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空き家のマッチング促進に向けた官民連携に関する考察

－民間の空き家ビジネスに着目して－

A study on the public-private partnerships to promote matching of vacant houses 
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In Japan, the number of vacant house businesses by the private sector is increasing. The aim of this study is to clarify 
the actual situation of the vacant house business by focusing on matching sites, and to clarify the possibility of 
public-private cooperation to promote the matching of vacant houses. Firstly, we analyzed the characteristics of the 
matching sites and found a diversity in terms of the target area, the scope of business. In addition, through the case 
studies of matching sites with public-private partnerships, public-private partnerships can complement each other in 
addressing the issues of municipal vacant house banks and private vacant house matching sites, and are expected to 
improve the problem of vacant houses and revitalize local communities. 
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1．はじめに 

全国各地で空き家問題が深刻化している。住宅・土地統計調査

(2018年)によると、日本の総住宅数6240万7千戸のうち空き家

は 848 万 9 千戸、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は

13.6％と過去最高となった 1)。この問題に対して、全国で空き家

バンクの設置や、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行

(2015年)、多くの自治体での空き家条例の制定などの対策がとら

れてきた。しかし、空き家バンクについては、登録物件の確保や

法律に関わる制約、空き家所有者・利用者・空き家バンクを運営

する自治体のミスマッチといった課題があり 2)、そもそも空き家

バンクが設置されていない地域もあるのが現状である。 

 一方で、近年、民間企業による空き家ビジネスが増加している。

マッチング事業だけでなく、サブスクリプションやクラウドファ

ンディングを利用した空き家活用が登場し、民間ならではの新た

な視点で柔軟な施策を打ち出している。官民で連携し、新たな空

き家活用に取り組む事例も出てきている。 

 自治体における空き家対策に関する既往研究は多く、例えば空

き家バンクの実績に関する研究 2)や各自治体の施策の実態と評

価に関する研究 3)4)がある。また官民連携についてはランドバン

クの事例研究 5)がある。しかし、民間の空き家ビジネスを対象と

した研究は少ない。 

本稿では、民間のマッチングサイトに着目して空き家ビジネス

の実態を明らかにし、空き家のマッチング促進に向けた官民連携

の可能性について明らかにすることを目的とする。 

 研究の方法として、まず新聞記事検索から抽出された空き家の

マッチングサイトを対象に特徴を把握する(2 章)。次に、ビジネ

スの対象エリアに着目して官民連携を行っている 2 事例を対象

にケーススタディを行い、官民連携の実態と課題を明らかにする

(3 章)。そして、空き家問題の解決に向けた官民連携の可能性に

ついて考察し(4章)、本研究で得られた知見をまとめる(5章)。 

2．民間の空き家ビジネスの特徴 

2-1. 対象の選定 

空き家のマッチングを行う民間のウェブサイトは多く存在す

るが、本研究では、一定の成果を挙げていると考えられるサイト

を抽出するため、特定のキーワードで新聞記事検索を行い(1)、分

析対象を選定した。選定したマッチングサイトの概要を表-1 に

示す。 

マッチングサイトによって、対象とする物件(クラウドファン

ディング型、古民家・店舗専門)、物件登録数、価格帯、オプシ

ョナルサービス(空き家再生プロデューサーなど人材育成プログ

ラムや空き家再生のための講座など)に違いがみられる。また、

明るく親しみやすいサイトデザインや、印象的な紹介文によって

物件情報を掲載しているものが多い傾向にあった。 

2-2. マッチングサイトの特徴と類型化

表-2 に、分析対象サイトを、対象エリア、業務範囲、利用目

的および用途の指定、行政との連携に着目して類型化したものを

示す。 

エリアに着目すると、全国を対象に事業展開しているもの(全

国型)と、地域に密着したビジネス(地域密着型)に分けられる。 

運営の業務範囲に着目すると、「物件掲載・マッチングのみ」「物

件掲載・マッチング・契約・引渡し」「その他」に分類される。

「物件掲載・マッチングのみ」のサイトでは、マッチング完了後、

当事者同士で専門の業者を探し商談を進めることとなる。「物件

掲載・マッチング・契約・引渡し」のサイトでは、家の引き渡し

までを宅地建物取引士等の専門業者が案内し、宅地建物取引業法

で定められた仲介手数料に従って料金が発生する仕組みとなる。 

利用目的・用途については、「(利用目的・用途)指定あり」「指 
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【表-1】マッチングサイトの概要 

サイト名(運営主体) 開始時期 事業内容 

山形第一不動産6) 

((有)山形第一不動産) 

2004年 山形県内を中心に、宅地分譲開

発、不動産売買・賃貸、管理等を

行っている。 

家いちば7) 

(家いちば(株)) 

2015年10月 物件掲示板を通して、売主・買主

が直接商談をし、空き家の売買を

行う。 

ハロー！ 

RENOVATION8) 

((株)エンジョイワークス) 

2017年2月 空き家・遊休不動産の利活用に関

するまちづくりクラウドファン

ディングを実施。 

カクチョー不動産9) 

(カクチョー不動産) 

2017年2月 新潟県加茂市を中心に、空き家や

空き地の情報を掲載。 

雲仙アキナビ10) 

(雲仙市商工会) 

2018年1月 空き店舗を専門とし、雲仙市に創

業移住したい人を支援。 

LIFULL HOME’S空き

家バンク11) 

((株)LIFULL) 

2018年4月 全国の空き家、農地付空き家、店

舗付空き家、公的不動産等を取り

扱う。 

空き家ゲートウェイ12) 

(YADOKARI(株)・(株)

空き家カンパニー) 

2019年7月 「100円」or「100万円」物件のみ

を取り扱う。 

全国古民家再生協会13) 

((一社)全国古民家再生

協会) 

不明 古民家専門サイトとして、マッチ

ング事業だけでなく、独自の人材

育成制度を設ける。 

(各ウェブサイトより著者作成) 

 

定なし・自由・アイディア募集型」「記載なし」に分類された。

「指定あり」では居住用・店舗用・事務所用など利用目的が絞ら

れている。また、利用者から物件の活用方法のアイディア募集を

行いその後の用途を決めるアイディア募集型もみられる。 

 行政との連携については、有無について明記されているサイト

は少ないが、「連携あり」のサイトでは、自治体の魅力を発信し

たり、セミナーやイベントなど自治体と密着した活動が行われて

いる例がある。 

 

3. 官民連携のケーススタディ 

 本章では、2章で分析対象としたマッチングサイトのうち個別

の自治体との連携が確認できたものを取りあげて、取り組み内容

や成果と課題についてケーススタディを行う。空き家の実態や取

り組みは自治体によって異なることが考えられ、民間ビジネスと

しても、対象エリアの違いによって官民連携のあり方も異なるこ

とが想定される。そこで、2-2の対象エリアにおける全国型から

1事例(空き家ゲートウェイ)、地域密着型から1事例(雲仙アキナ

ビ)を選定し、ウェブサイトから得られる情報の分析に加え、対

面もしくは書面によるインタビュー調査を行った(2)。 

3-1. 空き家ゲートウェイ 

(1)  連携の経緯と内容 

1) 連携の経緯 

 空き家ゲートウェイでは、福島県国見町、長野県中野市と連携 

【表-2】マッチングサイトの類型化 

対象エリア 

全国型 地域密着型 

・空き家ゲートウェイ 

・ハロー！RENOVATION 

・全国古民家再生協会 

・家いちば 

・LIFULL HOME’S空き家バンク 

・カクチョー不動産(新潟県) 

・雲仙アキナビ(長崎県雲仙市) 

・山形第一不動産(山形県) 

運営の業務範囲 

物件掲載・マッチン

グ・契約・引渡し 

物件掲載・マッチングのみ その他(マッチング

形態が異なるもの) 

・カクチョー不動 

産 

・山形第一不動産 

・家いちば 

・空き家ゲートウェイ 

・全国古民家再生協会 

・雲仙アキナビ 

・LIFULL HOME’S 空き家

バンク 

・ハロー！ 

RENOVATION 

(クラウドファン

ディング型) 

利用目的・用途の指定 

指定あり 指定なし・自由・アイ

ディア募集型 

記載なし 

・山形第一不動産 

・雲仙アキナビ 

・LIFULL HOME’S 

空き家バンク 

・空き家ゲートウェイ 

・ハロー！

RENOVATION 

・全国古民家再生協会 

・カクチョー不動産 

・家いちば 

行政との連携 

連携あり 連携なし 

・空き家ゲートウェイ 

・全国古民家再生協会 

・雲仙アキナビ 

・LIFULL HOME’S空き家バンク 

・ハロー！RENOVATION 

・カクチョー不動産 

・山形第一不動産 

・家いちば 

(著者作成) 

 

した取り組みを行っている。 

 国見町は、株式会社空き家カンパニーと空き家対策連携協定を

結んでおり、同社が運営している空き家ゲートウェイを活用した

(3)。中野市は、担当者が空き家ゲートウェイのサイトを見て関心

を持ち、連絡をしたところ、YADOKARI株式会社の担当者が中

野市の隣の長野市出身であり、縁を感じて連携に至ったという(4)。 

2) 連携内容 

 自治体内の流通が難しい空き家をターゲットに、空き家ゲート

ウェイを使って掲載・マッチングを行い、移住者、空き家を活用

して地方での事業展開を検討する人をソーシングするケースが

多い。YADOKARI株式会社としての役割は、空き家ゲートウェ

イの自治体特設ページを作り導入を行い、広告掲載・マッチング

プラットフォームの運営を行っている。自治体側は、市内・町内

への空き家ゲートウェイのPR、所有者の掘り出し、調査等を行

っている(5)。 

(2) サイトの概要と利用状況 

1) サイトのコンテンツ・特徴 
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 空き家ゲートウェイでは、「空き家の100均物件」として、「100

円物件」と「100万円物件」の2つの金額帯に絞り、物件情報を

掲載している。古い物件や立地が悪い物件でも、魅力的なキャッ

チコピーや活用方法の提示により、その物件の良い部分を引き出

す工夫がされている。また、サイト内のサービスとして、プロの

大工や設計士に相談・問い合わせが出来るコンテンツや、世界中

の空き家活用事例を紹介し、新たな活用法の提示を行っている等

の特徴がある。 

2) サイトの利用状況 

 空き家ゲートウェイの平均ページビュー数は月間30万であり、

ユーザー4万人が訪れる。物件掲載情報としては、2019年7月に

開設して以来、2021 年 12 月時点までの掲載数は 51 件で、成約

数は29件、依頼件数も増加傾向だという。物件1件につき平均

40件ほど問い合わせがあるため、成約に繋がるケースが多い(6)。 

 国見町の成約状況としては、問い合わせはあるものの、影響は

少なく、空き家バンクの利用は増えていないという(7)。中野市で

は、連携初年度であるため大きな変化はまだないが、空き家バン

クの申請で断る物件がなくなり、メディアによるパブリシティ効

果がみられ、他の自治体からの問い合わせも多いという。空き家

ゲートウェイのユーザーは起業目的の人が多く、購入者が地域活

性化の事業を展開することへの期待もきかれた(8)。 

(3) 官民連携における効果と課題 

 効果として、空き家バンクでは市街化調整区域等の問題で掲載

できない物件でも、空き家ゲートウェイでは掲載することができ

ること、空き家ゲートウェイは20代～40代の移住感度の高い層

が多いため、空き家バンクでは集められない層に移住のアプロー

チをとることができることがある(9)。また、自治体側としては、

民間ならではの話題性のあるアイディア出しや情報発信、オンラ

インイベントの企画等、行政では出来ないことができ、加えて職

員の負担軽減にも繋がるという効果と、費用面での課題が指摘さ

れた(10)。YADOKARI株式会社側の効果としては、自治体のプロ

モーションやオンラインイベントの企画を行うことで、収益に繋

げられる点が挙げられた。一方でインターネットが扱えない高齢

者層へのアプローチが課題として挙げられた(11)。 

3-2. 雲仙アキナビの事例 

(1) 連携に関わる経緯と内容 

1) 雲仙市商工会・雲仙市役所の連携の経緯 

 以前から、雲仙市商工会の小浜地区の担当者に「U ターン・I

ターンで事業をしたい」という相談が多く、空き店舗がないか問

い合わせがあった。そこで、元々小浜地区で空き店舗活用の取り

組みに熱心だった商店街と協力し、雲仙市の職員も含め各方面の

関係者を次々巻き込み話し合いを行った。その結果、「空き家バ

ンクがあるなら、空き店舗バンクを作れば良い」と、空き店舗を

紹介するサイトを立ち上げた。ニーズがあり、希望に迅速に応え

たいという動機が連携の出発点である(12)。 

2) 連携内容・体制 

 連携内容としては、雲仙アキナビに雲仙市空き家バンクのリン

クが掲載されており、移住創業の利用希望者に対し、空き店舗と

空き家をセットで紹介する流れである。商工会と市役所の担当者

同士は適宜情報交換をしており、コロナウイルス流行前までは、

月に1回ほど定例会を行っていたという。 

(2) サイトの概要と利用状況 

1)  サイトのコンテンツ・特徴 

 雲仙アキナビは移住創業者等を閲覧対象とし、創業支援を目的

にしたホームページで、主なコンテンツは、市内空き店舗の物件

情報、市の空き家バンクとリンクした空き家物件情報、創業支援

に関する補助金制度の紹介、先輩創業者へのインタビュー等であ

る。雲仙アキナビの特徴として、店舗の内装をオンライン上で

360度回転させて確認できる「360度アラウンドビュー機能」が

あり、これは、小浜に移住創業した人の協力のもと完成したもの

である。 

2) サイトの利用状況 

 2018年1月にサイトが開設されて以来、2021年12月時点の空

き店舗件数は14件で、増加傾向にある。雲仙アキナビを経由し

て創業支援制度を利用した人は12名で、創業例としては、居酒

屋やレストラン、化粧品やエステ店など様々である。中でも温泉

観光地である小浜地区の人気が高く、飲食店の創業者が最も多い

という。その理由として、小浜地区の店舗は住居と分離されてい

るものが多く、店舗所有者が共に暮らす必要がないため、貸して

くれやすい点が挙げられた(13)。 

(3) 官民連携における効果・課題点 

 効果として、実際に雲仙アキナビで成約し創業移住した人がお

り、空き店舗の解消に繋がり、地域の事業者にも良い刺激になっ

ているという(14)。また、連携することで双方の支援制度を理解し、

移住者・創業者に対して迅速かつ円滑な情報提供が行える点も挙

げられた(15)。雲仙市商工会へのインタビューからは、官民連携に

おいては「人と人」が大事であり、担当者同士がこまめに情報交

換をする等の取組みも大切であるとの話もきかれた。一方で、創

業支援制度等を利用するにあたり、相談者の個人情報を多く扱う

ために細心の配慮が必要となるという課題も挙げられた。 

 

4. 考察 

 本章では、インタビュー結果をもとに、空き家バンク・民間の

マッチングサイトの特徴と課題について整理し、空き家問題の改

善に向けた官民連携の相互補完性と今後の可能性について考察

する。 

(1)  空き家バンクおよび民間の空き家ビジネスの特徴と課題 

 空き家バンクの課題として、自治体によって取り組みや熱量に

ばらつきがあること 14)や登録物件の確保 2)、個人間契約によるト

ラブルの発生等(16)がある。空き家所有者・利用者・自治体の希望

のミスマッチの課題については、それぞれの意識の違いから移住

してきてもすぐに転出してしまうといった例が多い 2)。 

 一方、近年様々な種類の空き家ビジネスが登場し、固定概念に

とらわれない多様な活用法があることがわかった。民間が行うビ

ジネスの特徴は、まさに事業の多様性・独自性である。民間が行

う空き家ビジネスでは、行政主体では困難な、柔軟で幅広い事業

を展開することができる。空き家ゲートウェイや家いちばでは、

自治体の空き家バンクでは断られてしまうような非常に古い物 
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件や立地の悪い物件でも掲載でき、魅力的なキャッチコピーや活

用方法を提示し、成約まで繋げることが可能である。 

 民間の空き家ビジネスの課題としては、まず、どう利用者を増

やすかがある。空き家に関するマッチングサイトは多く存在し、

その中から利用者に選んでもらい、成約まで結び付けるには、目

を引く特徴や独自のサービスが必要となるだろう。また、インタ

ーネットが扱えない高齢者層の利用へのアプローチも課題の一

つである。 

 「ビジネス」として行うにあたっては収益構造も関係してくる。

「空き家」という商材でどのように収益を得るかも課題である。

今回調べた事例では、掲載料や成約料が発生するサイトはほとん

どなく、別の事業で採算をとっていると推測されるものが多かっ

た。 

(2)  空き家問題改善に向けた官民連携の相互補完性と可能性 

 自治体には自治体の、民間には民間の良さ・課題がそれぞれあ

り、両者が連携し互いに課題点を補い合うことで、より効果的な

空き家活用が可能になると考えられる。空き家ゲートウェイの事

例からは、自治体側にとっては空き家ゲートウェイでまちの魅力

や物件について発信してもらい、様々なイベントを行うことで地

域の知名度向上やまち全体の活性化にも繋がることが期待され

る。空き家ゲートウェイ側としては、イベント等を委託されるこ

とで収益をあげられるだけでなく、地域活性化に貢献することで

企業の知名度が上がることにもなる。 

 また、雲仙アキナビの事例では、雲仙市商工会への創業の相談

に対し、雲仙市の空き家バンクも紹介し、空き店舗と空き家をセ

ットで案内するという新たな連携の形をとっている。「創業した

い」と考えた利用者を、ノンストップで住居まで案内できること

は、利用者に対しても親切で、商工会・市役所どちらにとっても

メリットのある連携であるといえる。 

 加えて、雲仙アキナビや空き家ゲートウェイの事例から、民間

サイトを利用する人には、創業希望の移住者も多い傾向が見られ

た。この点は居住を目的とした空き家バンクとの相違であり、創

業希望の移住者が多いことは、移住者増加の効果だけでなく、地

域経済への刺激となり、地域の活性化に繋がることも期待される。 

 さらに、連携する民間の空き家ビジネスが「全国型」か「地域

密着型」かによっても状況が変わってくる。雲仙アキナビのよう

な「地域密着型」では、自治体や地域の人々が協力し合い、「人

と人」の繋がりを大事にしながら積極的に活動を行うことで、連

携による効果がもたらされる。しかし、「全国型」の民間サイト

では、掲載物件も多く、一つ一つの問い合わせへの対応が困難で

あったり、各々の地域との繋がりが希薄になってしまう可能性が

ある。これに対し、本稿で取り上げた空き家ゲートウェイでは、

連携を考えている自治体に対し相談会を実施したり、連携自治体

の特設ページを作ってまちの魅力を発信する等、自治体・利用者

【図-1】官民連携による相互補完と今後の可能性 (著者作成) 
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に対して丁寧な対応がみられた。このように、民間側が連携した

地域の魅力を伝え、自治体側も求める人物像や空き家の活用方法

を明確にして、利用希望者のミスマッチを防いでいくことが必要

である。 

 図-1 は、官民連携による相互補完についてまとめたものであ

る。自治体と民間がそれぞれの課題を補い合うことで、空き家問

題の改善、地域の活性化に繋がっていくことが期待される。 

 

5. まとめ 

 本稿では、民間の空き家ビジネスに着目し、その取組みや課題、

官民連携の可能性について明らかにすることを目的とした。 

 第一に、近年増加している空き家ビジネスでは、対象物件や価

格、マッチングの方法等について、クラウドファンディング、サ

ブスクリプション、ネット掲示板等、民間ならではの様々な手法

が存在し、対象エリア、目的設定の有無、業務範囲も多様である

ことがわかった。 

 第二に、「全国型」の空き家ゲートウェイの事例から、官民連

携によって問い合わせの増加や地域の知名度向上等の効果が得

られていること、インターネットを使えない層への利用の促進等

が課題であることがわかった。また「地域密着型」の雲仙アキナ

ビの事例から、空き店舗と空き家をセットで案内するという取り

組みが行われていること、担当者同士のこまめな情報交換や人と

の繋がりが連携において重要であることがわかった。 

 第三に、自治体の空き家バンクと民間の空き家ビジネスの官民

連携は、今後も増えるものと考えられる。それぞれの課題をそれ

ぞれの特徴で補完することにより、空き家問題の改善に繋がるこ

とが期待される。 

 今回対象とした事例以外にも、空き家を取り扱うビジネス・サ

イトは数多く存在し、その特徴も多種多様である。今回取り上げ

た事例以外の官民連携についても分析を行うことで、自治体・民

間それぞれの意向や課題についてより詳細に明らかにすること

が今後の研究課題である。 
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