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巻頭言

巻頭言

生産当たりの労働コストが上昇したこと
が背景にある。
　以上を踏まえて考えると、輸入インフ
レの発生に対して、インフレの昂進を回
避しつつ、同時に実質賃金を確保するこ
とが、どういう場合に可能だろうか。そ
こで、次のようなマクロ経済の姿の実現
を想定してみる。①ホームメイド・インフ
レの発生は回避する。すなわち、GDP
デフレータ上昇率＝0。②それでも消費
者物価は、輸入インフレにより上昇する。
③この消費者物価上昇の下で、実質賃
金を確保する。
　これが実現されるためには、①の条
件として、名目賃金上昇率＝労働生産性
上昇率＋労働分配率上昇率となる必要
がある。あわせて③の条件として、名目
賃金上昇率≧消費者物価上昇率とする
と、これら二つの条件から、労働分配
率上昇率≧消費者物価上昇率－労働生
産性上昇率となる必要がある。すなわ
ち、輸入インフレによる消費者物価上昇
率が労働生産性上昇率を上回る場合、
少なくともその差以上の伸びで労働分
配率が上昇すれば実現可能となる。ここ
でさらに名目賃金への労働生産性向上
分の反映を考慮に入れると3、消費者物
価上昇率と同じ伸びでの労働分配率上
昇が必要ということになる。
　日本の労働分配率は1990年代後半以
降基調的に低下し、成長の成果が労働
側よりも企業側により多く分配されてき
た。2010年代半ばにその動きが反転し、
労働分配率は上昇傾向で推移していた
が、まだ上昇の余地はあるとみられる。
現局面では、この余地を活用していくこ
とが、インフレの昂進を回避し、景気回
復を持続させる上で重要だろう。労働分
配率の動向に注目したい。

たらされる。その一つがエネルギー価
格の高騰である。それ以前より、コロ
ナショックからの回復過程で食料・資
源エネルギーの国際的な一次産品価
格の高騰が生じていた。欧米では、米
国の消費者物価上昇率が7％を超える
など、昨年来から高いインフレが続き、
その要因の一つには、輸入インフレの
発生があった。更なる事態の深刻化・
長期化が懸念される。
　日本の物価動向も、昨年、輸入物
価が急上昇し、企業間取引の国内企
業物価が1980年以来の高い伸びで上
昇した。消費者物価も昨年末から年初
には前年比0.5 ～ 0.8％上昇し、生活
必需的な基礎的支出項目では同3％台
半ばの上昇となった。2％のインフレ目
標との関係から許容範囲との受止め方
もあるかもしれないが、物価上昇を感
じている生活者は困ったことだと考え
ている1。またインフレが高まってくると、
実質所得の目減りを通じて消費が減退
し、景気回復の足を引っ張ることも懸
念される。
　かつて日本経済は、1973 ～ 80年に
2度にわたって石油危機による激しい輸
入インフレを経験した。輸入物価の上
昇率に差はなかったが、消費者物価の
上昇率は、第1次23％、第2次8％と大
きく異なった。ホームメイド・インフレ 

（国内要因による物価上昇）の発生の
違いが関係していると理解された。そ
の動向を示すGDPデフレータ上昇率2を
比較すると、第1次21％に対し、第2次
は5％と低かったのである。
　昨年のGDPデフレータの動きを確認
すると、むしろ低下していた。輸入価
格の上昇が川下への価格転嫁に必ずし
も結び付いていないということだろう。
少なくともホームメイド・インフレは発生
していない。これに対して米国では、
輸入インフレだけでなく、ホームメイド
・インフレの発生もみられる。GDPデ
フレータが前年比4 ～ 5％台で上昇して
いた。マクロ的には、GDPデフレータ
上昇率＝名目賃金上昇率－労働生産性
上昇率－労働分配率上昇率という関係
がある。景気回復の力強さから労働市
場が逼迫し、大幅な賃金上昇を通じて

シア軍によるウクライナ侵攻によ
り、世界経済にも大きな影響がもロ
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１  日本銀行「生活意識に関するアンケート調査」
（2021/12調査）によると、77％の人が物価上
昇を感じ、その83％の人が「どちらかと言えば、
困ったことだ」と回答。

２  GDPデフレータは国内需要、輸出、輸入の物
価の加重平均であり、輸入物価は控除項目の
ため、輸入インフレの影響が取り除かれるこ
とになる。

３  ③の条件を、名目賃金上昇率＝労働生産性上
昇率＋消費者物価上昇率とする。
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　 視　点

冒頭から私事で恐縮だが、近所にここ数年ほど人の

気配が無い空き家と思われる住宅があった。広い敷地

には母屋の他、離れの住宅もあったが、手入れが行き

届いておらず雑草が生え放題であった。人づてに聞い

た話では住人が老人ホームへ入居したため空き家に

なっていたとのことだが、最近、その空き家が取り壊

され、３階建ての老人ホームが建築されることとなっ

た。空き家が解体され、土地が有効活用されるのは喜

ばしいことであろうが、元の住人が老人ホームに入居

し、その跡地に老人ホームが建設されるとは、超高齢

社会となった日本を象徴しているように感じた。

総務省の「平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び

世帯に関する基本集計」によると、居住世帯のない空

き家は848万9千戸で、空き家率は13.6％と過去最高

となっている。今、日本で空き家が増えている背景には、

少子高齢化や核家族化といった社会構造的な理由の他

に、空き家が遠方にあるため管理が難しい、権利関係

が複雑である、解体費用を捻出できない等、空き家の

所有者が置かれている状況が様々であり、その対応が

難しいことも空き家が増える理由の一つであろう。

戦後、日本の住宅政策は新築住宅の建設を重視した

量的な充足を目的としていた。しかし、少子高齢化の

進む今後の日本においては、空き家の活用や住宅のリ

ユース・リフォームといった、これまでとは異なる住

宅政策への転換が求められている。

そこで、今回の特集では日本の住宅政策の歴史を振

り返りつつ、少子・超高齢社会となった日本の住宅政

策についてのヒントを得るべく、４名の識者から寄稿

をいただいた。

寄稿１の石見論文では、戦後住宅政策の変遷につい

て論じる中で、いわゆるニュータウンが新たなニーズ

に対応した形で再生した事例を紹介している。そして、

これからの住宅政策のありかたとして、居住者のニー

ズに合わせて住宅を改善し質を高めるだけでなく、居

住地としての魅力を高め、多彩な人々と交わることこ

そが、成熟した社会における住宅政策の課題ではない

かと論じている。

寄稿２の中西論文では、空家対策特措法施行後、空

き家への対応実態と今後の課題について論じている。

空家対策特措法の主要ターゲットである管理不全空き

家に対して一定の成果はでてはいるものの、コスト面

の課題などからまだ十分な実績があるとは言い難いと

分析をすると共に、現在の空き家問題は戸建て住宅を

念頭においているが、今後は分譲マンション等の住宅

様式の異なる建物への対策の必要性を示している。

寄稿３の佐藤論文では、今後必要とされる住宅政策

について、高齢者の居住実態データから、高齢者は持

ち家で広いが安全性や快適性が不十分な住宅に居住し

ている割合が高いこと、住宅修繕費や賃貸住宅の場合

の家賃支払い等の経費面での不安などを抱えているこ

とを分析している。そして住宅が生活の基盤となる超

高齢社会では、高齢期に安心して暮らせる生活環境の

整備に向け、全世代を視野に入れた長期的な住宅政策

ビジョンの必要性を論じている。

寄稿４の山本論文では、生活困窮者のための住宅セー

フティネット政策について言及している。疾病やＤＶ

など自分ではどうすることもできない理由から住宅喪

失となってしまう場合には、自己責任だけとは到底言

えないこと、そして、このコロナ禍の失業による住宅

喪失問題の増加を危惧するとともに、住宅の喪失は複

層的な要因によって起こることを、社会の共通認識と

することが問題解決の第一歩であると論じている。

以上のように４つの論文では、空き家問題は様々な

立場を超えた社会の共通課題ととらえることの必要性

を述べている。超高齢社会を迎えた日本においては、

これまでと同じ住宅政策では社会の変化や要望に対応

しきれないことは明らかであろう。今回の特集が空き

家問題の解決と共に、誰もが安心して暮らせる社会へ

の取り組みの一助になれば幸いである。

（連合総研　主任研究員　戸塚鐘）

少子・超高齢社会における
日本の住宅政策を考える

〈特集解題〉
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１. 戦後住宅政策の展開
　日本における近代的な意味での住宅政策と
いうものが、いつごろから、どのようなかた
ちで、取り組まれ始めたのかという点につい
てふり返る時、多くの先行研究が、「同潤会」
の名前をその起点として挙げている。同潤会
は、関東大震災（1923年）後の復興を担うた
め国によって設置された機関である。その同
潤会が、近代的な住宅政策の起点とされるの
は、同潤会によって建設された住宅（アパー
ト）が、今日のマンションや団地と同様の鉄
筋コンクリート造の集合住宅だったからであ
る。同潤会による住宅建設以前にも、長崎県
にある小さな島の端島（通称、軍艦島）に炭
坑労働者やその家族用の７階建ての集合住
宅が建設されたというような例もあった。ま
た、1918年の米騒動後に、自治体に住宅担当
部局が設けられ公益住宅の建設が始められた
り、中流階層向けに長期の低利融資を行う住
宅組合や住宅協会が設立されるという動きも
あった。ただし、こうした戦前の住宅政策は、
主に不良住宅の改良や災害復興対策として
取り組まれたものと言える（山口・川崎　
2015　pp.22-27）。
　第２次大戦後の住宅政策は、住宅不足への
対応から始まった。戦災による焼失、海外か
らの引揚げや復員により大量の住宅が不足し
ていた。終戦の1945年８月時点で420万戸の
住宅が不足していた。この住宅不足を解消す
るために設けられた国の機関が戦災復興院だ
った。また、1950年には、低利で住宅の建設
や購入資金を融資することを目的とした住宅

金融公庫法が制定され、翌51年には、低所得
者向けに自治体が公営住宅を提供するための
公営住宅法が制定された。そして、1955年に
は、都市部の勤労者向けに公的住宅を大量に
供給することをねらいとして日本住宅公団が
設立された。こうして持ち家階層向けの住宅
金融公庫、低所得者向けの公営住宅、都市
部の中間層向けの公団住宅という戦後住宅政
策の３本柱が階層別に整備された（山口・川
崎　2015　pp.30-33）。
　この戦後住宅政策の３本柱が大きく見直さ
れたのは、2000年前後である。まず、1996年
に公営住宅法が一部改正された。その主な改
正点は、①入居対象階層の切り下げ（収入分
位で33％以下から25％以下へ）、②入居者の
収入（応能）や住宅の立地・規模（応益）に
応じて家賃を決める応能応益家賃制度の導
入、③高齢者・障がい者等に対する入居収入
基準の緩和（裁量階層の導入）、④民間住宅
の借上げ・買取方式の導入の４点であった。
この中で最も重要な改革点は応能応益家賃制
度の導入である。従来の公営住宅法では、公
営住宅の建設費用から国の補助金などを除い
た額を「原価」とした原価主義で家賃を算定
していた。しかし、地価や建設費の上昇によ
り原価主義は破綻し、それに代わるものとし
て、入所者の収入や入居者が受ける利益（立
地や規模）に基づく新たな家賃制度が導入さ
れた（砂原　2018　pp.83-84）。
　また、大都市周辺部において公団住宅を建
設・提供してきた住宅・都市整備公団（1981
年に日本住宅公団と宅地開発公団が合併）は、

日本の住宅政策の
現状と課題
石見　豊

（国士舘大学　政経学部　教授）
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1999年に都市基盤整備公団に再編され、さら
に、2004年には独立行政法人都市再生機構

（UR）に組織転換された。公団住宅は家賃が
高く、立地が遠く、部屋が狭く、民間のマン
ションとも競合する（民業圧迫）など、多く
の批判にさらされてきた。90年代に入ると、
新規の住宅開発は行なわず、既存の賃貸住宅
の建て替えがすでに事業の中心になってい
た。さらに、99年の都市基盤整備公団への再
編は、住宅供給を離れて、都市の基盤整備を
主な任務とするという組織目的変更の表明で
あった（砂原　2018　p.86）。
　最後に、住宅金融公庫についてであるが、
この組織には元々、民間の金融機関では、個
人の住宅を対象にした長期・低利の融資が行
われないため設立されたという特徴があっ
た。しかし、80年代の後半以降、従来の企業
への融資が減少してきたこと（企業が株式な
どにより資金を自己調達し始めたため）に伴
い、銀行は新たな融資先として住宅ローン分
野に参入してきた。つまり、公庫の事業は民
間金融機関と競合することになった。2001年
の閣議決定に基づき、公庫は、融資業務を災
害復興などに限定して、民間金融機関による
住宅ローン貸付の支援を担うことになった。
そして2007年、独立行政法人住宅金融支援機
構に再編された（砂原　2018　pp.87-89）。
　こうした住宅政策をめぐる政策転換の背景
には、80年代以降展開されてきた民営化や規
制緩和を志向する新自由主義的な流れがあ

り、住宅政策についても、公共（官、行政）
主導から民間や市場の活用または連携への路
線の転換があったと言える。

２. ニュータウンと郊外――その盛衰と再生
　前項で描いた戦後住宅政策の形成と終焉
をめぐる50年間の時間の流れの中には、さま
ざまな社会経済的な出来事があり、その影響
をうけた住宅政策が展開されてきた。オイル
ショック、バブル経済やその崩壊、阪神・淡
路大震災と東日本大震災などは、社会経済に
大きな影響を与え、人々の暮らし方や生き方
にも変化をもたらせたと言える。ただし、こ
こでは、戦後のわたしたちの暮らしに最も大
きな影響を与えたものとして高度成長とニュ
ータウンの建設を取り上げることにする。
　高度成長が何かについて詳しく説明する紙
幅の余裕はないが、高度成長の10数年間（1950
年代中頃から70年代初め）、日本経済は平均
で10％という未曽有の成長を経験した。それ
は、日本という国の姿を根底から変えた（吉
川　2012　p.3）。高度成長の主要因は、企業
の旺盛な技術革新と、農村から都市への人口
移動に伴う世帯数の増加だった。都市に移り
住んだ人々は単身もしくは核家族という新し
い世帯を構え、技術革新により低価格を実現
させた洗濯機、冷蔵庫、テレビなどの耐久消
費財を求め、需要（消費）を拡大させた（吉
川　2012　p.77およびp.122）。
　この高度成長と共に膨張した都市の人口

表１　戦後住宅政策の変遷

出典：山口・川崎　2015　pp.16-17を参考に筆者作成

―  5  ―
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に、特に農村から都市に流入した新しい住民
に住宅を提供する目的で建設されたのがニュ
ータウンだった。ただし、日本のニュータウ
ンには、明確な定義がない。国土交通省では、
①1955年度以降に事業に着手、②施工面積
16ha以上で、計画戸数1000戸以上または計
画人口3000人以上、③人口集中地区ではない
区域で開発という定義により、全国で2010地
区（2011年３月時点）のニュータウンリスト
を挙げているが、それは１つの捉え方にすぎ
ない。また、ニュータウンに類似した概念に

「団地」があるが、両者の関係（ちがい）も
不明確である。ニュータウンは、住宅だけで
なく、商業施設や学校、行政機関、公共施設、
公園・緑地など、総合的な都市機能を有する
が、団地は、住宅の集合体にすぎないという
整理もあるが、これも１つの捉え方にすぎな
い（金子　2017 pp.29-34）。
　定義の問題はさておき、高度成長期に特に
３大都市圏において、急増する人口の受け皿
として多くのニュータウンが、公団、公社、
地方自治体、民間などの手によって建設され
た。東京の多摩ニュータウン、中部圏の高蔵
寺ニュータウン、大阪の千里ニュータウンな
どがその代表である。さて、日本のニュータ
ウンには、次の２つの特徴がある。１つは、
ニュータウン発祥の地であるイギリスのニュ
ータウンでは、住まいの近くに雇用の場を確
保する「職住近接」が目指されたが、日本の
ニュータウンでは、住まいのスピーディーな
提供が優先され、また、都心のエネルギーが
強く、雇用の場がニュータウン内に少なく、
ニュータウンの住人は都心への通勤を余儀な
くされる「ベッドタウン」にすぎないという
特徴がある（金子　2017 pp.27-28）。ただし、
イギリスのニュータウンにおいても、ニュー
タウン内に雇用の場を確保する「職住近接」
や「自足性の原則」は、経済情勢をふまえた
時々の政府の政策により変化したと指摘する
研究もある（西山　2002　pp.126-127）。
　もう１つの特徴は、ニュータウンの入居者
像を一定の収入以上のサラリーマン世帯を前
提にしたため、世代や社会階層が似通った（同
質性の高い）人々が多く住むことになったと
いう点である。開発当初は20代、30代が住人
の多くを占めた「若い街」も、開発から50年

以上の歳月が流れ、住人の大半が高齢者とい
う「オールドタウン」になった。ニュータウ
ンで育った子どもは、大学進学や就職を機に
ニュータウンを離れ、そのことが入居者の高
齢化や街の人口減少を加速させてきた。その
他にも、エレベーターのない住棟の上層階（５
階、４階部分）の空室化、室内および住棟、
ニュータウン内のバリアフリー化の遅れ、近
隣センター（ニュータウン内の商店街）の衰
退、小中学校の遊休化など、多くの課題を抱
えている（伊藤ほか　2017　p.144）。
　ただし、ニュータウンの中には再生の動き
も見られる。各地からは、NPO法人による住
宅リフォームや買い物代行サービス（千葉海
浜ニュータウン）、近隣センターの空き店舗
を活用した住民交流の場づくり（明石舞子住
宅）、団地内循環バスの運行（高蔵寺ニュー
タウン）などの活動が報告されている。また、
エレベーターのない住棟の上層階の部屋を、
子育て世代を想定した間取りにリノベーショ
ンした、ひばりが丘団地の事例もある（伊藤
ほか　2017　p.145）。
　また、建て替えの事例としては、多摩ニュ
ータウンの諏訪２丁目団地の事例が有名であ
る。1971年に入居が始まった諏訪２丁目団地
では、建て替えの検討が1988年頃から始めら
れ、長い歳月がかかったものの、2014年１月
に建て替え工事が完成した。これまでのエレ
ベーターなしの５階建て23棟640戸が、エレ
ベーター付きの11階建ておよび14階建ての７
棟1249戸に生まれ変わった。ただし、こうし
た事例はまだ少数で、団地の建て替え（マン
ションの場合も同じ）には多くの困難が伴う
のが一般的である。立地条件が悪い場合は、
事業性が低く、また、入居者の意向のちがい
などから合意形成が難しいなどの課題がある

（山口・川崎　2015　pp.172-173）。
　住民参加と民間との連携により、大規模な
建て替えが実現したのが、URの多摩平の森
の事例である。ここには元々、URの多摩平
団地（1958 ～ 60年、入居開始）があったが、
1996年頃から建て替え計画の検討が始まり、
入居者の代表、地元自治体の日野市、URの
三者で勉強会を開催し、建替事業への合意
形成を図った。その結果、それまで29haの敷
地に247棟あった団地は、高層化（13階建て）
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されて11haの敷地の30棟（1528戸）に集約化
された。余剰地には、図書館、保育園、大型
商業施設、民間事業者による戸建ておよび集
合住宅などが誘致された。また、既存の５つ
の住棟を民間事業者に貸し出し、子育てや高
齢者支援機能を持った多様な住宅に改修し、
運営してもらう「ルネッサンス計画２」とい
う事業にも取り組んだ。コンペを経て３社の
案（団地型シェアハウス、菜園付集合住宅、
サービス付高齢者向け賃貸住宅）が採用され、

「たまむすびテラス」として2011年から入居
が始まった（UR Press　2019）。

３. 住宅の「質」と魅力ある暮らし
　これまで公共主導から民間や市場の活用ま
たは連携への住宅政策の路線の変容と、戦後
住宅政策におけるニュータウンの盛衰と再生
の動きなどについて述べてきた。都心部にお
ける再開発などの動きには触れなかったが、
ニュータウンの衰退（郊外からの人口流出）
の背景には、郊外から都心部への人口移動（都
心回帰）があり、都心部や湾岸部（ウォータ
ーフロント）などにおける超高層マンション

（タワーマンション）の建設などが要因とし
てあったことは言うまでもない。その意味で
は、官と民と並んで、都心と郊外という２つ
の軸で、戦後住宅政策の移り変わりを眺めて
きたつもりである。
　最後に、魅力ある暮らしとは何かという点
について考えたい。総世帯数に対する住宅総
数の割合が１を超え、第１期住宅建設五箇年
計画（1965年）が掲げた「１世帯１住戸」を
実現したのは1968年のことであった。これを
機に住宅政策は「量から質の問題」に入った
と言われた。この住宅における「質」とは何
か。高密度開発を避けた低層タウンハウスの
建設、全国一律の標準設計ではなく地域らし
さを重視した開発（優良モデル住宅街区建設
プロジェクト）や住宅づくり（地域住宅計画
制度）、居住者自らが住宅建設に参加するコ
ーポラティブ住宅、ケア付き高齢者住宅、環
境共生住宅など、「質」をめぐる模索が続け
られてきた（山口・川崎　2015　pp.57-103）。
　近代都市計画の祖と呼ばれるイギリスのエ
ベネザー・ハワードは、著書『明日の田園都市』
の中で、ロンドンの過密と不衛生な暮らしを

改善するため、都市と農村の双方の魅力を併
せ持った「田園都市（ガーデンシティ）」の
建設を提案し、レッチワースやウェリンでそ
れを実現した。同書の魅力は、「都市と農村
の結婚」という新しいタイプのまちづくりの
コンセプトにあるが、それに加えてもう１つ
の魅力は、住民自身が田園都市の開発を担う
まちづくり会社の運営に参加するという自治

（協同組合主義）的な要素にある（ハワード
　2016）。現在、日本ではどこの地域でも、
自治会・町内会などの活動は低迷している。
ただし、自治会など地縁のコミュニティの力
は弱くても、同じ趣味（本や音楽）などを共
有するテーマ型のコミュニティの活動が盛ん
だという地域は結構ある（筆者の住む東京都
国立市がまさにその例である）。
　住宅の「質」に話を戻すと、住宅の構造や
デザイン、レイアウトなどを技術の向上や居
住者のニーズに合わせて改善することは、も
ちろん住宅自体の「質」を高めることになる。
ただし、それに加えて「まち（住宅地）」の
魅力を高めることも重要である。近くに話の
合う仲間がいる、集まれる場所がある、そん
なことが日々の暮らしを魅力あるものにす
る。地縁だけではない多彩な人の交わりによ
り、暮らしを魅力あるものにすること、これ
が成熟した社会における住宅政策の課題では
ないだろうか。
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１. 今日の空き家問題
　空き家が大都市部も含めた日本全体の問
題として認識されるようになったのは、2013
年の住宅・土地統計調査から「空き家820万戸、
空き家率13.5％」との推計値が示されたこと
の社会的インパクトによるところが大きい。
2018年の同調査では空き家はさらに増加して
849万戸と推計されている。この推計が過大
ではないかとの指摘もあるが、いずれにせよ
今日では空き家が大量に発生・存在している
ことには違いない。世帯数に対して住宅の数
は現状でも大きく上回っており、今後は世帯
数も急速な減少局面に入っていくことを踏ま
えると、その乖離（≒空き家数）は大きくな
っていく一方である。
　そのような状況を背景に、空家等対策の推
進に関する特別措置法（以下、空家対策特
措法）が2015年に施行されたのである。
　そもそも空き家の問題とは何であろうか。
ひとつには管理不全である。使われていない
住宅はすぐに荒廃する。いわゆるゴミ屋敷状
態となっているものもある。それによって景
観上の問題にとどまらず、伸びた庭木の隣地
への侵入や荒れた家屋の崩落など、周辺に具
体的な害を及ぼす可能性が高まる。
　また、安全・安心の阻害要因ともなる。空
き家が犯罪の場となる可能性は否定できず、
放火などがあっても対応が遅れて被害が拡大
してしまう。実際の発生確率は低くとも、そ
うなるかもしれないという不安感が周辺住民

にとって十分大きな問題である。
　ひいては周辺の不動産の資産価値にも悪影
響を及ぼす。たとえば家を売ろうと思っても、
近くに管理不全の空き家があれば買い手の意
欲が下がり成約の阻害要因になることは明ら
かである。
　加えて述べておきたいのは地域的な観点で
ある。空き家が多く存在する地域は、人口・
世帯の減少はもちろん、利便性や住環境に問
題があったり、高齢化が著しくコミュニティ
の衰退が進行していたりと、なんらかの課題
を抱えた地域であるといえる。

２.  空き家の様態と実態把握の課題
　空き家といってもその様態はさまざまであ
る。管理不全となった空き家の場合には特に
外部不経済が大きいが、周辺住民が所有者
にアクセスすることは難しく、対策の要請が
ままならないことも多い。
　一方、現在居住者がいなくとも、売り家あ
るいは賃貸物件として次の居住者を待ってい
る住宅もある。所有者・仲介業者等の管理意
思があり市場に乗せているものであれば、問
題視するべきものではない。転出入や建物更
新の受け皿としてむしろ一定程度存在してい
ることが望ましい。
　あるいは、現に居住者がおらず市場に乗せ
てもいないが、所有者やその親族などが定期
的に清掃等に来るような管理状態の良い空き
家がある。管理がしっかりしていれば前述の

中西　正彦
（横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授）

空き家対策の現状と課題
－空家対策特措法施行後の実態を踏まえて－

―  8  ―



DIO 2022, 3

ような問題が起こる可能性は低い。そもそも
手を入れている関係者にとっては空き家とい
う意識がないことも多い。ただし、継続的な
居住がないと徐々に管理の水準が落ち、いつ
しか管理不全となってしまうこともある。し
たがって将来の対策のために行政や地域がそ
の存在を把握しておくことが望ましいが、こ
のような空き家は外観からはそれとわかりに
くく把握しがたいことには留意が必要であ
る。
　空き家の把握が実は難しいことも問題であ
る。著しい管理不全の空き家は外観から明ら
かだが、大半の空き家は居住実態がある住宅
とそう判別がつくものではない。簡易的な調
査では住宅や敷地の手入れの程度のほか、ポ
ストや窓・雨戸の状況などから判断すること
になるが、実は居住中の住宅であってもこれ
らが不全なものがまま見られるのである。た
とえば2階建ての住宅に高齢者のみで居住し
ている場合、2階はほぼ使用せず雨戸を閉じ
っぱなしということも多い。つまり高齢化が
進んでいる住宅地での空き家調査は一層難し
い。水道の開栓状況や固定資産税の納税状
況などを見られれば判別の程度は上がるが、
私有財産に関する個人情報保護の観点から、
そう簡単に行えることではない。

３. 空家対策特措法の特徴
　以上のような社会的状況の傍らで施行され
た空家対策特措法だが、特に市区町村が採り
得るものとしては次のような施策が盛り込ま
れており、国による財政や税制上の支援措置
も用意されている。
　まず、国の基本指針に即した空家等対策計
画の策定と、空き家対策の協議会を設置でき
る。市区町村に取り組みの方針や計画の明確
化とその実施体制整備を促すものといえる。
また、空き家等への立入調査や所有者等を把
握するために固定資産税情報の内部利用が可
能となっている。前述の通り空き家は実態把
握がまず困難であるため、市区町村にその手
段行使の根拠を与えているのである。また空
き家等に関するデータベースの整備や情報の

公開・提供など、活用にむけた取り組みが可
能となっている。
　さらには著しく状態の悪い空き家を特定空
家等と指定することで、除却、修繕、立木竹
の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命
令を行うことができる。さらには行政代執行
による強制執行が可能といった、個人の財産
への強い措置が盛り込まれていることがこの
法の最大の特徴である。財産権が強く保障さ
れたわが国では、特に土地建物に関する権利
は強い保護の対象である。一般的な権利保障
としては正しいものの、それが壁となって著
しく外部不経済を発生させている案件に行政
や地域が手をこまねかざるを得ないことが問
題視されてきたことも事実である。したがっ
て法令によって行政代執行が可能とされた意
味は大きい。もちろん前提や条件も同時に明
示されており、それが特定空家等の指定とい
うことになる。空き家総数の多さを背景に登
場した空家対策特措法だが、主要なターゲッ
トは管理不全空き家であるといえよう。

４. 空家対策特措法の施行状況
　国土交通省は毎年度同法に基づく取り組み
の実施状況を調査・公表している。2021年3
月31日時点の結果によると、調査対象の1,741
市区町村のうち、まず空家等対策計画の策定
は1,332（77%）、協議会の設置は907（52%）
の市区町村で行われている。予定も含めれば
前者は9割以上、後者は7割近くとなっており、
極めて高い取り組み状況である。
　一方、特定空家等に対する措置としては、
助言・指導が24,888件、勧告が1,868件、命令
が215件、所有者不明による略式合わせた行
政代執行が351件となっている。助言・指導
に比べて、それ以上の重い措置の割合は格段
に少ない。
　ではどれくらいの成果を得られているの
か。特定空家を含む管理不全空き家の除却を
見ると2020年3月時点で、市区町村によって
管理不全と認識され所有者特定事務に至っ
た空き家が全国で約38万件。そのうち市区町
村の取り組みによって除却等に至った件数が
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約9万件に上るという。割合では1/4近くが除
却されたことになり、取り組みの事務労力・
コストが膨大であることを鑑みれば、まずは
一定の成果を上げてきたと評価してもよいよ
うに思われる。ただし全国に特定空家は1万
数千件以上残存しており、あくまで市区町村
による把握数であることも考慮すると、実際
に問題となっている管理不全空き家はさらに
多いものと推察される。また、空き家の総数
849万件から見ると除却等は結局のところ約
1%程度にとどまっているという負の評価を
する向きもあろう。
　一般的な空き家への対策については、全国
的な取り組みを一括した調査は見当たらない
が、積極的な事例については報告が多数ある。
よく見られるのはいわゆる空き家バンクであ
る。長野県佐久市や山形県鶴岡市のようにま
ちづくりと連携した活用事例を生み出してい
る空き家バンクもあるが、大半は空き家の登
録から進まず、ごく限られた数の取引にとど
まっている。また管理不全の初期や相続の機
会をとらえて所有者に注意を喚起する仕組み
を導入している市区町村も存在するが、実績
はまだ限られており、普及や一般化には程遠
い。やはり空き家総数の規模に比して取り組
みの成果は小さいと言わざるを得ない。

５. 空き家問題への総合的な対策の要件
　現状は途半ばとはいえ、健全な住宅ストッ
ク形成は常に重要な社会課題であり、引き続
き空き家対策を総合的に考えていく必要があ
る。ここでは空家対策特措法の範疇にとどま
らず、社会的な対策の要件を論じたい。
　まず住宅の所有が利用ベースで引き継がれ
ることが望ましい。すなわち中古住宅市場の
活性化である。わが国では一般に新築住宅志
向が強く、中古住宅市場の割合が低い。かつ
てわが国の建築物ストックは極めて貧弱であ
ったが、1970年代頃に急速に建築物の質が向
上したことで、「新しいものが常に良いもの」
という状態が続いたためである。制度的にも
築年が長い住宅は一律に資産として評価され
ない。しかし1981年の耐震基準強化を一つの

きっかけとして、80年代以降に建築された住
宅は今日の目で見てもそう見劣りするものば
かりではない。また近年は新築志向からの転
換も見られるように思われ、今後の中古住宅
の流通促進が求められている。ただしこれは
短期的な市場の誘導に加えて、リフォーム・
リノベーション技術向上や住宅に関する制
度・産業構造の改善、住環境教育等によるス
トック活用の価値観の形成などが必要であ
り、国レベルでの取り組みでなくてはならな
い。
　一方、利用方策を増やすという方向で、住
宅用途以外での活用も促進したい。たとえば、
衰退が進む住宅地であればこそ交流や憩いの
場のニーズがある。横浜市ではヨコハマ市民
まち普請事業という市民提案型の施設整備事
業がある。市民提案を2年がかり2回のコンペ
で選定し、計画費用と整備費用の補助のもと
市民団体が自ら整備事業を実施するという、
それ自体ユニークな事業制度であるが、過去
15年以上の間に提案・実施された事例で最も
多いのは、空き家を改修した地域拠点整備で
ある。適切な支援のしくみによって活用が進
む証左と言える。また、商業利用によって自
立的に交流の場が営まれることも望ましい。
レストランやカフェは住宅地にもニーズが存
在しており、個性的な住宅建築であればなお
そのような利用の途が考えられる。ベーカリ
ーもニーズがある業態の一つである。また、
昨今のコロナ禍もあってシェアオフィス、テ
レワーク用スペースなども住宅地に求められ
つつある。ただしこれらの集客用途は、土地
利用規制の緩和や近隣との調整・合意形成が
一方の課題である。
　しかし、ここまで述べてきたような流通や
活用の促進は必要だが、根本的な空き家対策
には十分ではない。なんといってもそもそも
の世帯数（≒住宅のニーズ）と実際の住宅数

（≒住宅のサプライ）の乖離が大きすぎるか
らである。今後、世帯数という一次的な住宅
ニーズが急速かつ大幅に減じていく以上、サ
プライを絞っていくことも必要不可欠という
しかない。理想的な市場であれば市場原理に
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よって需要と供給の均衡が実現するが、現実
の市場では、特に価格やコスト・リスクが多
く長期性も高い住宅市場はそれが難しく、な
んらかの政策的な手当てが必要なのである。
すなわち住宅の新規供給の抑制と既存ストッ
クの削減に取り組まなくてはならない。
　わが国はかつて土建国家と言われたように
土木・建築業の社会経済に占める割合が高く、
それがいまでも新規建築の多さにつながって
いる。今日でも新規住宅着工件数は80数万戸
の大規模で推移しており、中古住宅の改築や
マンション等集合住宅の建設も含まれている
とはいえ、いまだに新築住宅の供給が大量に
行われているのである。しかもそれが市街地
の拡大を伴っていることにも問題がある。市
街地の拡大は抑制し、建築活動は極力既成
市街地での既存ストックの更新という形に誘
導しなくてはならない。
　一方既存ストックの削減とは端的には住宅
の除却である。土地だけとなれば外部不経済
はかなり抑えられ、手入れも草刈り程度で済
むようになる。また売買がしやすくなり、そ
こに新築がなされれば市街地の拡大を伴わな
い望ましい更新となる。つまり管理不全空き
家の強制的な除却だけでなく、その前の段階
で所有者自らが除却の途も選び得るような社
会環境の整備が必要なのである。わが国で空
き家の除却が進まない要因として、除却コス
トに加えて住宅の存在に対する固定資産税優
遇措置の影響が指摘されている。この優遇措
置の改善は容易ではないが、居住実態との関
係で運用を見直すといった大きな見直しがい
ずれ不可避と思われる。現状では、特定空家
と指定された場合においてこの優遇措置が解
除されるが、結果として将来の税制抜本的見
直しの布石となるのかもしれない。
　最後に地域による空き家の管理の必要性を
述べておきたい。空き家とは所有者が現地に
いない状態である。空家対策特措法では所有
者に空き家管理義務を盛り込んでいるが努力
規定であり、現実には現地にいない所有者に
丁寧な管理を期待しがたい。対症療法的では
あるが、地域住民による手入れが必要な局面

もあろう。現状では心情的にも権利的にも「人
のものに手を出せない」というもどかしさが
あるが、外部不経済を抑えることを周囲に許
容する仕組みと工夫が必要であろう。

６. 空き家対策の今後の課題
　本稿で述べた空き家対策の総合的な対策
とは、空家対策特措法の範疇にとどまらず、
広く住宅をめぐる制度や社会環境の整備を図
ることに他ならない。住宅地の地域管理（エ
リアマネジメント）といった課題などとも連
動して、総合的な住宅政策の一環として空き
家対策が行われることが望ましい。
　ただし、現状では空き家問題は戸建住宅が
念頭に置かれているものの、今後は集合住宅、
特に分譲マンションの空き住戸問題が加わっ
てこよう。住宅様式の変化に伴い、現在では
住宅着工数に占めるマンションの戸数割合が
高いことと、この数十年で分譲マンションが
普及したことで、住民の代替わりや建替・修
繕の問題と同時に近い将来の空き住戸の大量
発生が予想されるからである。空間的・権利
的に様相が異なる住宅様式であるが、必要な
対策の共通点や相違点を明らかにして、それ
を踏まえた施策を探っていくことが必要とな
ろう。

【補注・参考文献等】
・ 本稿では基本的に「空き家」を用い、法令上の用語を

意味する場合は表記を合わせて「空家」としている。
・ 中西正彦（2020）「まちづくり研究　郊外住宅地の再生

第2回　空き家問題再考」住宅生産振興財団「家とまち
なみ」No.80、P.60 ～ 65、<https://www.machinami.or.jp/
pages/pub_machinami.shtml>

・ 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連
情報」<https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
jutakukentiku_house_tk3_000035.html>

・ 長野県佐久市空き家バンク「おいでなんし！ 佐久」
<https://www.city.saku.nagano.jp/sakunikurasu/
kanko/oidenanshi/index.html>

・ 山形県鶴岡市・NPO法人「つるおかランド・バンク」
<https://t-landbank.org/>

・横浜市「ヨコハマ市民まち普請事業」<https://www.city.
yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/ 
suishin/machibushin/>
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１. はじめに
　今、わが国は超高齢社会に直面し、同時に
人口減少と世帯規模の縮小も続いている。
2020（令和2）年に実施された国勢調査によ
ると、人口は１億2614万6千人で、2015年と
比べ、0.7％減に、逆に一般世帯数は5570万5
千世帯で増加傾向にある。この結果、１世帯
当たり人員は2.21人と、2015年（2.33人）か
らさらに減少している。そして、総人口に占
める65歳以上人口の割合は26.6％から28.6％
に上昇している。
　こうした中、平成30年2月16日に閣議決定
された高齢社会対策大綱では、三つの基本的
考え方の一つに「地域における生活基盤の整
備」を掲げ、その「生活環境」分野の基本的
施策として、豊かで安定した住生活の確保、
高齢社会に適したまちづくりの総合的推進等
を位置づけている。
　これまでの高齢者を対象とした住宅政策

（以下、高齢者住宅政策）をみると、高齢者
人口の割合が10％程度であった1980年代半ば
から本格的な取組みが始まった。まず、地方
自治体が主となったシルバーハウジング・プ
ロジェクトに代表される高齢者住宅のモデル
提示から始まり、長寿社会に対応した設計指
針によるバリアフリーの普及や民間による各
種高齢者住宅供給支援、その情報提供等に
よる住宅市場環境整備へと、高齢化の進展に
歩調をあわせ、量の拡大に重点を置きつつ、

大きく変化してきた。2010年代になり、国土
交通省成長戦略（2010年）にも位置づけられ
る「サービス付き高齢者向け住宅」や有料老
人ホーム等の「高齢者向け住宅」の高齢者人
口に対する割合が、住生活基本計画の成果
指標（高齢者人口の4％：R12年目標）に加
えられている。
　今後、団塊の世代が後期高齢者となる2025
年を一つの分岐点とし、さらに、高齢者の絶
対数がピークを迎え、現役世代（担い手）が
急減すると推計される2040年頃に向けた議論
も始まっている。
　こうした推移を踏まえ、本格的な超高齢社
会において、今後の社会経済の変化を推測し
つつ、高齢者の居住ニーズに対応した住宅政
策の課題や方向性について考察してみたい。

２. 高齢者をめぐる居住実態と住宅政策の課題
　まず、現在の高齢者の居住実態や居住ニー
ズの特徴をみる。
2-1　高齢者の居住実態

（1）住宅の種類

　令和2年国勢調査の結果から高齢者の住宅
の種類（所有関係・建て方）をみると、年齢
層が高いほど持ち家居住世帯が多く、世帯主
65歳以上の世帯は8割以上が持ち家に居住し
ている。これは、全世帯平均の62.2％を大き
く超えている（図1）。
　ただし、世帯主65歳以上の世帯でも東京特

高齢者に関する住宅政策
の現状と課題
～高齢者から全世代対応へ、今後必要とされる住宅政策とは
佐藤　由美

（奈良県立大学 地域創造学部教授）
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別区部や大阪市等の大都市では、持ち家率が
全国平均より低く、しかも持ち家・共同住宅

（マンション）の占める比率が全体の20 ～
25％を占めている。また、65歳以上の単独世
帯をみると、全国では持ち家居住が65％程度
だが、東京特別区部や大阪市等の大都市で
は40 ～ 50％程度と低く、民営の借家の他、
公営の借家も一定の比率を占めている（図2）。
　このように、高齢者は持ち家居住が多いが、
地域や世帯構成によって住まいの状況は大き
く異なっている。

（2）住宅の質

　つぎに、平成30年住宅・土地統計調査（総
務省）をもとに、高齢者の居住する住宅の質
に関する実態をみると、1住宅あたりの平均
延べ床面積は、全世帯の93.0㎡に対し、家計
を支える者65歳以上の世帯では108.6㎡と広
く、若い世代に比べ広い住宅に居住している。
　しかし、高齢者世帯のうち、建築時期が昭
和55年以前の住宅に居住する世帯が計870万
世帯（高齢者世帯の38.5％）あり、さらに、
約470万世帯（同20.9％）が耐震性が不足す
る住宅に住んでいるとの推計結果もある文1）。
このことから、耐震性だけでなく、居住性能
全般の質の低さが予想され、「広いが、安全性・
快適性が十分でない住宅」に居住する高齢
者が多いものと思われる。

2-2　居住ニーズの特徴

（1）世帯の特徴

　日本の将来人口推計によると、2036年には
65歳以上の人口比率は33.3％に達することが
推計されている。都市の種類別の状況をみる
と、2015年を100とした時の65歳以上人口の
2040年時点の指数は、全国で115.9だが、大
都市（東京都区部と政令指定都市）では
129.9と、急速に高齢化が進展することが推
計されている文2）。これからは、大都市の住宅
事情を前提とした高齢者の居住ニーズが顕在
化していくことが予想される。
　また、高齢者世帯も2030年には約1,500万
世帯と引き続き増加していくが、このうち、
単身高齢者世帯も約800万世帯に迫ることが
推計されており、高齢者世帯の過半が単身者
になるものと思われる文3）。

（2）高齢者の経済状況

　高齢者の家計は、公的年金の種類や現役
時の報酬等によっても異なるが、夫婦か単身
か等、世帯構成によっても大きく異なる。例
えば、厚生労働省が示すモデル世帯の年金額

（月額）からみると、厚生年金では夫婦2人の
標準世帯で約22万円、単身は15.5万円に対し、
国民年金では夫婦約13万円、単身6.5万円と
半額になる1。こうしたことからも、大都市に
多い単身高齢者は福祉や介護サービスだけで
なく、住居費負担という面においても自助の

図1　世帯主の年齢（5歳階級）別住宅の所有関係

資料：令和2年国勢調査（全国）

図2　世帯主65歳以上の住宅の所有関係・建て方

資料：令和2年国勢調査（全国）

〈全世帯〉

〈単独世帯〉

―  13  ―



DIO 2022, 3

限界点が低い。
　また、資産の面では、持ち家率の高さから、
高齢者は不動産の比率が高いとされている
が、地方や大都市郊外等の中古住宅価格が
下落している地域では、資産の目減りが進む
可能性があり、高齢者の経済力には大都市に
おいても地域差が生じる可能性がある。

（3）居住ニーズ

　今後の居住意向を家計主の年齢別にみる
と、「できれば住み替えたい」は60歳以降1割
程度となり、「できれば住み続けたい（合計）」
が7 ～ 8割を占めている。このうち、「リフォ
ームを考えている」は55 ～ 59歳が22.0％と最
多だが、60歳以上はそれより低く、逆に「リ
フォーム・建替えいずれも考えていない」は

年齢層が高いほど、その比率は高い。
　つぎに、現在の高齢者の住まいや居住環境
について重視している項目をみると、「日常
の買い物等の利便」や「地震時の安全性」「治
安」等が多いのに加え、「医療・福祉、文化
施設などの利便」、「高齢者への配慮」「生活
支援サービス」等が全32項目中、上位10項目
に挙がっており、日常生活の利便性や安全性
が重視されている。
　これに対し、高齢者が住まいについて不安
と感じていることの有無とその内容を内閣府
の調査からみると、「不安と感じていること
がある」は、賃貸住宅居住者に多く、その内
容も「高齢期の賃貸を断られる」等の市場敬
遠や「家賃等を支払い続けられない」等の経
済的なものの他に、生活面など多岐にわたっ

図 3　家計主の年齢別　住み替え・改善意向

資料：平成30年住生活総合調査（国土交通省）

表 1　 住宅及び居住環境に関して重要と思う項目
（上位 10 項目）

資料：平成30年住生活総合調査（国土交通省）

表 2　住宅の種類別　高齢者の住まいについて不安と感じていることの有無と内容

資料：平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査（内閣府）
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ている。一方、持家居住者にも「虚弱化した
ときの住居の構造」や「住宅の修繕費等の経
費を払えなくなる」等の不安がある。

3. 今後の住宅政策の課題
　以上の現在の高齢者の居住実態や居住ニ
ーズをもとに、住宅政策の基本的な課題や今
後の住宅政策について展望する。
3-1　住宅政策の基本的課題

（1）所得階層別住宅政策の見直し

　日本の戦後の住宅政策の特徴は、所得階層
別に「住宅の種類」を区分し、より所得が低
い階層を入居対象とする「住宅」に対する支
援の重点化を図ってきたことである。すなわ
ち、100％公的資金によって建設され、家賃
対策補助がある公営住宅から、低利長期の公
的融資を主な原資とする都市再生機構（旧日
本住宅公団）・公社賃貸住宅の供給、さらに、
長期・低利融資（住宅金融支援機構（旧住
宅金融公庫）等）による持ち家の取得支援等
がその代表的な政策であった。
　しかし、高齢期の収入は、公的年金に多く
を依存し、固定化されるため、住替え時には
多くが「みかけ低所得層（現役時は中間層）」
としての施策対象となるが、肝心な公的な賃
貸住宅の新規供給量は少なく、また、家賃も
公営住宅を除き、市場家賃に準じているため、
立地条件がよく、築年数が浅い物件は年金生
活者にとっては高額な負担となる。このため、
家賃負担の可能な住宅（公営住宅等）に高齢
者の入居が集中する半面、家賃負担軽減が

図られていない賃貸住宅には「みかけ低所得
層」の高齢者が入居しにくく、また、たとえ
資産があったとしても一般の民間賃貸住宅市
場では入居が敬遠される等、所得階層別政策
体系が機能しない問題が生じている。
　このようなことから、超高齢社会の実態か
らみて、「住宅（モノ）」を介した所得階層別
の住宅政策の抜本的な見直しが必要であると
思われる。

（2）持ち家取得重視の住宅政策の見直し

　高度経済成長期以降、持ち家取得を重視
した住宅政策が続いた結果、現役時に中～高
所得層であった高齢者の多くは、長期にわた
る住宅ローンを利用しながら不動産資産（マ
イホーム）を取得し、そのままリタイアした
後も住み続けたいとする希望が強い。しかし
この住宅を終の棲家とするためには、適切な
維持・修繕や加齢に対応した改修が必要であ
る。ところが、現実は、持ち家居住者にはバ
リアフリー等の住宅の構造や住宅修繕費等の
経費の支払いに対する不安があり、建替えや
リフォーム等の意向は年齢が高いほど減少す
る傾向にある。
　これに対し、取得した後の住宅を維持・改
修することへの公的な直接的支援は、「個人
資産」という理由もあり、年齢層を問わず少
ない。このため、自力では維持管理を継続す
ることが難しい「みかけ低所得層」の問題が、
持ち家居住者においても拡大し、やがて管理
不全から流通困難な空き家問題にもつながる
ものと思われる。とりわけ、都市部で増える

表3　公的賃貸住宅とサービス付き高齢者向け住宅の特徴2

資料：国土交通省資料をもとに筆者が作成
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マンション居住高齢者において管理費や修繕
積立金等の費用負担が困難となる層が増加す
ることが懸念される。
　また、中古住宅の市場価格が期待ほどでな
いため、老後生活に適した住まいに住替えを
希望しても、条件があわずに断念することも
ある。近年、自宅を担保としたリースバック
やリバースモーゲージ等、ストックを活かし
た金融商品も増加してきているが、まだ普及
過程にあり、安心して持ち家に「住み続ける」
ための住宅政策は十分でない。今後、さらに
ストックの高経年化と居住者の高齢化が同時
に進行することを考えると、多数を占める持
ち家居住高齢者やその住まいに対する維持管
理への支援は必要不可欠であると思われる。

（3）高齢者を対象とした住宅市場政策の見直し

　一方、今後は、大都市・ひとりぐらしの居
住ニーズを重視した取組みが、一層求められ
る。現在、民間賃貸住宅では「高齢者お断り」
といった市場敬遠の対象となり、希望する物
件に入居することが難しいケースが多い。そ
こで、登場したのが「高齢者向け住宅」であ
る。高齢者の居住に対応した設計がなされて
いることと、一定のサービスがあらかじめ付
帯していることが特徴である。もともとシル
バー・ハウジングでは、「高齢者向けに設計
された公的賃貸住宅」と「安否の確認・緊急
時の対応・生活相談等の定常的・非制度サー
ビス」をセットで供給することを要件として
いた。この形を民間賃貸住宅に適用したのが、

「サービス付き高齢者向け住宅」である。医療・
介護・住宅が連携し、安心できる住まいの供
給を促進するため、国土交通省・厚生労働省
共管の制度として、都道府県等への登録制度
として創設されたものである。高齢者住まい
法に基づく「高齢者居住安定確保計画」を策
定することで地方自治体ごとに一定の範囲内
の登録基準が設定されている。制度化当時は、
少子高齢化の進展を地域の活力創造の転機
にするため、有料老人ホームの不安定な居住
の権利に起因する問題に対応した消費者保護

（賃借権の設定）を図ることと、単身高齢者
の増加に対応した高齢者住宅の供給促進等を

目的に、早めの住み替えにより、自立した老後
生活を送ることをめざした住宅であった文4）。
このため、登録住宅に関する情報提供や住宅
供給者への経済的支援はあっても、サービス
提供者への支援や入居者への家賃・サービス
負担軽減策はなく、結果的に「新築住宅の家
賃＋非制度サービス利用料」により高額化す
ることになり、入居対象者を限定することに
なった3。ただし、地域によっては、医療や介
護サービスの提供による収入により、通常よ
り低い家賃での住宅経営を安定化させるよう
なビジネスモデルが生まれ、当初の目論見と
は異なる高齢者向け住宅が供給されている4。
　また、行政による指導がなされる有料老人
ホームは、当初の「高級」イメージからほど
遠い形態のものや無届の劣悪なものも増加し
ていると報道されている。
　いずれも、不足する特別養護老人ホーム等
の介護施設の代替としての役割を担ってお
り、本来の「住宅」としての質や運営がなさ
れていないものもある。
　こうしたことは、高齢者向け住宅・居住施
設の多くが、市場の原理に委ねられて供給さ
れてきたことに起因するものと思われ、市場
政策の修正が必要と思われる。

3-2　 今後必要とされる住宅政策の展望

　以上のように、高齢者の住宅政策の課題や、
今後の後期高齢者の増加やひとりぐらしの増
加、大都市の高齢化の進展、属性ごとの課題
の多様化や分化等の想定に対し、どのような
住宅政策が求められるであろうか。
　日本においては、年齢とともに持ち家居住
が増加し、そのまま定住するパターンが多数
を占めている。しかし、若いころに取得した
持ち家が、その後の高齢期の生活に適してい
るとは必ずしも言えない。そうした時に建替
えやリフォーム、住替え等が、ニーズに応じ
て容易に行えることは重要である。このこと
は、雇用の流動化等により、これまでの標準
的なライフコースとは異なる住宅市場形成に
向けた課題にもつながる。また、高齢者の比
率が1/3超となる状況を展望すると、住宅需
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要層の変化に対し、高齢者向けではない住宅
においても年齢を理由とする様々なハードル
を下げていくことが住宅政策の基本的な課題
となるだろう。
　また、居住の安定は、「モノ」としての住
宅だけでなく、そこで安定した生活をおくる
ことができるような各種サービス等との接近
性も必要である。現在、それを担保するため
には高齢者向け住宅・施設への住替えという
選択肢しか認識されていないが、高齢者が
50％を超えるような住宅地やマンション等で
は、「サービスの共同購入」により、「自宅を
高齢者住宅化」するような方向性も考えられ
る文5）。
　こうした取組みを実践するためには、それ
ぞれの地域の実情に応じた対応が、地方自治
体の裁量で行えることが求められる。例えば、
地域包括ケアシステムの、「住まい」のあり
方をもう一度議論していくことが必要であ
り、介護・医療・生活サービス・コミュニテ
ィ活動等の政策と住宅政策の一体的展開、す
なわち地域が主となった「居住政策」が求め
られる。こうした考え方は、高齢者の居住の
安定のみならず、子育て世帯、障害者等、地
域において何らかの支援が必要な人たちの生
活の安定にもつながるものと思われる。
　一方で、このような自助や共助だけでは解
決できない課題もある。具体的には、高齢期
の住居費負担のあり方、高齢者等の日常の生
活の支援のあり方等、公助においても多くの
検討課題を有している。例えば、住まいの維
持に係るコストは所得に関わらず必要である
こと、日常的な生活支援（見守りや緊急時の
連絡・対応等）は住宅の所有関係・世帯構成
に関わらず必要であること等の課題認識を広
め、解決策を模索していくことが必要である。
こうした検討を踏まえ、普遍的な家賃補助給
付、日常・緊急時の包括的な相談対応体制整
備、地域の福祉体制・民間サービスによる対
応力強化等と一体的に進めることが必要であ
る。これらは、一つの地方自治体や一つの企
業で解決できるものではなく、社会保険化や
公的扶助化（住宅扶助の単独支給）等を視

野に入れつつ、社会保障政策と一体的に議論
すべき課題であるといえる。
　住まいが超高齢社会における生活の基盤
であることを考えると、安心して高齢期を暮
らすための生活環境の整備に向け、住宅政策
も全世代を視野に入れた長期的なビジョンを
描くべき時が来ているといえるのではないだ
ろうか。

１いずれも2019年度時点。保険料を40年間すべて収め
た場合。厚生年金は平均年収（賞与を含めて月43.9万
円）で40年間働いた場合

２この他、有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け
住宅の大部分も該当）が54.0万人（厚生労働省調査）
や軽費老人ホーム・ケアハウス等9.4万人（社会福祉
施設調査）も居住施設として位置づけられている（い
ずれも平成30年）。

３令和2年8月時点の登録住宅の月額の入居費用（家賃、
共益費、サービス費（生活相談・見守り。介護保険除
く））は全国平均10.7万円、大都市圏では12.5万円とな
っている（文6より）。

４ 令和2年8月時点の登録住宅の住戸面積は平均22.0㎡、
25㎡未満が78.5％である。また、サービス付き高齢者
向け住宅情報提供システム運営情報（R2年8月末時点）
よると、入居者の年齢別では、「85歳～（57.3％）」 「75
～ 84歳（30.8％）」 が多く、要介護度別では、要介護
１～２が全体の約４割を占める。要介護３以上の重
度者も全体の3割強となっている（文6より）。

【参考文献】
文1） 国土交通省　第５回サービス付き高齢者向け住宅

に関する懇談会資料「サービス付き高齢者向け住
宅の現状等」2020.12.24開催

文2） 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将
来推計人口（平成30年推計）」

文3） 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の
将来推計（平成30年推計）」

文4） 国土交通省成長戦略 （平成22年5月17日国土交通省
成長戦略会議資料）

文5） 佐藤由美，「大規模集合住宅団地における超高齢
社会への対応－横浜若葉台団地における高齢者の
自助・互助の実態とまちづくりの課題－」，都市
計 画 論 文 集，Vol.54.No.3， 日 本 都 市 計 画 学 会，
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文6） 一般社団法人高齢者住宅協会「サービス付き高齢
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１.  住宅がないのは「自己責任」か
　住宅の確保は自己責任とする論調は日本
において強い。
　2016年に「反貧困ネットワーク」が「家
賃下げろデモ」を実施した際に、twitterに
は「（正社員で）働け」「（実家や親元に）帰れ」

「日本から出て行け」といった内容が寄せら
れた1。
　筆者は、2014年に、生活困窮者やホーム
レスを支援するNPO法人の利用者40名に対
して聞き取り調査を行った。結果として、年
齢・性別においてそれぞれ住宅を喪失する
過程や理由に特性が見られた。中高年男性
においては、疾病や障害の発生とそれに伴う
失業であった。疾病も、激しい肉体労働を要
因とする場合が多く、そのことで壮年期に体
を壊し、失業に結びついていた。彼らの職業
は建築や土木が多かったが、社会保険に入
っていない人も少なくなかった。家族関係も、
実家に頼れない、自分自身の家族を形成して
いない者が多かった。
　中高年女性の場合は、DVや子どもの障害
など「家族関係」によるものが原因として多
くを占めた。若年層では、本人の精神的な
疾患、親からの虐待などの理由で、親元を
出ており、就労も困難な状況であった。わず
か40事例からではあるが、住宅の喪失は、
家族、健康、仕事などの要因が絡むもので
あり、自己責任だけとは到底言えないことが
わかる2。

　住宅の喪失は、そこまでに至る過程で多
くのものを失っていることにある。湯浅

（2008）は、貧困を「もろもろの“溜め”が
総合的に失われ、奪われている状態である」
とし、その“溜め”とは、①金銭、②人間
関係（頼れる家族・親族・友人）、③精神的
なもの（自分への自信、自分を大切にできる
気持ち）であり、「“溜め”を失う過程は、さ
まざまな可能性から排除され、選択肢を失っ
ていく過程でもある」とする。いったん失っ
た住宅を再び得るのは容易ではないが、それ
は“溜め”を失っているからであるとしてい
る3。
　住宅の喪失は、複層的な要因によるもので
あることを社会的な共通認識とすることがま
ず問題解決のスタートではないか。

２. コロナ禍における住宅問題
　コロナによって失業し、仕事と同時に住宅
を失って路上生活になった人や、住宅ローン
や家賃の支払いが滞り、住宅を失いかけてい
る人のことは多く報道されている。ただ、こ
うした人々は、これまでも多く存在しており、
問題の構図に大きな変化があったというより
も、コロナによって顕著に表出されたという
べきだろう。
　従来、その利用要件から使いにくいとさ
れていた生活困窮者自立支援制度の住居確
保給付金制度は、コロナ禍における条件緩
和によって利用が大幅に伸びた。図１は、

山本　美香
（東洋大学　ライフデザイン学部　生活支援学科　教授）

住宅セーフティネット政策
～生活困窮者のための住宅政策とは
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2020年4月から2021年3月までの住居確保給付
金の申請数および決定数を示したものである
が、2020年5月と６月は激増している。その後、
申請数も落ち着きを見せているが、これは問
題をもった人が減少したというよりは、５・
６月で給付金を得られた人がいったん住宅喪
失の難を逃れたという状態であろう。
　筆者が委員を務める市の居住支援協議会
において、2020年のコロナ禍以降、住宅相談
は当初はそれほど相談件数が激増というわけ
ではなかったが、2021年度後半になって徐々
にその影響が出始めている。これは住居確保
給付金制度などを利用して、なんとか住宅を
維持してきたが、それらが切れて、家賃やロ
ーンを支払うことができなくなっている人が

増加していることが要因と思われる。コロナ
禍による住宅問題の激化がこれからおこるこ
とが危惧される。

３. 住宅政策は社会保障制度になりえているか
　住宅は本来、社会保障の一環として再配分
の要素を持つはずであるが、わが国ではその
ようになっていない。戦後の住宅政策は、持
ち家主義・家族主義で進められてきた。平山

（2009）は、「日本の住宅システムは保守主義
の傾向をもち、持家社会の形成を促進した」
とする4。持ち家を自力で確保できない生活
困窮者などは、住宅政策の対象というよりも
福祉が対応して、「住む場」を提供してきた。
そのことは、住宅さえあれば独立して生活で

図１　住居確保給付金の申請・決定件数の推移

出典：「令和3年版　厚生労働白書」厚生労働省

表１　「20世紀型」住宅政策の枠組み

筆者作成
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きた人々をも福祉の中で、生活を人生を丸抱
えにしてきたということだ。
　住宅を喪失した人は、福祉で対応し、住宅
政策としては対象外となる暗黙の了解があっ
た。
　しかし、こうした20世紀型の住宅政策の枠
組みが、雇用形態の多様化（非正規労働者
の増大、終身雇用制の終焉など）、家族形態
の変化（単身世帯の増加）などによって崩れ、
住宅政策や福祉政策そのものを見直さざるを
えなくなった（表１）。

４. 住宅セーフティネットを構築するために
（1） 住宅扶助のありかた―単給化と扶助額の

検討

　「住所があるのはありがたいですね。税金
も払うようになって、やっとふつうの市民に
なれたような気がします」。先にあげた筆者
のヒアリング調査において語ってくれたある
男性の言葉だ。Aさんは、15年間サウナで暮
らしてきた。あることを契機に、支援団体に
つながりアパートに入った。Aさんは、長く
非正規で働いてきた。それでも住まいを持つ
ことは難しかった。Aさんの場合は、生活保
護ではなく、住宅扶助の単給または家賃補助
制度があれば、それを利用してアパートなど
への転居も可能だったはずだ。
　日本においては、公的な家賃補助制度は不
十分である。住宅扶助以外では、住居確保給
付金制度と、「住宅確保要配慮者に対する賃
貸住宅の供給の促進に関する法律（通称：住
宅セーフティネット法）」の家賃補助だ。先
述したように、コロナ禍では、住居確保給付
金制度の要件も緩和されたが、こうした要件
緩和の恒久化が求められる。
　生活保護制度における住宅扶助の単給が
行われることも重要であるが、その額が適切
であるかも再検討しなければならない。住宅
扶助の規準となっている53,700円（東京都23
区（一部の区を除く）・単身世帯）では、質
的な面で問題が残る場合がある。特に壁の薄
さなどは、音に敏感である精神障害者等にと
ってトラブルの一因となっている5

（2）  居住支援協議会を中心にした地域での支

援態勢の確立

　本来であれば、生活困窮者に対しては、公
営住宅が住宅保障の役割を果たすべきであ
る。しかし、自治体は公営住宅の新規増設は
計画していない。この理由は、今後、人口減
少社会が来ること、民間賃貸住宅などに空き
室が多いこと、全国に約850万戸も空き家が
あり、それらを利用できる（と見込まれる）
ことなどが理由である。
　住宅セーフティネット制度は、民間賃貸住
宅を活用することで成立する制度であるが、
貸す側にもメリットがなければ拡大しない。
現在の内容では、貸し手の「理解と協力」を
いかに得るかに依存している状態といってよ
い。
　この理由として、川崎（2019）は、「現実
の住宅市場は賃貸住宅市場が適正なビジネ
スとして構築されていない」からとする6。高
齢者や障害者等が容易に民間賃貸住宅に入
居できるようにするためにも、賃貸住宅市場
が機能するような支援策を取っていくことが
重要となる。
　一方で、各自治体において居住支援協議
会の設置が進められていることで、従来の住
宅政策の在り方が変化してきた。
　これまで住宅政策は、住宅部門の専売特許
であったが、高齢者や障害者、生活困窮者と
いった生活課題を抱えた人々に対応していく
ためには、福祉部門との連携が不可欠となっ
た。自治体によっては、居住支援協議会の事
務局を福祉担当部門に置き、高齢者や障害者、
生活困窮者に対する相談やサービス提供、専
門職の連携をスムースに進めようとしている
ところもある。居住支援協議会は、住宅セー
フティネットの要としての役割を担っている
が、住宅を得るためにも、そしてその後の生
活を継続していくためにも、その地域におい
て支援が整備されているかに大きく委ねられ
ている（図２）。
　民間住宅市場のみで住宅セーフティネット
を図ることは難しい。公的住宅をどう整備し
ていくのか、どのような特性を持った人を入
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居対象とするのか、民間賃貸住宅を活用しな
がら、どのような支援態勢を取っていくのか
といった自治体あげての総力戦を行えるかが
いま問われている。

 1   佐藤和弘「反貧困運動としての2016年家賃下げろデモー背
景・「失敗」・展望」『住宅会議』日本住宅会議105　2019
年　51

 2  「生活困窮者の地域居住の実現に向けた住まいの確保と居
住の安定に関する研究」
山本美香博士論文　明治大学大学院理工学研究科建築学
専攻　2017年度

 3  湯浅誠『反貧困―「すべり台社会」からの脱出』岩波書店
2008年　79

 4  平山洋介『住宅政策のどこが問題か<持家社会>の次を展望
する』光文社新書　2009年　10

 5  桑田久嗣「知的・精神障害者の住宅問題と課題」『住宅会
議』日本住宅会議103　2018年　27。なお、住宅扶助は
2015（平成17）年に基準額が引き下げられている。

 6   川崎直宏「住宅セーフティネット制度の限界と今後」『都市
住宅学』105　2019年　17

図２　「住宅の確保」から「居住の安定」に至るまでに必要な支援

（筆者作成）
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　2001年の霞が関の中央省庁再編で、労働省と厚生省が

統合再編され、「厚生労働者」が誕生しましたが、この再

編の際に労働省の局で廃止された局があります。「労政局」

です。

　労政局は労働省50年余の歴史の中で、歴代の事務次官

の実に75％を労政局長からの昇格者が占め、労働省の筆

頭局と言われていましたが、労働争議が年間で1万件を超

え、スト参加者数も3百万人を超えたピーク時（1974年）

から時代は変化し、集団的労使関係の法政策に対する行政

需要の衰退が遠因となり廃止につながったといわれていま

す。労政局が担っていた労働組合法、労働関係調整法など

の集団的労使関係法の法政策などの機能は「政策統括官」

（「労働政策（労政）担当参事官室」）に引き継がれましたが、

その労政担当参事官室もその後廃止され、現在は、元来、

個別的労使関係を中心に扱ってきた労働基準局に移り、労

働関係法規課が所管することとなっているようです。

　前置きが長くなりましたが、連合総研では今年度、「労

働組合の未来」に関する調査研究を連合との共同研究とし

て取り組みます。

　連合総研の最近の労働組合研究では、産業別労働組合に

関する調査研究（2020年3月報告書発行）、地方連合会・

地域協議会に関する調査研究（2018年3月）などの研究

の蓄積がありますが、今回の「労働組合の未来」研究は特

に単一労働組合（単組）に主眼を置き、労働組合内のコミ

ュニケーションや集団的労使関係のあり方（労働組合法の

改正論議）、労働組合の社会的な運動や評価など、広範な

検討を想定しています。

　冒頭、政府の集団的労使関係法の所管の変遷に触れまし

たが、集団的労使関係法についての政府での改正論議は、

最近では2004年の労働組合法の一部改正（労働委員会に

おける審査体制の整備）や、2015年のいわゆるスト規制

法の改正論議（改正には至らず）、専門家による検討会で

は2011年の労働組合法の「労働者性」の判断基準に関す

る検討があげられますが、最近、集団的労使関係法に関す

る論議は低調ではないかと感じています。

　今回の「労働組合の未来」研究では、今後の集団的労使

関係の法政策に関して、「労働者代表法制」との関係で、

労働組合法の不当労働行為法制についての検討も必要と考

えています。

　連合は、2001年に取りまとめた「労働者代表法案要綱

骨子」（案）について、昨年8月に一部見直しを行いました。

複数の委員で構成する「労働者代表委員会」が、その活動

に必要な範囲で就労義務を免除しこの期間中の賃金の支払

いを使用者に義務付けるという要綱案について、「過半数

労働組合が労働者代表委員会として活動する際には、その

範囲において、使用者が運営費の負担や便宜供与等を行う

ことになるため労働組合法の改正が必要となる」との追記

を見直すとして提起したものです。

　ご存じのように労働組合法は1945年に成立した労働

組合法（第1次）の一部内容が変更され、現在の労働組合

法は1949年改正のいわゆる第2次法がベースになってい

ます。第1次法から第2次法への最も大きな変更点が、当

時のGHQ指令に基づき、アメリカ労働法（ワグナー法）

にあった不当労働行為法制（労組法第7条）が組み入れら

れたことです1。中でも第7条第3号で「労働者が労働組合

を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれ

に介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払

につき経理上の援助を与えること」と規定し、支配介入の

類型と並んで経費援助の禁止が明記されました。

　1949年の労組法改正は当時の労使関係当事者に大き

な衝撃をもたらし、「労組法改悪反対闘争」が全国的に行

われ、例えば、日立労組（連合会）では労組法改正に準拠

した労働協約改定をめぐって大争議となり、その後2年近

くにわたり無協約時代に突入した2との記録も見られます。

　不当労働行為法制は、世界的に見ればアメリカ、カナダ、

韓国、（インド）以外には見られないようですが、その韓

国では2021年の労働組合法改正で「労組専従者に対する

給与支払いを禁止する規定も削除された3」ようです。

　労働組合の自主性の担保を前提に、「労働組合の未来」

研究で引き続き、研究を進めていきたいと思います。

　文末になりましたが本年3月1日より石川茉莉研究員が

連合総研に採用となりました。皆様よろしくお願い申し上

げます。

1  「1949年の法改正はGHQの指令によって始まり、GHQの
指令によって途中修正されて成立したまさに占領政策の落と
し子であり、アメリカ型の労使関係システムを無理に導入し
ようとした面もあり、しかもそれがGHQの方針転換で中途
半端な形となったため、日本のそれ以後の集団的労使関係シ
ステムにある種の歪みをもたらした面もある」（濱口桂一郎

「日本の労働法政策」918頁）
2  「写真・日立労働運動史　闘いと前進の記録」（日立製作所労

働組合　1971年）
3  JETRO地域・分析レポート「韓国の労働環境の変化－企業

は適切な対応を－」（2021年5月17日）

DIO 2022, 3

集団的労使関係の法政策の検討の必要性？
－不当労働行為「経費援助」禁止は金科玉条か－

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　事務局長（専務理事）　新谷　信幸
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「なんだ、子供向けの本か」と冷やや
かな感想を抱く方もいらっしゃるかも
しれない。しかし本書を侮ってはいけ
ない。本書が扱うトピックは、いずれ
も法学の基礎に関わる内容であり、本
質を突いたものでもある。例えば、本
書のScene １（第１章）は「付き合
うって、いったい何!?＂付き合う＂と

＂結婚＂って、何がちがうの?」とい
うテーマを扱ったものであるが、著者
の狙いは、「契約とは何か？」、「契約
が当事者を拘束するとはどういうこと
なのか？」、「なぜ当事者を拘束する力
を持つのか？」を分かりやすく解説す
ることにある。Scene ２（第２章）
の中では「学校にスマホを持ってきた
ら没収!?　スマホ禁止の校則って、必
要? どこまでが禁止？」というテーマ
を扱いつつ、読者が知らず知らずのう
ちに法的三段論法や条文解釈の方法を
学ぶことができる仕掛けが設けられて
いる。Scene ３（第３章）では、「イ
ンスタにウソの投稿をしたら？」とい
う、いかにも「Z世代」が食いつきそ
うなテーマの下で憲法による表現の自
由保障と名誉権の衝突問題が解説され
ていたり、「だれかを好きになる自由」
というテーマの下では、今日的な課題
と言える「LGBT」や「性的マイノリ
ティー」の権利問題が扱われている。
その他のScene ４・５（第４章・第
５章）では、民事裁判の仕組みや労働
法についても解説が加えられており、
全Sceneを通じて、読者はバランス
よく各法領域の基本知識を吸収するこ
とができる。しかも負担感なくサクサ
クと読み進めることができる。
　各Sceneの中には、より多くの魅
力的な記述・仕組みが散りばめられて
いるが、紙幅の関係上、ここでそれら
全てを詳述することはできない。しか
し、評者が最も強い感銘を受けた部分
を紹介しておくと、それはScene1-4
の中での著者の記述であった。著者は

ここで、例えば四字熟語の穴埋め問題
等とは違って、法学の論点の中には
100％正しいといえる答えが存在し
ないものが含まれることや、その答え
の理由付けも一様ではないことを指摘
している。そのうえで、法学を学ぶ上
での心構えとして次のように指摘す
る。曰く、「やってはいけないのは、
意見を持たないことです。なぜなら、
ルールは、自分たちで決めなきゃいけ
ないからです。もうひとつ大切なこと
は、自分の意見を持つときに、できる
限り他人を説得させられる『根拠』を
考えてみるということです。ひとつの
絶対的な解答がない以上、他人に『あ
～、なるほどね』と納得してもらわな
ければいけません。……そして、ほか
の人に納得してもらうことができたと
き、みなさんを出発点として、人が動
き、そして社会が動くのです」と。評
者はこの一節を拝読し、「法学は説得
の学問である」との格言をいま一度思
い出すとともに、これこそが法学部以
外の学生さんが法学を学ぶべき一つの
理由なのかもしれないと納得した。
　冒頭に続いての私事となることをお
許し頂きたいが、評者は大学の学部時
代に本書の著者である遠藤研一郎先生
の民法講義を聴いていた一人である。
当時、一部の学生からは「撃墜王」と
称されるほどに遠藤先生の試験は厳格
なものであった。しかし同時に、その
講義の面白さや法学教育への誠実な姿
勢から多くの学生に親しまれる先生で
もあった。本書を拝読し、当時の記憶
が蘇るとともに、いつも忙しそうに大
学のキャンパス内や図書館内を移動さ
れている遠藤先生のお姿を思い出すこ
とができた。相変わらず、多忙極める
日々をお過ごしではないかと推察する
が、これからも遠藤先生のご著書・ご
研究を拝読することを楽しみにしつ
つ、私自身も勉強の歩みを続けていき
たい。

事であるが、某大学から非常勤
での講義の依頼を受け、現在、

法学の授業を担当している。これがな
かなか難しい。特に、評者が担当して
いる講義は法学部以外の学部に所属し
ている学生さんたちを相手にしたもの
なので、何から話をしてよいのかに戸
惑うことも少なくない。そもそも、「別
に法学部に入学したわけではないの
に、なんで法学を勉強しなきゃいけな
いの？」といった疑問を持つ学生さん
だって少なからずいる。そんな個人的
な悩みもあって手に取ったのが本書で
ある。
　タイトルの通り、本書は中学生を読
者層として書かれた法学入門書であ
る。そのため、本書で使われている言
葉には平易なものが多い。また、読者
に法学をより身近なものに感じてもら
いたいという著者の思いから、各トピ
ックの冒頭には、マンガを使ったスト
ーリーが散りばめられている。このマ
ンガ自体も、主人公の女子中学生が日
常生活の中で経験する事件・出来事を
扱ったものであり、ここでも若い読者
層の共感を得られるような工夫が講じ
られている。
　ここまでの書評を読んだだけでは、

後
藤
　
究
　
連
合
総
研
研
究
員

遠藤研一郎　著
大和書房
定価1,500円（税別）

『僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる
  ～13歳からの法学入門～』

大人にも読んでもらいたい法学入門書

私

最近の書棚から
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外国人労働者の適正な受入れと多文化共生社会の形成に向けて
－外国人労働者の受入れのあり方と多文化共生社会の形成に関する調査研究委員会報告－
（公財）連合総研　発行　　定価：1,500（税込）

［本書の内容］
第Ⅰ部　外国人労働者の受入れに関する課題
第１章　総論：外国人労働者をめぐる法政策上の課題
第２章　技能実習制度、特定技能制度の課題
第３章　専門的・技術的分野の人材受入れと留学生
第４章　技能実習生の離職と公的機関の対応
第５章　日本の労働市場と外国人労働者 
　　　　－外国人の賃金率、雇用企業の生産性
第６章　諸外国における外国人労働者受入れ制度 
　　　　－国内労働市場への影響抑制と定着に向けた動き
第Ⅱ部　多文化共生社会の形成に関する現状と課題
第１章　外国人受入れの歴史と多文化共生社会の形成
第２章　多文化共生社会における日本語教育の現状と課題
第３章　多文化共生に向けた外国人の子どもの教育の現状と課題
第４章　外国人の医療に関する現状と課題－医療通訳を中心として
第５章　多文化共生社会における留学生の役割
第６章　人権保障と共生社会づくり

中小企業を「働きがい」のある職場に
－中小企業の持続・発展の方策と労働のあり方調査研究委員会報告－
（公財）連合総研　発行　　定価：1,500（税込）

［本書の内容］
第Ⅰ部　中小企業を「働きがい」のある職場に
第１章　「働きがい」とは
第２章　中小企業における「働きがい」創出の努力と中小企業の独自性
第３章　「働きがい」と中小企業の組織、官僚制との比較
第Ⅱ部　「働きがい」を３つの視点から考える
第１章　「働きがい」と自発性・自律性 
　　　　～社員が自律的・自発的に働ける中小企業とは～
第２章　「働きがい」と関係性
　　　　～関係性の充足は如何に形成されるのか～
第３章　「働きがい」に寄与する個別的コミュニケーション
　　　　～人事評価面談を中心に～
第Ⅲ部 「働きがい」と経営者団体、労働組合
第１章 地域の中での中小企業―中小企業家同友会の取り組みから
第２章　中小企業における「働きがい」への労働組合の視点

◇好評発売中
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今月のデータ
総住宅の増加数が総世帯の増加数よりも多い状況が

続いているが、その差は縮小傾向

総務省統計局　平成30年住宅・土地統計調査の結果

図１　１世帯当たり住宅数の推移（全国）

　総務省統計局では日本の住宅と居住する世帯の居住状況、世帯の

保有する土地等の実態を把握するために、５年毎に「住宅・土地調査」

を実施している。

　特集１でも述べられているように、第１期住宅建設五箇年計画

（1965年）に掲げられた「１世帯１住戸」が実現し総世帯数に対する

総住宅数の割合が１を超えたのが1968年であり、それ以降、１世

帯当たりの住宅数は上昇しているが、近年ではその傾向は緩やかに

なってきている。（図１）

図２　総住宅増加数と総世帯増加数の５年ごとの比較

資料出所：総務省統計局　平成30年住宅・土地統計調査　調査の結果
「住宅及び世帯に関する基本集計　結果の概要」より作成　※印の数値は, 沖縄県を含まない
　矢印は総住宅増加数と総世帯増加数の差
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資料出所：総務省統計局　平成30年住宅・土地統計調査　調査の結果
「住宅及び世帯に関する基本集計　結果の概要」より作成　※印の数値は, 沖縄県を含まない
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図３　平成30年住宅・土地統計調査における「住宅」の区分

　総住宅数と総世帯数について、５年ごとの増加数を見ると、1958

年から1963年の５年間では、総世帯増加数が総住宅増加数をわず

かに上回っているが、それ以降は総住宅増加数が総世帯増加数を上

回っている。特に、1963年〜1978年においては、総住宅増加数

が総世帯増加数よりも100万戸以上上回っており、この時期に多く

の住宅が建築されたことがわかる。（図２）

　総世帯数よりも総住宅数が多くなるということは、使われていな

い家、つまり「空き家」が増えることになるが、住宅の過剰供給と合

わせて、日本の少子高齢化による住宅ニーズの変化などによって、

2018年の空き家数は848万９千戸と過去最高であった。平成30

年住宅・土地統計調査では「空き家」の区分を図３のように定義して

いるが、「空き家」とされる848万9千戸は「賃貸用の住宅」「売却用

の住宅」「その他の住宅」「二次的住宅（別荘・その他）」の４つのカテ

ゴリーに分けられている。空家対策特措法の対象となる著しく状態の

悪い管理不全空き家は「その他の住宅（348万７千戸）」に含まれる。

資料出所：総務省統計局　平成30年住宅・土地統計調査　調査の結果
「住宅の構造等に関する集計　結果の概要」より作成
（注） 空き家の「その他の住宅」とは，「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」以外の空き家で，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や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅のほか，
空き家の区分の判断が困難な住宅などを含む。

　少子高齢化が進む日本においては、高齢者の住宅ニーズは重要な

観点である。最後にこの点に関連するデータを紹介したい。高齢者

の生活においてデイサービスの利用は重要な選択肢の１つであるが、

その利用環境について地域差が見られる。図４は高齢者のいる世帯

における、デイサービスセンターまでの距離が500ｍ未満の世帯の割

合を示している。東京、大阪、神奈川など大都市圏では500ｍ未満

世帯の割合が高くなっているが、地方においては500ｍ未満世帯の

割合が全国平均を下回っている地域が多いことがわかる。住宅政策

の１つとして、高齢期に利用するサービスへのアクセスの改善という

点においても検討が必要であろう。
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図４　高齢者のいる世帯における、最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離500ｍ未満の
　　　割合（都道府県別）

資料出所：総務省統計局　平成30年住宅・土地統計調査　調査の結果
「住宅の構造等に関する集計　結果の概要」より作成
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　今回の特集に関連して「住宅」と
いうキーワードを調べている中で、
３Ｄプリンターによる住宅の建築が
出始めている事を知りました。オラ
ンダは３Ｄプリンター先進国の１つ
で、３Ｄプリンターで建築された住
宅の賃貸がスタートしたり、日本で
も、国内の住宅基準を満たした、３
Ｄプリンターによる建築に取り組む
企業が登場してきています。ご存じ
のように少子高齢化が進む日本では

建築業界でも人手不足が大きな課題
となっています。３Ｄプリンターに
よる建築は人手不足解消の一助とな
ることが期待されているようですが、
一方で、住宅建築のロボット化、オ
ートメーション化が進めば、大工さ
んのような既存の建築に関わる職業
に対して、これまでは考えられなか
ったような変化が迫ってきているの
ではないかと考えさせられました。
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【1月の主な行事】

 1 月 12 日 所内・研究部門会議
 14 日 11 回「良い会社」であることの情報開示と労働者の立場からの
  責任投資原則促進に関する調査研究委員会

（主査 : 水口　剛　高崎経済大学学長）
 17 日 第 8 回 with/after コロナの雇用・生活の

セーフティーネットに関する調査研究委員会
（主査 : 玄田　有史　東京大学社会科学研究所教授）

 19 日 所内勉強会
 24 日 外国人労働者の受入れと多文化共生社会シンポジウム
 26 日 所内・研究部門会議
 31 日 第 1 回日本における教職員の働き方・労働時間の

実態に関する調査研究委員会
（主査 : 清水　敏　早稲田大学名誉教授）

［職員の異動］
＜着任＞　
石川茉莉（いしかわ　まり）研究員　
3月1日採用

〔ご挨拶〕3月1日付で着任いたしました。もともと公共政策
大学院で労働政策・労働法政策を学んだことが労働法の研究
者を志す出発点であったため、時を経て労働政策の様々な現
代的課題について連合総研で調査研究を行う貴重な機会をい
ただき、大変嬉しく思っております。主担当を務める非正規
雇用労働者の働き方等に関する調査研究をはじめとして、多
くの調査研究に真摯に取り組み、研究成果に貢献すると共に、
私自身も皆さまの知見から学ぶ中で大きく成長する機会にし
たいと願っております。大変お世話になりますが、どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。


