令和３年度住宅市場を活用した空き家対策モデル事業
【部門１ 空き家に関する相談窓口等の民間連携を行う事業部門】
（50音順）

団体名

事業地域

事業名

1

愛知宅建サポート株式会社

愛知県

2

空き家・空き地の相談センター

愛知県高浜市を中心として活
動し、全国にはオンラインで配 住宅確保要配慮者向けセーフティネット住宅に付帯するバディの普及活動
信

3

一般社団法人空き家コミュニティ

香川県綾歌郡宇多津町

行政・地域・民間が連携して空き家問題解決に取り組む仕組みの構築(宇多津町空き
家サポートネットワーク)

4

空き家利活用支援協議会

福島県福島市

官民が連携した、持続可能な空き家対策プラットフォームの整備

5

ありあけ不動産ネット協同組合

福岡県大牟田市・柳川市・み
有明圏域定住自立圏における空き家相談窓口運営と地域包括ケアシステムを活用した
やま市、熊本県荒尾市・南関
空き家発生抑止事業
町・長洲町

6

株式会社エンジョイワークス

三重県南伊勢町

7

大阪府宅地建物取引業協会泉州支部

大阪府和泉市・岸和田市・貝
塚市・熊取町・泉佐野市・田 泉州縦断ウルトラ相談会 ～空き家問題見える化システム～
尻町・泉南市・阪南市・岬町

8

一般社団法人大阪府不動産コンサル
ティング協会

大阪府

コンサルティング手法を活用した大阪都市圏衛星都市の空き家対策総合支援事業

9

遠賀町空き家活用ネットワーク

福岡県遠賀郡遠賀町

いますぐ実現！地域密着型の機動力あるマッチングによる試験的空き家活用

石川県金沢市

金沢市空き家等活用・流通促進体制スタートアップ支援事業

岐阜県全域

市町村空き家担当初任者向け定期継続支援事業

12 佐渡市

新潟県佐渡市

産学官連携による空き家活用コーディネーター育成及び相談窓口構築事業

13 NPO法人住環境デザイン協会

広島県

中山間地域の地方公共団体とJAの連携および人材育成による空き家相談体制の仕組
構築

14 庄原市空き家解決専門家ネットワーク

広島県庄原市を主体とする
も、全国を対象とする。

法務・不動産・金融の専門家ネットワークを発足し、官民が一丸となり空き家問題を円滑
に解決し、空き家相談員を育成する事業

15 ｽﾄｯｸﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究会

長野県長野市

長野・〇〇暮らしのすすめ (空き家マッチングガイド事業 )

10 金沢市

11

特定非営利活動法人岐阜空き家・相続
共生ネット

空き家総合相談窓口と空き家マイスターの連携による相談対応事業

空き家活用中間支援組織モデル化事業

令和３年度住宅市場を活用した空き家対策モデル事業
【部門１ 空き家に関する相談窓口等の民間連携を行う事業部門】
（50音順）

団体名

事業地域

事業名

16

一般社団法人すまいづくりまちづくりセン
ター連合会

17

特定非営利活動法人 兵庫空き家相談 兵庫県三田市（フラワータウン オールドニュータウンにおける空き家流通モデルの構築
センター
地区）
～FPによるライフプラン支援と女性視点によるまちのリブランディング～

18

特定非営利活動法人ひらた空き家再生
舎

全国

島根県出雲市平田町

全国的な空き家対策推進のための協議・検討及び事例収集・情報提供事業

空き家情報集約のプラットフォーム化と共生都市～まちが百貨店～構想の推進

19 一般社団法人復興支援士業ネットワーク 宮城県

住まいと空き地空き家何でもよろず相談会

20 NPO法人ふるさと福井サポートセンター

福井県三方郡美浜町

移住者の定住ケアと集落の主体性を構築するための空き家ゼロチャレンジ宣言集落サ
ポート事業

21 ほっかいどう空き家活用ネットワーク

北海道中頓別町・鶴居村・安
平町・厚真町・むかわ町・松 専門家不在の小規模自治体における空き家等対策実施体制整備事業
前町

22 松田町

神奈川県松田町

23 四日市不動産事業協同組合

三重県朝日町、三重県川越
「朝日町・川越町空き家相談」
町

空き家の利活用を促進する地域コミュニティ協働型「松田移住相談所」設立事業

令和３年度住宅市場を活用した空き家対策モデル事業
【部門２ 住宅市場を活用した空き家に係る課題の解決を行う事業部門】
（50音順)

団体名

事業地域

事業名

1

特定非営利活動法人空き家コンシェル
ジュ

奈良県

「空き家×居住支援サブリース・居住支援コーディネート会議」モデル構築事業

2

空き家利活用支援協議会

福島県福島市

ITとサブスクを活用した空き家相談会・見学ツアーの検討

3

アットホーム株式会社

全国

全国版 空き家・空き地バンク（アットホーム 空き家バンク）参画・利用へ向けた自治体
支援事業

4

有限会社E.N.N

石川県金沢市および近接市
木造たてもの調査室（空き家診断）
町村、石川県珠洲市

5

株式会社エンジョイワークス

全国

6

大阪府宅地建物取引業協会泉州支部

大阪府和泉市・岸和田市・貝
塚市・熊取町・泉佐野市・田 社会福祉協議会とつくる住宅確保要配慮者向けシステム構築事業
尻町・泉南市・阪南市・岬町

7

一般社団法人大阪府不動産コンサル
ティング協会

大阪府大阪市

空き家問題解決手法における経済合理性と引き取り効果に関する研究・実証調査

8

鹿児島県居住支援協議会

鹿児島県大島郡大和村

空き家活用型集落長屋プロジェクト ―ONE TEAMで取り組む居住支援のむらづくり―

9

価値住宅株式会社

全国

VR活用による空き家取得におけるリフォームプラン及び改修コストの見える化事業

10

一般社団法人 かながわFP生活相談セ
ンター

神奈川県

既存の賃貸流通市場に乗らない空き家の所有者・利用者の情報を収集・整理し、効果
的なマッチングシステムを構築する

福岡県北九州市

地域のマーケット（空き商店街）再生から始まる「エリア再生」とその手法の拡散

11 北九州未来づくりラボ

地域住民参加型ファンドによる空き家「0円！リノベーションプロジェクト」

12

特定非営利活動法人木の家だいすきの
会

東京都千代田区

クラウドファンディングを活用した空き家のＤＩＹ改修サポート事業

13

特定非営利活動法人岐阜空き家・相続
共生ネット

岐阜県

除却を終着点としたわが家の終活コンサルティング事業

14 京町家等継承ネット

京都府京都市

京町家等のクリエイティブ拠点創出に向けた企業誘致推進事業

15 特定非営利活動法人Goodstock

兵庫県西播磨地域（たつの
市、宍粟市、相生市、赤穂
市、太子町、佐用町、上郡
町）、主にたつの市

空き家バンクと連携したアップサイクル住宅のモデル検討事業

令和３年度住宅市場を活用した空き家対策モデル事業
【部門２ 住宅市場を活用した空き家に係る課題の解決を行う事業部門】
（50音順)

団体名

事業地域

事業名

16 株式会社クラッソーネ

全国

AIによる解体費用シュミレータ活用推進事業

17 株式会社グラノ２４Ｋ

福岡県福津市

歴史的景観形成地域における空き家活用を核としたエリアまちづくり事業の創出事業

18 株式会社ケア・フレンズ

福井県福井市

居住支援法人が行う空き家対策におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）モデル
事業

19 高蔵寺まちづくり株式会社

愛知県春日井市（高蔵寺
ニュータウン）

高蔵寺ニュータウンの空き家等を活用したサービス拠点モデル形成事業

20 一般社団法人 コノマチ

長野県南佐久郡佐久穂町

中山間地域の持続的な経済循環構築による空き家問題解決事業

21 COMMONS ISUMI

千葉県いすみ市

COMMONS ISUMI

22 一般財団法人島根県建築住宅センター 島根県出雲市

「地域見守りたい！」地・学連携による空き家活用プロジェクト

23 Japan asset management株式会社

東京城南地域を中心に東京
空き家戸建て借上事業推進のためのプラットフォームづくり
近郊エリア

24 庄原市空き家解決専門家ネットワーク

広島県庄原市を主体とする
も、全国を対象とする。

移住者と社会事業家のための、新しい支援体制構築（人とモノの両面から）

25 株式会社白浜パーニ

和歌山県白浜町

空き家を活用した、サテライトオフィスの誘致およびワーケーション促進の仕組みづくり事
業

26 株式会社スピーク

荒川区 下町エリアにおける高齢者サポート事業者と連携した空き家活用
東京都荒川区、東京都東村
東村山市 郊外の戸建て住宅地における、所有者のリスク軽減による空き家活用の促
山市
進

27 高岡市空き家活用推進協議会

富山県高岡市

空き家利活用のプレイヤーおよびサポーターの発掘と流通を促進するための総合的取り
組み

28 特定非営利活動法人高田暮舎

岩手県陸前高田市

利用者開拓と空き家ワンストップ対応を組み合わせた「お家の未来相談窓口」によるモ
デル事業

29

一般社団法人 太宰府市空家予防推進
福岡県太宰府市
協議会

30 一般社団法人チームまちづくり

太宰府市における空き家活用の見える化と地域に寄り添った活用手法の実証調査・研
究

神奈川県逗子市 同大磯町
「地域力」×「市場力」を活用した協創による「空き家の予防＆利活用等促進モデル事
（ふるさと納税意向調査・ﾋﾔﾘ
業」
ﾝｸﾞは首都圏65市町村）

令和３年度住宅市場を活用した空き家対策モデル事業
【部門２ 住宅市場を活用した空き家に係る課題の解決を行う事業部門】
（50音順)

団体名

事業地域

事業名

31 中電技術コンサルタント株式会社

岡山県岡山市

岡山・空き家を生まないプロジェクト

32 津屋崎空き家活用応援団

福岡県福津市

「移住希望者掲示板」による空き家活用促進と空き家・空き地群の一体型活用コーディ
ネート事業

宮城県仙台市宮城野区

「（仮称）つるがや街づくりビュロー」設立に向けた団地住民の意識醸成と
空き家・空き家予備群のリノベーションに関する取組

34 株式会社テダソチマ

福島県須賀川市

すかがわイエソダテ

35 株式会社 伝泊プラス工芸

石川県小松市杉町及び北陸
空き家古民家の再生と宿泊施設共同運営による大杉町のまちづくり事業
全域

36 ＮＰＯ法人都市環境協会

新潟県新潟市（物件は全国
を対象とする）

新潟市 介護施設入居者の留守宅利活用及び、中間所有組織を介して空き家の隣地
集約

37 都市居住推進研究会

京都府京都市

袋路内子育て支援住環境事業の展開と仕組み・体制の構築

33

38

つるがや元気会NEXT50 鶴ケ谷団地再
生委員会

有限会社トノコーポレーション（omusubi不 東京都世田谷区、千葉県松
空き家を活用したエリアリノベーション事業者の育成・事業化サポートプログラム
動産）
戸市

39 株式会社ナリカワ

兵庫県神戸市

空き家の古い賃貸受託（旧耐震）の活用と住宅要配慮者の入居促進のシステムつくり

40 二宮町・一色小学校区地域再生協議会 神奈川県中郡二宮町

二宮町 一色小学校区地域空き家等循環再生事業

41 万代地域コミュニティ協議会

新潟県新潟市

地域の持続可能性を高める応急住宅確保にむけたビジネスプラットフォームの整備

42 暇と梅爺株式会社

東京都墨田区

地域芸術活動で解決する、サブスク型の空き家再生事業

43 FANTAS technology株式会社

東京都、千葉県、埼玉県、神
地域の空き家の可能性「見える化」プロジェクト
奈川県

44 公益財団法人山口市文化振興財団

山口県山口市

meet the artist 2022：極小の文化施設を探る

45 株式会社LIFULL

全国

全国版空き家バンクの自治体参画促進事業

令和３年度住宅市場を活用した空き家対策モデル事業
【部門２ 住宅市場を活用した空き家に係る課題の解決を行う事業部門】
（50音順)

団体名

46 合同会社Roof

事業地域

兵庫県加古郡播磨町

事業名
空き家が市場流通しにくい地域での潜在空き家調査と空き家管理のためのチャリティー
ショップ立ち上げ

