家・空き地の現状 ③空家率増加中

平成30年に全国の空家の実態
調査が行われ、驚くべき実態

が判明

少子高齢化も伴い、全国の空

家は年々増え続け、800万戸
を突破し、空家率は１３％に

達していました。
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全国の空き家・空き地の現状 ④対応へ乗り出した
強制的に解体される空家

未相続・放置家屋の所有者特定
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空家法（空家等対策の推進に関する特別措置法）の制定①

平成２６年に制定されました

どんな法律？

空き家のトラブル解消と利活用を
目的としています

国交省が中心となり官民共同で
取り組んでいます

こんなことができます

①管理が悪い空家所有者に行政による
調査・助言ができる

②ひどいと行政代執行もできる

③固定資産税も建物優遇を取り消しす
ことができる。結果、最大で今までの
６倍に固定資産税が上がる
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空家法（空家等対策の推進に関する特別措置法）の制定②

実施方法

地域住民からの苦情や相談

によって市役所などが対応

していくのが基本です。

そのために、実態調査や所

有者の特定、相談窓口の設

置などの準備に各市町村が

乗り出しています。
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全国の取り組み

相続放棄にて所有者不明

となった空き家を市が解

体した例
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全国の取り組み

各地区にて調査・

アンケート

講習会・相談会を実施

見守りボランティア
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全国の取り組み

自治会にて見守り活動

まちぐるみにて空き家を

管理する取り組み
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全国の取り組み

空き家バンクにて入居者

とのマッチング

補助金の活用

（沖縄県では大宜味村などが実施）

農地付きで移住者誘致
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民間・ＮＰＯ法人等の取り組みと実情

全国で毎年モデル事業が

募集されており、官民連

携だけでなく民間企業も

空き家対策にアイデアを

出し合っています。
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民間・ＮＰＯ法人等の取り組みと実情

地域と大学が共同で

空き家活用モデルを検証

週末カフェ

移住者向け手引きの作成
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民間・ＮＰＯ法人等の取り組みと実情

産官学共同

美術大学生の若者視点か

ら利活用アイデア

地域交流拠点や学習塾な

どへの転用を企画

伝統的家屋の保存
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民間・ＮＰＯ法人等の取り組みと実情

インターネットを駆使し

マッチングサイトを構築

民間主体

運営・資金面で継続が困

難な状態
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民間・ＮＰＯ法人等の取り組みと実情

空き家の高齢者向け施設

への転用

グループホーム

賃貸住宅に入りにくい高

齢者の受け入れ先として

活用
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民間・ＮＰＯ法人等の取り組みと実情

民間主導

放置空き家を出さないた

めのセミナーの実施

企業向け研修会実施
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民間・ＮＰＯ法人等の取り組みと実情

老朽化住宅のＤＩＹ

リノベーションショール

ーム・見学会

借主がＤＩＹリフォーム

するシステムの構築
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民間・ＮＰＯ法人等の取り組みと実情

不動産協会主体

自治体の空き家対策を

支援

空き家相談会開催

市町村合同会議

空き家関連ＨＰ作成
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沖縄県の現状と取り組み

全国一の出生率で人口が増加しているのが私たちの 沖縄県
です。

対策は不要でしょうか？

県内の空き家は７万件をすでに超えたと推定されます

空き家率は全国より少ないものの１０％を超えている

毎年１０００戸近く空き家が増え続けています

対策は各市区町村ごとに行っており、その進捗にもバラツキが
ある

現状では、画期的な取り組みは見られない。那覇市でさえ基本
計画の策定したものの具体的に何をどうするといったところま
では記述がなく、調査と対応マニュアルの策定がやっと終わっ
たところかと思われる。

全国に比べると残念ながら大幅に遅れている

また、鉄道のない沖縄は他府県より人口が一極集中しやすい環
境にある事を見過ごしてはいけません
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南城市の空き家問題の特徴と特異性

全国の事例・統計と見比べてもやっぱり特異な南城市
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南城市 ①人口

ずっと変わらなかった人口が
１０年前から堅調に伸び続け

ている

その時期は、観光客が増加し、

県の地価上昇が始まった時期
にあたる

コロナウイルス感染症拡大以
降、その動きが加速している

急に子供が生まれた？？

横這い

上昇
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南城市 ②高齢化率

高齢化率は全国平均

とほぼ同じ

残念ながら高齢化は

進んでいます
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南城市 ③人口比率の推移

グラフの緑色の部分に注目

０歳から１４歳までの人口

が全く増えていない

人口増加はそのまま移住者

の数だったことが判明
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南城市 ④空き家率
南城市の調査の結果、空き家率は8.6％

全国や県に比べて低いので安心

エリア別人口増減にいびつさがあります

具体的には、大里エリアの人口増が集中しておりその他のエリアは微増・減少の
傾向が見られます。このように市内でも明暗が分かれてます

また市内には賃貸住宅が少ないため、統計よりも戸建て空き家が多い可能性が高
い

住民登録はあるが、実質的にはホームに入っていて実質的に空家になっている例
など

以上から空き家率を補正して考えて、集落部においては
実質的には１０軒に１軒は空き家になっているのではないかと推定される

・・・と言いたいのですが
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結論：南城市の空き家発生の原因は供給不足にある

理由：相続問題・仏壇・心理的要因・費用・相談先がない 等々

南城市における空き家の特異性
なぜ南城市に空き家があるのか？

全国の空き家問題は過疎化と密接につながっています。 つまり、そこに住みたい人がいないから空き家がで
るのです

それに対し、南城市に住みたい人はいっぱいいる。特に庭付きや 眺望のいい家
を求める方は多い。それなのに空き家がある

南城市に全国の対策は当てはまらないのでは！？

南城市らしいやりかたをみつけましょう
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10年後を見据えた動き 官民共同での行政サービス向上計画

南城市は沖縄県のなかでも聖地とされてきた地域であり

各集落ごとに歴史遺産・文化・伝統を多く内包しております

土地が安いから、海が見えるからといった理由での

県内外からの流入に任せておいては南城市の良さが失われていきます

そこで、１０年後を少し考えてみましょう
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南城市 ⑤１０年後のイメージその１ますます県内外から人口流入しそうです

南部東道路の完成（インター周辺開発）

大型商業店舗誘致（周辺エリア開発）

区画整理事業（つきしろ・親慶原 新築住宅）

観光・ホテル（海沿いエリア開発）
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南城市 ⑤１０年後のイメージその２その反面こうなってるかもしれません・・・

若者が便利な都市部へ出ていくかもしれません

伝統芸能・神事の担い手が不足がしてるかも

集落部の高齢化がさらにすすむかもしれません

空き家が増えているかもしれません

今から
準備
するなん
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令和４年度から新しい行政サービスを始めます

これまでも南城市の窓口では全国の空き家バンクへの登録を提案したりはして

おりましたが、独自の取り組みはありませんでした。

そこで民間提案制度を活用し次年度より新たなサービスを始めます

南城市内の常時使用されていない空き家に対してご提案します

①居住用の賃貸として貸し出す

②地域に貢献できる、子供施設・介護施設・商店などとして貸し出す

③売却する事も含めて、相続や税金などの相談を受け付けます

そこに南城市らしさをトッピングいたします
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ムラおこし・まちおこしがテーマです

魅力あふれる集落を積極的にアピール

こんな人に来てほしい、こんなこと事やってほしいも伝えます

南城を愛して、どうしてもここに住みたいという人を募集

これなら自治会加入・地域作業・行事なんかも理解した方が集まります

仏壇や法事などで年に数日開けていただくのもご理解いただけたり

英会話塾やピアノ塾、お試し移住の短期賃貸なんてアイデアも

空き家の所有者・管理者の方向けにチラシ配布や
説明会、相談会を随時実施していきます
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募集画面イメージ 将来的には自治会の紹介と自慢を前面にアピールしていきます

ちゃーＧＡＮＪＵ空家活用事業物件（仮） ちゃーＧＡＮＪＵ空家活用事業物件（仮）

貸家 ２ＬＤＫ ２５坪
家賃 １０万円 １年契約
築４５年内装リフォーム済
自治会費 〇〇円／月

貸家 ２ＬＤＫ ２５坪
家賃 １２万円 ２年契約
駐車４台可能
自治会費 〇〇円／月

南城市〇〇自治会 南城市〇〇自治会

〇〇自治会では伝統の獅子舞と

ご近所同士の付き合いが自慢です。
お仏壇の管理があるため、年４回

２時間ほどお参りさせていただき
ます。

塾や教室、デイサービスなども可
飲食店舗などもご相談ください

〇〇自治会ではきれいな湧き水と

長閑な自然が自慢です。稲作もや
ってます

一緒に行事に参加していただける
方募集します

子育て世帯優先いたします
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南城ちゃーＧＡＮＪＵ空家活用事業（仮）来春スタート

魅力あふれる南城市をつくるため

ぜひご期待・ご協力おねがいします
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