
 

 

（２）「空き家活用等マッチング制度」の創設について 

 

＜添付資料＞ 
  ●茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度実施要綱（案）    資料 2－1 

 
●茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度 マニュアル（案）  資料 2－2 

  
  ●空き家所有者の意向調査結果について           資料 2－3 
   

●協力団体からの意見について               資料 2－4 
 
 

＜その他＞ 
・茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度開設のお知らせ 参考 
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茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は空き家を地域の資源と考え、市場に流通していない空き家と地域等の

活性化や課題解決を図りたいと考える空き家活用等希望者をつなぐことにより地域の活

性化を図るため、空き家活用等マッチング制度の実施について必要な事項を定めるもの

とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 空き家 市内にある建築物で、居住その他の使用がなされていないもの 

(2) 空き家所有者 空き家等を所有し、公益目的で提供したいと考えている者 

(3) 空き家活用等希望者 空き家等を地域貢献のために公益目的で活用しようと考え

ている者 

 （制度の登録申込み等） 

第３条 空き家所有者又は空き家活用等希望者としてこの事業に登録を希望する者（以下

「申請者」という。）は「茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度 空き家所有者 登録

調査票」（様式第１号）又は「茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度 空き家活用等希

望者 登録調査票」（様式第２号）に、茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度誓約書（

様式第３号）及び必要書類を添付して市長に提出するものとする。 

 （登録の審査等） 

第４条 市長は前条の規定に基づく申請があったときは、登録の可否を審査し、本事業の

趣旨に沿うと認めた場合は、空き家活用等マッチング制度登録者（以下「登録者」とい

う。）として空き家活用等マッチング制度登録台帳に登録するものとする。 

２ 空き家所有者の登録に当たっては次の各号の要件を満たしていなければならない。 

(1) 現に市内に空き家を所有していること。 

(2) 空き家所有者全員が、本事業の登録に同意していること。 

(3) 空き家所有者は空き家を地域の活性化を図る目的で活用しようとしていること。 

(4) 登録時点において不動産業者等を通じて営利目的での売却・賃貸の募集を行ってい

ないこと 
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(5) 茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度に登録後、２年以内に売却・賃貸の募集を行

わないこと。 

(6) その他審査に関し必要な事項 

３ 空き家活用等希望者の登録に当たっては次の各号の要件を満たしていなければならな

い。 

(1) 非営利団体であること 

(2) 活用等をするにあたり法に抵触する行為を行わないこと 

(3) 近隣住民へ配慮した事業の推進を図ること 

(4) 持続可能で地域の活性化を図る取り組みができること 

(5) 活用する建築物及びその敷地の維持管理に努めること 

４ 市長は前３項の規定に基づく審査を行った場合、「空き家活用等マッチング制度登録

結果通知書」（様式第４号）により、申請者に通知するものとする。 

 （登録有効期間） 

第５条 登録者の登録有効期間は登録決定の日より２年間とする。 

 （登録事項の変更の届出） 

第６条 登録者は登録調査票の記載事項に変更を生じる場合は、「空き家活用等マッチン

グ制度登録事項変更届出書」（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

 （登録の取消し） 

第７条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、「空き家活用等マッチ

ング制度登録取消通知書」（様式第６号）により、登録を取り消すことができる。ただ

し第４号に該当することにより登録を削除されたものについては、改めて登録申込み等

を行うことにより、再登録ができるものとする。 

(1)  第４条の要件を満たさなくなったとき。 

(2)  申し込み内容に虚偽があったとき。 

(3)  「空き家活用等マッチング制度登録辞退届」（様式第７号）の提出があったとき。 

(4)  利用登録から２年を経過したとき。 

(5)  その他空き家活用登録物件情報として適当でないと認められる事由が生じたとき 

 （情報提供） 

第８条 市長は、空き家活用等マッチング制度登録台帳をホームページの掲載により公開



するものとする。ただし、ホームページ掲載を拒否した場合については登録者のみに公

開とするものとする。 

 （守秘義務） 

第９条 市及び登録者は、空き家活用等マッチング制度の実施において知り得た物件情報

等を、情報提供者の許可なく本事業以外の目的で使用してはならない。 

 （市の責任） 

第１０条 市のホームページに掲載する情報は、登録者から提供された情報を掲載するも

のであり、内容の真正を保障するものではない。 

２ 情報提供後に当事者間で行われる具体的な交渉や調整及び取り交わされる賃貸借契約

については、市は直接これに関与しないものとし一切の責任を負わない。 

 （交渉の申込み及び通知） 

第１１条 交渉の申し込みを希望する登録者は「茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度利

用申込書」（様式第８号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は前項の規定により申込みのあった場合において、当該登録者へその旨通知する

ものとする。 

３ 前２項に規定する登録者は交渉結果について「空き家活用等マッチング制度結果報告

書」（様式第９号）を市長に提出するものとする。 

 （不動産関係団体との連携等） 

第１２条 登録者は市が媒介に関し協定を締結している協力団体に対し、契約交渉の媒介

を依頼することができる。 

２ 前項の依頼を受けた不動産関係団体は、空き家等の不動産取引の仲介等の状況につい

て、市長へその内容を報告するものとする。 

 （暴力団の排除） 

第１３条 茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成２３年茅ヶ崎市条例第５号)第２条第４号に規定

する暴力団員等であると認められる者は、茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度を利用

することができない。 

 （その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 



   附 則 

 １ この要綱は、平成○○年○月○○日から施行する。 



様式第１号（第３条関係） 

 

                          登録番号：第     号 

 

茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度 空き家所有者 登録調査票 

 

  年  月  日 

茅ヶ崎市長 殿 

申込者 住所 

氏名              印 

茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度実施要綱第３条の規定により、以下の必要書類を添付

して次のとおり登録を申し込みます。 

・空き家の間取り図 ・空き家の位置図 ・耐震診断書及び耐震改修工事を実施したことが 

分かる書類（旧耐震物件のみ）  

・所有者が複数人の場合は全員の委任状 

１．空き家情報 

①住所 茅ヶ崎市            周辺 

②アクセス 最寄駅・バス停：           から徒歩     分 

③所有者 

【敷地】□申込者のみ □申込者も含め複数人 

→（申込者以外の人数：    人） 

（申込者との続柄 ：             ） 

【建物】□申込者のみ □申込者も含め複数人 

→（申込者以外の人数：    人） 

（申込者との続柄 ：             ） 

④面積等 
【敷地面積】           【延床面積】 

          ㎡・坪               ㎡・坪 

⑤用途 □住宅  □併用住宅 ⑥構造 
□木造 □その他（         ） 

      階建 

⑦建築時期 昭和・平成   年   月 ⑧空き家になった時期 昭和・平成   年   月 

⑨耐震基準 
□現行耐震基準 

□旧耐震基準（耐震改修済み） →耐震診断結果（IW値：      ） 

⑩部屋数等 

□居間（  畳）  □台所（  畳）  □和室（  室）  □洋室（  

室） 

□その他（具体的に：                         ） 

⑪その他 

付帯物件 

□あり → （具体的に：                         ） 

□なし 

⑫施設・ 

設備等 

水道 
□上水道  □簡易水道 

□その他（    ） 
トイレ 

□水洗（□浄化槽・□下水道） 

□汲み取り式／□和式 □様式 

電気       アンペア ガ ス □都市ガス   □プロパン 

風呂 □ガス □電気 □なし 洗面所 □あり     □なし 

ｶﾞｽ 

ｺﾝﾛ 
□設置可  □設置不可 テレビ 

□地上デジタル □ケーブル 

□その他（        ） 

ｴｱｺﾝ 
□設置（      部屋） □未設置 

→未設置の部屋への設置（□可：   部屋  □不可：   部屋） 

庭 
□あり（   ㎡・坪） 

□なし 
駐車場 

□あり（    台分） 

□なし 

⑬補修の 

要否 

□必要→（具体的に：                          ） 

□不要 
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様式第１号（第３条関係） 

 

  

２．貸出しの条件 

①団体種別 □町内会・自治会  □商店街  □左記以外の市民活動団体 

②用途 

※用途として認める活動にチェックを入れて下さい。 

□集会施設（高齢者、障害者、子育てママ） 

□高齢者・障害者を対象とした教室（体操、脳トレ、パソコン教室、文化的活動） 

□介護相談施設 

□自治会の集会施設 

□サークル活動や各種教室（茶道、華道、手芸、楽器演奏等の文化的活動、社会

教育等） 

□子育て支援施設（子どもの遊び場、育児相談） 

□保育施設（学童保育含む） 

□子どもの学習指導・社会教育施設（放課後教室、そろばん、習字、英会話、パ

ソコン等） 

□留学生支援・交流施設（学習指導、生活相談、交流イベント等） 

□宿泊施設 

□その他（具体的に：                          ） 

③賃料         円／月以上 

④契約期間 最短：     月・年以上 ～ 最長：     月・年以内 

⑤借主によ

る補修 

□事前に合意が得られれば許可する  

□現状復旧して返却できるなら許可する   

□許可しない 

⑥市ＨＰ掲

載の可否 

□市のＨＰで掲載可  

□活用を希望する市民活動団体にのみ公開可   

⑥その他借

主 へ の 要

望事項 

 

 

３．その他 

①連絡先 
電 話：             ＦＡＸ： 

E-mail： 

②連絡方法 □電話    □ＦＡＸ    □E-mail    □郵送 
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様式第２号（第３条関係） 

 

                              登録番号：第     号 

 

茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度 空き家活用等希望者 登録調査票 

 

  年  月  日 

茅ヶ崎市長 殿 

申込者 住 所 

団体名 

代表者             印 

 

茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度実施要綱第３条の規定により、以下の必要書類を添付

して次のとおり登録を申し込みます。 

・設置目的、活動内容を記載した書類 ・空き家の利用目的、内容を記した事業計画等 

①団体情報 

【団体の目的・活動内容】※設置目的・活動内容を記載した書類を提出下さい。 

 

電 話：             ＦＡＸ： 

E-mail： 

②空き家活用

の用途 

※使用頻度・使用人数等にも言及して具体的にご記入下さい。 

③活用を希望

する空き家

の条件 

【賃料】           【場所】 

       円／月以下   茅ヶ崎市             町周辺 

【活動に必要な部屋数等】 

□居間  □台所 

□居室（   室）→（居室の内容：□和室  □洋室  □どちらでも可） 

□その他（具体的に：                        ） 

【階層】□１階建  □２階建以上  □階層は問わない 

【活動に必要な施設・設備】 

□トイレ   □浴室   □洗面所   □ガスコンロ 

□エアコン→（□全室に必要 □一部の部屋に必要（    室）） 

□庭    □駐車場（    台） 

□その他（具体的に：                        ） 

④契約期間 最短：     月・年以上 ～ 最長：     月・年以内 

⑤連絡方法 □電話    □ＦＡＸ    □E-mail    □郵送 

⑥市ＨＰ掲載

の可否 

□市のＨＰで掲載可 

□空き家所有者にのみ公開可 

⑥その他 
【借主負担による補修意向】 

□場合によっては意向あり   □意向なし 
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様式第３号（第３条関係） 

 

 

 

茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度 誓約書 

 

  年  月  日 

茅ヶ崎市長 殿 

 （住所） 

（団体の場合は団体名） 

（氏名・代表者名）       ㊞ 

 

私は、茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度の利用に当たり、茅ヶ崎市空き家活用等マッチ

ング制度実施要綱（以下「要綱」という。）に定める制度の趣旨を理解した上で申込みをしま

す。 

また私は要綱第３条に基づき提出した事項に偽りはなく、要綱第４条に規定する要件に該当

する者であること、要綱第１３条には該当しないこと並びに当該要綱を順守することを誓約い

たします。 

なお、マッチングが成約した際には市ＨＰで情報を公開することに同意します。併せて当該

制度を通じて得た情報については、私自身が利用目的に沿って利用し、決して他の目的で使う

ことはありません。 

 

 

 



様式第４号（第４条関係） 
○茅○第○号 

平成○年○月○日 
 
（住所） 
（空き家所有者名） 
（空き家活用等希望者団体名及び代表者名） 様 
 

茅ヶ崎市長 服部 信明 ㊞ 

空き家活用等マッチング制度登録結果通知書 

平成  年  月  日付の茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度の登録申請に対

し、下記の通り登録を完了したので、結果を通知します。 
 

記 
 
１ 登録番号 （空き家所有者／空き家活用等希望者登録別に個別

の登録番号を記載する） 

２ 登録種別 空き家所有者登録／空き家活用等希望者登録 

３ 登録物件又は登録団体 （空き家物件登録の場合は住所・構造・敷地面積） 
（空き家活用等希望者登録の場合は住所・団体名・代

表者名） 
 

以上 
 
 

事務担当 
都市部都市政策課住宅政策担当 0467-82-1111（内線 2344） 

 
 
 
 



様式第５号（第６条関係） 
平成  年  月  日 

 
茅ヶ崎市長 服部 信明 様 
 

提出者 （住所） 
（団体の場合は団体名） 
（氏名・代表者名）  ㊞ 

空き家活用等マッチング制度登録事項変更届出書 

平成  年  月  日付で通知を受けた茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度の

登録（登録番号：○○○○）について、下記の通り登録事項の変更を届け出ます。 
 

記 
 
１ 登録種別 空き家所有者登録／空き家活用等希望者登録 

２ 登録物件又は登録団体 
 

（空き家所有者登録の場合は空き家物件の住所・構

造・敷地面積） 
（空き家活用等希望者登録の場合は住所・団体名・代

表者名） 
３ 変更内容 

 
【変更前】 
 
 
 
 
 
 
【変更後】 
 
 
 
 
 
 

 
以上 

備考 
1. 変更内容が所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、添付して

ください。 



様式第６号（第７条関係） 
○茅○第○号 

平成○年○月○日 
 
（住所又は団体名） 
（所有者名又は代表者名） 様 
 

茅ヶ崎市長 服部 信明 ㊞ 

空き家活用等マッチング制度登録取消通知書 

平成  年  月  日付の○茅○第○号において通知した空き家活用等マッチン

グ制度への登録（登録番号：○○○○）について、下記の通り登録を取り消したので、

通知します。 
 

記 
 
１ 取消種別 空き家所有者登録の取消／空き家活用等希望者登録

の取消 

２ 登録取消物件又は登録取消

団体 
（空き家所有者登録の場合は空き家物件の住所・構

造・敷地面積） 
（空き家活用等希望者登録の場合は住所・団体名・代

表者名） 
３ 取消理由 （契約成立した、２年が経過した、取消の申し出があ

った等、取消理由を記載する） 

 
以上 

 
 

事務担当 
都市部都市政策課住宅政策担当 0467-82-1111（内線 2344） 

 
 
 



様式第７号（第７条関係） 
平成  年  月  日 

 
茅ヶ崎市長 服部 信明 様 
 

提出者 （住所） 
（団体の場合は団体名） 
（氏名・代表者名）  ㊞ 

空き家活用等マッチング制度登録辞退届出書 

平成  年  月  日付で通知を受けた茅ヶ崎市市空き家活用等マッチング制度

の登録（登録番号：○○○○）について、下記の通り登録の辞退を届出ます。 
 

記 
 
１ 登録種別 空き家所有者登録／空き家活用等希望者登録 

２ 登録物件又は登録団体 （空き家所有者登録の場合は空き家物件の住所・構

造・敷地面積） 
（空き家活用等希望者登録の場合は住所・団体名・代

表者名） 
３ 辞退理由 

 
 

 
以上 

 



様式第８号（第１１条関係） 
平成  年  月  日 

 
茅ヶ崎市長 服部 信明 様 
 

提出者 （住所） 
（団体の場合は団体名） 
（氏名・代表者名）  ㊞ 

空き家活用等マッチング制度利用申込書 

平成  年  月  日付で通知を受けた茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度の

登録（登録番号：提出者の登録番号）について、下記の通り【空き家所有者／空き家活

用等希望者】（登録番号：相手方の登録番号）と交渉を行うことを申し込みます。 
 

記 
 
１ 交渉物件 （住所） 

（構造） 
（敷地面積） 

２ 交渉団体 （住所） 
（団体名） 
（代表者名） 

 
以上 

 



様式第９号（第１１条関係） 
平成  年  月  日 

 
茅ヶ崎市長 服部 信明 様 
 

提出者 （住所） 
（団体の場合は団体名） 
（氏名・代表者名）  ㊞ 

空き家活用等マッチング制度結果報告書 

平成  年  月  日付で茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度の利用申込を行

った交渉の結果について、下記の通り報告します。 
 

記 
 
１ 登録物件 登録番号： 

（住所） 
（構造） 
（敷地面積） 

２ 登録団体 登録番号： 
（住所） 
（団体名） 
（代表者名） 

３ 交渉結果 □契約成立 
【契約形態】□賃貸借契約 

□その他（           ） 
【契約期間】平成  年  月  日 

～平成  年  月  日 
【賃  料】             円／月 
【活用内容】                 

                 
                 

□契約不成立 
【理  由】□賃料が合意できなかった 

□活用内容が合意できなかった 
□その他 
→具体的に：           
                 
                 

 
以上 



登録番号：第     号 

 

茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度登録台帳 

（空き家所有者用） 
１．空き家情報 

①住所 茅ヶ崎市            周辺 

②アクセス 最寄駅・バス停：           から徒歩     分 

③面積等 
【敷地面積】           【延床面積】 

          ㎡・坪               ㎡・坪 

④用途 □住宅  □併用住宅 ⑤構造 
□木造 □その他（         ） 

      階建 

⑥建築時期 昭和・平成   年   月 ⑦空き家になった時期 昭和・平成   年   月 

⑧耐震基準 
□現行耐震基準 

□旧耐震基準（耐震改修済み） →耐震診断結果（IW値：      ） 

⑨部屋数等 

□居間（  畳）  □台所（  畳）  □和室（  室）  □洋室（  

室） 

□その他（具体的に：                         ） 

⑩その他 

付帯物件 

□あり → （具体的に：                         ） 

□なし 

⑪施設・ 

設備等 

水道 
□上水道  □簡易水道 

□その他（    ） 
トイレ 

□水洗（□浄化槽・□下水道） 

□汲み取り式／□和式 □様式 

電気       アンペア ガ ス □都市ガス   □プロパン 

風呂 □ガス □電気 □なし 洗面所 □あり     □なし 

ｶﾞｽ 

ｺﾝﾛ 
□設置可  □設置不可 テレビ 

□地上デジタル □ケーブル 

□その他（        ） 

ｴｱｺﾝ 
□設置（      部屋） □未設置 

→未設置の部屋への設置（□可：   部屋  □不可：   部屋） 

庭 
□あり（   ㎡・坪） 

□なし 
駐車場 

□あり（    台分） 

□なし 

⑫補修の 

要否 

□必要→（具体的に：                          ） 

□不要 

写真  
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２．貸出しの条件 

①団体種別 □町内会・自治会  □商店街  □左記以外の市民活動団体 

②用途 

※用途として認める活動にチェックを入れて下さい。 

□集会施設（高齢者、障害者、子育てママ） 

□高齢者・障害者を対象とした教室（体操、脳トレ、パソコン教室、文化的活動） 

□介護相談施設 

□自治会の集会施設 

□サークル活動や各種教室（茶道、華道、手芸、楽器演奏等の文化的活動、社会

教育等） 

□子育て支援施設（子どもの遊び場、育児相談） 

□保育施設（学童保育含む） 

□子どもの学習指導・社会教育施設（放課後教室、そろばん、習字、英会話、パ

ソコン等） 

□留学生支援・交流施設（学習指導、生活相談、交流イベント等） 

□宿泊施設 

□その他（具体的に：                          ） 

③賃料         円／月以上 

④契約期間 最短：     月・年以上 ～ 最長：     月・年以内 

⑤貸主によ

る補修 

□家財道具の搬出 

□破損・老朽化した襖、障子、畳等の張り替え   

□水回りのクリーニング 

□補修なし 

⑥借主によ

る補修 

□事前に合意が得られれば許可する  

□現状復旧して返却できるなら許可する   

□許可しない 

⑦その他借

主 へ の 要

望事項 
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登録番号：第     号 

 

茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度登録台帳 

（空き家活用等希望者用） 

 

①団体情報 

【団体の目的・活動内容】 

 

電 話：             ＦＡＸ： 

E-mail： 

②空き家活用

の用途 

 

③活用を希望

する空き家

の条件 

【賃料】           【場所】 

       円／月以下   茅ヶ崎市             町周辺 

【活動に必要な部屋数等】 

□居間  □台所 

□居室（   室）→（居室の内容：□和室  □洋室  □どちらでも可） 

□その他（具体的に：                        ） 

【階層】□１階建  □２階建以上  □階層は問わない 

【活動に必要な施設・設備】 

□トイレ   □浴室   □洗面所   □ガスコンロ 

□エアコン→（□全室に必要 □一部の部屋に必要（    室）） 

□庭    □駐車場（    台） 

□その他（具体的に：                        ） 

④契約期間 最短：     月・年以上 ～ 最長：     月・年以内 

⑤連絡方法 □電話    □ＦＡＸ    □E-mail    □郵送 

⑥その他 
【借主負担による補修意向】 

□場合によっては意向あり   □意向なし 
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茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度 マニュアル（案） 

 

１ 制度の名称 

茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度 

 

２  制度の趣旨 

近年、少子高齢化の進展やライフスタイルの多様化に伴い、全国的に空き家に関する問題

が増加しています。また、「空家等対策の推進に関する特別措置法（公布日：平成２６年１

１月２７日）（以下「法」といいます。）」が施行され、市民の関心も高まっています。 

空き家を地域の資源と考え、「市場に流通していない空き家」や「市場での借り手のつか

ない空き家」等の所有者と、地域等の活性化や課題解決を図りたいと考えている「空き家活

用等希望者（非営利団体）」をつなぐことにより地域の活性化を図ります。さらに、宅地建

物取引業者の協力を得ながら、「安心して住み続けられる住まいづくり」「民間と連携・協

働した住まいづくり」を目指すものです。 

本制度を利用する空き家所有者及び空き家活用等希望者は次の趣旨に合意することとし

ます。 

① 「市場に流通していない空き家」または「市場での借り手のつかない空き家」を活用

し、空き家の発生を予防する。 

② 地域貢献活動の場所が不足している空き家活用等希望者（非営利団体等）に空き家を

活動の場として提供することで、地域の活性化を図る。 

 

３  制度の実施体制  （図１ 制度の実施体制 参照） 

「空き家活用等マッチング制度」は、「市場に流通していない空き家」や「市場での借り

手のつかない空き家」等の「空き家所有者」と、地域等の活性化や課題解決を図りたいが活

動場所・資金に悩んでいる「空き家活用等希望者（非営利団体）」をつなぐことにより、空

き家の活用・流通促進や地域の活性化（地域コミュニティ）への“きっかけづくり“の役割

を担う制度です。次の実施体制を基本とすることによりこの制度を進めていくこととします。 

① 茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度実施要綱（以下「要綱」という。）に基づき制 

度を実施していく。 

② 空き家所有者及び空き家活用等希望者の受付は、茅ヶ崎市都市政策課窓口で行う。 

③ 空き家所有者は茅ヶ崎市に相談を行い、本制度の目的・ルールに同意した場合は、所 

定の情報を提供し空き家の登録を行う。事前に茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度誓

約書を提出してもらい要綱に同意していただく。（様式第３号） 

④ 空き家活用等希望者は茅ヶ崎市に相談を行い、本制度の目的・ルールに同意した場合 

は、所定の情報を提供し活用希望登録を行う。要綱第３条の「必要書類」は設置目的、

活動内容を記載した書類及び空き家の利用目的、内容を記した事業計画等とする。 

⑤ 空き家の登録情報と空き家活用等希望登録情報のマッチングが可能な場合、茅ヶ崎市 

資料２－２ 
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が空き家所有者・空き家活用等希望者の協議の場を設定し、基本事項（用途、耐震診断

結果等）について合意を図る。協議の場には、茅ヶ崎市職員はアドバイザーとして立ち

合う。 

⑥  空き家所有者・空き家活用等希望者の基本合意が得られた場合は交渉・契約を行う。

交渉・契約は原則宅地建物取引業者が仲介を行うものとする。なお、茅ヶ崎市は契約

締結に関して一切の責任を負わない。 

図１ 制度の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  協力団体との協定について 

市は協力団体と空き家等活用マッチング制度に関する協定を締結することとします。協力団

体は、市からの依頼を受けて協力事業者を選定し、協力事業者が契約に至る交渉及び契約の仲

介を行うことにより、円滑な契約成立及び紛争の予防を目指すこととします。 

【協力団体】２団体（協定締結済み） 

① 茅ヶ崎市 

「住まいの相談窓口」 

（都市政策課） 

空き家の登録 

②相談 

（空き家登録） 

③相談 

（活用希望登録） 

利用希望者

の情報提供 

空き家の 

情報提供 

空き家活用マッチング制度 

空き家所有者 空き家活用等希望者 

活用希望の登録 

④協議の場の設置 

（賃料、修繕等） 

※当事者間での協議を原則とす

るが、茅ヶ崎市職員がアドバ

イザーとして立ち会う 

基本合意 

設定 

⑤交渉・契約の締結 

※交渉・契約の締結には茅ヶ崎

市は関与せず、必要に応じて

協力事業者（宅地建物取引業

者）が仲介を行う 

宅地建物取引業者 

※協定を結んだ団体の会員 

協力 
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①（公社）神奈川県宅地建物取引業協会湘南支部 

②（公社）全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部 

 

５  登録要件 

市が登録を受けるにあたり、空き家所有者、空き家活用等希望者の要件は次によります。 

 

（１）空き家所有者の要件 

 ア 空き家所有者 

（ア）要綱第４条第２項関係 

・現に市内に空き家を所有していること。（未登記物件は登録不可（Ｑ＆Ａに記載）、

所有者が複数の場合は所有者全員の同意が必要＜委任状による委任も可＞）  

・空き家所有者本人又は代表者等が本事業の空き家登録に同意していること 

・空き家を地域の活性化を図る目的で活用しようとしていること。 

・登録時点において不動産業者を通じて営利目的での売却・賃貸の募集を行っていな 

いこと 

・茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度に登録後、２年以内に売却・賃貸の募集を行 

わないこと 

（イ）要綱第７条関係 

・所有する空き家を茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度に登録後、２年間の期間に 

おいて空き家活用等希望者と合意し、契約締結できなかった場合、登録した空き家の 

登録抹消（必要に応じて再登録可）に同意すること。 

（ウ）要綱第９条関係 

   ・本事業の実施において知り得た物件情報等を情報提供者の許可なく本事業以外の目 

的で使用しないこと 

（エ）要綱第１０条関係 

   ・空き家活用等希望者と合意し、契約締結する場合、茅ヶ崎市は一切の責任を負わな 

いことに同意すること。 

（オ）要綱第１３条関係 

・茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成２３年茅ヶ崎市条例第５号)第２条第４号に規定する 

暴力団員等であると認められる者でないこと 

イ 建築物 

（ア）要綱第２条関係 

・茅ヶ崎市内に所在する建築物で、登録時点で建築物が居住その他の使用がなされて 

いないこと。 

（イ）要綱第４条第２項関係 

・老朽化が著しくないこと。（詳細基準１を参照） 

・昭和５６年以前に建築された旧耐震基準の空き家については耐震診断及び耐震改修 

工事を実施していること 
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・不動産業者等を通じて営利目的での売却・賃貸の募集を行っていないこと。 

・登録後２年以内に売却・賃貸予定がないこと。 

・法令違反がないこと 

 

【詳細基準１】（老朽化に関する基準） 

・「老朽化が著しくないこと」の確認は、都市政策課が別紙空き家等判定基準を基に現地

確認を実施し空き家の程度を判断することとする。以下の条件を基準とし老朽化が著し

い場合は個別対応とすることとする。また図面等がない場合は現場目視のみの対応を基

本とする。 

○構造上の危険性（耐震診断結果より確認）、雨漏りがしない、水回りの水漏れがない、

襖・障子に破損がない、ガラスが割れていない、床が抜けていない 等 

 

（２）空き家活用等希望者の要件 

  （ア）要綱第３条関係 

     ・非営利団体として活動状況等の概要が確認できること 

     ・空き家の利用目的、内容等を記した事業計画等を策定すること 

（イ）要綱第４条第３項関係 

・非営利団体であること。 

・活用するにあたり法に抵触する行為を行わないこと 

・近隣住民へ配慮した事業の推進を図ること 

・持続可能で地域の活性化を図る取組ができること 

・活用する建物や敷地等の維持管理に努めること 

（ウ）要綱第１０条関係 

   ・空き家所有者と合意し、契約締結する場合、茅ヶ崎市は一切の責任を負わないこ

とに同意すること。 

（エ）要綱第１３条関係 

   ・茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成２３年茅ヶ崎市条例第５号)第２条第４号に規定す

る暴力団員等であると認められる者でないこと 

 

６  空き家の耐震診断、耐震改修工事及び修繕等が必要な場合の対応 

   ※修繕等とは建築物及びその敷地を維持していくために必要な補修を指します。 

   空き家の耐震診断、耐震改修工事及び修繕等は、空き家所有者が対応することを原則とし

ます。その他貸し出し前には空き家所有者の費用負担により原則として次に示す措置を行う

こととします。ただし、空き家利活等希望者の意向により措置不要として合意した場合はこ

の限りでありません。 

○家財道具の搬出、処分    

○破損・老朽化した襖、障子、畳等の張り替え 

○水回り（台所、風呂、トイレ等）のクリーニング 
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今後、必要に応じて本市において空き家の利活用に係る耐震診断や耐震改修工事の補助、

固定資産税の減免等を検討します。 

修繕等または除却を行なう場合は、国の「空き家対策総合支援事業」の活用を検討します。 

（平成３０年度以降の改修事業が対象） 

修繕等以外の空き家活用等希望者の希望による改修については、原則として空き家活用等

希望者の費用負担とします。 

 

７  制度運用の流れ 

制度運用のフローは、図２のとおりとします。また、図中の①～⑨の内容についての補足事

項は【制度運用にあたっての補足事項】によるものとします。 

 

図２ 制度運用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本合意  ※希望仲介業者がある場合 

情報提供 

（適宜） 

①空き家を使ってほしい 

「空き家所有者」 

①地域のために活動したい 

「空き家活用等希望者」（非営利団体） 

②「市都市政策課窓口」 

・相談内容の整理 

・空き家活用等マッチング制度の紹介 

 
関係機関・ 

団体へ 

相談 相談 

「住まいの相談窓口」の相談ルート 

④市からの情報提供 

（原則１回/月又は更新後） 

「市場に流通させたい」 

（売買・賃貸希望） 

 

③「空き家活用等マッチング制度」の活用 

・空き家所有者登録 

・空き家活用等希望者登録 

④市からの情報提供 

（原則１回/月又は更新後） 

「空き家所有者」 「空き家活用等希望者」 

⑤空き家所有者からの依頼 ⑤空き家利活用等希望者からの依頼 

不成立 ⑥市によるマッチング（必要に応じて数回） 

・当事者間顔合わせ・協議の場の設置 
【所有者・希望者・市】（３者） 

基本合意 

⑦協力団体に連絡 
（協力団体内で協力事業者選定） 

紹介 
⑦協力事業者仲介による当事者間の協議 

（宅地建物取引業者の立ち合い） 
【所有者・希望者・協力事業者（宅地建物取引業者）】

（３者） 

不成立 

不成立 

⑧賃貸借契約締結 

（宅地建物取引業者の立ち合い） 
【所有者・希望者・協力事業者（宅地建物取引業者）】

（３者） 

民間市場へ 

⑨協力事業者より市へ報告 

（必要に応じ、現地調査実施） 
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【制度運用にあたっての補足事項】 

 

①  「空き家所有者」、「空き家活用等希望者」（非営利団体）からの相談 

 ・受付は、茅ヶ崎市都市政策課窓口で行います。 

・「空き家活用等希望者」（営利団体または個人）からの相談は、現時点では本制度を

適用ではなく、②「市都市政策課窓口」における対応のとおりとします。 

 

② 「市都市政策課窓口」における対応 

・「２ 制度の趣旨」、「３ 制度の実施体制」の内容を相談者に周知します。 

・「市場に流通させたい」（売買・賃貸希望）の場合には、庁内関係課もしくは「住ま

いの相談窓口」協定締結団体（9 団体）につなぐこととします。 

 

③「空き家活用等マッチング制度」の活用（空き家物件登録及び空き家活用等希望者登録） 

・空き家所有者及び空き家活用等希望者が登録する内容は次の通りです。 

○空き家所有者：住所、アクセス、所有者情報（所有者数、続柄等）、面積（敷地面積、

延床面積）、用途、構造・階数、建築時期、空き家になった時期、耐震基準（旧耐震の

場合は耐震診断結果（ＩＷ値））、部屋数等、付帯物件、施設・設備等（水道、トイレ、

電気、ガス、風呂、洗面所、ガスコンロ、テレビ、エアコン、庭、駐車場）、補修の要

否、貸し出し条件（団体種別、用途、賃料、契約期間、借主による補修、市ＨＰ掲載の

可否、その他借主への要望）、連絡先・連絡方法 等 

○空き家活用等希望者：団体情報（団体名、住所、団体の目的・活動内容、連絡先）、空

き家活用の用途、希望する空き家の条件（賃料、場所、活動に必要な部屋数等、階層、

活動に必要な施設・設備、建物の耐震構造（旧耐震の可否）、契約期間、連絡方法、市

ＨＰ掲載の可否、借主負担による補修意向 等 

・空き家所有者及び空き家活用等希望者の登録にあたっては次の内容について要綱に基づき

記載した誓約書を提出します。 

○登録した空き家や団体情報を登録者に情報提供すること及び市ＨＰで公表すること、宅

地建物取引業者立ち合いによる契約を締結することができること、契約締結後は契約内

容に関して市は一切の責任を負わないこと、契約締結に至った場合は市のＨＰにマッチ

ング事例として公表すること 等 

・登録にあたって、茅ヶ崎市職員は次の事項を図面・現地訪問・その他必要書類等により確

認します。 

○建物の建築年、老朽化が著しくないか、耐震診断結果（ＩＷ値）等 

・登録にあたって、希望賃料の設定ができない又は市場の家賃を参考にしたい等の空き家所

有者に対しては、事前に協力事業者（宅地建物取引業者）が現地訪問等により、相場賃料

に関する情報提供を行います。 

・初回の空き家登録後２年を経過した場合、登録抹消（必要に応じて再登録可）します。 
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・その他空き家所有者及び空き家活用等希望者の登録要件については、「５ 登録要件」を

参照してください。 

 

④市からの情報提供 

・毎月１回又は月に空き家活用等マッチング制度登録台帳が更新されない場合は更新され次

第、登録者（空き家所有者・空き家活用等希望者）に電子メール等で情報提供します。 

・許可を得た方については登録内容を市ＨＰで公表します。 

 

⑤空き家所有者・空き家活用等希望者からのマッチング依頼 

・空き家所有者・空き家活用等希望者からマッチングの依頼を受けた場合には、市が当事者

間顔合わせ・協議の場の設置の段取りを行います。（必要に応じて数回行います） 

 

⑥市によるマッチング 

・基本合意を得る前に、空き家所有者立ち合いの下で空き家活用等希望者は空き家の現地確

認を行います。 

・大規模な修繕を行なう場合は、国の「空き家対策総合支援事業」の活用を検討します。 

ただし、国の「空き家対策総合支援事業」を活用する場合は市の持ち出しが発生するため、

第４次実施計画の関係上、平成３０年度以降の事業が対象であるほか、用途、時間に制約

があり、必ずしも予算が取れるものではないため、市民に説明する際に当たっては留意す

ること。 

・何をもって基本合意が得られたかの確認は、次の事項を判断材料とします。 

○用途に対する空き家所有者・空き家活用等希望者双方の合意、耐震診断結果（ＩＷ値）

に対する空き家活用等希望者の合意、修繕が必要な場合の修繕内容に対する空き家所有

者・空き家活用等希望者双方の合意 等 

 

⑦協力事業者仲介による当事者間の協議 

・当事者間の協議にあたっては、市が協定を締結した協力団体が選定した協力事業者の仲介

によるものを原則とします。ただし、空き家所有者・空き家活用等希望者が既存の取引が

ある等、仲介を希望する宅地建物取引業者が別にある場合、双方の合意が得られた場合に

のみ希望する宅地建物取引業者による仲介を行うことができることとします。 

・協力団体による協力事業者選定にあたっては、（公社）神奈川県宅地建物取引業協会湘南

支部又は（公社）全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部のどちらに依頼するかは空き家

所有者・空き家活用等希望者双方の希望を踏まえて市が決定します。 

・協力団体は、茅ヶ崎市の空き家マッチング制度の趣旨・制度内容に賛同している会員を事

前に協力事業者として登録し、地域等を考慮した上で協力事業者を選定することとします。 
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⑧賃貸借契約締結 

・登録される空き家は市場に流通しない住居であり、老朽化等により賃料が低いことが想定

されるため、賃貸借契約締結の手数料は賃料の１か月分とし、空き家活用等希望者が負担

することとします。また、礼金は設定せず、敷金は賃料の１か月分とします。 

 

⑨その他 

・空き家活用等マッチング制度は、空き家の市場への流通を妨げるものではありません。 

そのため活用等希望者や宅地建物取引業者との協議等を通じて、どの時点でも市場に流通

させることができます。ただし、制度における物件登録を取り消さずに市場へ流通させる

こと（不動産業者を通じた賃貸・売買の募集等）は禁止とします。 

 

８ 庁内関係課及び協力団体の役割 

庁内関係課及び協力団体の役割は表１のとおりです。なお、庁内関係課が空き家登録希望者や

空き家活用等希望者から相談を受けた場合、全て都市政策課につなぐこととします。 

表１ 庁内各課及び関係団体の役割 

 課名・団体名 役 割 

庁

内

関

係

課 

都市部 都市政策課 ・窓口の開設・運営（「住まいの相談窓口」を活用する） 

・空き家活用マッチング制度の周知・広報 

・空き家所有者・空き家活用等希望者の登録手続き 

・空き家所有者・空き家活用等希望者への情報提供（毎月１回） 

・基本合意までの協議の場へのアドバイザーとしての参加 

環境部 環境保全課 ・所管している業務を通じて把握した空き家所有者・空き家活用

等希望者に対する制度の周知 消防本部 予防課 

都市部 建築指導課 

その他の課 ・所管している業務を通じて、非営利団体の活動の意向等を把握

し、空き家活用が適していると思われる場合は、団体に制度を

紹介 

協

力

団

体 

（公社）神奈川県宅地

建物取引業協会湘南支

部 

【協力団体の役割】 

・各団体内での協力事業者（宅地建物取引業者）の登録 

・要請があった場合の協力事業者の選定・紹介 

 

【協力事業者の役割】 

・現地訪問等による査定を行った上での、相場賃料の情報提供 

・基本合意が得られた案件の当事者間の交渉への立ち合い・調整 

 

【協力団体・協力事業者双方の役割】 

・制度の周知（ポスターの掲示、ＨＰでの紹介、既存取引のある

所有者への紹介等） 

（公社）全日本不動産

協会神奈川県本部湘南

支部 
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問い合わせに対するＱ＆Ａ  ＜参考資料＞ 

 

１制度に関する質問 

Ｑ１ 空き家活用等マッチング制度とはどんな制度ですか？ 

Ａ 「市場に流通していない」又は「市場にでの借り手のつかない」空き家を地域貢献活動に活用

することで、空き家の解消と地域の活性化を図ることを目的として、空き家の利活用を望む空き

家所有者と活動の場が不足している空き家活用等希望者（非営利団体）のニーズをマッチングす

る制度です。 

Ｑ２ 登録に費用はかかりますか？ 

Ａ 登録自体に費用はかかりません。ただし、協力事業者（宅地建物取引業者）の仲介により契約

締結した段階で、空き家活用等希望者は１か月分の賃料を仲介手数料として協力事業者（宅地建

物取引業者）に支払う必要があります。 

Ｑ３ 空き家の情報や利活用希望団体の情報・利活用希望内容はどこで見られますか？ 

Ａ 茅ヶ崎市のＨＰで公表しています。ただし、ＨＰ公開を不可としている方もいる場合がありま

すので、都市政策課にお問い合わせください。 

Ｑ４ どうやって賃貸借契約を結ぶのですか？  

Ａ４ 不動産業者の仲介による契約となります。茅ヶ崎市は公益社団法人神奈川県宅地建物取引業

協会湘南支部及び公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部と協定を結んでいる

ので、これらの協定団体の推薦する協力事業者（宅地建物取引業者）が仲介します。 

Ｑ５ 空き家活用等希望者を選ぶこと（断ること）も可能ですか？  

Ａ５ 空き家所有者、空き家活用等希望者双方の合意により賃貸借契約を締結するため、空き家活

用等希望者を選択することは可能です。空き家活用等希望者に対する希望条件がある場合、登録

調査票に記載をお願いします。 

Ｑ６ 登録後はどのような手順になるのですか？  

Ａ６ 市は空き家活用等希望者と空き家所有者とのマッチングを行います。空き家活用等希望者（又

は空き家所有者）から希望があった（希望がある）場合、空き家活用等マッチング制度利用申

込書（様式第８号）を市に提出していただきます。市担当者より空き家所有者（又は空き家活

用等希望者）へ連絡しマッチングの日程を調整させていただきます。基本合意に至った場合に

は協力事業者（宅地建物取引業者）の仲介により交渉・契約を行っていただきます。 
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２空き家所有者からの質問 

Ｑ１ 登録ができるのはどのような空き家ですか？ 

Ａ１ 登録できる空き家の要件は以下のとおりです。 

① 茅ヶ崎市内に所在する「一戸建て住宅」で、登録時点で建物が全て使用されていないこ

と 

② 老朽化が著しくないこと 

③ 旧耐震基準の空き家については耐震診断及び耐震改修工事が実施されていること 

④ 登録後２年以内に売却・賃貸予定のないもの 

⑤ 不動産業者等を通じて営利目的での売却・賃貸の募集を行っていないこと 

Ｑ２ 登録にあたって空き家の所有者の要件はありますか？  

Ａ２ 登録できる空き家の所有者の要件は以下のとおりです。 

① 現に空き家を所有していること。（所有者が複数の場合は所有者全員の委任状が必要）  

② 空き家所有者本人又は代表者等が本事業の空き家登録に同意していること 

③ 空き家を公共目的で活用しようとしていること。 

④ 登録時点において不動産業者を通じて営利目的での売却・賃貸の募集を行っていな 

いこと 

⑤ 茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度に登録後２年以内に売却・賃貸の募集を行わない

こと 

⑥ 所有する空き家を茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度に登録後、２年間の期間におい 

て空き家活用等希望者と合意し、契約締結できなかった場合、登録した空き家の登録抹消

（必要に応じて再登録可）に同意すること。 

⑦ 本事業の実施において知り得た物件情報等を情報提供者の許可なく本事業以外の目的で 

使用しないこと 

⑧ 活用等希望者と合意し、契約締結する場合、茅ヶ崎市は一切の責任を負わないことに同 

意すること。 

⑨ 茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成２３年茅ヶ崎市条例第５号)第２条第４号に規定する暴力 

団員等であると認められる者でないこと 

⑩ その他、制度の運用上のルールに同意すること。 

Ｑ３ 空き家活用等マッチング制度に登録するにはどんな提出物が必要ですか 

Ａ３ 茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度空き家所有者登録調査票（様式第２号）、茅ヶ崎市空

き家活用等マッチング制度誓約書（様式第３号）、空き家の位置図、空き家の間取り図、耐震

診断報告書及び耐震改修工事を実施したことが分かる書類（旧耐震物件のみ）、所有者が複数

人の場合は全員の委任状を提出していただきます。 

Ｑ４ 物件の所在地は茅ヶ崎市内ですが、茅ヶ崎市外に住んでいます。空き家の登録はできますか？ 
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Ａ４ 所有者はＱ２の要件を満たしていれば、茅ヶ崎市民以外でも空き家の登録は可能です。ただ

し、空き家活用等希望者との協議や物件見学の立ち合い等で茅ヶ崎市にお越しいただく必要が

あります。 

Ｑ５ 空き家活用等希望者に売却は可能ですか？ 

Ａ５ 空き家活用等希望者と空き家所有者の合意がなされた場合には、売却を妨げることはありま

せん。ただし、本制度は賃貸での利用を想定して設計されている制度です。 

Ｑ６ 物件登録の際、希望賃料をいくらにすればよいのかが分からないので、賃料の相場を教えて

もらえませんか？ 

Ａ６ 賃料の設定に迷われている方には、協力事業者（宅地建物取引業者）が現地訪問等により査

定を行い、相場価格について情報提供しますので、希望賃料の参考にして下さい。 

Ｑ７ 物件登録後、どれくらいで活用等希望者が見つかり、契約できますか？ 

Ａ７ 空き家活用等マッチング制度は、空き家所有者・空き家活用等希望者双方のニーズがマッチ

しなければ、契約には結びつきませんので、制度への登録は空き家活用等希望者による活用を

約束するものではありません。 

Ｑ８ かなり古い空き家なのですが登録できますか？ 

Ａ８ 登録の申請後、市で空き家の現地調査を実施し安全に活用が出来ないと判断した場合は登録

をお断りすることがあります。 

Ｑ９ 賃貸する際、家財道具が残っていてもよいですか？ 

Ａ９ 空き家活用等希望者の意向によっても異なりますが、原則家財道具を残したまま貸し出すこ

とはできません。 

Ｑ10 両親の所有している建物を、空き家活用等マッチング制度に登録することは可能ですか？  

Ａ10 原則、空き家所有者からの申請が必要です。なお所有者から委任状を受けた場合には申請可

とします。 

Ｑ11 空き家と土地の共有者が他にいる場合でも、登録することは可能ですか？  

Ａ11 空き家、土地（空き家の建っている）の共有者全員の同意があれば登録可能です。委任状の

提出による対応も可とします。 

Ｑ12 空き家が未登記ですが登録できますか？  

Ａ12 空き家が未登記の場合は登録できません。 
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Ｑ13 相続した空き家で、まだ所有権の移転登記をしていませんが登録できますか？  

Ａ13 所有権の移転登記が済んでいない場合は、登録できません。  

Ｑ14 抵当権や質権が設定されている物件でも登録できますか？  

Ａ14 登録可能です。 

Ｑ15 空き家活用等マッチング制度に登録すると市が空き家の管理をしてくれるのでしょうか？  

Ａ15 空き家活用等マッチング制度に登録されても市が空き家の清掃等の維持管理を行うわけでは

ありません。マッチングが成立するまで所有者の方が管理していただきますようお願いしま

す。 

Ｑ16 建物を勝手に改修されたりしませんか？  

Ａ16 契約書には、空き家所有者の承諾を得ずに行う建物の増築、改築、改修等の禁止を記載する

ことができます。また空き家所有者の意志によって、特約事項に加えることも可能です。 

Ｑ17 空き家の固定資産税、火災保険料は利用者が納付してくれるのですか？  

Ａ17 固定資産税は、空き家の所有者に対して課税されるため、納税義務者は空き家所有者となり

ます。火災保険料も同様に空き家所有者の負担となります。 

 

３空き家活用等希望者からの質問 

Ｑ１ 空き家活用等希望者として登録できるのはどんな人ですか？ 

Ａ１ 登録できる活用等希望者の要件は以下のとおりです。 

① 非営利団体であること 

② 空き家活用等マッチング制度の趣旨・ルールに同意すること 

③ 非営利団体としての活動状況等運営管理体制の概要が確認できること 

④ 活用等するにあたり法に抵触する行為を行わないこと 

⑤ 空き家の活用目的、内容等を記した事業計画等を策定すること 

⑥ 近隣住民へ配慮した事業の推進を図ること 

⑦ 持続可能で地域の活性化を図る取り組みができること 

⑧ 茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成２３年茅ヶ崎市条例第５号)第２条第４号に規定する暴力

団員等であると認められる者でないこと 
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⑨ 空き家所有者と合意し、契約締結する場合、茅ヶ崎市は一切の責任を負わないことに同意す

ること 

⑩活用する建物や敷地等の維持管理に努めること 

Ｑ２ 空き家活用等希望者として登録する前に、現地で物件を見ることは可能ですか。 

Ａ２ 登録していない空き家活用等希望者を登録物件に案内することはできません。空き家活用等

マッチング制度に登録いただければ、空き家所有者との基本合意前までに現地を案内すること

ができます。 

Ｑ３ 実際に登録できる活用内容にはどのようなものがありますか？ 

Ａ３ 非営利団体の事業計画に則った活用内容であれば、特に制限はありません。制度設計時点で

は、以下の活用内容を想定しています。 

○地域の子育てママや高齢者の支援（サロン、交流、食事提供、子育て教室、介護予防を目的と

した各種教室 等） 

○地域の自治体活動の支援（自治会館としての活用、各種会議の開催場所としての活用） 

○子どもの生活・教育支援（小学生や不登校児を対象とした勉強指導、子どもの遊び場の提供） 

なお、空き家所有者については登録時にどのような活動内容ならば貸しても良いか申告してい

ただいておりますので市ＨＰをご確認いただくか、都市政策課にお問い合わせください。 

Ｑ４ 登録されている物件を見たところ、活用に必要な設備が整っていません。空き家活用等希望

者の費用負担で設備改修はできますか？ 

Ａ４ 修繕は原則空き家所有者が行うこととしています。ただし修繕以外の「活用に必要な設備の

整備」等については、空き家所有者の同意が得られた上で、空き家活用等希望者の費用負担で

行うことができます。 

Ｑ５ 空き家活用等マッチング制度に登録するにはどんな提出物が必要ですか？  

Ａ５ 茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度活用等希望者登録調査票（様式第１号）、茅ヶ崎市空

き家活用等マッチング制度誓約書（様式第３号）、設置目的・活動内容を記載した書類、空き

家の活用目的・内容等を記した事業計画等を提出していただきます。 

Ｑ６ 直接交渉したいので、空き家所有者連絡先を教えてほしいのですが？  

Ａ６ 空き家所有者情報は、空き家活用等マッチング制度に利用登録した人以外にはお教えできま

せん。 
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No

調査日

調査者

調査区域 用途地域種別

住所

最寄駅 距離（徒歩時間）

建物の種類 １．一戸建住宅

構造 １．木造 ３．不明

階数（地上のみ） １．1階建 ３．3階建以上

接道（間口） １．2m未満 ３．4m以上

隣接道路幅員 １．2m未満 ３．4m以上

駐車スペース １．なし ３．2台以上

１．外観不良

※複数回答可

２．外壁

３．落下物

５．門扉 １．あり（破損なし） ３．なし

６．塀 １．あり（破損なし） ３．なし

８．ゴミ・投棄有無 １．可燃ゴミが主 ３．可燃・不燃混在

９．ゴミの量 １．ごみ収集袋で数袋 ３．粗大ゴミあり

10．害虫 ２．発生が予見される水溜り等がある

11．悪臭

12．窓ガラス

13．現況写真撮影

理由
⑤判定

１．老朽化が著しくない

２．老朽化が著しい

１．あり ２．なし

１．実施（敷地全体・建物近景） ２．未実施（理由：　　　　　　　　　　　　　）

14．その他特記事
項（所感等）

１．破損している ２．破損していない

２．不燃ゴミが主 ４．ほぼなし

２．ごみ収集袋で大量 ４．ほぼなし

１．コバエ等の発生が見られる ３．なし

２．あるが破損している ４．その他（　　　　　）

７．雑草、庭木の
　　繁茂

１．手入れあり ２．敷地内に繁茂

３．接道や隣地に、はみだして繁茂 ４．敷地内になし・その他（　　　　　　　　　　）

４．雨戸

１．全部が締め切り ２．一部が締め切り

３．全部が開放されている ４．雨戸なし

２．あるが破損している ４．その他（　　　　　）

７．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．汚れ・破損が多く、全面的修繕が見込まれる ２．汚れ・破損があるが、一部修繕で対応可能

３．ほとんど汚れ・破損がなく、修繕がいらない ４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．あり（　　　　　　　　　） ２．落下のおそれがある（　　　　　　　　　　　） ３．なし

②その他情報（参考）

１．特に目立った外観不良なし ２．屋根の一部に破損がみられる

（外壁・落下物・
窓以外）

３．塀や柵が道路・隣地側に傾いている ４．バルコニーや窓台、物干しに破損がみられる

５．明らかに建物か土台が傾いている ６．明らかに現在のままでの建物利活用は不可能

２．2m～4m未満 ４．その他（　　　　　）

２．1台 ４．その他（　　　　　）

２．非木造 ４．その他（　　　　　）

２．2階建

２．2m～4m未満 ４．その他（　　　　　）

茅ヶ崎市

　　　km（　　　分）

２．店舗併用住宅 ３．集合住宅（全室空き室）、長屋

空き家活用等マッチング制度現地調査表
①基本情報　　＜該当する項目に○＞

別紙 



 

  
平成２７年度に実施した空き家所有者アンケート調査において、空き家を条件等により貸

し出してもよいと回答いただいた方を対象として、茅ヶ崎市「空き家活用等マッチング制

度」の制度設計の参考資料とするため追加のアンケート調査をを実施しました。 
  
  
  

９７件 
•平成２７年茅ヶ崎市空き家実態調査において条件等により利活用の意向持つ９７件に対し実施 
•平成２８年１０月２６日発送、平成２８年１１月１１日期限 

９４件 
•茅ヶ崎市で空き家が解消された事実を確認できた３件を除く９４件に送付 

５９件 
•アンケート回答件数５９件（回答率６２．７％） 
•平成２８年１１月２１日現在 

資
料

２
－
３

 



95% 

5% 

問１ 前回アンケート調査以降現在の空き家

の状況 
１所有している ２所有していない ３その他 

59件 
（56件） 

（53件） 

16% 

46% 

38% 

問２ 「空き家活用等マッチング制度」の 
利用意向 

１利用意向がある 
２条件等により利用意向がある（制度の内容等） 
３利用意向がない 

56件 

（9件） 

（26件） 

（21件） 

12% 

76% 

12% 

問３ 活用希望者に空き家を貸し出す際の活

動内容の条件 
１どのような団体でも貸し出す意向あり 
２活動の趣旨・用途に合意できれば貸し出す意向あり 
３貸し出す意向なし 

（4件） （4件） 

（26件） 59件 

10% 

11% 

11% 

10% 

11% 
11% 

8% 

9% 

7% 

6% 
6% 

問４ 空き家を貸し出す意向のある市民活動

団体等の用途・活動（複数回答） 
１集会施設（高齢者、障害者、子育てママ） 
２高齢者・障害者のたえの教室 
３介護相談施設 
４自治会の集会施設 
６子育て支援施設 
７保育施設（学童含む） 
８子供の学習指導・社会教育施設 
１０宿泊施設 

115件 
（重複有） 

（11件） 

（12件） 

（13件） 

（12件） 

（13件） 

（7件） 
（7件） 

（8件） 

（10件） 

（9件） 

（13件） 



7% 

18% 

46% 

29% 

問５ 市民活動等に貸し出す場合の賃貸借

の希望契約期間 

１.半年間 ２.１年間 ３.２年間 ４.２年以上 

28件 

（5件） 

（2件） 

（8件） 

（13件） 

3% 

28% 

69% 

問６ 市民活動団体に貸し出す場合の１か月

当たりの賃料 １.無料 
２.１万円未満 
３.３万円未満 
４.５万円未満 
５.間取り、設備、立地等の諸条件を考慮した市場並みの家賃 
６.間取り、設備、立地等の諸条件を考慮した市場より高い家賃 

29件 

（1件） 

（8件） 

（20件） 

26% 

33% 

15% 

26% 

問７ 「空き家活用等マッチング制度」利用時

の借主に引き渡す際の貸主の費用負担で対

応できる範囲（あてはまる回答すべて） 
１家財道具の搬出 
２破損・老朽化した襖、障子、畳等の張り替え 
３水回りのクリーニング 
４費用負担不可 

39件 
（重複有） 

（10件） 

（13件） 

（10件） 

（6件） 77% 

23% 

問８ 「空き家活用等マッチング制度」利用に

あたり借主負担で軽微な改修を認めるか 

１事前に合意が得られれば認める 
２現状復旧して返却できるなら認める 
３認めない 

31件 

（24件） 

（7件） 



26% 

48% 

26% 

問９ 「空き家活用等マッチング制度」利用を

希望される所有者の情報を市民活動団体等

に公開できる範囲 
１市のホームページで掲載可 
２活用を希望する市民活動団体のみ公開可 
３公開不可 

（15件） 

（8件） （8件） 

31件 

77% 

10% 

13% 

問１０ 所有する空き家の耐震基準・耐震診

断等 
1旧耐震基準（昭和５６年以前の建築） 
２現行耐震基準（耐震改修実施済み含む） 
３わからない 

（23件） 

（4件） 

（3件） 

30件 

5% 

95% 

問１１ 問１０で「１．旧耐震基準」と回答され

た方の耐震診断の実施有無 

１耐震診断実施済み ２耐震診断未実施 

22件 
（21件） 

（1件） 

29% 

67% 

4% 

問１２ 問１１で「２．耐震診断未実施」と回答さ

れた方の耐震診断実施の可否 
１全額自己負担でも意向あり 
２市からの支援があれば意向あり 
３自己負担が発生する場合は意向なし 
４意向なし 

24件 

（7件） 

（16件） 

（1件） 



29% 

59% 

12% 

問１３ 問１０で「２．現行耐震基準（耐震改修

実施済み含む）」と回答外の耐震改修工事実

施の可否 
１全額自己負担でも意向あり 
２市からの支援があれば意向あり 
３自己負担が発生する場合は意向なし 
４意向なし 

17件 

（10件） 

（2件） 

（5件） 



協定団体からの修正点

番号 団体名 ご意見・修正内容 理由 対応

1
公益社団法人 神奈
川県宅地建物取引
業協会 湘南支部

・不動産業者が業としてなりたたないのではないか
・説明会を開いて役員に内容を把握しないと賛同事業者は現れ
ないかもしれない（事務局意見）
（協力事業者に内容照会中、１２月１２日現在問い合わせなし）

・家賃が市場より安いこと
が想定されるため、社会
貢献の一環と考えていた
だきたい旨説明。
・説明会を開催いたしま
す。（１月中で日程調整
中）

2
公益社団法人 全日
本不動産協会 神奈
川県本部 湘南支部

特になし

資料２－４  



茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度 

創設のお知らせ 
 

 

 

 

 

 

【制度の概要と実施体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 茅ヶ崎市 

「住まいの相談窓口」 

（都市政策課） 

空き家の登録 

②相談 

（空き家登録） 

③相談 

（活用希望登録） 
空き家活用マッチング制度 

活用希望の登録 

利用希望者

の情報提供 

空き家の 

情報提供 

設定 

④協議の場の設置 

（賃料、修繕等） 

※当事者間での協議を原則とす

るが、茅ヶ崎市職員がアドバ

イザーとして立ち会う 

空き家所有者 空き家活用等希望者 

協力 ⑤交渉・契約の締結 

※交渉・契約の締結には茅ヶ崎

市は関与せず、必要に応じて

宅地建物取引業者が仲介を

行う 

宅地建物取引業者 

※協定を結んだ団体の会員 

基本合意 

問い合わせ先 
受付場所：茅ヶ崎市役所 本庁舎３階 都市部 都市政策課 

（茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号） 

受付時間：月～金曜日（祝日・年末年始を除く）8:30～17:00 

電話：0467-82-1111（内線 2344） FAX：0467-57-8377 

メールアドレス：toshiseisaku@city.chigasaki.kanagawa.jp 

茅ヶ崎市では、空き家を地域の資源と考え、「市場に流通していない空き家や借り手のつかな

い空き家等の所有者」と「地域等の活性化や課題解決を図りたいと考える空き家活用等希望

者」をつなぐ事により地域の活性化を図ることを目的として、「茅ヶ崎市空き家活用等マッチング

制度」を創設します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【空き家活用のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【誰も居住していない空き家】        【地域活性化に向けた空き家の活用】 

◆登録できる空き家の要件 

（所有者の要件） 

・登記済みの空き家の所有者であり、空き

家活用等マッチング制度のルール等に同

意することが条件となります 

（建物の要件） 

・茅ヶ崎市内にある「一戸建て住宅」で建

物が全て使用されておらず、大規模な修

繕が無くても活用できること 

・営利目的での売却・賃貸の募集を行って

おらず、登録後２年以内に売却・賃貸予

定が無い空き家          等 

◆登録できる空き家活用等希望者の要件 

（活動団体の要件） 

・茅ヶ崎市内の非営利団体であり、空き家

活用等マッチング制度のルール等に同意

することが条件となります 

※個人での活用はできません 

（活動の要件） 

・持続可能で地域の活性化を図る取り組み

であり、法に抵触せず、近隣住民に配慮

した活動であること 

・その他、活動する建物や敷地等の維持管

理に努めること          等 

◆制度の開始時期：平成２９年１月２５日～ 

◆制度の運用に関するルール 

・空き家所有者と空き家活用等希望者の間で基本合意が得られた場合、茅ヶ崎市が協定を締結し

ている、以下の２団体の会員企業に契約締結の協力を依頼することが可能です。 

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会湘南支部 

（公社）全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部 

・「茅ヶ崎市空き家活用等マッチング制度」に登録できる空き家や希望者の要件は以下の通りです。

詳細については、下記ＨＰを参照下さい。 

ＵＲＬ：http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/machidukuri/1018706/index.html 
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