全国版空き家・空き地バンク
項目

Ｑ＆Ａ

No

質問内容

回答
全国版空き家・空き地バンクの入力や更新作業が発生します

（１）
運営方

平成２９年11月27日 時点

1

現状の空き家バンクに加えて事務作業が発生しますか？

が、モデル事業者が無償で代行入力を行う予定です。詳しく
は各事業者にお問い合わせください。

法等
2

3

4

5

6

7

8

9

10

自治体の空き家バンクに物件登録しているからと言って全国 掲載する物件選定は各自治体のご担当様にお任せしますの
版に掲載できるとは限らないのではないでしょうか？
各自治体ごとに異なる登録項目を全国版で統一することが可
能なのでしょうか？

で、所有者の意思確認が必要な場合は確認をお願います。
掲載項目は「不動産公正取引協議会連合会」の公正競争規約
を参考に定めております。詳細はモデル事業者にご確認くだ
さい。

全国版がスタートすると各自治体が運営している現行のバン 廃止とはなりません。
クは廃止になるのでしょうか？

全国版のスタート後も是非併用してご使用下さい。

登録物件の進捗状況等（成約状況報告等）はその都度モデル 問合せは各自治体に入る想定ですので、進捗状況等は各自治
事業者から自治体へ報告があるのでしょうか？
全国版に参加した場合、地元の協議会に不利益が発生する可
能性がありますか？
自治体ごとに異なる契約までのフローの取扱いは今後どのよ
うになりますか？

体でお願いします。
不利益は発生しません。本取組は空き家取引のフローを全国
的に取りまとめるものではありませんので、協議会等との関
係は現行のまま変更ありません。
本取組は空き家取引のフローを全国的に取りまとめるもので
はありませんので、契約については、各自治体でお願いしま
す。

当自治体は別荘などの2次利用は認めていないため、そのよ

各自治体の空き家対策等専用ページにリンクを張る予定です

うな条件を付加できますか？

ので、独自ルールを告知し適用することも可能です。

次年度以降の自治体の費用負担はどうなりますか？

自治体ごとの助成制度等について全国版に参加することで、
制度活用が不可となるような影響はありますか？

各モデル事業者ごとに考え方が異なりますので、それぞれの
説明資料をご確認ください。
特に影響はありません。また、各自治体の空き家対策等専用
ページにリンクを張り、各種制度や注意事項を閲覧するよう
に促します。
年度途中での加入や脱退は可能です。ただし、ユーザーの反

11

年度途中での加入や脱退は可能でしょうか？

響を得るためには一定期間ご利用いただくことをお勧めしま
す。

12

空き家バンクを運営していない自治体であっても「全国版空 可能です。モデル事業者の開発するシステムに直接情報を登
き家・空き地バンク」への参画は可能でしょうか？

録していただけます。

所有者・宅建業者・市職員で物件案内を行うため、内見予約 各自治体の空き家対策等専用ページにリンクを張り、各種制
13

14

や日程調整が必要なので、その辺りの告知も可能でしょう

度や注意事項を閲覧するように促しますので自治体毎の個別

か？

対応は可能です。

物件登録するのは自治体と宅建業者のどちらが望ましいで
しょうか？

15

参加申込みはどのようにすればよろしいでしょうか？

16

所有者に向けた同意書等を統一する予定はありますか？

基本的に自治体を想定しておりますが、協議会等が空き家バ
ンクを運営しているケースについても対応可能ですので、モ
デル事業者へその旨をご相談ください。
モデル事業者に直接申し込んでいただきますので、それぞれ
の説明資料をご確認ください。
現状同意書等の様式の統一は検討しておりません。現状の各
自治体の様式をご利用ください。

全国版空き家・空き地バンク
項目
（２）
システ

Ｑ＆Ａ

No
1

ム等
2

3

4

質問内容

目等

回答

全国版になると情報量が増加するため物件が埋もれてしまわ ユーザーの興味を引く検索手法等も検討しており、検索性の
ないでしょうか。（都市部の物件に反響が集中しないか）
セキュリティ上懸念されることはありますか？
既に空き家バンクを設置済みの場合は、既存のシステムと全
国版を統合することになりますか？

高いサイトになりますので埋もれる心配はありません。
大手ポータルサイトを運営しているモデル事業者が構築して
いるシステムですのでセキュリティ対策も万全です。
当事業は全国の空き家等の情報を集約し、マッチング力を高
めようとするものですので、システム自体の統合はいたしま
せん。

現行の自治体空き家バンクと全国版をシステム連動すること 現状はシステム連携を検討しておりません。システム連携等
が可能でしょうか？

（３）
登録項

平成２９年11月27日 時点

については各モデル事業者にご相談ください。
不足があれば、お調べいただく必要があります。掲載項目等

1

現状の空き家バンク掲載項目と全国版の掲載項目に差が出る の詳細についてはモデル事業者の説明資料をご確認くださ
と再度所有者にヒアリングの必要が発生しますか？

い。
※【別紙】掲載項目の簡略化参照

2

3

市の特色や支援制度についてもＰＲしたいのですが可能で

各自治体の空き家対策等専用ページにリンクを張る予定です

しょうか？

ので、そちらでＰＲすることが可能です。

全国版空き家・空き地バンクに掲載する空き家の定義とは？

「その他空き家」とされる物件のうち、原則として「自治体
がバンク登録認可をしている物件」を対象とします。
賃貸用・売買用住宅でなく、また、二次的利用もされていな

4

「その他空き家」の定義とは？

い空き家としています。
例)媒介契約を締結していない物件
民間不動産ポータルサイトに掲載されていない物件

当自治体では空き家バンクに掲載する際に、宅建業者と媒介
5

契約を締結（民間不動産ポータルサイトにも掲載）する決ま
りになっているが、この場合は全国版バンクに掲載ができな
いということでしょうか？

掲載は可能です。
※全国版への掲載物件は、原則として一般市場に広く流通し
ていない「その他空き家」を想定していますが、左記のよう
なケースの場合については掲載を可とします。詳細について
は各事業者へ問い合わせ下さい。

同一物件について、athome/LIFULL の各全国版バンクにそ

可能です。

れぞれ登録することは可能ですか？

是非とも各事業者への物件登録をお願いします。

7

空き家の掲載基準とは？（耐震性能等）

各自治体の掲載基準に準拠します。

8

掲載可能な物件種目（用途）とは？

9

価格や賃料はどのように設定したら良いでしょうか？

6

10

自治体が掲載している空き家と通常流通している物件が混在
しますか？

モデル事業者ごとに取扱い種目が異なりますので、説明資料
をご確認ください。
価格・賃料については所有者へ意向確認を行い、不動産事業
者とご相談することをお勧めします。
独立したサイト構成になるため混在いたしません。

全国版空き家・空き地バンク
項目

No

Ｑ＆Ａ
質問内容

（４）
追記

1

全国版空き家・空き地バンクでのマッチングが決まった場合
の仲介手数料はどのような扱いになるのか。

現在、各自治体のインターネットのセキュリティが厳しく
2

平成２９年11月27日 時点

なっており自分のデスクではインターネットに接続できない
状況になっているが、LGWANネットへの対応はするのか。

回答
今回はあくまで物件情報の提供のみの取り組みになるため、
仲介には一切関与しません。仲介手数料等については、通常
の取引と同様の考え方で結構です。
各自治体のセキュリティ担当に必要な対策を講じていただ
き、採択した両社の提供するサービスが使用できるような環
境設定をしていただきたいと考えています。詳しくは、個別
に事業者と連携して対応をお願いします。

物件登録先が２事業者あるとその分手間になるので、例えば 統合システムの構想は現時点ではありませんが、要望が多い
3

ひとつのフォーマットに入力すると２事業者のサイトに反映 場合は今後検討していく可能性もあります。一旦は、代理入
されるようなシステムはないか。
全国版空家・空き地バンクで対象として考えている「空き

4

家」とは、特措法にあるような１年以上使用されておらず、
近隣に迷惑を掛けているようなものも積極的に登録するの
か。

5

モデル事業者は空き家の不動産取引にどこまで介在するのか

空き家については、『「その他空き家」とされる物件のう
6

ち、自治体がバンク登録を認可している物件』とＱ＆Ａにあ
るが、空き地の定義は同様か。

稿で負担を軽減したいと考えております。
放置することが不適切である特定空家等については，除却等
の対応が先決であると思うので，それらの住宅を積極的に登
録するものではないと考えています。※除却後の敷地の取引
を目的に全国版空き家・空き地バンクへ掲載することは問題
ないと考えております。
取引には介在しません。あくまでも全国版空き家・空き地バ
ンクを通した情報発信のみとなります。

空き家と同様、「自治体がバンク登録を認可」をしており、
市場に流通していない土地と考えています。
現時点では連動する予定はございません。新たな住宅セーフ
ティネット制度は，住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制
度等を内容とするものであり，地域の空き家・空き地等の情

今年度国土交通省では新たなセーフティネット制度の方でも 報検索サイトである「全国版空き家・空き地バンク」と直接
7

空き家の登録・活用の動きがあるが、そちらの動きとの連携 関係するものではございません。ただし，所有者の意向等に
はあるのか。

より，住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録を受けた空き家
が全国版空き家・空き地バンクに掲載されることはあり得る
と考えています。
詳細はモデル事業者に問い合わせて下さい。

全国版空き家・空き地バンク
項目

Ｑ＆Ａ

No

平成２９年11月27日 時点

質問内容

回答
【アットホーム】
自治体の発信している情報を探している層、アットホームの
通常のポータルサイトを閲覧している消費者層、弊社の不動
産総合支援サイトを活用している不動産事業者から繋がる消

8

使い分けの参考として、各モデル事業者がターゲットとして 費者層を想定しています。
いる消費者層をご教示いただきたい。

【LIFULL】
LIFULL HOME'Sは買いたい･借りたい・建てたい･リフォー
ムしたい人など住まいに関心のある方にご利用いただいてい
ます。それに加えて「移住定住」や「二地域居住」や空き家
を利活用したい消費者層を想定しています。
【アットホーム】
通常のポータルサイトで全国版空き家・空き地バンク登録物
件の閲覧はできません。あくまでサイト同士の連携（相互リ
ンク）を想定しています。そのため、現状の仕様としては、
同一市内の物件を網羅的に閲覧するためには二つのサイトを

9

全国版空き家・空き地バンクの掲載物件は通常のポータルサ 見ていただく必要がありますが、この部分は今後必要であれ
イトでも閲覧可能か。

ば検討したいと考えています。
【LIFULL】
通常のLIFULL HOME'Sから閲覧はできません。LIFULL
HOME'S空き家バンクのリンクを追加するイメージである
が、同一市内の物件を網羅的に見るには、各カテゴリを閲覧
していただく必要がございます。
【アットホーム】
全国版空き家・空き地バンクとは別に公的物件情報を公開す
るサイトを持っているため、そちらで対応させていただきま

10

公有地のような公売物件の掲載についてどのようにお考え

す。

か。

【LIFULL】
公売物件専用のコンテンツは現時点で用意がないがデータ
ベース化の必要性は認識しており、そのような課題や相談に
ついては適宜ご連絡ください。

11

全国版空き家・空き地バンクサイトリンクを自治体のＨＰに
貼ってもよいか。

問題ありません。
【アットホーム】
○売買物件
・中古戸建・土地・マンション・事業用
○賃貸物件

12

掲載する物件の種目について違いがあるのか。

・居住用物件（戸建・アパート等）・土地・事業用
【LIFULL】
○売買物件
・中古戸建・土地
○賃貸物件
・中古戸建・(土地)

13

NPOにバンクを運営してもらっているが、NPOに入力しても
らうことは可能か。

自治体に親アカウントを発行し、NPOに対しては自治体に紐
づいたアカウントを発行するので可能です。個別にご相談下
さい。

全国版空き家・空き地バンク
項目

No
14

Ｑ＆Ａ
質問内容

２社は民間事業者であり、撤退の可能性もあるのではない
か。リスク管理をどのように考えているか。

今回の説明を聞くかぎり、物件登録ができるのは市町村のみ
15

平成２９年11月27日 時点

であり、宅地建物取引業協会などは物件登録できないという
ことになるのか。

回答
アットホーム社とLIFULL社は大手の不動産ポータルサイト運
営事業者であり、今後も継続することが可能な団体というこ
とで採択しております。
宅建協会が単独で参加することは想定していませんが、自治
体に参加いただき、自治体に紐づくアカウントを発行して物
件登録や問合せ先を宅地建物取引業協会等が担当するスキー
ムを用意しております。

これからバンクの立ち上げを検討しているが、民間事業者が
16

運営するポータルサイトに、国が関与していること、あるい 次年度以降は運営費用も民間事業者が担っていくため、国交
はしたことを示す、クレジットを入れるなどは検討している 省クレジットを入れることは検討しておりません。
のか。

17

来年度以降も、アットホーム・LIFULL以外にも全国版空き家
バンクの事業者は増えてくるのか？

国交省が支援するモデル事業者はアットホーム社とLIFULL社
のみですが、それ以外の民間事業者の参入を妨げるものでは
ありません。

