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 小口資金による空き家・空き店舗等の再生を通じた地方創生の推進、観光等の成長分野に

おける良質な不動産ストックの形成の促進を図るための「不動産特定共同事業法の一部を改

正する法律案」が、３月に閣議決定されました。 

【背景】 

全国で増加している空き家・空き店舗を再生する取組を拡大するとともに、観光、物流等

の成長分野における良質な不動産ストックの形成を促進することが、重要な政策課題となっ

ています。 

 このため、空き家・空き店舗等の再生について、不動産特定共同事業※の活用をより一層

促進するため、小規模な不動産特定共同事業に係る特例を創設するとともに、クラウドファ

ンディングに対応するための環境整備を行います。 

 また、観光等の成長分野を中心に良質な不動産ストックの形成を促進するため、プロ投資

家向け事業の規制の見直し等を行います。 

 ※組合形式で出資を受け、不動産の売買や賃貸による収益を投資家に配当する事業等 

【法律案の概要】 

 

① 空き家・空き店舗等の再生事業に地域の不動産事業者等が幅広く参入できるよう、出資

総額等が一定規模以下の「小規模不動産特定共同事業」を創設 

② 事業者の資本要件を（不動産特定共同事業に比べ）緩和、５年の登録更新制とする 

 

① 契約成立前の投資家への書面交付等について、インターネット上での手続に関する規定

を整備 

② インターネットを通じて資金を集める仕組みを取り扱う事業者について、必要な業務管

理体制に関する規定を整備 

 

① 特例投資家（プロ投資家：銀行・信託会社、一定規模以上の株式会社など）向け事業に

おける約款規制の廃止 

② 機関投資家等スーパープロ投資家のみを事業参加者とする場合、許可を不要とし、届出

のみで事業を行える「適格特例投資家限定事業」の創設 

③ 一部のリスクの小さな事業（修繕等）における事業参加者の範囲を一般投資家まで拡大 

Ｖｏｌ．２５３ 
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○ 空き家・空き店舗等の再生による地方創生を推進  

○ 歩いて暮らせるまちづくりで健康増進 医療費抑制も 

○ 民間事業者との連携による空き家の利活用を促進 

○ 市街地再開発事業及びマンション建替事業に関する説明会が開催されます 

 ままちちづづくくりりにに関関ししてて紹紹介介ししたたいい地地域域のの取取組組、、配配信信アアドドレレススのの変変更更等等ににつついいててはは、、  
ままちちづづくくりり相相談談窓窓口口((メメーールルははここちちらら))ままでで  
※配信希望は随時受け付けております。 

各項目の○を 

クリックすると 

各項目見出しに 

ジャンプします 

（１）小規模不動産特定共同事業の創設 

（２）クラウドファンディングに対応した環境整備 

（３）良質な不動産ストックの形成を推進するための規制の見直し 

※法案の詳細については国土交通省ＨＰをご覧ください。 

空き家・空き店舗等の再生による地方創生を推進 

～「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定～ 

▲ＴＯＰ 

mailto:machidukuri@hkd.mlit.go.jp
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000119.html
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 コンパクトな都市では、歩いて行ける範囲内に様々な都市機能が備わっていることで人々

がより多く日々歩くようになり、そのことによる健康増進効果も期待されます。 

国土交通省では、地方公共団体で健康増進効果に着目した立地適正化計画等の策定に活用

していただくため、「まちづくりにおける健康増進効果を把握するための歩行量（歩数）調

査のガイドライン」（以下で「ガイドライン」とします）を策定・公表しました。 

 

 コンパクトな都市では上記のような効果が期待される一方、まちづくりにおける健康増進

効果を把握するための指標や調査手法について、体系的に示されたものはありませんでした。   

ガイドラインでは、地方公共団体のまちづくりの指標となり得る「日常生活における歩行

量（歩数）」に着目し、その特性を明らかにするとともに、歩行量の調査手法、歩行による

健康増進効果の「見える化」について提示しています。 

 地方公共団体において、立地適正化計画等のまちづくりの計画を策定する際に活用され、

健康・医療・福祉のまちづくり※１の推進に寄与することが期待されています。 

※１「健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン」について、次ページに記載。 

じｐ 

Ⅰ章 ガイドラインの背景 

Ⅱ章 日常生活における歩行量（歩数）の特性 

  都市規模別に歩行量（歩数）を見ると、人口５万人未満の市では大都市（東京２３区含

む）に比べて１５％以上も少なく、歩数の分布を比較すると、都市規模が小さいほど歩か

ない人の層が厚いことが分かりました。 

  このことは、公共交通網の充実度合いなど、都市の構造が日常生活の歩行量（歩数）に

影響していることを示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ章 取組の進め方と検討のポイント 

地方公共団体における取組フロー、留意点を提示し、特に重要な目標・効果・調査手法

はⅣ章・Ⅴ章で詳細化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

▲ＴＯＰ 

歩いて暮らせるまちづくりで健康増進 医療費抑制も 
～歩行量（歩数）調査手法のガイドラインを策定～ 

 

①目標の設定 

・関係する計画、施策等

の整理 

・立地適正化計画制度等 

の活用 

・目標の設定と効果の試算 

※詳細はⅣ章 

②調査手法の選定 

・各種調査手法の特徴を 

踏まえて選定 

※詳細はⅤ章 

③調査の実施、分析 

・歩行量（歩数）の特性 

を踏まえた分析 

※詳細はⅤ章 

④モニタリング 

・継続調査とＰＤＣＡ 

 

背景・目的 

ガイドラインの構成 

図１：移動行動における一日一人あたりの歩行量 

（歩／人・日） 

表１：１日当たりの歩数分布 

図１出典： 

「健康増進の

ための歩行量

実態調査とそ

の行動群別特

性分析への応

用（筑波大学

谷 口 教 授 ほ

か）」をもとに国

交省作成 

表１出典： 

国民健康・

栄 養 調 査

（2008～13、

12 除く）をも

とに国交省

作成 

図２：地方公共団体における取組フロー （出典：ガイドライン） 
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Ⅳ章 目標の設定と効果の試算 

  政府の目標（「健康日本２１（第２次）※２」で示されている運動分野の目標「１日の歩

数を現在よりも約１５００歩増やす」）を提示し、地方公共団体においてはこれを勘案し

て、保健部局・健康づくりの計画と連携して取り組むことが重要としています。 

また、歩行による健康増進効果を「見える化」するため、既往の研究・報告等を元に、

１日１歩あたりの医療費抑制効果（原単位）を 0.065～0.072円としています。 

  これは今より１日１５００歩多く歩くことにより、１人あたり年間約３万５千円の医療

費抑制に相当します。 

Ⅴ章 歩行量（歩数）調査手法の特徴とモニタリング調査手法 

  歩いて暮らせるまちづくりの施策効果を継続的に把握するためには、都市全体の日常生

活における歩行量（歩数）を簡便かつ低コストに調査する手法が求められることから、市

政アンケート等を活用した、１日の歩行時間を質問項目に盛り込んだアンケート調査を推

奨しています。 

Ⅴ章では様々な歩行量（歩数）調査手法の長所・短所を整理し、ガイドラインの巻末に

は、外出目的や交通手段が把握できるように改良したアンケート調査（案）が掲載されて

います。 

 

 

 

平成２６年８月に国土交通省都市局まちづくり

推進課、都市計画課、市街地整備課によりとりまと

められ、発出されました。 

高齢者が安心して暮らすことのできる社会の確

保や地域活力の低下、厳しさを増す都市経営など超

高齢化社会における都市政策の課題を踏まえ、多く

の市民が活動的に暮らせるまちづくりを目指す「健

康・医療・福祉のまちづくり」の必要性や推進体制、

留意点等について、各都市での先進的な取組事例を

織り交ぜながら取りまとめられています。 

詳細については国土交通省 HPをご覧ください。 

 

 

 

 

 「２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１（第２次）」は、健康増進法（平

成１４年法律第１０３号）第７条第１項に基づく、国民の健康の増進の総合的な推進を図る

ための基本的な方針（平成２４年７月１０日厚生労働省告示第４３０号）に示されています。 

 具体的な目標は、基本的な方針の別表において様々なものが規定されており、身体活動・

運動対策の目標としては、表２の３項目が設定されています。 

詳細については、厚生労働省 HPをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

▲ＴＯＰ 

※ガイドラインの詳細については、国土交通省ＨＰをご覧ください。 

※１「健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン」 

※２「健康日本２１（第２次）」 

出典： 

２１世紀における国民健康

づくり運動（健康日本２１） 

 

表２：健康日本２１（第２次） 

における身体活動・運動に関

する目標 

図２：「健康・医療・福祉のまちづくり 

推進ガイドライン」の概要図 

 

http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000055.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21/kenkounippon21/
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000107.html
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 空き家対策への対応に当たっては、除却のみならず、流通を中心とした利活用の促進が必

要であり、そのためには宅地建物取引事業者等の民間事業者と連携が重要です。 

国土交通省は、市町村が空き家所有者情報を民間事業者等の外部に提供するに当たっての

法制的な整理、所有者の同意を得て外部に提供していく際の運用の方法及びその留意点等を

「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン（試案）」（以下で「ガイドライン（試

案）」とします）としてまとめ、公表しました。 

市町村に活用していただくことで、市町村と民間事業者の連携による空き家の流通、利活

用の促進が期待されています。 

 

 

・ 平成２６年１１月に制定された「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下で「空家

特措法」）」により、市町村は、空家特措法の施行のために必要な限度において固定資

産税の課税情報等を行政内部で利用可能。また、当該情報に基づいて空き家所有者本人

へ連絡をとることも可能。 

・ さらに、所有者本人の同意が得られれば、課税情報を含む所有者情報を外部提供するこ

とも可能。 

 

【空き家所有者情報の外部提供に関する基本スキームのイメージ】 

 

 

 

 

 

● 空き家所有者の同意 

（１）同意取得の相手方 

同意取得の相手方は空き家の所有者。共有の場合は共有者全員から同意を得るのが

原則であるが、共有者の一部から同意を得られた場合、同意を得られた共有者の氏名

や連絡先を外部提供することは可能と考えられる。 

 （２）同意取得の内容 

①情報の提供先 ②提供先における利用目的 ③提供される情報の内容を明示した上

で同意を得ることが必要。 

 （３）同意取得の方法 

後日のトラブル防止の観点から、書面により同意を取得するのが望ましい。 

● 民間事業者等との連携方法 

所有者に安心して同意してもらえるよう、市町村が積極的に関与するとともに、苦

情対応やトラブル防止に配慮しながら、地域の実情に応じた仕組みとしていくことが

必要。 

 

市町村の先進的な取組事例（京都市、松戸市、太田市）を、そのスキーム図や実際に使

用している同意書の書式等とともに紹介。 

①市町村による空き家の特定・所有者調査 

 （課税情報も活用） 

②空き家所有者に外部提供の意向確認 

③空き家所有者の同意 

④所有者情報を提供 

⑤事業者と所有者の接触 

▲ＴＯＰ 

民間事業者との連携による空き家の利活用を促進 
～空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)を策定～ 

 

ガイドライン（試案）の概要 

１．法制的整理 

２．運用の方法及びその留意点 

② 

③ 

④ 
空家部局 

事業者 所有者 

税務部局 
① 

⑤ 

３．市町村における先進的な取組 

※ガイドライン（試案）の詳細については、国土交通省ＨＰをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000117.html
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一般社団法人 再開発コーディネーター協会は、市街地再開発事業及びマンション建替事

業に関する最新施策等の説明会を下記のとおり開催します。 

 

１．開催日時 

７月７日（金）９：３０～１７：００ 
 
２．会 場 

北海道立道民活動センタービル（かでる２・７）会議室 
（札幌市中央区北２条西７丁目） 

 

３．カリキュラム 

（１）マンション建替事業に関する最新施策・先進事例の紹介（９：３０～１１：５５） 

・マンション建替え政策、予算、法改正等 

     講師： 国土交通省 担当官 

・マンション建替法にもとづくマンション建替えの概要と最近の注目事例の紹介 

講師：URCAマンション建替えアドバイザー 

（２）市街地再開発事業に関する最新施策・先進事例の紹介（１３：００～１７：００） 

・最近の再開発事業関係新規施策等について 

     講師： 国土交通省 担当官 

・安全・安心な市街地構築に向けた市街地開発事業の展開(仮題) 

講師：学識経験者 

・再開発事業の新しい手法（事例紹介） 

講師：再開発プランナー 

 

４．参加費  

  地方公共団体等の方は、カリキュラム(1) 2,000 円,（2）6,000 円, (1)(2)同時申込 7,000 円 

一般の方は、カリキュラム(1) 4,000 円 ,（2）12,000 円 , (1)(2)同時申込 15,000 円 

 

５．申込方法 

メール又はＦＡＸにて所定の事項［連絡先、参加人数、受講希望カリキュラム（(1)、(2) 

又は(1)(2)同時受講の別）］を記入して「７．申込先・問合わせ先」へお申込ください。 

 

６．申込期限  

６月３０日（金）まで 

※申込期限までに定員（カリキュラム(1) 20名、(2)15名）に達した場合、申込を締切る

場合がございます。 

 

７．申込先・問合せ先  

一般社団法人 再開発コーディネーター協会 事業関係説明会（担当 林） 

ＴＥＬ ： ０３－６４００－０２６１ 

ＦＡＸ ： ０３－３４５４－３０１５ 

Mail：jigyou@urca.or.jp 

※申込等に関する詳細は一般社団法人再開発コーディネーター協会ＨＰをご覧ください。 

市街地再開発事業及びマンション建替事業 

に関する説明会が開催されます 
 

▲ＴＯＰ 

mailto:jigyou@urca.or.jp
http://www.urca.or.jp/kenkyukai/setumeikai/index.html

