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空き家活用のアドバイス
ここにあります!!
〜戦国島津のまち日置市の
　　「空き家アドバイス動画集」を紹介します〜

鹿児島県日置市

日置市総務企画部
地域づくり課定住促進係
左：重水憲朗、右：野崎元気

日置市は戦国島津ゆかり地。この
特 徴をわかりやすく伝えるため、
甲冑に身を固め移住PRなど実施
しています。

※左写真はオンライン移住相談会の様子

　平成30年「住宅・土地統計調査」で日置市に使途不
明な空き家が4,300戸あることが確認されました(図１
参照)。
　高度経済成長の時代、多くの方々が大阪・東京に就
職するものの、その後Uターンすることはなく…。こ
のような人の流れは現在でも続いており、実家であっ
たはずの屋敷の多くが空き家となっています。

　日置市は、日本三大砂丘の１つである吹上浜を有し、
戦国島津ゆかりの地としても知られ、隣接する県都「鹿
児島市」まで車で30分の好立地、ベッドタウンとして
発展してきました。
　「住み続けたい街ランキング2021年 鹿児島版」では、
日置市は１位を獲得。しかし、より便利な場所を求め鹿
児島市や関東・関西都市部への転出超過は止まらず、人
口減少に歯止めがかからない状況で、空き家は今でも生
まれ続けている状況にあります。

はじめに

空き家の状況
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【図1】空き家の推移「住宅・土地統計調査」
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　日置市では、空き家バンク制度創設の平成29年度以
来、毎年固定資産税の納付書に空き家バンク登録PRの
チラシを同封し、「所有者」に対するアプローチを続け
ております。
　この所有者との接点を最大限生かそうと、令和２年の
お盆時期に空き家活用セミナーと空き家バンク登録相談
会を計画。同封したチラシに当セミナー等について告知
いたしました。本市空き家の所有者や所有権者は市外に
住んでいるケースが多く、相続の整理ができていない案
件も多いことから、「帰省する機会」であり「親族の集
まる機会」でもあるお盆時期は空き家活用を促す絶好の
チャンスと考えております。

　しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
らセミナーなどは中止することに…。

「しかし、今一番やるべきことは、空き家を活用
（流通）させる流れをしっかり作ること」

　コロナ禍であれど、空き家活用の啓発活動には力を入
れていきたい。アフターコロナ時代の到来を迎えた時、
どれだけ使える空き家がバンク登録されているかが本市
の命運を大きく左右すると考え、どのように啓発活動を
進めるか「新しい生活様式」も意識しながらの取り組み
を手探りでスタートさせることになりました。

　当NPO法人と協議を始めた当初は、WEB会議システ
ムを活用した「オンラインでの相談会」という案も浮上
しましたが、空き家所有者の大半は高齢者。オンライン
は厳しいだろうと判断したものの、参考事例の回答集を
紙媒体で作成・配布しても、効果が上がるだろうかと疑
問に。これまでも、行政機関が作成した空き家関連のパ

ポイントは接点

読みたいだろうか？

相談に期待すること

　このような背景から、空き家所有者の多くは県外・
市外の方が多いという状況がみられます。

　空き家バンクには創設より延べ224件の登録があり、
134件の成約となっています(図２参照)。
　このコロナ禍において、社会的に密を避ける傾向が定
着し、地方で暮らしたいという人々が増えていることを
実感しています。このような背景から、今「空き家」が
注目を集めており、空き家バンクへの問い合わせが急増
しています。特に令和２年度から問い合わせが増えてお
り、成約数が年々伸び、令和３年度はこれまでで一番多
い結果になるのではと期待しています。

空き家活用への膨らむ期待

　市と協働で当セミナーを開催する予定だった「NPO
法人結の夢来人・絆プロジェクト」は、本市と空き家バ
ンク推進に関する連携協定を締結している協力団体で
す。本協定に基づき、常時、本市空き家の相談窓口とし
て協力をいただいています。
　当法人と「新しい生活様式」を念頭に、今後どのよう
な空き家活用の啓発を進めるべきか協議することとしま
した。協議のポイントは「相談者は何を期待して相談に
きているのか」ということ。
　当NPO法人はこれまでの10年間、機会を捉えては「空
き家相談会」を開催してきており、専門家による相談対
応の経験は豊富。その経験から相談会に参加する方々が
何に期待しているかを分析し、
①「相談すべき専門家の特定」
②「空き家の可能性」
③「活用への見通し」

の３つに整理。「参考事例の回答集を作成しては？」と
の方向性でまとまりました。

年度 登録数 成約数 内転入件数

令和 3 年 30 33 7

令和 2 年 50 35 13

令和 元 年 51 25 14

平成30年 32 20 7

平成29年 61 21 12

合計 224 134 53

【図2】日置市空き家バンクの推移（令和3年10月末まで）
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　スマートフォンの普及により、高齢者もインターネッ
トによる動画視聴にもなじみが出てきている時代です。
　このような背景もあり、テーマを細かく整理し「専門
家からアドバイスを聞くという動画を作成しては」との
結論に達しました。市には予算がありませんでしたが、
このコロナ禍だからこそ「スピード感を持って挑戦する
ことが大事」と位置付け、実験的ではあるが、やれる範
囲で動画を作成することに。
　「空き家リアルアドバイスプロジェクト」と命名し、
当NPO法人の全面協力を得て計画を練り上げることと
なりました。

　今回の取り組みは、「所有者が空き家と向き合うきっ
かけをどのように作るか？」という課題を考える良い機
会となりました。
　空き家所有者の大半が高齢者。売りたい、貸したいと
は思いながらも「気力・体力・財力」が無いので…と、
考えることを放棄している方も多いと感じています。
　まずは少しでも知っていただくこと。そこから少しで
も前に進めることができると考えます。
　また、空き家バンクの運営をとおして課題だと感じて
いるのが、年金で暮らす高齢者には、売る・貸すための
資金が準備できないというところ。家財道具の処分や相
続登記、危険な状態に
ある付属屋の撤去な
ど、事前に実施してい
れば、早い段階で次の
オーナーが見つかるの
にと思うケースが多々
あります。
　そこで今年度、「空き
家改善利子補給事業」
の創設を予定しており、
本市と関係のある金融
機関の御意見もお聞き
しながら制度構築を進
めることとしています。
　少しでも所有者の背
中を押すことにつなが
り、空き家が必要な人
の手に渡るよう施策を
進めてまいります。

　この取り組みに、鹿児島県の専門家派遣の事業を利用
し、当NPO法人の会員である専門家を中心に、５分程
度の動画「空き家TV」を27本作成しました。
　専門家８名のそれぞれの分野からさらにテーマを分
け、内容をしぼり、相続・登記・税などの座学から、建
築士・建築デザイナーによる空き家現地での活用ポイン
トの紹介、古民家レストラン創業者の体験談や歴史的価

値のある空き家の地域の方による紹介など、内容は盛り
だくさん。
　撮影・動画編集は市担当者で行いましたが、市民有志
の方に「オープニング動画」を無償で作成・提供いただく
など、あらゆる方々の協力もいただき完成いたしました。
　素人が作成した動画なので、編集等粗い部分もござい
ますが、多くの所有者にご覧いただき、「空き家の可能性」
と「活用への見通し」を感じていただければと考えます。

ンフレットが各種大量にある中で、さらに新しい資料が
できたとして「専門家のアドバイスを聞きたいと考える
高齢者が資料を読むだろうか」「読まない可能性が高い
のでは」という考えで一致。
　所有者へ、まずは「気付き」を提供することが重要で
あると考え、「伝え方の工夫」が協議の中心となりました。

とにかくやってみよう

おわりに

気が付けば27本の動画に

 内　容
1 空き家相談の現状
2 空き家にしない対策
3 相続や遺言（行政書士）
4 農地（行政書士）
5 相続（司法書士）
6 登記（司法書士）
7 売却と税（税理士）
8 無償譲渡と税（税理士）
9 家屋の解体
10 家財道具処分
11 物件 96- ①総合的な解説
12 　　〃　②建築士の解説
13 　　〃　③建築デザイナーの提案
14 　　〃　④周辺地域を紹介
15 物件103- ①総合的な解説
16 　　〃　 ②建築士の解説
17 　　〃　 ③建築デザイナーの提案
18 　　〃　 ④周辺地域を紹介
19 物件173- ①総合的な解説
20 　　〃　 ②建築士の解説
21 　　〃　 ③建築デザイナーの提案
22 　　〃 　 ④周辺地域を紹介
23 古民家レストラン開業体験談①
24 　　〃　　　　　　　　　　②
25 　　〃　　　　　　　　　　③
26 フラット３５制度紹介（融資）
27 リバース６０制度紹介（融資）

空き家動画「空き家 TV」ラインナップ
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債権管理担当グループの紹介

債権管理担当グループの取り組み

九州支店
債権管理第一グループ
債権管理第二グループ

福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・
宮崎県・鹿児島県をサポートしています。

住宅金融支援機構支店等紹介

　九州支店債権管理担当グループでは、お客さまに寄り添った丁寧な対応を心掛け、引き続き安心してご返済を
継続していただけるよう、特に以下の取り組みに注力しています。

〈新型コロナウイルス感染症の影響をうけたお客さまへの取り組み〉
　新型コロナウイルス感染症の影響をうけ、返済が困難になったお客さまに対して、お客さまの生活状況、収支
状況に応じた返済方法変更メニューをご用意しています。

〈被災されたお客さまへの取り組み〉
　熊本地震や豪雨で被災されたお客さまに対し、被災の程度に応じた返済方法変更メニューをご用意するととも
に、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のご相談を承る等、お客さまの生活再建、そし
てご返済の継続を支援しています。

〈高齢のお客さまへの取り組み〉
　返済が困難となった高齢のお客さまに対して、高齢のお客さま向けの返済方法変更メ
ニューをご用意しています。70歳以上のお客さまで、20年以上ご返済を継続いただい
ている方への「シルバー返済特例」という返済方法変更メニューは、毎月のお支払いを
利息のみとして、お借入者全員が亡くなられたときにご自宅の売却等によって残金を一
括して返済する返済方法です。
　年金等、収入が限られている中でも、毎月の返済額を抑えることでご返済を継続する
ことが可能となり、「毎月の返済負担が軽くなり、住まいを守ることができた」と感謝
の言葉をいただくこともあり励みになっています。

　九州支店では、福岡市に債権管理第一グループ、熊本市に債権管理第二グループを置き、２つの拠点で業務を
行っています。債権管理第一グループは、福岡県・佐賀県・長崎県・大分県、債権管理第二グループは、熊本県・
宮崎県・鹿児島県を担当地域とし、返済方法変更の手続きやカウンセリング、各種照会対応等、各地域の金融機
関と連携してお客さまの返済継続の支援等を行っています。

〈債権管理第一グループ〉 〈債権管理第二グループ〉
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