
空家流通促進事業
マッチングサポートマニュアル

福岡県鞍手町
平成30年2月

このマニュアルは平成29年度国土交通省「先駆的空き家対策モデル事業」の助成を受けて作成しました。

クリエイターのリノベーションによる





はじめに

近年、都市圏への人口集中や世帯構成の変化、少子高齢化や人口減少等さ

まざまな要因により全国的に空家が増加する傾向にあります。また、適切な

管理が行われていない空家については、地域の防災や防犯の低下や景観等に

悪影響を与え社会問題化し、早急な対策が求められています。

このような中、国においては平成26年11月に人口減少に歯止めをかけると

ともに、東京圏への過度の人口集中を是正しそれぞれの地域で住みよい住居

を確保して、将来にわたって活力ある社会を維持していくことを目的に「ま

ち・ひと・しごと創生法」が制定され、これを受け全国の自治体においては

地方版総合戦略が策定されました。

鞍手町においても少子高齢化、人口減少という大きな課題に対応するため

の人口ビジョンを掲げ、「鞍手町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定

し、移住定住施策の一つとして空家問題を掲げました。

平成27年５月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」第10

条の規定に基づき、水道の開栓情報等の行政情報と現地の外観目視による空

家基礎・実態調査を行ったところ、空家の可能性があると判断された物件が

730件あることが判明しました。これを受け、平成28年度に「鞍手町空家等

対策計画」を策定するとともに平成29年４月には鞍手町空家情報登録制度設

置要綱を施行し、公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会筑豊支部と空家バ

ンクに関する連携協定を結び空家バンクの開設に至りました。しかし、行政

が行う空家バンクは気軽に相談ができることで移住したい相談者や物件所有

者からの相談案件はあるものの登録するにはさまざまな案件をクリアしなけ

ればならず、空家の流通促進に至っていないのが現状です。

これらの現状を踏まえ空家の流通促進を図ることを目的に国土交通省の

「先駆的空き家対策モデル事業」により定住促進による人口の増加と地域の

活性化を図るため、空家等に関する専門的な有識者で構成する「鞍手町空家

対策流通促進協議会」を設置し流通促進を図るしくみづくりを構築しました。

本しくみは、空家の利活用において空家所有者等と移住希望者に対し、ク

リエイターによるリノベーションプランを提案し、魅力ある物件にすること

で流通促進することをマニュアル化したものです。
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＊＊用語の定義＊＊
(１) 空家所有者等 空家等に係る所有権又は（転貸を除く。）若しくは売却を行うことがで

きる権利を有する者で、登録制度設置要綱において空家バンクへ登録している者をいう。
(２) 利用希望者 鞍手町へ移住定住を目的とする者で、登録制度設置要綱において空家バン

ク利用希望者として登録している者をいう。
(３) クリエイター等 空家のリノベーションプランを提案する個人、企業をいう。
(４) 鞍手町空家流通促進事業マッチングサポート 空家流通を促進するため、前各号に掲げ

る者を支援する事業をいう。（以下「マッチングサポート」という。）



１．鞍手町空家バンクと空家流通促進事業マッチングサポートの関係



空家流通促進事業マッチングサポートとは、鞍手町空家バンクに登録した空

家等が契約に至らなかった場合、クリエイターによるリノベーションプラン

を発信し、空家所有者等、利用希望者を支援し空家を流通促進する事業です。

・鞍手町空家バンクに登録されている空家等（以下「空家」という。）

（鞍手町空家バンク登録後から３か月以上未契約の空家）

クリエイターに利用者獲得のための空家リノベーションプランを利用希望

者に提案。提案にあたっては、空家見学会を行い、利用希望者が契約に至ら

ない課題を発見し、解決策としての空家リノベーションプランを公開プレゼ

ンテーションで利用希望者に発信します。

公開プレゼンテーション後、公募期間を設け、利用希望者を募ります。

公募期間中に利用者が決まらなかった場合は、クリエイターが提案したリノ

ベーションプランを空家情報とともに、鞍手町公式ホームページ空家バンク

サイト（以下「空家バンクサイト」という。）に掲載します。

※利用者が決定しなかった場合でも、クリエイターにリノベーションを依頼

することは可能です

11月予定（対象空家がない場合には、開催しません。）

鞍手町空家流通促進事業マッチングサポート実行委員会（以下「実行委員

会」という。）

※平成30年度設立

・住宅関連、芸術やデザイン関連を学んでいる大学生や大学院生、専門学生

をはじめ住宅関連に従事している設計士やインテリアコーディネーター等

・企業

※空家見学会に必ず参加すること

１．鞍手町空家バンクと空家流通促進事業マッチングサポートの関係

1

対象空家

方法

時期

実施主体

対象クリエイター

１）空家流通促進事業マッチングサポートの概要



対象空家の特徴をとらえ、利用者を誘引できるリノベーションプラン。

提案いただいたリノベーションプランによって利用者が契約に至ったものに

対し、報奨金を支払います。

※鞍手町の生活環境や空家の立地、対象空家に住むターゲットとライフスタ

イルを明確に設定すること

※過去の作品を例に、今回の対象空家用に改変した提案も可

※設計条件や図面提供は、空家見学会時に提示します

＜提出物＞

・提案書１部

テーマ、コンセプト、イメージパース（設計図面、イメージイラスト、

写真）等対象空家の特徴をとらえ、利用したくなるような意図がわかる

提案書（Ａ３用紙２枚以内）

※様式「鞍手町空家リノベーションプラン提案書フォーマット」

・図面ＰＤＦデータ（300dpi以上）

上記データをＰＤＦに変換したもの（空家バンクサイトに掲載のため）

＜著作権の取り扱い＞

実行委員会に帰属

空家バンクの契約同様、直接交渉か協定を結んでいる公益社団法人福岡県宅

地建物取引業協会筑豊支部が間接交渉にて契約手続きを行います。

施工に関しては、鞍手町が協定を結んでいる施工事業者が担当します。

提案者自身で施工できる場合は、上記協定施工事業者以外でも担当すること

ができます。

＜クリエイターへの報奨金＞

選ばれたリノベーションプラン提案者に報奨金を支払います。

※報奨金の支払いについては、実行委員会より支払い

＜リノベーション工事費＞

売買：利用希望者負担 賃貸：空家所有者等負担

※空家所有者等が負担する場合は、空家リノベーションプラン募集条件に希

望リノベーション費用を掲示

※売買時の空家所有者等負担、賃貸時での利用希望者負担にしても可。リノ

べーションプラン募集時の条件にて掲示

リノベーションプラン募集内容

契約手続き

施工事業者

費用

２



通常の空家バンク登録の流れに、今回の空家流通促進事業マッチングサポー

トのしくみを取り入れることで、空家バンク登録促進及び登録空家の流通促

進を図ります。

空家バンクに登録（空家バンクサイトに物件掲載）

空家流通促進事業
マッチングサポート適用

空家所有者等と利用希望者
との交渉

契約

＜空家バンク通常のながれ＞
利用希望者がついた場合

３か月以上未契約の場合

空家バンク登録依頼
利用希望者を募って
もらえる安心感

契約に至らなかった
空家の流通促進

空家所有者等が、空家流通促進事業
マッチングサポート申込受付

クリエイター若しくは
施工事業者による
リノベーション工事

入居

利用者自身で
リノベーション

空家所有者等と利用希望者、
クリエイター若しくは
施工事業者との交渉

２）空家登録から空家流通促進事業マッチングサポートのながれ

３



空家流通促進事業マッチングサポートを導入するにあたって、既存の鞍手町

空家バンクにおける追加及び変更事項は以下になります。

①「空家登録申込書」

空家登録申込の際に「空家流通促進事業マッチングサポートの希望」の有

無を確認し、事前意向を把握。適用期間となった際に、鞍手町空家流通促

進マッチングサポート空家見学会及び利用申込書等を送付し申し込みを受

け付ける。

②「空家バンクサイト」

空家流通促進事業マッチングサポートを適用するにあたって従前とリ

フォーム後の値付けのことを考慮し、空家バンク登録時の希望価格は、

「要相談」と表記。

③「実行委員会」

空家流通促進事業マッチングサポートを実行するにあたり、クリエイター

への報奨金や著作権、企業からの協賛金の受け皿として、実行委員会を設

立。

＜実行委員会の組織メンバー＞

・公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会筑豊支部

・鞍手町地域開発協力会

・くらて学園

・大学

・福岡県司法書士会

・金融機関 等

＜事務局＞鞍手町

④「協定施工事業者」

空家流通促進事業マッチングサポートにおいて、クリエイターから提案の

あった空家リノベーションプランを施工するための施工事業者を町内のこ

とを熟知した鞍手町地域開発協力会と協定を結び、クリエイター自ら施工

できないリノベーションプランについては、鞍手町地域開発協力会が施工

します。

３）鞍手町空家バンクでの調整ポイント

４



＜既存の鞍手町空家バンクのしくみ＞

＜空家流通促進事業マッチングサポート適用時のしくみ＞

５



２．空家流通促進事業マッチングサポートの基本的な手法



２．空家流通促進事業マッチングサポートの基本的な手法

空家流通促進事業マッチングサポートは、空家リノベーションプラン募集告

知、空家見学会開催、空家リノベーションプラン公開プレゼンテーション開

催を実行委員会が実施するものです。

空家所有者等 事務局（鞍手町） 利用希望者

空家バンクに登録（空家バンクサイトに物件掲載）

登録依頼

物件調査

利用希望利用希望案内

空家バンクに登録後３か月以上、未契約

空家リノベーションプラン募集告知
※空家バンクサイトから物件掲載削除

空家見学会開催
（参加対象：利用希望者、クリエイター）

空家流通促進事業
ﾏｯﾁﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ適用確認

空家見学会開催概要、
空家ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ
募集要項作成

空家リノベーションプラン公開プレゼンテーション開催
（参加対象：利用希望者、クリエイター、空家所有者等）

空家バンク
登録から
３か月後

空家リノベーションプラン利用希望者公募
（参加対象：利用希望者）

空家リノベーションプラン利用者抽選会
（参加対象：利用希望者）

利用希望プラン申込

当選者利用希望案内

契約交渉へ

契約交渉へ

7月

11月初旬

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ後
1週間

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ後
1週間後

鞍
手
町

空
家
バ
ン
ク

８月
（夏休み）

契約成立

リノベーション工事

入居

実行委員会（鞍手町役場内）

空家見学会参加者（利用希望者）募集、
リノベーションプラン募集参加申込書受付

リノベーションプラン
受付

締切：10月中旬

空家流通促進事業
マッチングサポート

利用申込書提出

１）空家流通促進事業マッチングサポートのながれ

６



対象：

・鞍手町空家バンクに登録されている空家

（３か月以上鞍手町空家バンクに掲載）

・未契約及び契約交渉していない空家

・空家所有者等に空家流通促進事業マッチングサポートを適用する意向確

認がとれていること

利用希望者の需要が多い秋に開催。

クリエイター及び利用者が参加しやすい夏休みの８月に空家見学会を開催。

７月 空家リノベーションプラン募集告知

８月 空家見学会開催

11月 空家リノベーションプラン公開プレゼンテーション開催

開催後１週間 利用希望者公募（開催１週間後、利用者抽選会）

※公募中に利用希望者が付かなかった場合、鞍手町空家バンク同様

先着順受付

■事務局（鞍手町役場）の役割

事務局である鞍手町役場は通常の鞍手町空家バンク業務にもある利用希望

者、空家所有者等との調整を担うとともに、実行委員会と連携を図る。

＜空家バンク通常事務＞

・空家バンク登録受付、現地調査、空家バンク登録

・利用希望者登録受付、空家利用希望受付、空家利用希望報告

・仲介事業者への交渉申込みの連絡、交渉結果の受取

＜空家流通促進事業マッチングサポートによる追加役割＞

・利用希望者を募るための空家バンクのＰＲ

（移住促進事業におけるＰＲ、鞍手町発行広告物への掲載、イベント時

ＰＲ等）

・空家所有者等への空家流通促進事業マッチングサポート申込受付

・実行委員会への適用空家の情報提供

・リノベーションプラン利用希望者を仲介事業者への交渉申込みの連絡、

交渉結果の受取

２）対象空家

３）実施時期

４）実施体制

７



■実行委員会の役割

・空家見学会の開催告知・運営

・空家リノベーションプラン公開プレゼンテーションの開催告知・運営

・協賛企業募集及び協賛金の収集及び管理

・空家リノベーションプラン募集告知（ニュースリリース、空家バンクサ

イトや広報掲載）

・空家リノベーションプランへの利用希望申込書受付

・空家リノベーションプラン利用者抽選会の実施

・空家リノベーションプランによる利用者決定時、クリエイターへの報奨

金支払い

・クリエイターの提案プランの著作権管理

■協定施工事業者

協定施工事業者である鞍手町地域開発協力会は、クリエイターが空家リノ

ベーションプランの施工を自身で行えない場合、クリエイターに代わって

利用希望者と調整し、施工します。

■協定仲介事業者の役割

協定仲介事業者である公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会筑豊支部は、

既存の空家バンクの契約交渉以外に、クリエイター若しくは施工事業者を

入れた３者の契約交渉を調整します。

■対象クリエイター

クリエイターは、必ず空家見学会に参加した後、空家リノベーションプラ

ンを提案する。

提案したリノベーションプランによって利用希望者と契約に至った場合報

奨金を得ることができます。

個人でも企業でも可

・住宅関連、芸術やデザイン関連を学んでいる大学生や大学院生、専門

学生をはじめ住宅関連に従事している設計士やインテリアコーディ

ネーター等

主な対象者：

・学生、デザイナー、デザイン事務所、アニメーター、漫画家、芸術家、

建築士

・建築事務所、工務店、住宅事業者、住宅設備会社 等

空家流通促進事業マッチングサポートの実施における実行費用及びクリエイ

ターへの報奨金については、実行委員会に口座をもち、協賛企業等からの収

入、クリエイターや各イベントに関する支出管理を行う。リノベーション費

用に関しては、利用希望者若しくは空家所有者等が負担。

５）実施費用
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３．空家流通促進事業マッチングサポートの各工程の内容



空家所有者等に空家流通促進事業マッチングサポートを適用するか確認後、

空家リノベーションプランを募集する募集要項を作成します。

空家リノベーションプラン募集告知１〜２か月前に３か月以上

契約に至っていない空家の所有者に対して、事務局から空家流

通促進マッチングサポートを適用するか確認

＜空家所有者等に確認する項目＞

・ 空家見学会開催時の空家公開及び説明の承諾、開催日確認

説明内容例：空家への思い、空家のストーリー等

・空家リノベーションプラン公開プレゼンテーションへの参加

・未契約である理由（交渉時の内容等）

空家所有者等に空家流通促進事業マッチングサポート適用確認後、

実行委員会にて空家リノベーションプランを募集する募集概要の検

討、協賛企業へのあいさつを実施

募集概要が決定次第、下記様式に沿って、告知を行うための「空

家リノベーションプラン募集要項」及びクリエイターが提出する

「空家リノベーションプラン募集参加申込書」を作成

様式「空家リノベーションプラン募集要項」

様式「空家リノベーションプラン募集参加申込書」

様式「空家リノベーションプラン提案書フォーマット」

「空家リノベーションプラン募集要項」をもとに告知活動を展開

告知媒体

・鞍手町（広報、ホームページ、ＳＮＳ）

・プレスリリース

・関係団体（くらて学園、近隣学校等）

３．空家流通促進事業マッチングサポートの各工程の内容

空家所有者等に「空家流通促進事業マッチングサポート」を適用するか確認

「リノベーションプラン募集要項」等の作成

「空家リノベーションプラン募集」告知
（空家バンクサイト掲載、ＳＮＳ発信、プレスリリース、関係団体への告知）

※告知とともに、対象空家は一時空家バンクサイトでの掲載削除

「空家リノベーションプラン募集参加申込書」受付
※バス見学会開催日まで

１）空家リノベーションプラン募集方法

９



鞍手町では、鞍手町への移住を促進するため空家リノベーションプランを募

集します。

応募のあったリノベーションプランを発信し、利用希望者を募ります。

契約したリノベーションプラン提案者に対し報奨金をお支払いします。

対象者：

・住宅関連、芸術やデザイン関連を学んでいる大学生や大学院生、専門学生

をはじめ住宅関連に従事している設計士やインテリアコーディネーター等

・企業

※空家見学会に必ず参加すること

募集内容：

対象空家の特徴を捉え、利用者を誘引できる空家リノベーションプラン。

提案いただいた空家リノベーションプランにて利用者が契約したものに対し、

報奨金をお支払いします。

※鞍手町の生活環境や空家の立地、対象空家が住むターゲットとライフスタ

イルを明確に設定すること

※過去の作品を例に、今回の対象空家のバージョンにした提案も可

※設計条件や空家の図面提供は、空家見学会時に提示します

参加方法：

・参加申込書を下記締切日までに提出先に送付

・空家見学会に参加

・提案書と図面ＰＤＦデータを下記締切日までに提出先に送付

提出物：

・参加申込書

・提案書１部

※様式「空家リノベーションプラン提案書フォーマット」使用テーマ、

コンセプト、イメージパース（設計図面、イメージイラスト、写真）

等対象空家の特徴をとらえ、入居したくなるような意図がわかる提案

書（Ａ３用紙２枚以内）

・図面ＰＤＦデータ（300dpi以上）

上記のデータをＰＤＦに変換したもの（空家バンクサイトに掲載するた

め。）

著作権の取り扱い：

実行委員会に帰属

空家リノベーションプラン募集要項（例）
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参加申込書提出締切日： ○年○月○日（日）

応募締切、消印有効

提案書提出締切日： ○年○月○日（日）

作品提出・応募締切、消印有効

空家現地見学会開催日： ○年○月○日（日）

空家リノベーションプラン公開プレゼンテーション：

○年○月○日（日）

参加費：なし

報奨金：○〜○円

※提案のあった空家リノベーションプランにて利用希望者が契約し

た場合のみ

参加に当たっての注意事項：

・施工に関しては、鞍手町が協定を結んでいる施工事業者が担当します

・企業等自身で施工できる場合は、上記協定施工事業者以外でも施工するこ

とができます

・応募いただいたリノベーションプランが利用者に選ばれた場合、利用者の

希望によりリノベーションプランの改変等あることが想定されます

主催：

実行委員会

共催：

鞍手町

協賛：

鞍手町内施工事業者、住宅設備事業者

提出先・問い合わせ先

鞍手町役場政策推進課内（実行委員会事務局）

ＴＥＬ：0949－42－2111 ＦＡＸ：0949－42－5693

〒807-1392 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3705番地
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空家見学会を開催するにあたって、空家所有者等との調整、見学ルート、ク

リエイターと利用希望者、空き家所有者との交流会を実施。

＜運営マニュアル策定＞

空家見学会を開催するにあたり、対象空家の位置関係

を把握しバスルートを選定。次頁「開催概要」を元に

運営マニュアルを作成

「空家見学会」の運営マニュアル作成

「空家見学会」告知（利用希望者用）
（鞍手町ホームページ掲載、ＳＮＳ発信、プレスリリース、関係団体への告知）

「空家見学会」参加申込受付
※鞍手町役場内（実行委員会）受付

「空家見学会」開催

開催一週間前に、参加申込者（利用希望者）、
リノベーションプラン募集申込者（クリエイター）に参加確認

２）空家見学会開催方法
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空家は、一般新築物件とは異なり、鞍手町の風土や環境から生まれた雰囲気

と今まで住まわれてきた方によるストーリーがあります。空家の住宅仕様の

特徴を活かし、新たに住まわれる方に空家を通して鞍手町のライフスタイル

を提案していただけるようクリエイターに直接見ていただくための空家見学

会を開催します。

クリエイターのみならず、利用希望者、興味がある方も参加できます。クリ

エイターがより利用希望者や空家所有者等の思いを掴んだ提案になる場にし

ます。

＜開催概要＞

主催・運営：実行委員会

共 催 ：鞍手町

協 賛 ：協定施工事業者、住宅設備メーカー

場 所 ：鞍手町役場（集合場所）

参加者 ：クリエイター、利用希望者等

参加方法：参加申込書をＦＡＸにて事務局へ提出

クリエイター：様式「空家リノベーションプラン募集参加申込書」

利用希望者 ：様式「バス見学会参加申込書」

参加受付締切：空家見学会開催１週間前

※バスの定員に空きがあれば当日参加受付可

開催日 ：空家リノベーションプラン募集告知から１か月半後

配布物 ：対象空家の物件情報（空家バンク掲載情報）

鞍手町紹介パンフレット等

手 配 ：バス（駅送迎も検討）

体 制 ：実行委員会及び事務局職員、仲介事業者、空家所有者等

※空家所有者等との連絡体制を確立（同行若しくは鍵の開閉

について）

空家見学会開催概要（例）

時 間 内 容 備 考

9：30
鞍手町役場集合
本会の説明（鞍手町役場職員）

資料配布
・物件概要（図面）

9：45
空家見学へ
・各空家にて空家所有者等・仲介事業者
が説明

・（協賛住宅設備メーカー展示場見学）

バス移動

11：45 鞍手町役場到着

11：50 交流会

13：00 解散
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空家リノベーションプラン公開プレゼンテーションを開催するにあたって、

空家リノベーションプランの受付から会の運営を実施。

鞍手町役場内実行委員会にて、空家リノベーションプラ

ンの受付を行う。受付は窓口提出若しくは郵送で対応

受付期間：募集告知〜空家リノベーションプラン公開

プレゼンテーション開催３週間前まで

受付窓口：鞍手町役場政策推進課（実行委員会事務局）

提出方法：郵送もしくは窓口提出

＜運営マニュアル策定＞

次頁開催概要を元に運営マニュアルを作成

「空家リノベーションプラン公開プレゼンテーション」の運営マニュアル作成

「空家リノベーションプラン公開プレゼンテーション」開催告知
（空家バンクサイト掲載、ＳＮＳ発信、プレスリリース、関係団体への告知）

空家リノベーションプラン提案クリエイターの参加調整

「空家リノベーションプラン」の受付

「空家リノベーションプラン公開プレゼンテーション」開催

３）空家リノベーションプラン公開プレゼンテーションの開催方法
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応募のあった空家リノベーションプランを発表する公開プレゼンテーション

を実施します。提案者であるクリエイター自身により発表を行い、利用希望

者に対して空家の価値の向上と理解を深めていただく場とします。発表に関

しては、町若しくはくらて学園のイベントと合同で行うとともに、ネット中

継配信を行うことで遠方の利用希望者でも参加できるしくみを構築します。

＜開催概要＞

主催・運営：実行委員会

共 催 ：鞍手町

協 賛 ：協定施工事業者、住宅設備メーカー

場 所 ：くらて学園

参加者 ：クリエイター、利用希望者

参加方法：参加自由

開催日 ：空家リノベーションプラン応募締切から３週間後

配布物 ：空家リノベーションプラン集、鞍手町紹介パンフレット、空家

リノベーションプラン利用申込書 等

手配物 ：プロジェクター、パソコン、ネット中継配信機材（カメラ、

ネット）、椅子 等

体 制：実行委員会及び事務局職員等

※仲介事業者及び協定施工事業者はクリエイターのプランに対

して実現性を確認するため立ち会います。内容により直接ク

リエイターに交流会・質疑応答時間にて確認をとります

※プレゼンテーションの方法は提出した提案書及び各クリエイ

ターによりパワーポイントデータや模型等持ち込み自由

空家リノベーションプラン公開プレゼンテーション開催概要（例）

時 間 内 容 備 考

12：45 開場 資料配布

13：00 開始
本会の説明

13：15 プレゼンテーション開始
１プラン10分〜15分
※プランの数により調整

15：00 利用希望者募集説明

15：15 交流会・質疑応答
（クリエイターと利用希望者の交流）

16：00 解散
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空家リノベーションプラン公開プレゼンテーション終了後、各クリエイター

のリノベーションプランにて利用希望者を公募します。公募期間中に申込み

を受付し、抽選会を開催します。

１空家に対して、１申込であった場合はその１申込を当選とし、協定仲介事

業者による契約交渉に入ります。

１空家に対して、複数の申込みがあった場合、抽選を行い当確番号を振り、

当確番号順に交渉に入ります。当確番号の若い利用希望者から交渉を行い、

交渉が成立しなかった場合、次の当確番号の利用希望者が交渉に入ります。

・クリエイターの提案プランを空家バンクサイトに

掲載

・利用希望者申込受付

申込みにあたっては、空家バンクの利用希望登録

カードを出す手順と同じで、「空家リノベーショ

ンプラン利用希望申込書」を提出

（申込みにあたっては、各提案プランごとに申込受付を行う）

抽選会場：鞍手町役場

抽選方法：利用希望者若しくは役場職員により抽選を行い、

当確番号を決定

抽選はネットにてオンラインで配信

「空家リノベーションプラン公開プレゼンテーション」終了

「空家リノベーションプラン利用希望公募」受付（1週間）

利用希望者決定、交渉へ

１空家につき
１申込の場合

「空家リノベーションプラン利用希望者抽選会」の開催（１週間後の日曜日）

１空家につき
複数申込の場合

４）利用者・空家リノベーションプラン決定方法
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空家リノベーションプランの公開プレゼンテーション後、利用希望者を公募

します。

公募期間中に、お好きな空家リノベーションプランを選び、下記提出物を揃

え、提出先に送付してください。

対象者：

条件等なし・ただしプランによって制限あり

応募方法：

空家リノベーションプラン集若しくは空家バンクサイトでのリノベーション

プラン一覧から応募するプランを選択し、下記提出物に記入のうえ、締切日

までに下記提出先に送付。

公募期間終了とともに抽選会を開催いたします。抽選に当選した方が利用へ

の契約交渉に移ることができます。

提出物： ・参加申込書

・誓約書

提出締切日：○年○月○日（○）

応募締切、消印有効

抽選日： ○年○月○日（○）

申込みにあたっての注意事項：

・施工に関しては、空家リノベーションプラン提案者か鞍手町が協定を結ん

でいる施工事業者が担当します

・リノベーション工事に関しては、各空家リノベーションプランに記載の概

算費用を確認ください。表記の概算費用はあくまでも目安であり、当選後

の契約交渉時に空家所有者等及び担当の施工事業者と調整してください

・応募者が多数の場合には抽選会を実施します。応募が１空家につき１応

募であった場合その１応募者が当選となります

・当選後の契約交渉について、鞍手町は一切関与しません

提出先・問い合わせ先

鞍手町役場政策推進課（実行委員会事務局）

ＴＥＬ：0949－42－2111 ＦＡＸ：0949－42－5693

〒807-1392 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3705番地

利用希望者募集要項（例）
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＜契約交渉＞

利用希望者が決定した時点で、協定仲介事業者による交渉へ。

協定仲介事業者は、施工事業者（施工までできるクリエイター、協定施工事

業者）とともにクリエイターによる空家リノベーションプランに基いて利用

希望者の意向を確認し、施工費用等の調整を行います。

利用希望者との契約結果は、契約締結だけではなく未契約であっても事務局

に報告する。

＜報奨金の支払い＞

仲介事業者より契約締結の連絡を受けた場合、事務局は実行委員会に報告

し実行委員会よりクリエイターに結果報告を行う。この結果報告は採用され

たクリエイターだけではなく、応募のあった全てのクリエイターにメール若

しくは書面で行うものとする。

採用されたクリエイターには報奨金の支払手続きを行うため、入金申込書を

発行してもらい、入金申込書記載の口座に報奨金を振り込みます。

振込にかかる手数料は、実行委員会が負担するものとします。

利用希望者公募期間中、空家リノベーションプランに利用希望者がつかな

かった場合は、空家バンクサイトにて、提案プランを掲載し、先着順に受付

を行います。

６）空家リノベーションプランに利用希望者がつかなかった場合

５）利用希望者決定後の取り決め
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【ふっくら くらて】 [名詞]

鞍手町にあるヒト、モノ、コト、バショについて、
良いところを見つけ出し、育て、デザインすること
によって町民みんながふっくらと幸せになるさま。

「ふっくらくらて」は、鞍手町のコミュニケーションマークです。


