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空き家管理とは？ 

空き家管理の概念（※当協会の考え） 

空き家の所有者又はそのご家族や関係者、あるいは空き家管理事業者が、定期的に空き家
に訪問し、空き家を周辺の生活環境保全を著しく阻害していない状態にする事。 

空き家管理の目的 

■空き家の現状を把握する事 
■空き家の老朽化のスピードを抑制する事 
■近隣住民の不安軽減 
■地域ブランドの低下抑制 
■立木や植栽の剪定／伐採を行い、衛生上の保安 
■防犯又は防災 
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空き家管理の効果 

空き家は老朽化のスピードが予想以上に早い 

リフォームやリノベーションに高額な費用発生 

費用捻出や「ためらい」の為、結局放ったらかし 

「
悪
循
環
」 

空き家解決までの時間を確保できる効果があります 

空き家の解決法 

■リフォームやリノベーション 
■更地（空地） 
■売却 
■賃貸 

問題点 

□高額な費用の発生 
□固定資産税の増加 
□相続や「思い出」という心情 
□維持費と立地問題 
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空き家管理の主な作業 

外周の掃き掃除 郵便物の廃棄 

植木の剪定 

換気と通水 

点検作業 報告書の送信 

上記の作業を定期的（月に1~4回）に行い、現状把握と近隣迷惑の軽減を目的とします。 

カビ発生抑止、臭気抑止、虫の発生抑止 放火や不審火の防止、近隣の不安軽減 防犯（放火や不審火の防止） 

防災や防犯 隣家の迷惑軽減、まちの美観保全 現状把握と改善提案 
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空き家管理の作業及び点検項目例 

空き家管理サービス・標準作業及び点検項目一覧 

実施作業 5 作業 

  作業名 作業箇所 所要時間 

1 通風（換気） 開閉可能な窓、扉、押入、貯蔵庫etc 約40分 

2 通水 台所、浴室、トイレ、お手洗いetc 約3分 

3 郵便物の廃棄 郵便ポスト、ドアポスト － 

4 室内の簡易清掃 リビング、ダイニング、廊下etc 約5～10分 

5 外周の掃き掃除 駐車場、道路境界線、近隣境界線etc 約5～15分 

点検作業 30 箇所 

屋外部分 

  点検箇所 点検項目 点検方法 

1 基礎 割れ、不同沈下、蟻道 目視 

2 外壁 腐朽、割れ、色褪せ、汚れ 目視 

3 屋根（瓦、金属板） 割れ、ずれ、浮き、さび 目視 

4 軒裏（軒裏天井） 腐朽、剥がれ、たわみ、雨漏り 目視 

5 雨樋 割れ、ひび、詰まり 目視 

6 バルコニー 腐朽、さび、破損、手摺りのぐらつき 目視、触診 

7 屋上部（フェンス、階段） 腐朽、さび、破損、手摺りのぐらつき 目視、触診 

8 庭木（植栽） 中低木の境界越境 目視 

9 境界壁（ブロック塀） 割れ、破損、ひび、ずれ 目視、触診 

10 門扉 破損、さび、開閉不良 目視 

11 八木式テレビアンテナ（パラボラ） 腐朽、さび、著しい傾斜 目視 

屋内部分 

  点検箇所 点検項目 点検方法 

12 屋根裏部屋・ロフト 腐朽、さび、蟻害、沈み、きしみ 目視、触診 

13 柱、梁 腐朽、割れ、著しい傾斜、蟻害 目視 

14 壁（壁紙） 腐朽、剥がれ、雨漏り、かび 目視 

15 天井 
腐朽、剥がれ、雨漏り、かび、たわ
み 

目視 

16 階段 腐朽、沈み、さび 目視、触診 

17 地下貯蔵庫 腐朽、浸水 目視 

                      

建具部分 

  点検箇所 点検項目 点検方法 

18 玄関建具、窓 開閉不良、腐食、割れ、ひび 目視、触診 

19 雨戸 開閉不良、腐朽、さび 目視、触診 

20 窓枠、戸袋 腐朽、さび、雨漏り 目視 

21 ふすま、障子 開閉不良、破損、汚れ、カビ 目視 

                      

設備 

  点検箇所 点検項目 点検方法 

22 給水管、水栓器具 水漏れ、赤水、パッキングの異常 目視 

23 排水管（トラップ） 水漏れ、詰まり、悪臭 目視 

24 台所シンク、洗面設備 水漏れ、詰まり、悪臭、割れ 目視 

25 トイレ 便器・水洗タンクの水漏れ 目視 

26 浴室 
タイルの割れ、ジョイント部の割れ、
悪臭 

目視 

27 ガス給湯器 水漏れ、器具異常 目視 

28 換気設備 作動不良 目視、触診 

29 電気設備（メーター） 作動不良、計測値異常 目視、触診 

30 水道メーター 計測値異常 目視 
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空き家管理報告書例 

2015 年

様

〒

■以下の通り、作業実施した結果をご報告させて頂きます。

日 （金）

～

～

～

～

ご物件

項目 実施内容 備考

空き家キーパー・月間報告書 対象月 4 月

お客様名

ガスメーター値（㎥）

作業者 今井

■通常作業

通水 ✔

作業日

作業時間

天候

水道メーター値（㎥）

電気メーター値（Kwh）

室外／接道面の掃き清掃 ✔

植栽の繁茂状態の確認 ✔

TVアンテナの確認 ✔

通風 ✔

郵便ポスト整理 ✔

室内簡易清掃 ✔

玄関の施錠確認 ✔

■特別作業

○○様より郵便物受取 ✔

水道／電気／ガスメーター値確認 ✔

室内壁紙の剥離箇所の確認 ✔

開放窓の施錠確認 ✔

■ご連絡事項

お世話になっております。当報告書内でその他ご覧になりたい写真等ございましたら、ご遠慮なくお伝え頂けれ

ばと思います。

尚、今回特別にお伝えすべき事項はございませんでした。何卒宜しくお願い致します。

■物件平面概略図

1F

①

②
④

⑤ ⑥
⑦

⑧ ⑨

⑩

⑪
③

⑭

⑫

⑬

④ 和室

③ リビング
⑬ 側溝

⑭ 接道面

⑧ アプローチ

⑨ 玄関側通路
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空き家管理の相場価格例 

内容 備考 

料金 月額：9,000円（月に1回訪問） 当社指定エリア内 

契約形態 年間契約 1年毎の自動更新 

お支払い方法 
年間（12ヶ月分） 
一括現金銀行振込 

2回（6ヶ月分×2回） 
等の分割も可能。 

お支払い期日 初回作業月の翌月末迄 分割の際は、弊社指定月末 

契約解除法 ご希望解除月から2ヶ月前より可能 
（例：8月から解約の場合は、6月末ま

でにお伝え下さい） 

違約金 なし 

解除に伴う返金 
解除受理月の翌々月から終了月までの
残数月分を一括現金振込にてご返金 

（例：8月で解約の場合、10月から終
了月までをご返金。） 

分割の際は、返金はございませんのでご
注意下さい。 

植木の剪定 別途料金 高さと広さでお見積り致します 

参考：空き家キーパー京都（株式会社テイクス） 
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空き家管理を依頼した消費者のメリットとデメリット 

空き家管理のメリット 

■根本的な空き家解決にならず、あくまで「時間稼ぎ」という側面がある。 
■空き家管理を依頼すると、ランニングコストがかかる。 
■ハウスクリーニングではない為、隅々までキレイになるわけではない。 

空き家管理のデメリット 

■「特定空き家」に特定される可能性が極めて低くなる。 
■近隣住民の不安が軽減され、空き家所有者への風当たりが弱まる。 
■空き家を今後どうするかという事を家族内で熟考できる。 
■空き家の老朽化のスピードを遅らせる事ができる。 
■空き家に訪問する時間や労力、旅費が軽減される。 
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空き家解決が進まない理由～3つの「分からない」① 

空き家所有者 

業者（宅建事業） 行政（地方自治体） 

    どこに相談して良いか、分からない 

士業 



Copyright ©2015 一般社団法人日本空き家管理協会 ALL RIGHTS RESERVED 10 Copyright ©2015 一般社団法人日本空き家管理協会 ALL RIGHTS RESERVED 

空き家所有者 

不動産業者 設計事務所 工務店 

売却／賃貸 リノベーション／シェアハウス リフォーム／建替え 

    初めての場合、信用していいか分からない 

空き家解決が進まない理由～3つの「分からない」② 
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空き家解決が進まない理由～3つの「分からない」③ 

空き家のある住所 空き家所有者の住んでる住所 

東京都の相談先 福岡県の相談先 

例：東京都 例：福岡県 

    どちらの場所へ相談したら良いか、分からない 
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空き家所有者 

業者（宅建事業） 

行政（地方自治体） 

士業 

空き家解決の為の当協会の役割 

当協会は、空き家でお困りの方に、橋渡しとしての役割を担い、空き家管理の普及活動をしています。 
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一般社団法人日本空き家管理協会とは① 

名称 

一般社団法人日本空き家管理協会 

設立 

2014年5月29日 

理事（代表理事：1名 理事：2名） 

代表理事：石垣 勇人 理事：神野 太志 理事：今井 忍 

〒606-8175 京都府京都市左京区一乗寺築田町53-1 ソネット白川1F 

所在地 
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一般社団法人日本空き家管理協会とは② 

当協会の目的 

日本の放置空き家をゼロにする事。 

当協会の理念 

当協会は、今後増加の一途を辿る放置空き家の問題解決及び改善に全力で取組み、空き家
管理事業の基盤となり得る活動を行い、誰もが安心安全に暮らせる「まちづくり」に寄与します。 

当協会の概要 

当協会は、全国の空き家管理事業者と共に、誰もが安心安全に暮らせる「まちづくり」に貢献
する為に設立しました、非営利団体です。 
現在、空き家管理の事業内容が事業者によって大きくばらつきがある為、空き家管理事業の
基盤となるガイドラインの作成をし、事業品質の均一化に務めて参ります。 
 
空き家管理だけではなく、空き家に関わる知識と情報の共有、教育を当協会で行い、空き家
に関わる総合相談窓口として、消費者の方々にご利用頂きたいと考えております。 
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当協会の会員数（※2015年4月時点） 

21社（正会員：6社 準会員：10社 賛助会員：5社） 
→宅建事業者、害虫駆除事業者、清掃事業者、建築事業者など様々な業種です。 

会員分布イメージ図（※2015年4月時点） 

一般社団法人日本空き家管理協会とは③ 
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一般社団法人日本空き家管理協会とは④ 

当協会を応援して頂いている方々 

井上 えり子 准教授 

土田 あつ子 主任研究員 

三好 琢 様 

京都女子大学 家政学部生活造形学科 
 
2011年に『都市部における空家の発生要因―東山区六原学区の空家調査から』（京都だより No.415)の
論文を発表され、「地域連携型空き家流通促進事業」（京都市）研究会座長も務められるなど、現在、幅広
く空き家問題の研究と京都のまちづくりに大きく貢献されております。 

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 消費生活研究所 
 
主にシニア・高齢者問題、住まいの問題、金融ADR、多重債務問題の研究を消費者の立場から研
究をされ、問題提起を行う活動をされておられます 

住宅流通促進協議会 空き家対策部会長・事務局長 
日米不動産協力機構 顧問 
一般社団法人住宅管理・ストック推進協会 顧問 
 
不動産や住宅に関する様々な重役を兼任され、現在はエネルギー分野の研究もされ、
グローバルな幅広い御活動をされておられます。 
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主な活動実績① 

「誰でもできる空き家のお手入れ」講座（主催：京都市・京安心すまいセンター） 

正会員・㈱テイクスが、京都市民の方々を対象に、空き家のお手入れ方法の講演を行いまし
た。手順を追って、空き家の具体的なお手入れ方法を解説しました。沢山の質問を頂き、市
民の方のお役に立てたのではないかと思います。 
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主な活動実績② 

「中小企業の空き家管理ビジネスの始め方」（主催：住宅新報社） 

正会員・㈲エステートプロモーション北九州が、不動産事業者を対象に、空き家管理ビジネス
の始め方を講演しました。空き家管理を始めたいという方々に向けて、メリットとデメリットをお伝
えし、各都道府県に空き家管理のスペシャリストを育成及び配置する事が目的でした。 
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会員向け及び広報活動物 

主な会員専用、書類雛形 

主な広報活動物 

③報告書 ②重要事項確認書 ④契約解除合意書 

①協会案
内リーフレッ
ト 

②空き家
管理広報
のぼり 

③『自分で
する空き家
管理マニュ
アル』無料
進呈 

様 月 回

〒

■以下の通り、作業実施した結果をご報告させて頂きます。

日 （　　　） 日 （　　　）

12:27 ～ 14:40 ～

～ ～

～ ～

～ ～

■ご連絡事項

お世話になっております。

■特別作業

剪定作業

開放窓の施錠確認 ✔

玄関の施錠確認 ✔

TVアンテナの確認 ✔

水道／電気／ガスメーター値確認 ✔

室内壁紙の剥離箇所の確認 ✔

室内簡易清掃 ✔

室外／接道面の掃き清掃 ✔

植栽の繁茂状態の確認 ✔

■通常作業

通水 ✔

通風 ✔

郵便ポスト整理 ✔

電気メーター値（Kwh)

ガスメーター値（㎥）

作業者

作業日

作業時間

天候 晴れ

水道メーター値（㎥）

ご物件住所

項目 1回目 2回目

2015 年

2015年1月7日作成日

訪問回数

作成会社

月間報告書 対象月 12 月

お客様名

備考

6月に実施

契約解除合意書 

契約解除合意書Ｎｏ．           

 

（甲）  

（乙）  

 

契約物件住所 

〒 

 

 

契約書Ｎｏ．  

契約締結日  

契約内容  

 

 上記「（甲）」「（乙）」とは、上記「契約内容」（以下、「原契約」）の解除について、次の

通り合意した。 

 

 第１条 甲の申し出により、甲乙間の原契約を下記の「契約解除日」をもって解除する。 

契約解除日：平成 

 

第２条 甲及び乙は金員等の清算をする必要がある場合は、第１条契約解除日以降に速 

やかに完了するものとする。 

 

以上、合意の証として本書を２通作成し、甲・乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

平成    年    月    日 

 

（甲） 住所： 

 

 氏名： 

（印）   

 

（乙） 住所： 

 

 氏名： 

（印）   

様

〒 ―

― ―

@

・

・

様

〒 ―

様

㎡

階建て

済 ・ 無し

済 ・ 年 月より加入予定火災保険加入

床面積

物件との関係性

下記記載頂いた個人情報は、本契約以外の目的で使用致しません。

階数

合い鍵の貸与

扉等の暗証番号 郵便受け暗証番号

表札

物件構造

（例：所有者/所有者の子）

■ご物件情報の確認

物件住所

所有者確認書類 運転免許証 登記事項証明書

ご請求先

現住所

お電話番号

E-mail

重要事項確認書 No.

※当書類は「一般社団法人日本空き家管理協会」からの提供書類となります。

■お客様情報の確認

ご契約者名

公共料金支払書 （　　　　　　　　　　　　　　　　）

①契約書 
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当協会の活用例～ステップ1 

福岡県の会員 

空き家所有者 

京都府 

空き家 

福岡県 

無料相談 

内容に適した会員を選定。 

・お困り事の内容確認 
・解決へのご提案 

空き家が遠
い所にあって、
困ったな… 

① 

② 

③ 
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福岡県の会員 

空き家所有者 

京都府 

空き家 

福岡県 

空き家管理等の作業実施 

定期報告 

※有償 

空き家管理
を代わりにし
てくれない？ 

⑤ 

作業報告 

⑥ 

当協会の活用例～ステップ2 

作業依頼 
④ 
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消費者様からのお問い合わせについて 

フリーダイヤルにてお問い合わせを受付中 

スマートフォン対応ホームページにて受付中 
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当協会のできる事 

当協会ができる事 

■空き家をどうしたら良いか、分からない消費者の相談窓口 
■空き家を売ったり、賃貸にするか迷っている消費者の相談窓口 
■遠方に空き家があり、空き家管理を依頼したい消費者の相談窓口 
■「特定空き家」対策の為、一時的に対策を施して欲しい消費者の相談窓口 
■空き家管理方法の講座、ワークショップ、セミナーでの説明 
■どの空き家管理事業者に頼めば良いか分からない消費者の相談窓口 
■空き家管理の方法を教えて欲しいという消費者の相談窓口 
■空き家管理事業を始めたい事業者の支援と教育 
■空き家管理を主軸とした、最新情報の配信 
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空き家管理で起きた問題① 

「不法侵入者？」と疑念が沸くケース 

空き家管理事業者は、入室の形跡は肌間隔で気付きます（例：カーテンの閉め方の癖など）。
その為、当協会では、所有者様を含めて、そのご家族が入室する際は、上記のような疑念を防
ぐ為に、空き家管理事業者に予定日をお知らせ頂くようにご協力を頂いております。 

■ご依頼者様との契約内容で、24時間換気システム使用の為、 
電気ブレーカーを「ON」にするという条件を設定。 
 
しかしながら、空き家管理事業者が訪問すると、電気ブレーカーが「OFF」の状態
を確認。その為、所有者様に現状報告と確認実施。 
 
結果、御依頼主のご家族が訪問して、善意で電気ブレーカーを「OFF」にしてい
たという顛末。 
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空き家管理で起きた問題② 

「合い鍵を複製していないよね？」と疑念が沸くケース 

■空き家管理事業者は、ご依頼者様より空き家の「合い鍵」を預かる事が多いで
す。金庫など所定の場所で保管し、複製（合い鍵の合い鍵）を作成する事は
有り得ません。 
 
しかし、空き家管理の契約が満了し、「合い鍵」を返還します。 
そこで、ご依頼者様が、疑ってるわけではないが、一つの疑問が発生。 
 
「合い鍵を複製していないよね？」 

空き家管理事業者が合い鍵を預かった以上、複製していないという事を証明するのは難しく、そ
の点に疑問が沸くのは当然です。そこで、当協会では、空き家管理の契約書内に、「空き家管
理満了の際は、鍵の取り換えをお願いしております」という形で明記し、上記のような疑念発生
を防止しております。 
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空き家管理を依頼された実例と効果① 

空き家管理を依頼された方の状況 

■京都市北区のA邸 
■空き家になっていた年数：5年以上 
■ご依頼者：所有者様の御子息 
■ご依頼者の住所：静岡県 

空き家管理を依頼された理由 

■ご依頼者様が働いている為、空き家の住所と現住所が遠いので、定
期的に訪問する時間が取れない。 
■隣家の方から、「（空き家から）虫が発生しているので、困っている」、
「外壁の破片が落ちてきそうで、怖い」という苦言が携帯にかかってくるの
で、何とか対応したい。 

 ■植栽の剪定を年に1回実施した結果、虫発生が無くなり、隣家から喜ばれ
る結果になりました。 
 ■月に2回訪問する度に、隣家の方と挨拶を交わし、ご不安が軽減され、ご
依頼者様への携帯への連絡が無くなりました。 
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空き家管理を依頼された実例と効果② 

空き家管理を依頼された方の状況 

■京都市北区の分譲マンションのA号室 
■空き家になっている年数：0年 
■ご依頼者：所有者様 
■ご依頼者の住所：東京都（※引っ越し先） 

空き家管理を依頼された理由 

■急遽、転勤が決まり、3年で戻ってくる予定の為（※未定の期間） 
■御親類が近くに住んでいるが、高齢である事で頼みにくい為。 
■勤務先より管理費用の手当てが支給される為 

 ■急遽の転勤だった為、ゆっくりとお家をどうするのか考えられなかったが、空
き家管理で考える時間が得られた為、賃貸用住宅に活用。 
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検索 日本空き家 協会 

お問い合わせ 

電話でのお問い合わせ（月～土曜日 9:00am-6:00pm ※日、祝日除く） 

E-mailでのお問い合わせ 

■ mail@akiyakanri.org 

FAXでのお問い合わせ 

■ 0120-015-014（フリーダイヤル） 
■ 075-722-9977（株式会社テイクスと兼用の為、同社名で受電致します） 
 

■ 075-724-3477 

ホームページ 

■ http://akiyakanri.org/ 
 

1番上に検索結果が表示されますので、クリック 

mailto:mail@akiyakanri.org
http://akiyakanri.org/

