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*	 	 正会員	 民間コンサルタント（Consultant） 

１．はじめに	 〜米国における滞納物件の差押 
	 米国の都市は郊外化、移民の流入、人種による住み分け

などが相俟って、都市内の地区の格差が大きい。1970年に
は米国の全人口の55%を占めていた“中所得近隣地区”に
居住する低所得世帯の割合は 2000 年には 37%に低下した
（Booza et al.1））。それまで拡大していた住宅市場は不適切
な融資の結果、2000年代後半には混乱に陥り（Immergluck2）, 
Li & Morrow-Jones3））、滞納物件差押危機（foreclosure crisis）
と呼ばれることになった。中西部の中心都市の一つである

オハイオ州クリーブランド市では、域外の投機的事業者へ

の規制が不十分であったこと（Fitzpatrick IV et al.4））もあり、
滞納差押危機による混乱は大きく、他都市に比べて既に低

かった住宅価格は、売買価格中央値で 2004年の$76,000か
ら2012年には$21,000まで低下することとなった(1)。 
	 Foreclosureと呼ばれる滞納不動産差押には大きくは、抵
当融資滞納差押と税滞納差押の別がある（表−１）。抵当融

資滞納差押は民間領域の事項である。一方、税滞納差押は

税滞納が解消されない場合に行政が物件を差し押さえるも

ので、一部の大都市を除き、米国では通例、郡の財務官が

資産税の徴収と滞納差押を所轄している。滞納物件にかか

る差押諸策では、対象となる物件の居住状況や住宅地区と

しての市場性は様々である。 
	 米国においては未収状態の資産税を扱った税抵当売却、

また、税滞納差押した不動産物件そのものの競売が広く行

われている。Alexander5）は、税金の回収の一部を民間に委

ねること自体は米国建国当時に英国から移入されたもので

何ら新しくないが、1990年代になって自治体が、税抵当が
先取特権であること、滞納不動産には課徴金と大きな利息

が課されることを利用し始めたことに着目している。大量

の税抵当を一括して民間に売却する税抵当のバルク売却は

1993 年のニュージャージー州ジャージーシティの$44 
million 以降各地に広がり、1998 年には全米で延べ$1.8 
billionとなったとされる。 
 

表−１ 滞納物件差押種別の比較 

 
 

*1：BOR (Board of Revision)差押は、税滞納差押について司法的手続を
基本とするオハイオ州に2005年に導入された行政（非司法的）手続。 

*2：ミシガン州では、税抵当売却は税滞納差押規定改革のなされた1999
年に廃止された。 
（出所）諸資料より作成。
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米国における滞納物件、空き家等の差押後の所有、納税状況の変化とランドバンクの役割： 
クリーブランド市におけるケーススタディ 
Transformation of ownership and tax payment after foreclosure and the role of land banks – The Cleveland case 

 
藤井	 康幸* 

Yasuyuki Fujii 
 

Foreclosure largely consists of mortgage foreclosure and tax foreclosure – the former in the private domain and the latter 
in the public domain. Local governments in the U.S. try to recover tax revenues by selling tax liens and deeds in the 
market. This paper examines the consequences of various measures to foreclose delinquent, vacant and abandoned 
properties in two case neighborhoods, one middle-end market and the other low-end market, in Cleveland, Ohio. Each 
measure fits a certain market – mortgage foreclosure reuses vacant properties in relatively high-end markets while 
expedited administrative tax foreclosure removes blight in low-end markets. The market mechanism, particularly tax lien 
sales in bulk to private businesses, risks further damage to distressed neighborhoods. Land banks, by acquiring many 
properties, fulfill their mission in the expedited administrative tax foreclosure. By contrast, few judicial tax foreclosures 
resolve tax delinquencies before foreclosure.  
Keywords: vacant and abandoned properties, foreclosure, tax lien sales, land banks 

空き家・空き地、滞納物件差押、税抵当売却、ランドバンク 
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２．研究の目的 
	 空き家・空き地問題に市場メカニズムを過度に適用した

場合の弊害は多くが指摘している。Hackworth6）は人口の減

少した8都市の政策を分析し、市場主義によった都市では
皮肉にも市場の崩壊が起こっているとした。また、複雑な

金融取引の発展や従来の売り手買い手以外の多様な関係者

の介在は、空き家・空き地問題を難しくしている（Mallarch7）, 
Park et al.8））。滞納物件の発生と取引の実際に関しては、滞
納差押危機後には、特定の地区に滞納差押物件が集中し、

これらが放棄物件化し衰退地区がいっそう衰退している

（Coulton et al.9））。また、税滞納差押物件競売においては、
投資家の落札が中心となっているために所有住宅割合の低

下を招き、物件取得ニーズの高い地区ほど一者による複数

物件の取得がなされている（Dewar et al.10））。 
	 REO（real estate owned）と総称される抵当金融機関の滞
納差押物件は地区に大きな影響を及ぼす。クリーブランド

では滞納差押危機後に、域外も含め多くのREO投資企業・
者が現れたが、経済低迷が続く中で地域に放棄物件を残し

て市場から退場（Ford et al.11））、大手銀行の取得物件さえも

放置される事態（”bank walk-away”）が発生した（Hammel & 
Shetty12）, Schramm et al.13））。また、クリーブランドの所在す

るカヤホガ郡が2008年以降に実施した民間2社に対する延
べ9千物件超にかかる税抵当バルクは、市場性のない物件
の放置による荒廃の進行、一方、差押が実行され事業者が

取得する物件では居住者の追い出しという社会問題を招い

ている（Ford14））。Ford14）では、2011年から 2013年まで 3
回にわたった Woods Cove 社(2)への税抵当売却物件につい

て、2014年7月時点の滞納解消率は40%で、同社が購入当
初に見込んだ 50〜75%に届いていないとしている。また、
税抵当のバルク購入者は素性や実態の不明な企業であるこ

とも多い（Kahrl15））とされる。 
	 滞納物件、放棄物件を取得し、利活用、納税物件に戻す

役割を担う公的機関であるランドバンクは、2000年代初頭
のミシガン州において変革を遂げた。ミシガン州に倣い、

ランドバンク州法を制定した州は2015年時点で11州と広
がりをみせている。ランドバンクは、公的な観点から、取

得した物件の譲渡先や譲渡価格を決定することもでき、市

場主義の行き過ぎを修正する役割も期待されている(3)。 
	 空き地のみを扱う市のランドバンクと REO 空き家物件
にも対処する郡ランドバンクという二層の組合せによるク

リーブランドはランドバンクの先進地の一つである。同時

に、住宅・コミュニティ開発関係者の反対にもかかわらず、

税抵当がバルク売却されるという問題も抱えている。また、

税滞納差押に時間を要する司法的手続をとる州(4)にあって、

空き家・空き地に限定した迅速な行政（非司法的）手続の

BOR 税滞納差押も併用されている（図−１）。BOR 税滞納
差押においては、滞納確定から差押手続着手までに要する

期間が、司法的税滞納差押の1年から、60日に大きく短縮
されたことが特徴的である。（藤井ら 16）） 
	 滞納物件差押諸策は、荒廃除去のための建物解体が不可

避の家屋から、ユーザーニーズも鑑みつつ再利用をはかる

空き家までを扱う。また、現に居住者のいる物件から、空

き地や放棄家屋までが混在し、公的施策と市場原理が組み

合わされることになる。したがって、その効果は総合的実

証的に検証される必要がある。本研究は、抵当融資滞納差

押、BOR税滞納差押、司法的税滞納差押、税抵当売却とい
う滞納物件差押の各種別について、滞納物件、空き家・空

き地の取得から譲渡、譲渡後の所有と納税状況の変化を検

証すること、その過程においてランドバンクの果たしてい

る役割を分析することを目的とした。 
 

 
図−１ クリーブランドにおける滞納物件差押種別物件数の推移 
 

*1：Aeon Financial社への2008年の税抵当売却2,629件はカヤホガ郡全
体についてであり、クリーブランド市内の物件数を半数として計上。 

*2：Woods Cove社への2011年から2013年の税抵当売却は、カヤホガ
郡に所在する計6,599物件を扱ったものであり、クリーブランド市の
総抵当件数の構成比45.6%により、各年の物件数を概算。 
（出所）Thriving Community Institute提供資料、補注(5)、参考・引用文
献Ford14)

より作成。 
 
３．研究の方法 
	 Case Western Reserve UniversityのNEO CANDOデータベ
ースでは、現行マスタープランとも連動したクリーブラン

ド市内36の統計計画地区の区分ほかの単位で、様々な社会
経済統計、物件状況が提供されている。本論においては、

「1990年から2010年にかけた人口変化」「2010年空き家率」
「2010年持ち家率」「2006–2010年世帯所得中央値」「2006–
2010年貧困率」の 5指標を偏差値化して、市内 36計画地
区についての困窮度順位を作成した。困窮度の低い地区に

おいては、滞納差押の発生並びにランドバンクによる物件

取得が比較的に少ないことから、困窮度の中位と高位の地

区から1地区ずつをケーススタディ地区として取り上げ、
物件差押4種別にかかるデータを分析した。 
	 ケーススタディ地区として取り上げた 2 地区は表−２に
示す通りである。Buckeye-Shaker 計画地区は市内南東の市
境に位置する地区で、人口密度41人/haは36計画地区中で
2番目に高い。Fairfax計画地区はダウンタウンと全米を代
表する医療機関のCleveland ClinicやCase Western Reserve 
University の立地する市内東端の地区を結ぶクリーブラン
ドの主要都市軸のEuclid通り上にあるものの、早い時期か
ら衰退の進んだ地区である。Buckeye-Shaker 計画地区の困
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窮度順位が 24 位と中低位である一方、Fairfax 計画地区の
困窮度順位は2位と困窮度が高い。 
	 図−２に物件差押4種別の構成を示した。Buckeye-Shaker
計画地区では抵当融資滞納差押が過半を占め、市内全体の

構成に近いのに対して、著しい衰退にあり民間取引の不活

発なFairfax計画地区においては、抵当融資滞納差押の割合
は低く、既に所有者が当該地におらず空き家・空き地化し

た物件を扱う BOR 税滞納差押の割合が高い。困窮度階層
と住宅市場の高低の連関は高く、困窮度階層の別に、各々

の階層に属する地区の戸建住宅価格中央値についての平均

は、階層4が$79,700で最も大きく、以下、階層3が$57,473、
階層2が$46,544、階層1が$31,964と順に小さくなる。 
	 本論で扱う NEO CANDOデータベースの滞納物件のデ
ータ年については、物件差押の種別によっては1年間程度
の所有権回復の期間が付与されること、差押から2015年ま
での数年間の物件譲渡をみること、金融機関の差押物件で

政府保証のあるものはFannie MaeやHUDに移管された上
で民間への譲渡のはかられること、また、ランドバンクが

物件を取得した場合もその後に利活用者への物件譲渡が試

みられることを鑑み、最新年ではなく2011年とした。 
	 その上で、物件の取引履歴と半年ごとの納税状況データ

の得られるOffice of the Cuyahoga County Auditor Property 
Information(6)にアクセスし、現所有者の 2016年 3月時点の
納税状況を把握した。物件が放棄状態ではなく利活用され

ているかどうかをみるための指標としては、光熱費や水道

利用料支払なども有効であるが、これらについてはウェブ

上で得られない。一方、上述のProperty Informationでは、
物件の取引履歴とリンクされる形で、納税状況データが公

表されている。Whitaker & Fitzpatrick IV17）はクリーブラン

ドを取り上げた分析においてとりわけ衰退地区では、税滞

納と物件放棄の間に高い関連がある点を指摘している。 
 
表−２ ケーススタディ２地区の概要 

 
*1：2015年11月時点のカヤホガ郡ランドバンクの保有物件数は1,765
件である。 
（出所）Case Western Reserve University NEO CANDOデータベースより
作成。 

 
図−２ ケーススタディ地区、地区困窮度別差押種別の滞納

物件差押の構成割合（2011 年） 
 
*1：「1990年から2010年にかけた人口変化」「2010年空き家率」「2010
年持ち家率」「2006–2010年世帯所得中央値」「2006–2010年貧困率」
の5指標の偏差値によりクリーブランド市の36計画地区の困窮度順
位を作成。困窮度階層1は困窮度順位1位から11位の地区（4つの
階層で最も困窮度高）、以下、階層2は12位から20位、階層3は21
位から31位、階層4は32位から36位の地区。 
（出所）Case Western Reserve University NEO CANDOデータベースより
作成。 

 
４．滞納物件差押後の所有、納税状況の変化 
	 表−３にケーススタディ２地区における滞納物件差押後

の所有、納税状況の変化を示した。 
（１）2016年3月時点の物件保有の状況 
	 2016年3月時点において所有権移転がなされて民間保有
となっている物件（表-３においてグレーのトーン掛け）の
数が多く、かつ、割合が高いのは民間領域である抵当融資

滞納差押であり、2 地区を比べた場合、困窮度が相対的に
低い Buckeye-Shaker 計画地区においてより顕著である。
BOR税滞納差押については、2016年 3月時点で民間所有
となっている物件の数が滞納差押4種別の中で最も少なく、
割合も低い。司法的税滞納差押については、BOR税滞納差
押よりも民間所有への回帰が実現されている。 
	 表−３においては、「2011年以降の権利移動なし」と記さ
れている数字が大きな意味を有している。抵当融資滞納差

押についての権利移動なしは、Office of the Cuyahoga County 
Auditor Property Informationにおいて、今日の所有者が変更
となっておらずかつ納税がなされている点から、所有者が

滞納を解消したために、物件の喪失を免れた物件とみるこ

とができる物件、あるいは、同Property Informationにおい
て、今日の所有者が変更となっておらずかつ納税がなされ

ていない点から、債権者が差押を完了せずに放置している

とみることができる物件である。同様に、司法的税滞納差

押についての権利移動なしは、所有者が税滞納分と課徴金

を完済し、物件の喪失を免れた物件、あるいは、競売落札

者がなんらかの理由で物件所有を断念あるいは済ませてい

ない物件、そして、税抵当売却についての権利移動なしは、 
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表−３ ケーススタディ２地区における滞納物件差押後の所有、

納税状況の変化 

Buckeye-Shaker 計画地区 

 

Fairfax 計画地区 

 
 

*1：CCLBはクリーブランド市ランドバンクプログラム、CCLRCはカ
ヤホガ郡ランドバンク。 

*2：司法的税滞納差押の競売売却額データはCase Western Reserve 
University NEO CANDOデータベースに入力されてない。 

*3：2014年以降に所有権が移動した物件については、2016年3月時点
の物件保有者の2014年分納税額はゼロとデータ入力されている。 
（資料）Case Western Reserve University NEO CANDOデータベース

Office of the Cuyahoga County Auditor Property Informationより作成。 

所有者が税滞納を解消し取り戻しがなされた物件、あるい

は、税抵当の購入者が、再販可能性の判断等により、税抵

当を実行していない物件とみることができる。 
	 それぞれに、所有者の権利回復と事業者による放置が混

在しており、地区の改善という点では正反対となる。2 地
区ともに、全滞納物件のうち2011年以降の権利移動なしの
割合が最も高いのは税抵当売却であり、税抵当売却物件の

一部で、事業者が取り戻しの期限を過ぎても差押に動いて

おらず、荒廃した空き物件が放置状態となっていると可能

性が指摘できる。 
	 本論が扱った税抵当売却は Aeon Financial社(7)への 2008
年の$7.9 millionのものである。ケーススタディ2地区のサ
ンプル数は多くないものの、税抵当売却物件のうちで2011
年以降の権利移動なし物件は、納税状況データの得られた

物件N数の4割程度と、Ford14）の報告した割合とほぼ一致

する。 
（２）2014年分資産税の納税状況 
	 納税義務主体に所有権の移った物件の 2014 年分資産税
の納税状況をみた際、データ数の少ない BOR 税滞納差押
を除き、全納（滞納なし）の割合が最も高いのは抵当融資

滞納差押物件である。行政領域として、住宅ニーズの高低

によらずに行政が差押を実行する税滞納差押と異なり、民

間領域の抵当融資滞納差押においては、抵当融資者が、流

通の期待できる物件を選別的に差し押さえる傾向があると

される（Whitaker & Fitzpatrick IV17））。抵当融資者から物件

を取得する世帯は、税を支払うだけの所得のある世帯が相

対的に多いとみることができる。 
	 一方、司法的税滞納差押と税抵当売却では、全滞納世帯

が多く発生し、滞納額計が納税額計を大きく上回っている。

司法的税滞納差押においては、行政は、売却による歳入の

回復だけでなく、取得主体の信頼性や事業安定性、1 回の
競売あたりの取得件数、過去の税滞納競売における取得と

利活用の状況などを勘案し、責任ある住まい手や利活用者

に物件譲渡をはかることが地域の改善にとっては望ましい

がそうはなっていない。 
	 滞納差押4種別全体について、今日の所有主体の全納世
帯は、Buckeye-Shaker計画地区で47%、Fairfax計画地区で
39%にとどまる。抵当融資滞納や税滞納の差押がなされ、
その後に物件が譲渡されることで、半数近くの物件が納税

物件に戻っている。一定の成果とみることができるが、決

して高率とはいえない。 
	 ランドバンクの物件取得時には、それまでの税滞納分と

滞納にかかる課徴金は帳消しとなり、行政は未収となって

いた歳入を放棄することとなる。一方、税滞納差押競売に

ついては、物件査定価格の3分の2または税滞納分と課徴
金の額が最低入札価格とされ(8)、実態としては、元の所有

者の税滞納分と課徴金の支払義務は落札者に移行すること

となる。税抵当売却についても同様である。このように、

税滞納差押競売と税抵当売却が行政の目論見通りに実施さ

れた場合には、行政は税滞納分を回収することができるが、

'�

CGH
&!)
��

� $
&!)
��

&��
��

	�������

"�� :9< ;? ;B ;?

��2Z��	[ 3?A7>AA 39 396 3<7=@>

	����
���

"���

4TYSF�5 :9< ;? ;A ;>

? :B > :

KNJDDEHD*# ? B > 9

A 9 : :

= @ 9 9

>@ 9 :? :;

;A 9 ? ::

;9:=��P)&

4TYSF�5 A: : ;9 :B


) => 9 > @

�/)& :; : A ;


!) ;= 9 @ :9

I
!)"�PKNJ

I;9::��1P�%�OM

)&2- 3:>=7B@B 39 3:=7?>; 3;;7?<B

!)2- 3:?@7;?> 3;7=<A 3=@7?@= 3;<;7:>?

&!)����+.
!)��

DDECP��J��

DDEHDP��J��

WXUVXRL,�Q
*#M�0��

:9 8 ; A

��J��(Q*#M
�0��

;9::��1P�%�OM

'�

BFG
&!)
��

� $
&!)
��

&��
��

	�������

"�� ;@ @< ;; 9;

��2Y��	Z 3>87>A@ 38 386 3:7?:8

	����
���

"���

4SXRE�5 ;? @; ;; 9;

: ?= > 8

JMICCDGC*# 9 9< ; 8

9 9 9 8

8 ; : 8

9@ : 9; =

9> : 99 @

:89<��O)&

4SXRE�5 ;9 ; :; 9:


) 9< : @ ;

�/)& A 8 8 ;


!) @ 9 9= >

H
!)"�OJMI

H:899��1O�%�NL

)&2- 3;97;;; 399; 3?7?99 39;7<99

!)2- 3:A7<>9 3A?: 39897<A: 3=A788=

��I��(P*#L
�0��

��+.
!)��

&!)��

CCDBO��I��

CCDGCO��I��

VWTUWQK,�P
*#L�0��

; 8 ? =

:899��1O�%�NL

- 801 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.51 No.3 2016年 10月
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.51 No.3, October, 2016

 
 

 

多くの物件で再び税滞納が発生しているために、衰退した

地域の安定化をはかることにはつながっていない。競売や

事業者への一括売却という方法は、地元との協議を通じて

計画的、漸進的に地域を改善していこうというランドバン

クの努力とは相容れないものといえる。 
 
５．ランドバンクによる物件取得とその後の譲渡による利

活用・課税物件化の状況 
	 司法的税滞納差押の欠点を補うべく登場した方策が

BOR 税滞納差押であり、BOR 税滞納差押の運用が軌道に
乗った現在は、クリーブランドの空き家・空き地を扱った

税滞納差押についてはBOR税滞納差押が主流となった（図
−１）。ランドバンク2機関が中心的に差押物件を取得し、
建物解体が不可避と判断された物件については地域の荒廃

除去の観点から建物解体、利活用が可能と判断されたもの

は、取得希望者と利活用内容が審査された上で物件譲渡さ

れている。ケーススタディ2地区のうちで住宅ニーズの高
いBuckeye-Shaker計画地区では、BOR税滞納差押で扱われ
た物件の27%が、ランドバンクか行政の取得後の譲渡によ
って、2016年3月では民間保有となっている（表−3 (9)）。 
	 1970 年代より続く市の担当部署の一事業としてのクリ
ーブランド市ランドバンクは空き地しか保有しない。滞納

差押危機時には家屋付の放棄物件が急増し、ランドバンク

州法に基づき 2009 年に設置されたカヤホガ郡ランドバン
クが家屋付放棄物件に対処していることがクリーブランド

のランドバンク 2機関の特色である（藤井ら 16））。カヤホ

ガ郡ランドバンクが放棄空き家を取得し、建物解体後にク

リーブランド市ランドバンクに移管するというパターンは、

2 つのケーススタディ地区のうちでは、物件移動がより頻
繁に発生しているBuckeye-Shaker計画地区において、また、
滞納差押4種別のうち、民間どうしの取引の抵当融資差押
物件、並びに、競売落札後に民間所有者への所有権移動が

完了しなかった司法的税滞納差押物件において多く確認さ

れる。また、Buckeye-Shaker 計画地区における抵当融資差
押物件については現在、カヤホガ郡ランドバンクが家屋付

のまま保有している物件も相対的に多くみられ、これらの

物件の一部は、個人世帯や、修繕の上で物件の譲渡や賃貸

を手掛ける事業者に移管される可能性がある。 
	 ケーススタディ2地区において税抵当売却で扱われた物
件はその後、ランドバンクによる扱いがほとんどない。こ

の背景には、物件の利活用という事業者が本来有すべき志

向がさしてなく、上限年率18%とされる税滞納世帯からの
滞納利息の獲得と物件の転売を目論む税抵当物件バルク購

入者の事業スタイル（Ford 201514））が、公的使命を担った

ランドバンクの事業スタイルとあまりに異なっていること

があるといえる。 
	 ランドバンクは自らが住宅を賃貸することは基本的には

行わず、取得した物件を居住者世帯あるいは事業者という

エンドユーザーに譲渡し、利活用物件化かつ納税物件化す

ることによって、滞納物件、空き家・空き地で衰退した地

区を改善することを使命とする。ランドバンクが衰退地区

の物件を中心に扱う点からは、地区に根差してアフォーダ

ブル住宅供給や地域住民の生活全般の改善を手掛ける非営

利法人のCDC（community development corporation）との連
携は鍵を握る。クリーブランドは全米の中でもコミュニテ

ィ開発の盛んな地とされる（Krumholz & Hexter18））。しかし

ながら、ケーススタディ 2地区の CDCの活動は活発とは
いえない。NEO CANDOデータベースによれば、2011年
〜2015 年の民間主体への物件譲渡実績は、Fairfax 
Renaissance Development Corporation（1992年設立）が延べ6
件、Buckeye Shaker Square Development Corporation（1970年
設立）が延べ2件にすぎない。また、同期間のカヤホガ郡
ランドバンクからの物件取得は、Fairfax Renaissance 
Developmentは 12件（ただし、うち 9件は家屋なし物件）
みられるものの、Buckeye Shaker Square Development 
Corporationは1件（家屋付物件）のみである。 
	 カヤホガ郡ランドバンクは地区の再生のための事業遂行

力のある事業パートナーに積極的に物件を譲渡する(10)。ク

リーブランド市南東部のSlavic Village地区におけるコミュ
ニティ開発との連携は典型的なものである。カヤホガ郡ラ

ンドバンクはCDCのSlavic Village Developmentの要請に基
づき2014年以降、Slavic Village Development、並びに、Slavic 
Village Developmentと営利企業2社との合弁LLC（有限責
任会社）に、20 件超の空き家の取得と無償譲渡を実施し、
アフォーダビリティ確保の趣旨から廉価な修繕が実施され

た上で所有住宅として譲渡されている。これらの物件の多

くは全米のランドバンクのうちでカヤホガ郡ランドバンク

のみがまとまった規模で実施しているFannie Maeの低価格
物件の直接取得物件であった（Fujii19））。 
	 CDC 等のコミュニティ団体によって空き地の空き地と
しての利活用はなされても、住宅市場が冷え込んだ中では、

空き家を居住物件として再生することは難しい。Slavic 
Village Developmentはクリーブランドで最も活発なCDCの
一つ（NEO CANDOデータベースによれば、2011年〜2015
年における民間主体への物件譲渡実績延べ 64件は全CDC
で第1位）である。そこに、カヤホガ郡ランドバンク、地
域貢献を志向する営利企業のノウハウの獲得と廉価な修繕

という事業面の工夫が組み合わされることにより、Slavic 
Village における活発なコミュニティ活動が実現されてい
る。ケーススタディ 2 地区に、Slavic Village Development
ほどの活発な CDC が存在したのであれば、カヤホガ郡ラ
ンドバンク、また、クリーブランド市ランドバンクの取扱

物件がより多く、コミュニティ開発と結びつけられるもの

と考えられる。 
 
６．結論 
	 滞納差押4種別において扱われる物件は市場性を異にす
る。民間領域としての抵当融資滞納差押では、相対的にニ

ーズの高い住宅がより多く扱われている。取得者の税滞納

が少なからず発生しているが、半数強くらいの空き物件が
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利活用物件、納税物件に回帰している。ケーススタディで

は困窮度の中位地区と高位地区を扱ったが、より大きな市

場ニーズの期待できる中位地区において、この傾向がより

確認された。 
	 税抵当売却は、バルク売却時にまとまった金額の行政歳

入は得られる手法であるが、所有権移動と納税の状況から

は、差押がなされずに放置されたままとなった物件が発生

している。荒廃の負のサイクルとして大きな問題を抱えた

手法であり、中止も含めた抜本的な改革の検討が必要であ

る。また、税抵当バルク売却とランドバンク事業の接点は

さほどなく、税抵当売却物件に関してはランドバンクの利

点を引き出せていない。 
	 オハイオ州で実施されている2種類の税滞納差押では、
対象物件を空き家・空き地に限定する BOR 差押は、ラン
ドバンクによる物件取得と荒廃除去のための建物解体が実

施され、利活用の見込めない物件の対処に一定の成果を挙

げている。ケーススタディ2地区のうちでは、より困窮度
の高い地区において、BOR差押が多用されている。 
	 一方、司法的税滞納差押が扱った物件については、今日

の所有者において税滞納が多く発生している。競売という

方法を継続するにしても、地域の再生に資する主体に物件

を譲渡するための工夫が望まれる。 
	 ランドバンク保有物件の利活用は、パートナー次第の面

がある。滞納差押危機後においてはケーススタディ2地区
のCDCの活動は停滞し、CDCを通じたランドバンク保有
物件の利活用はあまり進んでおらず、ランドバンクの利点

を引き出すためにはコミュニティ開発の底上げが望まれる。 
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【補注】 
(1) Case Western Reserve University NEO CANDO（Northeast Ohio Community 

and Neighborhood Data for Organizing）データベースによる。 
(http://neocando.case.edu) 

(2) Woods Cove社はカリフォルニア州Pasadena市に本社を置く。 
(3) Kildee, D. (2012, March 8). “Ending land speculation that drives blight: Change 

the system, change the players.” New York: The Huffington Post.  
(http://www.huffingtonpost.com/dan-kildee/ending-land-speculation-t_b_1332087
.html) 

(4) 滞納差押物件情報サービスを扱うRealtyTrac社によれば、米国において
滞納物件差押に関して司法的手続をとる州の数と行政手続をとる州の数
は拮抗し、オハイオ州のように両方を併用する州もみられる。 
(http://www.realtytrac.com/real-estate-guides/foreclosure-laws/) 

(5) Johnston, L. (2011, October 25). “Surprise in survey of tax-lien homes is that there 
are few surprises.” Cleveland.com. Cleveland: Plain Dealer Publishing Co.  
(http://www.cleveland.com/cuyahoga-county/index.ssf/2011/10/surprise_in_surve
y_of_tax-lien_homes_is_that_there_are_few_surprises.html) 

(6) Office of the Cuyahoga County Auditor Property Information 
(http://fiscalofficer.cuyahogacounty.us/AuditorApps/real-property/REPI/General.a
sp) 

(7) Aeon Financial社はイリノイ州Chicago市に本社を置き、Woods Cove社に
同じく、域外事業者である。 

(8) Cuyahoga County Sheriff Foreclosure Salesウェブページによる。 
(9) 本論のケーススタディ2地区においてランドバンクが扱った物件のうち、

2016年3月時点で民間保有となっている物件の多くは、2014年に所有権
が移動した物件であるために、次年度以降でないと納税状況が確認でき
ない。 

(10) カヤホガ郡ランドバンクに対する訪問インタビュー（2013年4月）に
よる。 
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