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ごあいさつ
秋風がススキを揺らす季節を迎えました。月見や豊年のまつりなど、わが国には生活できることを
自然や神に感謝するいろいろな慣習・行事があります。普段は当たり前と思っている食材、五穀、海産
物といった恵みも、これに関わる大自然の営みと人々の努力があればこそ得られるものだと思いま
す。私たちも、大きな行事はしなくても、心の隅には感謝の気持ちを持っていたいものです。

10月

かんな づき

神無月

10 月は日本の暦でいうと神無月（かんなづき）で
す。この月、日本国中の神々が出雲大社（島根県）に
集合し、いろいろな問題を話し合うそうです。この
ため、当地では神無月（かんなづき）ではなく神在
月（かみありづき）といいます。神様たちの会議、ま
るで 神世界のサミット といった風情でしょう
か？下界では数年来、とにかく地震・風水害が多
発・続発しています。自然災害だけでなく、時おり
ミサイルさえ飛んでくる物騒なご時世です。願わ
くはこれらの災害から無辜の人たちを守ってほし
い気持ちでいっぱいです。

出雲大社（島根県出雲市）の神楽殿の大しめ縄

出雲では、神在月
か み ありづ き

それにしましても、秋は、スポーツ、行楽、旅、食、美術、音楽、読書等々、何をとっても最適の季節です
ね。みなさまも気分を爽やかに切り替え、これらのイベントやご趣味などに浸ってみてはいかがで
しょうか。
プロ野球では福岡ソフトバンクホークスが日本シリーズへ進出できるか？サッカーではアビスパ
福岡がＪ１へ昇格できるか？本稿を書いている段階では予見できませんが、各関係者、プレーヤー
の一層の活躍に期待しています。秋晴れのように清々しい結果が出て、福博の町が明るくなります
ように・・・。

空き家問題の現状と今後の行方
最近、我々の家の周りでも空き家をよく見かけるよう
になりました。また、新聞やテレビなどのニュースでも
空き家問題が取り上げられることが多くなったような
気がします。
国や地方自治体も法律や制度を創って、倒壊しそうな空
き家の除去や空き家の所有者の特定をする取り組みを
始めました。
そこで今月は、賃貸不動産のオーナー様の視点から「空
き家の現状と今後どのような問題が生じてくるのだろ
うか」ということを分析してみます。

空き家とはなんだろう？
国（総務省）は 5 年に 1 度、住宅・土地のデータを公表しており、
「平成 25 年住宅・土地統計調査」に
おいて、空き家は 820 万戸にも達し、5 年間で 63 万戸も増加したとショッキングなデータを発表し
ました。
空き家とは「総住宅数から世帯数を差し引いた戸数」で、表１のとおり、平成 25 年では、6,063 万戸−
5,245 万戸＝818 万戸となっています。
（2 万戸は統計上の誤差）
総住宅数に占める空き家の割合（空き家率）は 13.5％で、7 軒に 1 軒は空き家という状態で、今後ま
すます増加していくといわれています。
【表１】空き家と人口の推移
平成20年

平成２5年

増減

総住宅数

5,759万戸

6,063万戸

304万戸

世帯数

4,997万戸

5,245万戸

248万戸

空き家数

757万戸

820万戸

63万戸

空き家率

13.1%

13.5%

1億2,808万人

1億2,729万人

総人口

△79万人

【表２】空き家の種類別内訳
平成20年

平成25年

比率

増減

賃貸用の住宅

413万戸

429万戸

52%

16万戸

売却用の住宅

35万戸

31万戸

4%

△4万戸

二次的住宅
（注 1）

41万戸

41万戸

5%

0万戸

その他の住宅
（注 2）

267万戸

318万戸

39%

51万戸

計

757万戸

820万戸

100%

63万戸

注1．
「二次的住宅」
とは、別荘や普段住んでいる住宅とは別に残業等で遅くなった時に寝泊まりする住宅。
注2.「その他の住宅」
とは、上記以外の人が住んでいない住宅で、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。

表２は、
「空き家の種類別内訳」です。空き家のうち 52％も賃貸用が占めているのと、
「その他の住宅」
が 5 年間で 61 万戸も増加したのが目につきます。
「その他の住宅」は、転勤や病気、親の相続などを原因として長期にわたって住まなくなった住宅で、国
や地方自治体は将来放置され倒壊する危険性があると問題視しています。

空き家になると何が困るのか？
国や地方自治体は、空き家の問題点として、①家・樹木等の倒壊の危険 ②景観を損なう ③衛生環
境の悪化 ④防犯上の不安 ⑤防災上の不安 などをあげています。
そのため、国は平成 27 年 5 月に「空家対策の推進に関する特別措置法」を施行し、各自治体も条例を
制定しています。福岡市も平成 29 年 4 月から「福岡市空家等の適切な管理に関する条例」を改正施行
しました。
この条例は所有者等に空家等の適切な管理を強く求める法律で、具体的には、上記の①〜⑤に問題あ
る建物を「管理不全空家等」とし、著しく問題ある建物を「特定空家等」に指定し、まず、所有者等に対し
て、適正に管理するように「勧告」します。勧告に従わない時は、空き家の所在地や所有者等の氏名の
「公表」や解体等の「命令」をします。命令にも従わない時は「代執行」で市が建物を解体して費用を所有
者等に請求する手続きを行います。

どうして空き家が増加するのだろう？
ご存知のように、日本は 2010 年（平成 22 年）の 1 億 2,806 万人をピークに「人口減少社会」転じ、
2060 年には、8,674 万人になると予想されています。
（出所：内閣府）
人口減少は空き家増加の主要な原因ではありますが、他にも①更地にすると固定資産税や都市計画税
が増加する。②根強い新築信仰で戦後一貫して住宅供給を増やす施策がとられてきた。③自治体も人
口を増やすために都市計画を緩和してきた。④近年の相続対策という名の下に賃貸アパートや賃貸マ
ンションが過剰に供給されている。なども原因としてあげられます。
特に、オーナー様にとっては、④の原因により賃貸用空き家は今後も増加傾向にあるということに注
意しなければいけません。

賃貸不動産のオーナーはどうすればいいのだろうか？
空き家問題は、所有者だけでなく住宅メーカーや国、地方自治体の思惑が複雑に交錯しているために、
簡単に解決できる問題ではありません。
国や地方自治体は、空き家対策として、空き家バンクを設置して売買や賃貸の推進を促していますが、
まだまだ成約事例は少ないようです。
賃貸物件を所有されているオーナー様に言えるのは、ご所有の物件をいかに「魅力ある物件」に維持し
ておくために「どこまでリノベーションを行うか」、それとも、
「いっそのこと手放すか」の選択を求め
られてくるのではないかという気がいたします。

今回の記事や今後のセイワ地研相続対策セミナーについてお尋
ねがございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
（問い合わせ先）
ソリューション事業部

勝木 龍巳

TEL 092-713-5600

セイワボイス

SEIWA VOICE
SEIWA VOICE
営業 1 課：長尾 孝昭

空き家対策特別措置法
平成 27 年 2 月に通称『空き家対策特別措置法』
が施行されました。平成 25 年の時点で全国の空
き家率は 13.5％を超え、管理が不十分な空き家
が地域住民の生活環境に影響を与えていること
から生活環境を保全し、空き家等の活用を推進す
るために制定された法律です。これにより倒壊や
近隣に対する衛生、景観上に影響を与える空き家
に対し、行政を含めた対応がなされるようになり
ました。
人口減少はすでに始まっていますが、国立社会保
障・人口問題研究所の推計では、世帯数において
も 2019 年にピークを迎え、徐々に減っていく
と見込まれています。人口減少のほかにも、解体
すると固定資産税が増額される、解体そのものに
も費用が掛かる、中古住宅より新築住宅のニーズ
が高いなどのさまざまな理由で空き家が増えて
います。

http://www.ipss.go.jp 国立社会保障・人口問題研究所 HP より抜粋

平成 29 年 9 月 10 日付読売新聞朝刊のオピニオン欄に空き家対策の特集が組まれており、読者の意
見が発表されていました。そこには両親や自身の思い出が詰まった空き家を家族の協力の元維持して
いる方や、老朽化のため近所にお住まいの方の迷惑になる前に手放した方等の思いが出ていました。
中には所有していた貸家が水害に遭い、被害を受けたが修繕の余裕がなく、解体し更地にしたところ、
固定資産税が年 5 万円から、年 20 万円に増えてしまい解体したことを後悔している方の声も出てい
ました。
私たち不動産業界にいるものとしては、こういった方たちの不安や疑問に少しでも応えることが出来
るよう努力する必要があると感じています。

健康

甘酒

甘酒の種類は２つ
1

酒粕を溶かし砂糖を
加えてつくるもの

2

酒粕を溶かして作る甘酒は、酒粕にお湯と砂糖
を加えて手軽に作ることが出来ます。
市販のものは特に砂糖がたくさん使われている
ので健康のために飲むには不向きな場合もあり
ます。
また、アルコールが含まれているため妊娠
中の方や乳幼児は飲むことが出来ません。

疲労回復

2

疲労回復時や夏バテの滋養強壮ドリンクとし
て最適。古くは江戸時代から病中、夏バテなど
の特効薬として重宝されて来ました。

3

保湿成分
お肌の乾燥も、シミやくすみを引き起こす原因
のひとつです。甘酒に含まれる、ビタミン B 群
が持つ保湿効果が美肌効果をもたらします。

米麹を発酵させて
つくるもの
米麹を発酵させて作る甘酒は、お米に麹菌を加
えて発酵させて作ります。
発酵させてつくるため手間と時間がかかりま
すが、自然な甘さが出るので砂糖やアルコール
は含まれていません。また、発酵の過程で必須
アミノ酸やビタミンＢ群、オリゴ糖などが豊富
に含まれるので、効能もたくさんあります。

甘酒の効能について
1

健康に良い！と言われているものはたくさん
ありますが、その中でも最近注目され続けてい
るのが、甘酒！甘酒といえば冬の飲み物という
イメージを持たれている方も多いと思います
が今は冷たい甘酒もあるほど、一年を通して飲
まれているメジャーな飲み物となっています。
今回は 飲む点滴 といわれているほど豊富
な栄養が含まれている日本古来の飲み物、甘酒
の主な効能についてご紹介します。

美肌美白効果
甘酒の原料「麹」には、コウジ酸が多く含まれて
います。このコウジ酸は、シミの原因となる過
剰なメラニン生成を抑えてシミやくすみを防
いでくれる効果があります。

4

ダイエット効果
甘酒に 20% 近い割合で含まれるブドウ糖は、
血糖値をすばやく上昇させ、満腹感を得やすい
効果があります。そのため、食前などに飲むこ
とで食べ過ぎを防いでくれます。
また、甘酒に含まれる糀由来の食物繊維やオリ
ゴ糖が、腸内菌のバランスを改善し、それによ
り腸内環境が整うことで、便秘＆ぽっこりお腹
解消効果も！便秘が解消されることで肌荒れ
や吹き出物予防にもなります。ダイエット中は
甘いものは我慢…ということも多いので、ヘル
シーながらも甘さをしっかり感じられる甘酒
をうまく取り入れるとダイエット中のストレ
スも減りそうです。

発酵食品のいいところが濃縮されたと言える、素晴らしい効能を持つ甘酒。
麹があれば、ご自宅でも甘酒を作るこ
とが出来ます。
まだ飲んだことがないという方がいたら、
ぜひ一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか？

1 0 月 2 0 日 は リ サ イク ル の 日
３Ｒの
取り組み

「 R e d u c e 」…ごみを減らすこと
「 R e u s e 」…くり返し使うこと
「Recycle」…資源として再利用すること

地球環境保全のためにわたしたちができることの一つが、
リサイクルです。
常日頃ごみの分別を心掛けていらっしゃる方も多いと思います。
分別したごみはどのような形になるようリサイクルされるのか、
また正しいごみの出し方について福岡
市の取り組みを参考に再度確認していきましょう。

紙

新聞や雑誌、コピー用紙などは、紙の原料であるバルブに使われます。
段ボー
ル箱やトイレットペーパー、
ティッシュペーパー等も作られるようです。

アルミ缶

アルミ素材として再利用されます。
現在国内産の自動車にはかなりの再生ア
ルミニウムが使用されているようです。

スチール缶

スチールの材料として利用され、鉄道のレールをはじめ、自動車や家電、モー
ター等に生まれ変わります。

発砲スチロール

家電製品の包装材や、文具、合成木材など、さまざまな形に生まれ変わること
ができます。

ペットボトル

繊維製品や固形燃料・石油製品などに再利用します。
ポリエステルに再生し
てブラウスやワイシャツの素材にしたり、また洗剤や飲料用の容器に再生し
たりしているケースもあるようです。

ガラス瓶

酒瓶・醤油瓶などは洗浄してそのまま再利用しています。
ワイン瓶は沈殿物
が洗浄では取れないので、溶かさないと使えません。
また、細かく砕いてカ
レット状にしたあと、タイルやアスファルト舗装など、建設用の材料にも使
われているようです。

福岡市のゴミの出し方

福

岡 市

ゴミの分別

●燃えるゴミ（台所ゴミ、プラスチック類、ゴム類、皮革類、紙おむつ、竹、落ち葉、
たばこなど）
●燃えないゴミ（ガラス類、陶磁器くず、金属類、空き缶類、スプレー缶、傘など）
●空きびん・ペットボトル
●粗大ゴミ

福岡市指定袋に入れ、口をしっかりと結んで出しましょう。
ゴミを出す時間

ゴミを出す日
燃えるゴミ

…週２回

燃えないゴミ

…月１回

空きびん・ペットボトル

…月１回

ゴミを出す曜日の日没〜夜１２時迄に出
すようにしましょう。

※粗大ゴミについては事前の申し込みが
必要になります。
ゴミを出す場所

ペットボトルを出すときの手順

それぞれの家の前等、決められた場所に
出しましょう。
それ以外の場所に勝手に置くのは、不法
投棄です！！

１. キャップとラベルをはずして、燃える
ゴミへ。
※金属製のキャップは燃えな
いゴミ。
２. ペットボトルの中を軽くすすいで、キ
レイにしましょう
３. 平たく潰してゴミ袋へ入れましょう。

※あくまでも福岡市を参考にしておりますので、福岡市以外の地域にお住まいの方はそれぞれ
の市町村の取り組みに従っていただきますよう宜しくお願い致します。
http://www.cjc.or.jp/j-school/a/a-4-3.html
http://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/special/mytown/index.php

情報 HEAD LINE
★天神再開発 ビッグバン で
「明治通り」
の高さ上限を 115 メートルに緩和

福岡市

福岡市が進める都心部の再開発事業「ビッグバン」で、天神明治通り地区の建物の高さ上限が、渡辺通
を挟んで西側は約 115 メートル、東側は約 99 メートルを高さ上限とする方針が出された。国家戦略特
区により航空法の制限緩和がなされることになる。これまで同地区の高さ制限は 14 年に特区による規
制緩和で約 67 メートルから約 76 メートルまで引き上げられていたが、さらなる緩和措置となる。

日本政策投資銀行

★紙与不動産新ビル、グリーンビル認証付与

日本政策投資銀行は 9 月 4 日、「グリーンビル認証」を紙与不動産が福岡市博多区博多駅前で建設中
のオフィスビル（紙与博多中央ビル、来年 4 月竣工予定）に付与したと発表した。
「グリーンビル認証」と
は、環境と防災に優れた配慮がなされていると認められた不動産事業に与えられるもので、九州の地場
業者では 2 件目。地下浸水を想定して 1 階と 2 階の間に設置された中間層免震構造や、エレベーターの
混雑対策に行き先予報システムの導入が評価された。
「グリーンビル認証」の最高評価は五つ星だが、次
に優れているとされる四つ星が与えられた。

日本政策投資銀行

★九州の 2017 年設備投資 25％増

日本政策投資銀行九州支店の発表 (8/2) によると、2017 年度の九州の設備投資計画は、前年度実績
比で 25.2% 増の 5762 億円となった。全国平均の 11.2% を大きく上回っている。要因は熊本地震の
復興投資や好況の半導体・電気機械事業、インバウンド効果の顕著な不動産事業などだ。製造業で前年
度実績比 37.5% 増の 3195 億円、非製造業で前年度実績比 12.6% 増の 2567 億円だ。調査は 6 月に
実施、資本金 1 億円以上の中堅・大企業で、九州に本社を置く 526 社と九州外の 438 社、計 964 社か
ら回答を得た。

★国内 100 都市の成長可能性ランキング 、福岡市は第２位

野村総合研究所

2017 年 7 月 5 日、株式会社野村総合研究所（本社：東京都千代田区）は、都市圏の人口規模等を考慮
して選定した国内 100 都市を対象に、今後の成長性を左右する「産業創発力」の現状、および将来のポテ
ンシャルを分析した「成長可能性都市ランキング」を作成した。この調査では、都市の産業創発力を、
「多
様性を受け入れる風土」
「創業・イノベーションを促す取り組み」
「多様な産業が根付く基盤」
「人材の充
実・多様性」
「都市の暮らしやすさ」
「都市の魅力」という 6 つの視点から、131 の指標を用いて総合的な
分析がなされた。それによると、実績および将来のポテンシャルを含めた総合的な産業創発力が高いの
は、上から順に、東京 23 区、福岡市、京都市、実績とポテンシャルの差分で見た 伸びしろ が大きいの
は、福岡市、鹿児島市、つくば市となった。
第1位

第2位

第3位

多様性を受け入れる風土

東京都特別区部

札幌市

佐世保市

創業・イノベーションを促す取組

東京都特別区部

大阪市

福岡市

多様な産業が根付く基盤

東京都特別区部

大阪市

豊田市

人材の充実・多様性

東京都特別区部

京都市

千葉市

都市の暮らしやすさ

佐賀市

奈良市

富山市

都市の魅力

福岡市

鹿児島市

京都市

