■第２章

取組を進めるにあたっての手続きガイド

１．「空き家（情報）バンク」制度の立ち上げ
・多くの自治体では、空き家の登録やバンクの情報利用希望
者が行う手続き等を明確にするため、関連する制度要綱等
を策定しています。
・要綱を作成するにあたっては、地域の状況等を踏まえて以
下の事項等を検討します。
・空き家バンクを設けるにあたっては、必要に応じて外部機
関と連携することも、効果的と考えられます。
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】

【空き家バンク】
【農業委員会】
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【農業委員会】

【
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◎ 空き家バンクに関する制度要綱等の検討と策定
(１) 趣旨等の記載内容
① 趣旨
○要綱の趣旨としては、以下のような例があります。
・「空き家を有効活用し、都市住民との交流及び定住促進による地域の活性化を図る」
・
「空き家の情報収集及び情報発信を行うことによりその有効活用を図り、定住促進によ
る地域の活性化に資する」
など
② 定義
○例えば、次の事項について定義をおきます。
イ 空き家バンクの定義
・
「空き家の売却又は賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、本市への
定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し紹介する制度をいう」 など
ロ 対象とする空き家の定義
例えば以下のような点を考慮し、どのような範囲の建物までを「空き家」と定義し
て、空き家バンクの対象とするかを整理します。
▸ 制度の対象とする空き家を、個人所有のみとするか、法人も対象とするか。
▸ 建物は住宅に限るのか、それとも店舗、事務所や併用住宅を対象とするか。
▸ 住宅の場合、戸建て住宅のみを対象とするか、共同住宅も対象とするか。
ハ 所有者等の定義
・
「空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却若しくは賃貸等を行う
ことができる者をいう」
など
《宍粟市（兵庫県）の例》
「個人若しくは法人が建築又は取得し、現に使用していない（近日中に使用しなくなる予定
のものを含む。
）建物（住宅、店舗、事務所及び倉庫に限る。）及びその敷地で、市内に存
するものをいう。ただし、賃貸や分譲等を目的とする建物（住宅、店舗、事務所及び倉庫
に限る。）及び土地を除く。
」
《佐用町（兵庫県）の例》
「市内に個人が居住を目的として建築し、現に居住していない（近日中に居住しなくなる予
定のものを含む。
）建物及び宅地をいう。ただし、賃貸又は分譲を目的とする建物及び土地
を除く。
」

15

③

適用上の注意

○必要に応じて、次のような内容を記述します。
・「この要綱の規定は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない」
など
(２) 空き家物件の登録に関連する事項の記載内容
・空き家の所有者等に、物件の情報登録をしてもらう際の手続き等について記述します。
・大きく分けて「登録申込み」
「登録事項の変更」
「登録の抹消」の３つが考えられます。
④ 空き家の登録申込み等
○まず、所有者等（情報登録希望者）からの申請に基づく場合について記載します。
・空き家バンク登録申込書（様式第○号）[申請者→自治体]
～所有者等（情報登録希望者）からの申請様式
・空き家バンク登録カード（様式第○号）[申請用→自治体]
～空き家の所在地、面積、築年、賃貸／売却の別、上下水道等の設備、間取り、位置
図、付随する農地の有無などを記載する様式
・空き家バンク登録台帳（空き家台帳）（様式第○号）[自治体内部用]
～所有者等からの登録内容を、自治体で台帳化して管理するための様式
・空き家バンク登録完了書（様式第○号）[自治体→申請者]
～空き家バンクに物件登録をした旨の、自治体から申請者への通知様式
○必要に応じて、自治体から所有者等へ空き家バンクへの登録を勧めることができる旨
を記述します。
・「市（町､村）長は、第○項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンク
に登録することが適当であると認めるものについて、当該所有者等に対して空き家
バンクへの登録を勧めることができる」
など
○また、登録物件に付随する農地が含まれる場合には、必要に応じて、空き家バンクか
ら農業委員会に情報提供を行う旨を記述します。
⑤ 空き家に係る登録事項の変更
○空き家バンクへの物件登録者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく市（町､村）
長に届け出なければならない旨を記述します。
・空き家バンク登録変更届（様式第○号）[申請者→自治体]
～変更箇所を記載した登録カードを添付すること等についても記述
⑥ 空き家バンクからの登録の抹消等
○空き家バンク登録台帳からの登録情報の抹消（取消し）について記述します。
・抹消（取消し）を行う場合として、物件登録者からの申請があった場合の他、登録
から一定期間を経過した場合など所要の要件に該当した場合が考えられます。
《佐用町（兵庫県）の例》
(１) 物件提供者から登録の取消しの申出があったとき。
(２) 所有権その他の権利に移動したことが分かったとき。
(３) 登録から２年が経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより、再登録
した場合は、この限りではない。
(４) 申込み内容を偽って登録したことが判明したとき。
(５) 前各号に掲げるもののほか町長が適当でないと認めるとき。
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(３) 情報提供を受ける利用希望者に関連する事項の記載内容
・空き家バンクによる空き家情報の提供を受けようとする者（利用希望者）の登録をす
る際の手続き等について記述します。
・大きく分けて「利用者の要件」
「利用登録（＋利用希望者への情報提供）」
「登録事項の
変更」「登録の抹消」の４つが考えられます。
⑦ 利用者の要件
○必要に応じて、利用希望者の要件について記述します。
《佐用町（兵庫県）の例》
(１) 空き家に定住し､又は定期的に滞在して､本町の自然環境､生活文化等に対する理解を深
め､地域住民と協調して生活ができると認められる者
(２) 空き家に定住し､又は定期的に滞在して､経済､教育､文化､芸術活動及び地域の行事・活
動への積極的な参加等を行うことにより地域の活性化に寄与しようとする者
(３) 空き農地を利用し､積極的に農業に従事し､地域の農業環境保全に寄与しようとする者
(４) 前３号に掲げるもののほか町長が適当と認める者

⑧ 利用登録及び利用登録者への情報提供
○まず、利用希望者からの申請手続き等について記述します。
・空き家バンク利用登録申込書（様式第○号）[申請者→自治体]
～利用希望者からの申請様式
・空き家利用者登録カード（様式第○号）[申請者→自治体]
～希望する物件の内容や登録希望の動機、賃貸／売却の別などを記載する様式
・空き家バンク利用者登録台帳（利用者台帳）（様式第○号）[自治体内部用]
～利用希望者からの登録内容を、自治体で台帳化して管理するための様式
・空き家バンク利用登録完了書（様式第○号）[自治体→申請者]
～空き家バンクに利用者登録をした旨の、自治体から申請者への通知様式
○必要に応じ、自治体から登録された利用希望者に物件の情報を提供する旨を記述します。
⑨ 利用登録に係る登録事項の変更
○登録された利用希望者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく市（町､村）長に
届け出なければならない旨を記述します。
・空き家バンク利用登録変更届（様式第○号）[申請者→自治体]
～変更箇所を記載した利用者登録カードを添付すること等についても記述
⑩ 利用登録者の登録の抹消等
○空き家バンク利用者登録台帳からの登録情報の抹消（取消し）について記述します。
・抹消（取消し）を行う場合として、利用登録者からの申請があった場合の他、登録
から一定期間を経過した場合など所要の要件に該当した場合が考えられます。
《佐用町（兵庫県）の例》
(１) 第７条第２項各号(※利用登録者の要件)のいずれにも該当しないこととなったとき。
(２) 空き家を利用することにより､公の秩序を乱し､又は善良な風俗を害するおそれがある
と認められたとき。
(３) 申込み内容に偽って登録したことが判明したとき。
(４) 利用登録者から空き家バンク利用登録取消し申出書の届出があったとき。
(５) 利用登録から２年を経過したとき。ただし､改めて登録申込みを行うことにより登録し
た場合は､この限りではない。
(６) 前各号に掲げるもののほか､町長が適当でないと認めたとき。
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(４)

その他関連事項の記載内容

⑪ 情報の提供
○必要に応じて、空き家バンクに登録された空き家情報を、インターネットや広報誌等
を通じて情報提供する旨を記述します。
・
「必要に応じて空き家バンク登録台帳へ登録された情報（提供希望者の個人情報を除
く空き家情報に限る。）をインターネットや広報紙等を通じて広く提供するものとす
る」
など
⑫ 交渉の申込み等
○空き家の利用（売買、賃貸等）について、第三者（地元の宅建協会、宅建事業者等）に
よる交渉を希望する場合の手続き等について記述します。
・空き家バンク交渉申込書（様式第○号）[申請者→自治体]
～利用希望者からの申請様式
・成約報告書（様式第○号）[申請者→自治体]
～必要に応じて、当該契約の契約書の写しを添付することも記述
⑬ 定住アドバイザーの設置等
○利用登録者への定住支援として、既にその地域に移住した者等をアドバイザーとして
設置し、生活情報、地域の習慣等の情報の提供、助言等を行うことを記述している自
治体もあります。
《宍粟市（兵庫県）の例》
（定住アドバイザーの設置等）
第 12 条 市長は､利用登録者の本市への定住を支援するため､市内の生活情報､習慣その他の利
用登録者が必要とする情報を提供又は助言する定住アドバイザーを設置することができる｡
２ 定住アドバイザーは､既に市外から市内に転居している者又は物件のある地域に住んでい
る者のうちから､市長が委嘱する。
３ 定住アドバイザーは､利用登録者からの相談を受けたときは､自らの体験から得られた情
報について､有利､不利に関わらず率直に伝え､不安や誤った認識の除去に努め､利用登録者
の客観的に冷静な判断に資するとともに､定住後は､地域住民とともに定住の支援を行うも
のとする。

⑭ 物件登録者と利用登録者の交渉等
・物件登録者（空き家の所有者等）と利用登録者の間で行う売買や賃貸に、自治体は関
与しないことを記述している例が多くあります。
・この場合、地元の宅建事業者の団体に媒介等の行為を依頼する旨を記述している例が
多くあります。
《宍粟市（兵庫県）の例》
（物件登録者と利用登録者の交渉等）
第 13 条 市長は､物件登録者と利用登録者の間で行う､物件に関する売買又は賃貸の媒介をす
る行為には､関与しないものとする。
２ 市長は､前項の媒介をする行為については､一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会に依
頼するものとする。

⑮ その他
・
「要綱に定めるもののほか必要な事項は、別途定める」旨など、必要な事項を記述しま
す。
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■（参考）空き家バンク制度要綱等の例

※宍粟市の実施要綱を参考に加筆したものです。

○○市（町､村）空き家バンク実施要綱
（趣旨）
第１条 この要綱は、市（町､村）内の空き家を有効活用し、都市住民との交流及び定住促進による地域の活性化
を図るために実施する空き家情報登録制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条 この要綱において、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 個人若しくは法人が建築又は取得し、現に使用していない（近日中に使用しなくなる予定のもの
を含む。
）建物（住宅、店舗、事務所及び倉庫に限る。
）及びその敷地で、市（町､村）内に存するものをいう。
ただし、賃貸や分譲等を目的とする建物（住宅、店舗、事務所及び倉庫に限る。）及び土地を除く。
(２) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却若しくは賃貸等を行うことがで
きる者をいう。
(３) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、本市（町､村）
への定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し紹介する制度をいう。
（適用上の注意）
第３条 この要綱の規定は、空き家バンク以外の空き家の取引を妨げるものではない。
（空き家の登録申込み等）
第４条 空き家バンクへ空き家の登録をしようとする所有者等は、空き家バンク登録申込書（様式第○号）及び空
き家バンク登録カード（様式第○号。以下「登録カード」という。
）を市（町､村）長に提出しなければならない。
２ 市（町､村）長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認
めたときは空き家バンク登録台帳に登録するものとする。
３ 市（町､村）長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了書（様式第○号）を当該申込者
に通知するものとする。
４ 市（町､村）長は、第２項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクに登録することが適当であ
ると認めるものについて、当該所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。
（空き家に係る登録事項の変更）
第５条 前条第３項の規定による通知を受けた者（以下「物件登録者」という。）は、当該登録事項に変更があっ
たときは、空き家バンク登録変更届（様式第○号）に変更箇所を記載した登録カードを添えて、遅滞なく市（町､
村）長に届け出なければならない。
（空き家バンクからの登録の抹消等）
第６条 物件登録者は、当該登録を抹消しようとするときは、空き家バンク抹消願（様式第○号）を市（町､村）長
に提出しなければならない。
２ 市（町､村）長は、前項に規定するもののほか、空き家の所有者等に異動があったとき又は登録から２年を経
過したときは、当該空き家の登録を抹消するものとする。
３ 市（町､村）長は、前２項の規定により空き家の登録を抹消したときは、空き家バンク抹消通知書（様式第○
号）を当該物件登録者に通知するものとする。
４ 登録から２年を経過したことにより登録を抹消された空き家については、改めて登録の申込みを行うことによ
り、再登録をすることができる。
（利用者の要件）
第７条 空き家バンクを利用し、空き家の紹介を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす
る。
(１) 空き家に居住し、又は定期的に滞在して、本市（町､村）の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、
地域の行事、活動への積極的な参加等を行うことにより、地域住民と協調して生活できると認められる者
(２) 空き家を利活用して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できると認
められる者
(３) 空き農地を利用し、積極的に農業に従事し、地域の農業環境保全に寄与しようとする者
(４) その他市（町､村）長が適当であると認める者
（利用登録及び利用登録者への情報提供）
第８条 空き家バンクを利用しようとする者は、空き家バンク利用登録申込書（様式第○号）、空き家利用者登録
カード（様式第○号。以下「利用者登録カード」という。
）及び誓約書（様式第○号）を市（町､村）長に提出し
なければならない。

19

２

市（町､村）は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、当該申込者が
前条の要件を満たす者であると認めるときは、空き家バンク利用者台帳に登録し、空き家バンク利用登録完了
書（様式第○号）により当該申込者に通知するものとする。
３ 市（町､村）長は、必要に応じ、前項の規定により通知を受けた者（以下「利用登録者」という。）に物件の情
報を提供するものとする。
（利用登録に係る登録事項の変更）
第９条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届（様式第○号）に変更
箇所を記載した利用者登録カードを添えて、遅滞なく市（町､村）長に届け出なければならない。
（利用登録者の登録の抹消等）
第 10 条 利用登録者は、当該登録を抹消しようとするときは、空き家バンク利用登録抹消願（様式第○号）を市
（町､村）長に提出しなければならない。
２ 市（町､村）長は、前項に規定するもののほか、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家
バンク利用台帳から登録を抹消するとともに、空き家バンク利用登録抹消通知書（様式第○号）を当該利用登録
者に通知するものとする。
(１) 第７条各号に規定するいずれの要件も欠くと認められたとき。
(２) 物件を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。
(３) 空き家バンク利用登録申込書の内容に虚偽があったとき。
(４) 利用登録から２年を経過したとき。
(５) 前各号に掲げるもののほか、市（町､村）長が適当でないと認めたとき。
３ 前項第４号の規定により抹消された利用登録者は、改めて登録の申込みを行うことにより、再登録をすること
ができる。
（情報の提供）
第 11 条 市（町､村）長は、必要に応じて空き家バンク登録台帳へ登録された情報（提供希望者の個人情報を除く
空き家情報に限る。
）をインターネットや広報紙等を通じて広く提供するものとする。
（交渉の申込み等）
第 12 条 空き家バンクの情報提供に基づき、空き家の利用に係る交渉を希望する利用登録者は、空き家バンク交
渉申込書（様式第○号）に必要事項を記入し、市（町､村）長に提出しなければならない。
２ 市（町､村）長は、前項の規定により申込みがあった場合において、希望する空き家の物件登録者又は必要に
応じ当該交渉の媒介を行う者へもその旨を通知するものとする。
３ 前項の通知を受けた物件登録者及び交渉の媒介を行う者（以下「物件登録者等」という。）は、交渉の可否に
ついて、遅滞なく当該利用登録者へ回答するともに、市（町､村）長にも当該回答内容を報告しなければならな
い。
４ 前項において、交渉すると回答した物件登録者等は、当該利用登録者と交渉を行った結果を、遅滞なく市（町､
村）長に報告しなければならない。
５ 前項において、物件に関する売買契約又は賃貸契約が成立した場合、利用登録者は、成約報告書（様式第 15
号）及び当該契約の契約書写しを速やかに市（町､村）長に提出しなければならない。
（定住アドバイザーの設置等）
第 13 条 市（町､村）長は、利用登録者の本市（町､村）への定住を支援するため、市（町､村）内の生活情報、習
慣その他の利用登録者が必要とする情報を提供又は助言する定住アドバイザーを設置することができる。
２ 定住アドバイザーは、既に市（町､村）外から市（町､村）内に転居している者又は物件のある地域に住んでい
る者のうちから、市（町､村）長が委嘱する。
３ 定住アドバイザーは、利用登録者からの相談を受けたときは、自らの体験から得られた情報について、有利、
不利に関わらず率直に伝え、不安や誤った認識の除去に努め、利用登録者の客観的かつ冷静な判断に資するとと
もに、定住後は、地域住民とともに定住の支援を行うものとする。
（物件登録者と利用登録者の交渉等）
第 14 条 市（町､村）長は、物件登録者と利用登録者の間で行う、物件に関する売買又は賃貸の媒介をする行為に
は、関与しないものとする。
２ 市（町､村）長は、前項の媒介をする行為については、一般社団法人〇〇県宅地建物取引業協会に依頼するも
のとする。
（その他）
第 15 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市（町､村）長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
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２．空き家に付随した農地の別段の面積の設定
・空き家バンクの取組を通じて「農地付き空き家」の提供を行
い、移住希望者を呼び込んでいる自治体が増えています。
・農地の権利取得には農業委員会の許可が必要ですが、そうい
った自治体では、許可要件のうち下限面積要件について、新
規就農を促進する観点から、空き家に付随する農地に「別段
の面積」を設定する取組が行われています。
・以下、別段の面積の設定について具体的な手続きを説明しま
す。

【
所
有
者
・
管
理
者
】

【空き家バンク】
【農業委員会】
【空き家バンク】

【農業委員会】

【
利
用
希
望
者
】

◎ 農地の権利取得における下限面積の考え方
(１) 農地の権利を取得する場合の要件
・耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、農業委員会の許可を受ける必要があり､
農業委員会は、農地の譲受人が以下の要件をすべて満たした場合に限り許可を行いま
す（農地法第３条）。
① 農地のすべてを効率的に利用すること
② 必要な農作業に常時従事すること
③ 一定の面積を経営すること
④ 周辺の農地利用に支障がないこと
・このうち③の要件の「一定の面積」については、都府県は原則 50ａ（北海道は２ha）
以上とされていますが、地域の実情に応じて一定の区域について、農業委員会の判断
でこれよりも小さい面積を「別段の面積」として設定することが可能となっています。
・空き家に付随する農地は小面積であり、この農地だけ取得する場合には、下限面積を
満たせないこととなることから、当該農地について別段の面積を設定している例があ
ります。
(２) 別段の面積の基準（農地法施行規則第 17 条）
・別段の面積の設定については、農地法施行規則第 17 条に下記の基準が定められています。
① 第１項において、自然的経済的条件からみて営農条件がおおむね同一と認められる
地域を設定区域として、アール(a、100 ㎡)を単位として 10ａ以上の面積で、かつ、
設定しようとする面積未満の農地を耕作する者の数がその区域の耕作者総数の 40％
を下らないように別段の面積を定めること（例えば、20ａ未満の農地を耕作する者
が全体の耕作者の４割以上いる区域では、20ａ以上の面積を別段の面積として設定
可能）。
② 第２項において、次の要件のいずれにも該当する場合には、第１項の規定にかかわ
らず、設定区域とその周辺の地域における農地の保有や利用の現況と将来の見通し
等からみて、
「新規就農を促進するために適当と認められる面積」を別段の面積とす
ることができること
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▸ 設定区域内に現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供
されないと見込まれる農地やその他適正な利用を図る必要がある農地が相当程
度存在すること
▸ 設定区域の位置と規模からみて、50ａ（北海道では２ha）未満の農地を耕作する
者の数が増加することにより、設定区域とその周辺の地域の農地の農業上の効率
的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと
・この第２項の規定により、別段の面積を設定する場合は、10ａ未満の数値で設定する
ことが可能であり、実際に空き家バンクに登録された空き家に付随する農地について、
別段の面積を１ａとしている例もあります。
・農業委員会で審議して別段の面積を設定し、これを公示したときは、その面積が下限
面積となります。
【農地の権利取得における下限面積要件】
下 限 面 積 要 件
原

則

(農地法第３条第２項第５号)
取得後の農地面積の合計
（全経営面積）が、
都府県 ５０ａ以上
北海道 ２ｈａ以上
となることが必要。
権利取得後における耕作の事業が
草花等の栽培でその経営が集約
的に行われると認められる場合は、
この要件は適用されない。

特

例

（農地法施行規則第１７条）
地域の実情に応じて、農業委員会が別段の面積を定めることが可能。

平均規模が小さい地域

第１項

① 自然的経済的条件からみて営農条件が概ね同一の区域について、
② 当該区域において、別段の面積未満の農地を耕作している者の数
が４割を下回らないよう、
③ １０アール以上の面積で設定（設定単位はアール）が可能。

担い手が不足している地域

第２項

新規就農者等の受入れの促進により農地の有効利用等を図る観点から、
① 遊休農地等が相当程度存在する区域について、
② 当該区域内の位置及び規模からみて、小規模農家の増加により、区
域内及び周辺の農地等の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を
生ずるおそれのない場合に、
③ 任意の面積（１０アール未満でも可）で設定が可能。

参 考
住宅（空き家）の敷地に付随する土地について、作物の栽培が行われている土地がごく小
面積であり、住宅（空き家）の敷地から独立して取引の対象となり得ると認められないもの
については、農地法第２条第１項の「農地」には該当しません（平成 16 年３月 18 日付 農
林水産省経営局長通知）
。したがって、このような土地について、住宅の敷地と一体のもの
として売買等を行う場合には、農業委員会の許可を受ける必要がないので、別段の面積を
設定する必要はありません。
当該土地が農地に該当するかは、農業委員会において土地の位置など住宅の敷地との関
係等から判断します。
住宅の敷地に付随する土地において花きや野菜等の作物の栽培が行われている場合の農
地法の適用について（平成 16 年３月 18 日付 農林水産省経営局長通知）
花きや野菜等の作物の栽培が行われている土地がごく小面積であり、かつ、当該部分の
位置など住宅の敷地との関係等から見て住宅の敷地から独立して取引の対象となり得る
と認められない場合には、当該部分が現に耕作されていても農地法第２条第１項の「農
地」には該当しない。
したがって、このような利用が行われている土地について、住宅の敷地と一体のものと
して売買等を行う場合には、農地法に規定する農地の権利移動の許可を受ける必要はな
い。
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◎ 農地所有者等からの別段の面積の設定の申請と農業委員会による設定
地方への移住希望者等に対して、空き家バンクの取組を通じて「農地付き空き家」の提
供を既に行っている自治体では、農地法施行規則第 17 条第２項の規定により、空き家に付
随する農地について、10ａ未満の別段面積（例えば１ａ）を設定する取組が行われていま
す。
以下、既に取組を行っている自治体の例を参考に、その具体的な流れを紹介します。
(１) 農地の所有者等からの申請
・農地法施行規則第17条第２項の規定により空き家に付随する農地について別段の面積
を設定する場合、農業委員会独自の取組みとして、空き家バンクへ空き家情報の登録
を行うと同時に、農地所有者等から別段の面積に係る農地指定の申請を受け付ける例
があります（付随する農地について１筆毎に地番申請している例もあります）。
・この場合、農地所有者等からの申請については、申請者が必要な手続きや用意すべき
書類等について、分かりやすく解説するとともに、申請様式や記入例等をＨＰに掲載
している例も見られます。
(２) 農業委員会による別段の面積の設定と公示
・農地所有者等からの申請等を受けた農業委員会は、現地確認等を行った上で、総会で
周辺地域の農地利用に支障がないか等、農地法施行規則第 17 条の基準を満たすか審議
し、別段の面積を設定する区域を定め、公示します。あわせて、農地所有者等に対し
て、公示内容を通知します。
《農地付き空き家の手続きの流れ》

（宍粟市（兵庫県）の例をもとに加筆）

［空き家及び農地の所有者の登録等の手続き］

［農地付き空き家の購入等希望者の手続き］
※相談対応・現地案内・宅建協会に紹介

① 空き家バンクに登録（空き家バンク担当課）

① 空き家バンクに登録(空き家バンク担当課※))

② 空き家に付随する遊休農地を農業委員会
に別段面積・区域の指定申請

② 所有者又は宅建業者等との商談
③ 空き家と農地の購入決定

農業委員会総会で議決

④ 農地の権利移動の許可手続き(３条申請)

農地を下限面積１ａ区域に
指定・告示（地番指定）

農業委員会総会で議決
③ １ａ区域の農地を登録
農地取得の決定（３条許可）

⑤ 所有権移転手続き(法務局)
所有権移転農地及び残売の農地(地番)を
１ａ区域から除外(農業委員会で議決)
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《別段の面積の指定申請書の例》

（宍粟市（兵庫県）の例）
平成 年 月 日

別段面積及び区域の指定申請書
宍粟市農業委員会
会長 ○○ ○○

様

住 所
氏 名
㊞
空き家バンク登録物件に附帯した下記の農地について、農地法第 3 条第 2 項第 5 号に規
定する別段の面積（１ａ）の指定を受けたいので申請します。
空き家の所在地
空き家の所有者
町名

農地の所在
大字
字

地番

面積
（㎡）

農地の所有者

売買等の条件をご記入ください

【連絡・照会先】
住
所
氏
名
電話番号
※ 下記の欄は、農業委員会が聞き取りにより記入します。
① 登録した農地は売買に限る
② 登録した農地は賃貸に限る
③ どちらでも良い
① 登録した農地全筆を一括した売買等に限る
② 登録した農地の一部売買等でも良い

(３) 「別段の面積」の公示方法（農地法施行規則第 18 条）
・別段の面積の公示方法については、農地法施行規則第 18 条に定められており、「公示
は、市町村の条例の公布と同一の方法によりする」こととされています。
《「別段の面積」の公示の例》

（宍粟市（兵庫県）の例）

宍粟市農業委員会告示第○号
農地法（昭和 27 年法律第 229 号）第３条第２項第５号に規定する別段の面積（下限面
積）について、次のとおり定めたので告示する。
平成○○年○月〇〇日
宍粟市農業委員会会長
○ ○ ○ ○
別段の面積
適用する区域
○○町○○字○○△△番、同字○○△△番、□□町□□字□□
１アール
△△番、同△△番
１アールの区域を除く下記の区域
○○町
○○、○○、○○、○○○、○○
10 アール
□□町
□□、□□、□□□□
△△町
△△△、△△△、△△
30 アール
１アール区域並びに 10 アール区域を除く区域
附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成○○年○月〇日から施行する。
（告示の廃止）
２ 平成○○年宍粟市農業委員会告示第○号は、この告示の施行の日をもって廃止する。
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３．「農地付き空き家」の空き家バンクでの情報提供
◎ ホームページ等で分かりやすく情報提供
・農地の別段面積の公示の後、空き家バンクのホームページ等への農地付き空き家の掲
載や、空き家バンク利用登録者への情報提供を行います。
・農地付き空き家を空き家バンクのホームページ等で公開する際には、
「農地付き」であ
ることを表記することで、新規就農を目的とする移住者等における検索の利便性、マ
ッチングの可能性が高まります（トップページに近いところで表記する方が効果的）。
・その際、空き家の写真に加えて、農地の写真も掲載することにより、利用希望者の関
心が高まるものと考えられます。
《空き家バンクでの農地付き空き家の紹介例》
［宍粟市空き家バンク ＨＰから抜粋］

（宍粟市（兵庫県）の例）
［各物件の紹介ページから抜粋］

クリック

注）本事例は平成 29 年 12 月時点のもの
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４．「農地付き空き家」提供の流れ
〇 大きく、①空き家バンクの立ち上げ［市町村長部局等］と、②空き家に付随した農
地の別段面積の設定［農業委員会］に関する流れがあります。
〇 スキームの大まかなイメージは、以下のとおりです。
・空き家バンクの立ち上げ（自治体）、空き家情報の募集（空き家バンク）
・空き家情報の登録、別段面積に係る農地指定の申出（空き家・農地所有者）
・別段面積の設定・公示（農業委員会）
・農地付き空き家情報の公開（空き家バンク）
・バンク利用登録（空き家・農地の購入又は賃借希望者）
・購入又は賃借希望者への空き家・農地登録情報の提供（空き家バンク）
・売買又は賃貸借の交渉・契約（宅建事業者等）
・農地譲渡・取得、賃貸借手続き（農地所有者、購入者・賃借人）
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〇 このほか、移住者等を地域に呼び込むうえで、移住定住アドバイザーの設置やお試
し居住、生活体験プログラムの提供、あるいは就農支援、農業体験プログラムの提
供に関する施策と連携することも、効果的と考えられます。
〔移住・定住アドバイザー〕
・既にその地域に移住した方等にアドバイザーを依頼し、生活情報や地域の習慣等の
情報提供、助言等を行ってもらう。
〔お試し居住・生活体験〕
・田舎暮らしを考えている方に実際の宿泊を通じて、地域の気候風土や交通手段、商
業、医療・福祉、教育施設や空き家・賃貸物件等について見学・体験をしてもらう。
〔就農支援・農業体験〕
・就農するための基礎的な栽培技術や経営能力養成のための研修や、季節に応じた旬
の野菜づくりや果樹栽培のための基礎的な技術の習得支援等。

※ 《市街化調整区域における農家住宅の取扱い》
市街化調整区域においては、「農業を営む者の居住の用に供する建築物」（農家住宅）は、都市計画
法第 29 条及び第 43 条の許可を要しないこととされています。（農家住宅を農家住宅以外として使用
する場合や他人に貸す場合には、同法第 43 条の許可が必要となることがあるので、ご留意下さい。）
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５．「農地付き空き家」の取組を進める際のポイント
ポイント１
提供可能な空き家や農地の情報集約、必要に応じた「見える化」
○空き家や付随する農地の情報登録をホームページや市(町､村)報で広く呼びかける。
○所有者からの申請に加えて、必要に応じて市(町､村)から所有者に直接登録を声かけ。
○集めた情報をデータベース化(台帳化)して、行政内部や必要な関係者と情報共有する。
○公開可能な情報を分かりやすく(見やすく)表示して、空き家バンクのホームページ等で
登録情報を広く提供する。

ポイント２
売りたい（貸したい）人と買いたい（借りたい）人のニーズへの配慮
○空き家情報の利用者登録を、空き家バンクのホームページ等で広く呼びかける。
○空き家バンクに情報掲載する際には、農地付き空き家であることを分かりやすく表示。
○具体的な購入(賃貸)希望のある人に対して、物件情報をきめ細やかに個別に提供する。
○購入(賃貸)希望の問合せには、単に物件情報を提供するだけでなく、現地確認の際の付
き添いを行い、生活利便施設の情報等もワンストップで提供･相談できるよう体制整備｡

ポイント３
農地付き空き家を買う人（借りる人）へのきめ細やかな情報提供
（権利移動の手続き等の支援、円滑化）
○農地付き空き家の購入(賃貸)希望者は行政の手続き等に不慣れな場合が多いので、希望
者がよく分からないことに対しては、きめ細やかにアドバイスする。
○申請書類等は、できるだけ記入例を示してホームページに一括して掲載する。
○農地法第３条の許可要件は下限面積以外にもあるので、申請を初めて行う利用希望者が
戸惑わないよう、一般例の情報を提供するなどして心理的不安を払拭｡
○お試し居住の滞在期間中に必要な手続きが進められるよう配慮する方法もある。

ポイント４
移り住む人への地域でのフォロー
○移住先を決定するに当たっては､地域への愛着や相談できる人間関係の構築が鍵となる｡
○移住してから「こうではなかった」とならないよう、希望者の疑問等には丁寧に対応。
○水利組合への参加や負担金等の地域での決まり事の情報は、予めきちんと情報提供。
○草刈りや祭り等の地域の共同行事についても、地域と連携して年間スケジュールや役割
分担等を情報提供。
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○まずは市民等に広く制度を知ってもらえるよう広報への定期的な掲載や住民集会等での周知を検討。
○空き家の情報提供：空家対策特別措置法の規定による空家データベース化の情報の活用も検討。
→データベース化された空き家の所有者に対して、行政から空き家バンク登録の呼びかけ等を実施

農地の情報提供：農地台帳の閲覧や「全国農地ナビ」のリンクをホームページに行うことも検討
→空き家に付随する農地以外に農地の取得等を検討する希望者に対して情報把握を支援

○データベース化（台帳化）する際に、どの情報を一般公開とし、その他は内部共有とするか検討。
→空き家情報の登録時に、利用希望者に対しどの範囲の情報を自治体から提供可能か所有者に確認

○空き家バンクへの情報掲載にあたっては、過去からの通し番号で登録情報を提供するよう検討。
→成約物件の物件ナンバーを提供情報に残しておくことで、先輩取得者の数を希望者が把握可能

○全国版空き家・空き地バンクを活用して農地付き空き家の情報提供を全国的に行うことも検討。

○バンクの利用希望者に登録してもらう際には、できるだけ簡潔な様式とすることを検討。
→様式に記入する箇所は出来るだけ少なく簡潔にしつつ、購入希望か賃貸希望かは明確に確認

○空き家バンクの現状からみると、農地付きであるか否かの情報が分かりにくい場合も多い。
→空き家に関する提供情報において、農地付き空き家のものをマーキングする等の工夫をして提供

空き家バンクへの掲載情報は鮮度が重要なので逐次更新できるような構成とし、更新体制等を検討
→あまり凝ったものにせず、職員の手作りでもよいので更新作業等が容易な環境にしておくことが大切

○具体的な意向のある希望者に情報提供する際には、類似物件も用意して柔軟に対応できるよう検討。
→相対で情報提供・相談対応する際には、細かなやりとりをする中で意向が変化する場合もある

○購入等の希望者が現地確認に訪れる際には、様々な必要な情報を提供できるような体制を検討。
→ワンストップでの情報提供のために、日頃から部局間で最新の情報を共有、対応マニュアル等も整備

○不慣れな購入(賃貸)希望者の悩み、疑問等に対してかゆいところに手が届くアドバイス方法を検討。
→希望者が悩んだり疑問に思うところは同じような場合が多いので、解説チラシを作成する等して支援

○記入例だけでなく、記入方法等が不明な場合の問い合わせ先も分かりやすく掲載することを検討。
→普段複数の書類を見ている行政関係者には分かる場合でも、不慣れな希望者には分からない場合も

○月単位でお試し居住する場合には､その期間を有効利用して手続きの準備ができるよう支援を検討。
→週や日単位の滞在期間の場合も､必要な書類の準備､手続き期間等をアドバイスして円滑な申請を支援

○お試し居住による暮らし体験や就農体験等のプログラムを、関係部署等々一緒に検討。
→これらのプログラムによって地域への関心･理解を深めてもらうことは効果的。先輩移住者や地域の人
からの情報提供を行うことで、移住してからの人間関係構築のきっかけとなる

○せっかく移住してもらっても、その地域に住み続ける｢定住｣につながらなければ努力の成果は半減。
→文化や風習、生活環境は地域によって違うことを改めて理解した上で、移住者の立場で相談対応
○多くの人にとって農業に関わる経験は少ないので、耕作等を行って行く上で必要な提供情報を整理。
→水をどのように利用できるかは耕作等を行って行く上で重要な情報であり、農地付き空き家取得者に
対しては予め説明等を行ってしっかりと理解を得てもらうことが必要。負担金についても同様

○移住者が地域で住み続けた後も、地域の一員として活躍できるよう多面的なフォローについて検討。
→自治会をはじめとする地域組織が連携して、地域行事一覧等を作成・配布することも一つの方法
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６．市町村、農業委員会、宅建事業者、ＮＰＯ等の役割と連携
・関係主体がそれぞれの役割を相互に理解し、プレーヤーとなることで、それぞれの地
域の農地付き空き家の取組が、移住者（購入等希望者）にとって受け入れやすく、心
をとらえることのできるものになると考えられます。

市町村
情報集約と情報発信のキーマン
・できるだけ多くの物件登録を得るには、市町村が行政として持つ様々な情報の活用と広報力
による住民理解の醸成によって、物件情報の集約を行うことが重要となります。
・また移住者（購入等希望者）にとっては、いわば地域の「顔」となるものであり、その信頼
感を活かして地域のイメージと物件の魅力を的確に情報発信することが大切です。
・窓口担当者は可能な限りワンストップで移住を検討している方の対応にあたる体制とするこ
とで、新しい居住地に対する安心感、円滑な移住に向けた大きなサポートにつながります。

関係主体の施策実施、役割等の総合調整役
・まずは、空き家バンク担当部局と農業委員会担当部局との連携体制をしっかりと構築するこ
とが、農地付き空き家の取組を行う上での土台づくりとなります。
・加えて、移住施策担当部局や就農支援担当部局との連携施策の立案や、宅建事業者やＮＰＯ
等の地域の関係団体等との連絡調整のハブ機能として、総合調整を行うことが重要です。

農業委員会
新規就農促進の観点からの舵取り、相談役
・農地付き空き家の取組を行う上で重要な、別段面積の設定に関する方針決めや農業委員会の
開催等のスケジュール調整等を行う大きな役割を担っています。
・市町村の空き家バンク担当部局や新規就農担当部局の調整役となるだけでなく、移住者（購
入等希望者）が行う許可申請等においてもアドバイス役として相談機能を発揮することが期
待されます。

宅建事業者
物件引き合い時や購入(賃貸)決定時の専門的なマッチング役
・物件購入等決定時の契約手続き等において、市町村からの協力依頼、購入等希望者からの依
頼等にもとづき契約締結等の媒介手続きを円滑に行う、専門家としてのマッチング役です。
・日頃から市町村担当部局等との情報共有等をしっかりと行うことで、地場の様々な情報を持
った、移住者(購入等希望者)に寄り添うことができる地域の「顔」の役割も期待されます。
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ＮＰＯ等の地域の関係団体等
移住者受け入れ体制充実の鍵となる連携役
・市町村職員がワンストップ相談窓口体制の中で、移住者（購入等希望者）に対して様々な
アドバイス、寄り添い等の受け入れ支援を行う場合もあると考えられますが、そうした受
け入れ支援等を行うＮＰＯ等の地域の関係団体等（自治会等を含む）がある場合には、行
政とそれらの団体が役割を分担し、協力して行うことが効果的だと考えられます。
・移住先を決定する際の決め手となる要素として、「相談できる人と知り合うことができた」
という声も聞こえることから、移住者（購入希望者）の悩みごと、困りごとに気軽に相談
でいる受け入れ窓口が地域の関係団体の連携役となって、その機能を発揮することが期待
されます。

移住者の定住、農業技術習得等の指南役
・移住者（購入等希望者）がその地域に馴染んで定住していくうえで、先輩移住者や地域の方
の声を実体験にもとづいて直接聞くことは、移住者（購入等希望者）にとって非常に心強い
ものになると考えられます。市町村によっては、そうした人たちを「定住サポーター」や
「定住支援員」として任命、委嘱等する制度を設けている事例があります。こうした定住の
ための指南役を置くことは、農地付き空き家の取組が定住施策に寄与する上で重要であると
考えられます｡
・また、農作物は地域の地形や気候等によって適するものと適さないものがあったり、地域で
ブランド作物の栽培等を行っている場合には移住者（購入等希望者）がその担い手の一人と
なることも期待されることから、先輩農業者や地域の熟練農業者から種まき、水やり等の地
域に適した栽培方法等を指南してもらえる場を、市町村や地域の関係団体で用意すること
は、農地付き空き家の取組をより効果のあるものにしてくれると考えられます。こうした広
い意味での就農支援策を関係団体の役割分担と連携によって構築していくことが期待されま
す。
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空き家バンクに係る市町村と宅建事業者団体との協定
・空き家バンクを設けている市町村では、宅建事業者による地元の団体と包括的な協定
を締結して、空き家等の所有者と購入等希望者との間の権利移動等の手続きに係る媒
介業務等について支援を行っている例があります。
・この包括的な協定においては、市町村と団体がそれぞれ以下のような役割分担のもと、
空き家の活用促進を図ることが定められている例が多く見られます。
市町村の役割
・市町村内の空き家について、空き家バンクへの登録を促進すること。
・空き家の所有者の承諾が得られる物件について、情報サイトへの掲載、定住相談窓
口等を通じ、情報発信に努めること。
・空き家の利用希望者から具体的な利用申込みがあった場合、団体に対し空き家の媒
介に係る協力を依頼すること。
団体の役割
・市町村から空き家の媒介に係る協力の依頼があった場合、空き家の媒介を行うもの
とすること。
・この他、空き家の媒介の報酬について、宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）
第 46 条第 1 項の規定により定められた報酬の額以内の額とすること、個人情報の保
護・守秘義務について定められる場合があります。

(参考)｢宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額｣の改正について
報酬告示の改正内容
【概要】 低廉な空き家等（物件価格が400万円以下の宅地建物）であって、通常より現地調
査費用等を要するものについては、現行の報酬額の上限に加えて、当該費用等を
考慮した額の報酬を売主から受領できるようにする（ただし、18万円を上限とする）。

H29.12.8 改正告示公布

H30.1.1

改正告示施行

売主から薄黄色で塗りつぶした部分まで受領可能とするよう改正。

改正前の報酬額の上限の算定方法

売買又は交換の媒介・代理の依頼者の一方から受けることのできる報酬額は、売買の代金又は交換に係る宅地又は建物の
価額に応じて、以下の割合を乗じて得た金額を合計した金額以内
報酬の上限額（税抜）

改正前の上限

物件価格に応じて以下の割合を乗じる

２００万円以下

５．４％

２００万円超～４００万円以下

４．３２％

４００万円超

３．２４％

18万円

10万円

※成約時に売主又は買主から成功報酬として受領（代理の場合は2倍）

法制定当初（昭和27年）に都道府県ごとに定めていた報酬の
額を参考に、昭和45年に上記の旨を定めた告示を制定

200万円

400万円

料率：５％ 料率：４％

32

料率：３％

物件の価格

