
考えよう「家と土地」のこと特集
家族と一緒に
話してみよう

家の履歴書を書いてみよう

■概要
　所有者：土地＿＿＿＿＿　母屋＿＿＿＿＿
　物件住所：
　築年（家）：
　地目：

　表題登記：済 ／ 未
　相続登記：済 ／ 未

　使用状況：
　　居住中
　　活用中（頻度：    ）
　　空き家・空き地（いつから：  ）

■ライフライン
　水道：村営水道 ／ 井戸水 ／ その他
　　　　管理費：＿＿＿＿＿＿円／月
　排水（トイレ）：下水道 ／ 浄化槽 ／ 汲み取り
　排水（雑排水）：下水道 ／ 浄化槽 ／ その他
　電気：管理会社名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　ガス：管理会社名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■お金
　住宅ローン：あり ／ なし
　固定資産税：土地＿＿＿＿円／家屋＿＿＿＿円
　管理費（区費・分譲地管理費）：＿＿＿＿＿円／年
　その他：＿＿＿＿円／年

空き家・空き地の場合 これからのことを考えよう

■管理状況
　誰が：　　　　　　頻度：

■気になることはありますか？
　基礎の歪みがある はい ・ いいえ
　劣化・破損がある はい ・ いいえ
　雨漏りしている はい ・ いいえ
　排水に問題がある はい ・ いいえ
　物件内に仏壇・お墓がある はい ・ いいえ
　家財道具がある はい ・ いいえ
　掃除・管理していない はい ・ いいえ

■所有者は、高齢者のみ世帯・一人暮らしですか？
　・はい　　・いいえ

■次の利用者は決まっていますか？
　・はい（自分／親戚／知人／その他）　・いいえ
　　詳細：

■何らかの活用の意思はありますか？
　・はい　　・いいえ　　・何も考えていない

家と土地　相談あるある

役場に寄せられた、家・土地の所有者からの相談内容を一部抜粋して紹介

南阿蘇村　空き家・空き地バンクへの登録を検討してみせんか？

　村のWEBサイトなどを通して、空き家・空き地を探している人に情報を提供しています。
　契約が成立した物件について、家財道具処分費や改修費の補助を受けられる場合があります。
　ご相談は南阿蘇村定住促進課（0967-67-2705）までお気軽に

　年末に向けて、親戚で集まる機会が増える時期。「家と土地」に
ついて、話題にしてみよう！
　我が家は「空き家」予備軍？ 空き家・空き地になったら何が問
題？ いざ活用したいと思ったときにすぐに動けるように。大切
な家や土地を、次の世代につなぐために。
　いま、できることから少しずつ準備を始めてみませんか？

相談3＿残置物
敷地内や家屋内に、家具や荷物が散乱！

➡人に気持ちよく見てもらえるように、できる
だけ片付けておこう。

相談4＿家や土地の詳細がわからない
境界はどこ？　水道の配管の状態は？

➡ライフラインや税金関係の明細、契約時の書
類を確認しよう。

専門家：土地家屋調査士（境界・測量）

相談5＿活用しないとどうなるの？
いまのところ問題はないし、しばらくそのままにし
ておきたい。

➡定期的に管理を！ 家が「特定空き家」に認定さ
れると、固定資産税が上がります。

宅地建物取引業者

南阿蘇村
空き家・空き地バンク

（定住促進課）

移住希望者
※住民票を移し、
居住する人

空き家・空き地バンクHP

空き家・空き地
所有者

連携

利用申請

情報提供

内見対応

交渉・契約

登録申請

情報提供

現地調査

交渉・契約

記事・写真／家入明日美（地域おこし協力隊／移住定住促進プロジェクト）

相談1＿未登記でも活用できる？
家・土地の所有者（名義人）が亡くなっている。
そもそも表題登記をしていない。

相談2＿賃貸・売買価格はどう決める？
賃貸・売買を考えたいけれど、価格の決め方がわからない。

➡固定資産税の通知に、家・土地の評価額が掲載され
ています。価格設定の目安に。

•登記をしよう
　➡亡くなった人の名義では売却できません。
　　相続登記も2024年に義務化。
　　早めの対策が吉。
•名義や抵当権はどうやって調べる？
　➡登記事項証明書を取得しよう。（法務局）

専門家：司法書士
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❶東京から移住した、田上泰之さん、妻の恵美子さん、娘の由菜さん　❷リビングには囲炉裏。
愛猫キャスを交えた、一家団欒　❸ポストは泰之さんの手づくり　❹東京から運んだハイビ
スカス　❺補助金を活用して整えた台所　❻玄関は吹き抜け
※1.現在は登記確認をおこなっています。　※2.制度の詳細は定住促進課へお問い合わせください。

　田上一家と村とのつながりは、泰之さんの両親
が村の出身であること。両親の代に東京に出たと
はいえ村には親戚が多く、「ここは“帰る場所”で
した」。由菜さんが生まれてからも、それは変わ
らず。「熊本空港に着いたとたん、空気が違う。
水もおいしい！」と声を揃える恵美子さんと由菜
さん。「いつかここで暮らそう」。漠然と思い描い
ていた暮らしは、この春始まったばかりです。
　東京の移住相談窓口を通して村の空き家バンク
制度を知り、現在の家と出合ったのは2020年の
ことでした。「長く使われていなかったみたいで、
けっこう汚れていました。でも、自分たちで掃除
すればいいなと思えた。マッチングの場で、オー
ナーさんからこの家に対する思いを聞けたのもよ
かったです」。前オーナーと信頼関係を築けたこ
とで、名義変更前からスムーズに屋内の清掃作業
に着手できたと言います。
　とはいえ、移住までの道のりには問題もいろい
ろ。最も困ったのは、建物の未登記が判明したこ
とです（※1）。こちらはすぐに前オーナーが対応
してくれ、ことなきを得ました。また、浄化槽に
ついて「それが何かも、維持費がどれくらいかか

るかもわからなかった」と恵美子さん。これまで
は上下水道があたりまえの環境でしたから、無理
もありません。長く通電していない浄化槽は交換
の必要がある場合もあるそうですが、「知人の業
者に調べてもらったら大丈夫だったので安心しま
した」と、当時の奔走ぶりを振り返ります。
　契約が済んだ後は、村の補助金（※2）を活用し
てキッチン、トイレ、外壁や屋根を改修。近隣の
宿泊施設や、ひと足先に移住を果たしていた由菜
さんのアパートを拠点に、テレワークをしながら
環境を整えていきます。移住が実現したのは、
2022年5月。東京の自宅は知人に貸すことにし
たそう。
　「区長さんに挨拶に行ったら、奥さんが母のこ
とを覚えていてくれた」「天気によっては雨漏りす
ることが判明して、いま補修中」「鳥や虫の声が自
然のBGM。わざわざ音楽を流すことがなくなり
ました」「村で過ごす時間が、とても価値あるもの
に感じられます」日々の暮らしについて朗らかに
話してくれた田上一家。戸惑うこともあるけれど、
「自分たちにできるだけの幸せ」を少しずつ、こ
の家と共に積み重ねているところです。

空き家バンクで家探し
価値ある暮らしの時間を実感する日々

空き家・空き地活用例1

田上泰之さんファミリー（第一駐在）

❶

❷

❸ ❻

❹ ❺

❶❷❸お宿でん吉があるのは、五岳を望む小高い場所。ゆったりとした時間の流れを感じさせてくれる空間です。「IT導入支援事業
者」でもある𠩤田さん。持ち前の知識を活かし、独自の予約システムを構築。テレワーク施設としての機能も整えました　❹実家
の改修にあたり、大工仕事にも初挑戦。写真は、米蔵の床板を剥がしてコンクリートを流し込む準備作業　❺サイクリストが安全
に自転車を組み立てられる場所が不足していることを知って整備を進めている、駐輪場兼自転車組み立て場

　瓦屋根につやつやと太い梁が印象的な、重厚
感漂う佇まい。𠩤田吉雄さんの父、十代雄さん
が80歳を過ぎるまで暮らした築140年の家は、
十数年の空き家期間を経て、宿泊施設として時
を刻み始めることになりました。「訪れた人たち
が村の風土を感じ、地域住民と交流を深められ
る場所にしたい」。この家で過ごした少年時代を
思わせるはつらつとした笑顔で、𠩤田さんは「こ
こでやりたいこと」を語ります。
　𠩤田さんにとって、宿泊業はまるきり未知の
分野。けれどそれは、「地域や世の中を豊かにす
ること」をとことん突き詰めたゆえの選択でし
た。民泊事業を推進する国の方針や、サイクリ
スト集客を目指す阿蘇地方の動きを調査。さら
に、村内の事業者とも話をして、情報を収集・分
析。その結果、「第二のふるさと」になれる、サ
イクリスト対応型の施設というコンセプトを掲
げるに至ったのです。
　コツコツと準備を進めてきた計画に本格的に
着手したのは、長年勤めた熊本市役所を退職し
た2018年。「土壁は地震の影響もあって傷んで
いました。でも、実家が好きで管理をしっかり
やっていたからか、朽ちている感じはありませ

んでした」。そしてついに2022年11月、「お宿
でん吉」をオープンさせます。
　さて、宿をオープンさせてひと段落かと思い
きや、𠩤田さんの視線はさらに先へ。敷地内の
蔵は田舎暮らしの体験施設に、近隣に所有して
いた空き地はサイクリストが便利に使える駐輪
場への整備を進めているところ。今後は、他の
事業者らと連携した、地域を盛り上げる仕組み
構築を見据えています。
　なぜ、そんなにもバイタリティーあふれる動
きができるのか？ 原動力を尋ねてみると「誰か
の『ありがとう』は、どんな薬よりも僕を元気に
してくれるから。それってとっても豊かな生き
方なんじゃないかな」。気負いのない表情と声音
からは、真っすぐな思いが伝わってきました。
　「代々受け継いできたものを自分の代で手放し
てしまうのは、心理的にも辛い。そういうこと
もふまえて、活用の形を模索してきました。空
き家や空き地は宝物です。地域に合った活用の
形を探っていけたら」。
　アイデア次第で可能性が広がる。空き家・空き
地の希望ある未来を、𠩤田さんが垣間見せてく
れたように思います。

空き家・空き地を地域活性化の鍵に
築140年の実家を体験型宿泊施設へ

空き家・空き地活用例2

𠩤田吉雄さん（第三駐在）

❶

❸❷

❺❹

写真提供／𠩤田吉雄さん

らん
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の家と共に積み重ねているところです。

空き家バンクで家探し
価値ある暮らしの時間を実感する日々

空き家・空き地活用例1

田上泰之さんファミリー（第一駐在）

❶

❷

❸ ❻

❹ ❺

❶❷❸お宿でん吉があるのは、五岳を望む小高い場所。ゆったりとした時間の流れを感じさせてくれる空間です。「IT導入支援事業
者」でもある𠩤田さん。持ち前の知識を活かし、独自の予約システムを構築。テレワーク施設としての機能も整えました　❹実家
の改修にあたり、大工仕事にも初挑戦。写真は、米蔵の床板を剥がしてコンクリートを流し込む準備作業　❺サイクリストが安全
に自転車を組み立てられる場所が不足していることを知って整備を進めている、駐輪場兼自転車組み立て場

　瓦屋根につやつやと太い梁が印象的な、重厚
感漂う佇まい。𠩤田吉雄さんの父、十代雄さん
が80歳を過ぎるまで暮らした築140年の家は、
十数年の空き家期間を経て、宿泊施設として時
を刻み始めることになりました。「訪れた人たち
が村の風土を感じ、地域住民と交流を深められ
る場所にしたい」。この家で過ごした少年時代を
思わせるはつらつとした笑顔で、𠩤田さんは「こ
こでやりたいこと」を語ります。
　𠩤田さんにとって、宿泊業はまるきり未知の
分野。けれどそれは、「地域や世の中を豊かにす
ること」をとことん突き詰めたゆえの選択でし
た。民泊事業を推進する国の方針や、サイクリ
スト集客を目指す阿蘇地方の動きを調査。さら
に、村内の事業者とも話をして、情報を収集・分
析。その結果、「第二のふるさと」になれる、サ
イクリスト対応型の施設というコンセプトを掲
げるに至ったのです。
　コツコツと準備を進めてきた計画に本格的に
着手したのは、長年勤めた熊本市役所を退職し
た2018年。「土壁は地震の影響もあって傷んで
いました。でも、実家が好きで管理をしっかり
やっていたからか、朽ちている感じはありませ

んでした」。そしてついに2022年11月、「お宿
でん吉」をオープンさせます。
　さて、宿をオープンさせてひと段落かと思い
きや、𠩤田さんの視線はさらに先へ。敷地内の
蔵は田舎暮らしの体験施設に、近隣に所有して
いた空き地はサイクリストが便利に使える駐輪
場への整備を進めているところ。今後は、他の
事業者らと連携した、地域を盛り上げる仕組み
構築を見据えています。
　なぜ、そんなにもバイタリティーあふれる動
きができるのか？ 原動力を尋ねてみると「誰か
の『ありがとう』は、どんな薬よりも僕を元気に
してくれるから。それってとっても豊かな生き
方なんじゃないかな」。気負いのない表情と声音
からは、真っすぐな思いが伝わってきました。
　「代々受け継いできたものを自分の代で手放し
てしまうのは、心理的にも辛い。そういうこと
もふまえて、活用の形を模索してきました。空
き家や空き地は宝物です。地域に合った活用の
形を探っていけたら」。
　アイデア次第で可能性が広がる。空き家・空き
地の希望ある未来を、𠩤田さんが垣間見せてく
れたように思います。

空き家・空き地を地域活性化の鍵に
築140年の実家を体験型宿泊施設へ

空き家・空き地活用例2

𠩤田吉雄さん（第三駐在）

❶

❸❷

❺❹

写真提供／𠩤田吉雄さん

らん
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