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N-projectとは

平成29年に不動産業者が存在しなかった長島町より新規出店の依頼を受け、長島町
内の不動産ニーズおよび未活用不動産の調査を行う計画を元に『空き家の利活用等に
関するモデル事業』に応募する際、株式会社川商ハウス・長島町役場・長島町地域おこし
協力隊・鹿児島相互信用金庫で構成した団体の呼称であります。

この取り組みから平成29年8月に不動産相談会の開催・9月に長島町と川商ハウスに
おいて『空き家・空き地等の利活用に関する連携協定』の締結・12月に長島支店を開設
し、平成30年度もモデル事業に採択頂きそこで蓄積したノウハウをもって平成31年4月
に種子島支店を開設しました。

種子島においても長島町にて培った知見を水平展開出来ればと思い、令和元年7月に
種子島一市二町と『種子島空き家・空き地等の利活用に関する連携協定』を締結し、令
和元年度においてもモデル事業に採択頂きました。

西之表市八板市長、中種子町田渕川町長、南種子町
小園町長と弊社代表取締役社長西田との連携協定書
調印時の一枚
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事業の目的

種子島の現状と課題

西之表市に２社、中種子町に１社の宅建業者はあるものの既存賃貸物件の仲介と土地・建物の売
買仲介にとどまっており、自治体との空き家バンク事業に関しての連携はされていませんでした。

また、不動産の登記状況においても建物の未登記、土地の相続未登記が散見され実際の持ち主が
しっかり登記されているものが少なく、物件調査においても難しい状況であります。

一市二町を調査する事で、居住用物件だけでなく空きテナントの数も多く見受けられました。中
種子町役場近くの旭町商店街についても以前は色々な業種や飲食店も多く活気があったようだが、
移住者が新規出店をしているものの、圧倒的に空きテナントの方が多く見受けられる状況です。

解決策として

 不動産相談会を実施し、ニーズの把握や問題の拾い上げ

 空き家等を改修・再生するワークショップの実施からの意識醸成

 空き家・空き地の利活用から地域活性化に繋げる官民連携での事例づくり

この３つを活動の柱として展開する事に決定しました。
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活動エリア

種子島(面積444.30k㎡・横浜市とほぼ同じ大きさ)

西之表市

・ 総人口 １５，１７２人 世帯数 ７，９９４世帯

(令和元年１２月末現在)

中種子町

・ 総人口 ７，９１１人 世帯数 ４，２１４世帯

(令和２年１月末現在)

南種子町

・ 総人口 ５，６３６人 世帯数 ２，９５３世帯

(令和２年１月末現在)

サーファーの移住者が一市二町問わず多く、飲食業や宿泊業など地元に

欠かせない業態で働いています。地元の方は基幹産業のサトウキビや

安納芋の栽培、稲作等農業従事者が多いです。

最高地点の標高は２８２．４ｍと平坦な土地です。建物は木造だけで

なくＲＣ造も多いが、シロアリが発生しやすいためか築古の物件は

影響を受けているものが多いようです。

中種子町において平成２８年に空き家の調査を民間委託にて行った際、

４１６戸の調査数に対し空き家とみなされる物件が３３２戸あったとの

報告があります。(外観目視からのカウント)
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構成事業者及び役割分担（実施体制）

川商ハウス

西之表市 中種子町 南種子町

空き家情報提供・物件調査等の協働

空き家・空き地等の利活用に
関する連携協定

地元金融機関
(鹿児島相互
信用金庫）
(南日本銀行)

空き家等の利活用に関する
独自商品開発の協働

一市二町
地域おこし協力隊

SNS等を使った島外への
活動発信や空き家調査の
協働
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実施内容

自治体、金融機関と連携して空き家リフォーム・空き地や耕作放棄地の利活用・危険空き家解体の際の

独自商品作り

平成３０年度のモデル事業の際に開発された鹿児島相互信用金庫さんの商品「長島大陸空き家活用ローン」から派生した

商品「西之表市移住・定住促進ローン」が2019年6月から開始されました。また、種子島一市二町と株式会社川商ハウ

スの間で2019年7月に『種子島空き家・空地等に関する連携協定』を締結し、一市二町の中で唯一空き家改修の補助が無

かった南種子町においても「南種子町移住定住促進補助金」として、2019年10月より補助事業が開始されました。

鹿児島相互信用金庫にて作成された長島町・西之表市の商品プレスリリース
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実施内容

自治体、金融機関と連携して空き家リフォーム・空き地や耕作放棄地の利活用・危険空き家解体の際の独
自商品作り

南種子町にて令和元年１０月から開始された移住定住促進補助金の要綱(南種子町例規集より抜粋)
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集落支援員

実施内容

中種子町空き家バンク事業展開の分業化

現在中種子町の空き家バンク運営は物件調査、登録等全てが役場職員にて行っており、業務量の増加により中々物件
数が増えていない現状がありました。そこで、集落支援員という空き家の情報収集を役場の業務とは別に行える人員を確保
頂き、川商ハウスと協働にて物件登録や情報提供を行えるようになり、これにより空き家の発掘から利用希望者への情報
提供までスムーズに行える環境が整いました。

中種子町役場

企画課 ←今までは企画課職員が担当
(空き家バンク調査・登録等
に張り付きの業務が難しい)

川商ハウス

空き家の情報収集・物件調査依頼

集落支援員の調査結果より
良好な空き家の調査、空き
家バンクの登録について所
有者等へ働きかけを協働
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空き家バンク
物件掲載サイト

実施内容

これからの展開について

中種子町役場

中種子町
ホームページ

川商ハウス

リンクのバナーより誘導

自社ＨＰ
からの
リンク等で
誘導

Ｉ
Ｊ
Ｕ
タ
ー
ン
検
討
者

物件探し

※今現在長島町にてこの流れで空き家バンク物件情報を提供できるよう
準備中であり、同じく種子島でも水平展開が出来るものと思われます。

独自サイトまたは全国版
空き家バンクサイトを検討
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実施内容

旭町商店街の空きテナント利活用提案

現在中種子町役場近くの旭町商店街において空きテナントの数が目立っており、また廃業のため更に閉店
する店舗もあります。そこで、空きテナントの所有者へ空き家バンク事業について働きかけると共に改修補助
に対してテナント等の利活用も加えるよう役場と協議を重ねています。また、先進事例地を参考に空きテナン
トでワークショップ等を行い、DIYリノベと同時進行で賃借人を探すスキーム作りが出来ないか地元の若手事
業者へ提案しています。
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実施内容

VR内見等を利用した遠隔地への情報提供や問い合わせ応対

以前の長島町におけるモデル事業で店舗にVRゴーグルを設置し、部屋の内見を遠隔地から行う(例えば長島町内から鹿
児島市内の物件)実証実験を行ったが正直来店してからの内見のため、結局物件の案内作業が出てしまい効果としては出
ませんでした。そこで今回は自社HP内に360度パノラマ撮影した写真を閲覧出来るよう株式会社スペースリー社のVRコンテ
ンツ作成システムを試験導入し、自社ホームページ上でVR内見が出来る仕組みに改良しました。

また、ホームページ問い合わせ対応の際、VRコンテンツが問い合わせ客のスマートフォンで確認できるQRコードを送信でき
る事もあり、写真だけでなく内観等も360度で閲覧できるため現地に行かなくてもある程度の状況が分かり参考になったと
の声も頂きました。その結果、モデル事業開始時から本報告書作成時までにおいて島外から自社ホームページ経由での問
い合わせが10件、また鹿児島市内の物件を探すために自社ホームページ経由での問い合わせが401件あり、その内ホーム
ページ上での情報で成約した(VR内見のみ)件数が全体のうち4件と少数ではあるが効果が確認出来ました。

特に種子島の物件においては、島内他不動産事業者においてこのようなVRを使った物件紹介はされていないため非常に
わかりやすい、といった声も聞かれ、異動時期など物件探しにあまり時間を使えない教職員や、南種子町におけるロケット事
業関連会社などの社員からも是非紹介できる物件を増やしてほしいと需要の高さが伺えました。

この写真は実際に
スマートフォンで
当社ホームページ
にアクセスして画
面キャプチャした
ものを貼り付けて
おります。



高解像度VRを活用した移住定住施策
KDDI 九州総支社

KDDI ビジネスIoT推進本部 地方創生支援室

２０１９年９月２０日

長島町での事例をご紹介します
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KDDIが取り組む地方創生

SDGsの柱のひとつとして
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KDDIが取り組む地方創生

長島町と2018年12月21日協定締結

■協定内容
（１） 移住の促進に関する事項
（２） 観光の振興に関する事項



14

高解像度ＶＲ

VR（Virtual Reality）とは
「仮想現実」と訳される
現物・実物ではないが機能としての本質は同じであるような環境
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完成したコンテンツイメージ

実際に作成されたコンテンツ
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データの流れ

クラウドサーバを経由してコンテンツを提供

専用サーバ
（VR画像保存/
案内ライセンス）

VR画像の撮影・編集 変換・登録 お客様用VRゴーグル

案内用
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メディアでの拡散

2019年9月20日に行われた記者発表会

イベントでの活用風景

ＮＨＫ『おはよう日本』で
放送されました
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実施内容

不動産相談会・セミナーの実施及び先進事例視察

周知用のポスター・
チラシ原稿

相談会の様子

セミナーの様子
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実施内容

不動産相談会・セミナーの実施及び先進事例視察

当初お盆の帰省時期に合わせて2019年8月開催する予定だったが台風の影響により2度延期
となり10月に開催しました。暑中見舞いはがきを使った中種子町全域への開催お知らせや前日
からの役場の防災無線の効果もあってか会場前からお客様が来場され相談会へは17組、セミ
ナーには40名の参加がありました。特にセミナーに関しては相続・登記に的を絞った内容のため
将来的な相続に関しての疑問をお持ちの方、登記簿の見方が分からず原本をお持ちになって司
法書士に問い合わせに来られた方など目的意識を持って来場された方が多く、一市二町の担当
者からも来年度も継続して行いたいとのお話も頂きました。

来年度は一市二町個別に会場を設け、特に来場頂きたいご年配の方へも誘引が出来るように
と考えています。

・参加人数内訳

西之表市 中種子町 南種子町 合計

相談会 2 11 4 17

セミナー 8 27 5 40

・参加者属性

一般 役所 金融機関 その他

相談会 15 2 17

セミナー 24 6 10 40
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事業実施にあたっての特徴や工夫

先ずは一市二町の間で不動産についての問題点に乖離があったため空き家関連の担当者だけでなく首
長とも対話した上で中種子町だけに留まらず一市二町の動きとして進めた方がいいのでは、ということで
連携協定を早々に締結しました。特に南種子町は宅建業者が居なかった事もあり、連携協定後の動き
(空き家バンク物件情報の数や移住定住補助金の制定など)が非常にスムーズに動いていきました。

平成29年・30年度において採択いただいた長島町でのモデル事業で成功した事例、改良が必要な事例
を基に計画が出来たので、相談会の実施や金融機関を含んだ連携等水平展開は行えたのでは、と考えて
おります。

一定数の移住者がいる状態でしたので、ＩＪＵターンに対する意識もある程度寛容な地元の方が多かった
のですが、稀に移住者に対しての苦手意識を持っている方もいらっしゃり空き家調査を行う際に、「よそか
らの人を連れてくる手伝いをしているのか？」とのお言葉を頂くこともありました。しかしながら、地域の現
状をお話ししながら『種子島の事をしっかり調べて住みやすそうな場所だと思って外から人が来るんです
よ』と伝えるとご納得頂き近隣の物件情報を教えていただく事が出来ました。
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事業で得られた成果

利活用形態
売却 賃貸 解体

用途変更による
利活用

段階 検討中 売却済 検討中 賃貸済 検討中 解体済 検討中 利活用
済

件数 13 1 15 3 2 1 1 0

イベント名称 参加人数・相談件数合計

不動産何でも相談会 相談件数：17件

相続・登記セミナー 参加人数：40名

 空き家等利活用・イベントに関しての成果

 その他の副産物

・空き家等の利活用に関する活動で新しい繋がりが出来た。

・地元住民で空き家だけに関わらずまちづくりに対して危機意識を持っている
若い方がいる事が分かった。

・移住してきたプレーヤーとの繋がりが少しずつ出来てきたので、次年度からの
活動について更に新しいことが見えてきた。
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事業で得られた課題等

地元業者との連携不足

やはり地場の不動産事業者との繋がりが大きい工務店さん等がいらっしゃるためワークショップ等の開催に
関してはその事業者も含め進めた方がスケジュールの確保等やりやすいのではと感じました。空き家等の情
報に関しては地元業者の方が知っていらっしゃる事も多く、現に1月開催予定だった空き家改修ワークショッ
プに関して工務店のスケジュール確保や実施場所のブッキングが出来ず開催出来ませんでした。

地元住民の空き家等に対する問題意識が高くない

空き家情報の提供に関しても、長島町と違い近隣の方が所有者を把握している事が多くなくたどり着けな
い事が何度かありました。種子島全体として空き家の対策を行うという意識付けを地元の方に必要なのでは
と感じます。移住者がお店を出したり、地域の人々と関わりのある集落は情報が入りやすかったり、今までな
かった新しいことに挑戦するような動きがみられるが、外からの交流も少なく空き家・空き地が固まっている
ような集落では情報収集も難しく、移住者に対して閉鎖的な所もあるのではと関しました。
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今後の活動に向けて

 『空き家・空き地×地元資源=∞』を協働開発していく

空き家・空き地になるまでの過程や背景をしっかり把握した上で、地元の人々
と協働して動く。そこに移住者、関係人口を加えた外からの知識や人を織り交
ぜて永く繋がっていく物件づくりが出来るようにと考えます。
『何をやるかより誰とやるか』が空き家対策を超えたまちづくりに繋がるので
はないでしょうか？
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今後の活動に向けて

 条件不利な地域こそ不動産テックが必要

ネットで検索したら５０万円の空き家があったので
購入したいのですが・・・

畏まりました。それでは現地にてご説明等させていただき
ますのでご予定は如何でしょうか？

物件資料である程度分かったので現地確認は要りません。
関東在住なので郵送のやり取り等で契約出来ませんか？

出来ましたらしっかり現地確認をして頂いて、それから
重要事項説明と契約に進んでいきたいのですが・・・
(売買価格から考えると仲介手数料より買主のところへ
説明しに行く経費の方がかかるなぁ・・・)

地方の物件でよくある光景

⇒ＩＴ重説の賃貸だけでなく売買（個人・法人)の早期の本格運用と
電子契約の運用加速化を期待 ご清聴ありがとうございました


