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これからの不動産市場―方向性とヒント

日本大学スポーツ科学部教授・マサチューセッツ工科大学不動産研究センター研究員　清水 千弘

障碍者の支援等、宅建業者・宅建士が
地域社会で発生している問題の解決を

核家族化が進行、地域の共生機能が低下し…

　わが国は、戦後の経済成長の過程で地域社会・家族の機能
が著しく低下してきました。私が小さな頃には、おじいちゃん
やおばあちゃんが同居している家庭が多く、子供の面倒は家
族の中で見ることが一般的でした。また、おじいちゃんやおば
あちゃんが老いてくると、その介護は自宅でするのが普通でし
た。小学生の時などは、近所のおじさんが野球
を教えてくれたり、山に連れて行ってくれ
て一緒に遊んでもらったり、釣りに
行ったりもしたものです。
　しかし、核家族化が進行
し、地域の共生機能が低
下する中で、子供は保育
所で長時間面倒を見て
もらうこととなり、小学
校には、私たちが子供
の頃にはなかった学童
保育が設置されること
が当たり前になりまし
た。また、介護保険制度
が誕生し、老人介護施設も
多く建設されてきました。
　近年では、待機児童問題や介
護保険施設の不足問題など、様々な
社会課題が指摘されています。これらの問
題は、かつては家庭や地域社会で解決していた問題
を、公共に押し付けてくる中で、発生してきた問題であるとも
いえます。そのため、わが国は、巨額の財政赤字を抱えてしま
い、財政の存続をも危惧されるような事態にもなってしまって
いるのです。
　ドイツの固定資産税の納税通知書には、「もしあなたが固
定資産税が高いと思うのであれば、公園の清掃などのボラン
ティアに参加してください」と書かれていたことは、とても印象
に残っているエピソードです。消費税の増税が嫌であれば、固
定資産税などが高いと思うのであれば、公共に押し付けてき

た機能を今一度、地域社会や家族によって担うようにしてい
かなければなりません。

住宅やビルなどの空き資源を転換
宅建業者が施設供給のお手伝い、運営

　このような保育所不足や介護保険施設の不足への対応は、
実は地域に根差した宅建業者・宅建士が大きく貢献できる分

野の一つであるともいえます。地域の中で発生して
いる住宅やビルなどの空き資源を転換する

ことで、これらの施設を供給するお手
伝いをすることができます。また
は、運営者となって地域を支え
ることもできます。
　また、近年において増加
傾向にあるのが、知的障
碍を持つお子さんのいる
ご家庭です。知的障碍者
は、身体障碍者と比較し
て、社会的なサポートが
少ないのが実態です。ま
た、そのような障碍を持つ
お子さんがいるご家庭では、

アパートなどの運用資産を残す
ことで、その子の将来の保証を作ろ

うとされる方も少なくありません。しか
し、そのようなご両親の想いが、将来にわ

たって継続できないことも発生しています。アパートが
適切に運営されなかったり、人手に渡ってしまったりするよう
なケースも散見されています。
　地域に根差した宅建業者は、これらの地域社会で発生して
いる問題を解決したり、公共と一緒になって取り組んだりする
専門性を持ち得ています。そして、そのような活動を実際に
やっている方々がいらっしゃいます。また、小さな一歩として、
街頭や公園の清掃をすることで、社会に貢献している仲間も
多くいます。地域にいる様々な弱者を守っていくことも、宅建
業者・宅建士の重要な役割であると考えます。
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