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お客様の声①土地をお持ちの方 

実家の両親が
老人ホームに入り
空き家に…
できれば売りたくない65才

Aさん
秩父在住

62才
Nさん
神奈川県在住

ただ、固定資産税もかかるし
退職後貯金を切り崩して
生活するのにも不安がある



お客様の声②空き家を相続した方 
 

35才 
Aさん 
東京在住 

32才 
Nさん 
神奈川県在住 

相続された後どうしよう 
収益を生まない不動産を持っ
ていても困ったな 

小さい頃によく遊びに 
行ったおばあちゃんの家 
できれば売らずに子供や 
自分たちも使いたいけど 
このままだと使えないな 



①売却と解体しか考えておらず 
   付近の賃貸相場や宿泊/賃貸需要を知らなかった 
 
②値上がりを期待して数年所有していたら 
   年数が経ち建物価格が0円になってしまった。 
 
③専門家に相談せずに、売却しか提案しない 
   不動産会社にしか相談しなかったため 
   活用した場合に比べて結果的に損した 

意外とやりがち！空き家活用の落とし穴 
 
 
 

 
あなたは大丈夫？空き家所有者が陥りがちな3つの落とし穴があります。 
 
 



シュミレーションする空き家の情報 

　  ✔固定資産税評価額は、土地：2,500万円、建物：1,000万円 

      ✔水道と電気の基本契約（管理時に利用） 

      ✔一般的な火災保険、地震保険に加入 

      ✔月々の空き家管理を外部専門業者に毎月5,000円で委託 

空き家管理のために必要な費用                               

     ✔固定資産税 
✔都市計画税 
✔水道光熱費 
✔保険料（火災保険、地震保険等） 
✔管理費 
✔場合によっては修繕費など 

 

 

放置管理の維持費用 
 
 



固定資産税（土地）  2000万円 × 1/6 ×1.4%  4.7万円 

固定資産税（建物）  1500万円 ×1.4%  21万円 

都市計画税（土地）  2000万円 × 1/3 ×0.3%  2万円 

都市計画税（建物）  1500万円 ×0.3%  4.5万円 

水道料金  1500円 × 12ヶ月  1.8万円 

電気料金  1000円 × 12ヶ月  1.2万円 

火災保険  12万円  12万円 

地震保険  4万円  4万円 

管理委託料  5000円 × 12ヶ月  6万円 

合計    57.2万円 

放置管理の維持費用 
 
 



放置しているだけだと 
費用が積み重なるばかり 

 
つまり 

 
空き家の活用は必須です！ 



①倒壊のリスク 

②放火のリスク 

③資産価値の低下 

④税金の増加 

空き家の放置のリスクと危険性 
 
 
 



空き家の管理を放置したままの場合には、建物が老朽化します。 

雪や、台風・地震が原因となり建物が倒壊することも考えられます。 

さらに、その際に事故や、周囲の住宅への影響が合った際には 

損害賠償を支払う義務も発生します。 

 

例）空き家が隣家へ向かって倒壊し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隣家が全壊しその家

に住んでいた主婦と子供が死亡した場合 

　　物件損害等　1,500万　+　人身傷害　1億9,360万　＝　合計2億円以上　　　損害賠償を請

求される場合があります　　　https://www.hrf.or.jp/ 

空き家の放置のリスクと危険性　①倒壊のリスク 
　 
 
 
 

https://www.hrf.or.jp/


消防庁の調べ（平成24年1月～12月）によると、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本全国の総出火件
数は44,102件。 
そして出火原因の1位は「放火」です。実に年間5,340件（総出火数の約12.1%）でした。 
また、出火原因の特定が難しいものの「放火の疑い」となっているのが3,184件もあります。 

全ての火事の5件に1件は「放火」　　　　　　　　　　　　　　　　　　または「放火の疑
い」が出火原因！ 
 

放火をする上でも空き家は非常に狙われやすいです。 
・乾いたゴミなどの燃えやすいものが多い 
・人目がないので狙いやすい 
 
空き家になっていると　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　火災保険が適用外になってい
る場合もあるため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　燃え残った物の処分費や解体費用は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自己負担になるリスクもあるため、安心はできません。  

空き家の放置のリスクと危険性　②放火のリスク 
　 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 



中古物件は築20年以上の場合にはほとんど価値がつかなくなってしまいます。 

しかし、物件の価値を決めるのは「築年数」だけではありません。 

空き家物件の場合には「管理状態」が非常に重要になります。 

 

放置された住宅は外装、内装ともに劣化が早まり、　　　　　　　　　　　　同じ築年数の定
期メンテナンスがされている物件と比較すると見劣りし　　　以下のようなデメリットがあり
ます。 

 

①いざ売却したいとなっても希望通りの売却価格にならない 

②修繕費などの費用が必要になる 

③活用しようと思っても復旧のために時間がかかる 

空き家の放置のリスクと危険性　③資産価値の低下 
 
　 
 
 
 



空き家の固定資産税は「住宅用地の特例」によって　　　　　　　　　　　　固定資産税が
一般的な不動産の1/6の価格で済みます。 

 

しかし、空き家を放置しすぎると「特定空き家」に指定されます。 

 

特定空き家に指定されると、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「住宅用地の
特例」の税制優遇がなくなるため 

なんと6倍もの固定資産税を納税する必要があります。 

 

空き家の管理を怠ると、家計にも直接的な影響がでてしまうのです。 

空き家の放置のリスクと危険性　④税金の増加 



空き家の管理は必要！ 
 

どんな活用法が自分に最適？ 

つまり…



空き家の活用法　 
 
 
 

①賃貸貸し 

②建て替えてアパート経営 

③売却 

④解体（更地化） 

⑤民泊・旅館業・貸しスペース化 

 



メリット  ✔リフォームなどが必要ないので初期投資額が少なくて済む 
✔修繕費や管理費が少ない 

デメリット  ✔賃貸需要があるのか調査が必要 
✔物件の状態や立地が優れている必要があるため 
　可能な空き家が少ない 
✔空室期間は収益が0円 

必要な手続き  ✔不動産会社に委託 
✔入居時に立ち会い 

収益性  高 

空き家の活用法　①賃貸物件 
 
学生街や、都心部などの賃貸物件としての需要がある地域に 
空き家をお持ちの方におすすめいたします。 
 



空き家の活用法　②建て替えてアパート経営 
 
学生街などの長期的な賃貸物件の需要がある地域のみに 
空き家がある方におすすめいたします。 
 

メリット  ✔毎月賃料が入ってくる 
✔賃貸部分の相続評価が下がるため相続税対策になる 

デメリット  ✔周辺賃料などの入念なリサーチが必要 
✔建て替えなどで手間がかかる 
✔ローンの返済が家賃収入を超えなければ赤字 
✔初期投資額が億以上の額になる可能性がある 

必要な手続き  ✔金銭消費貸借契約/融資契約/管理委託契約/開業届け等 

収益性  中 



空き家の活用法　③売却 
 
地価が上昇しており、観光需要や賃貸需要が見込めない、 
管理をしたくない方におすすめいたします。 
 

メリット  ✔管理費・固定資産税などの諸税金の負担がなくなる 
✔まとまった現金収入が入る 

デメリット  ✔相続発生時の相続税が高額になる 
✔売却時に多くの諸経費がかかる 
✔安く買い叩かれる可能性がある 

必要な手続き  ✔登記済権利証/固定資産税納税通知書/土地測量図/ 
　工事記録書等各種手続きが必要 
→ほとんどの場合には不動産会社や行政書士などに委託 

収益性  高 



空き家の活用法　④解体（更地化） 
 
今すぐにでも手放したい、管理したくない、不動産をすぐに現金化したい 
という方におすすめいたします。 
 

メリット  ✔空き家を管理する手間から解放される 
✔土地を売却しやすくなる 
✔土地活用の選択肢が増える 

デメリット  ✔解体費用は木造住宅でも坪3万円程度 
✔固定資産税と都市計画税が高くなる 
✔買い手がつきにくい場合には負担が大きくなる 

必要な手続き  ✔減失登記/水道電気ガスなどの停止/残置物処理/ 
　建築リサイクル法届け 

収益性  中 



空き家の活用法　⑤民泊・旅館業・貸しスペース化 
  
東京都内や観光地、ビジネスホテルがない田舎に、戸建ての空き家をお持ちの方におす
すめいたします。 
 
メリット  ✔賃貸料より高い宿泊料収入が見込める 

✔田舎でも観光・自然など特徴を活かせる 
✔売却時に有利（田舎でも自己利用可能な投資物件になりやすい） 
✔宿泊以外にも様々なニーズがある 
（リモートワーク・多拠点生活など） 

デメリット  ✔集客・予約が面倒、清掃などの手間 
✔宿泊者のマナーレベルが不明のため不安 
✔ご近所トラブル可能性 
→ハウスバードでは完全代行＆フォロー 

必要な手続き  ✔開業届/旅館業申請/用途変更等 
→ハウスバードであればすべて代行 

収益性  高 



旅館業取得の活用法　～民泊と旅館業の違い～ 
 

https://www.freee.co.jp/kb/kb-vacation-rentals/vacation_rental_Inn/#content2

https://www.freee.co.jp/kb/kb-vacation-rentals/vacation_rental_Inn/#content2


①特に４人以上宿泊可能な 

   ビジネス/シティホテルと競合しないような 

   ファミリー小団体向け宿泊施設の需要が高く供給が少ない状態 

 
②田舎であっても一般的な空き家売却より 

   売却価格が高く設定できるうえに不動産評価額が低いため 

   相続税/法人税対策としても注目 

 
③賃貸料より高い宿泊料収入が見込める 

旅館業のメリット 
 
 
 

 
損しない空き家活用には旅館業をまずは検討をおすすめいたします。 
旅館業活用のメリットは下記3点となります。 
 



高い収益性の秘密は 
1日単位の柔軟な収益発生力 



旅館業のメリット　①期間分割=高収益 

賃貸 
マンション 

(アパート・戸建) 

戸建 
旅館 

 

マンスリー 
マンション 

ウィークリー 
マンション 

730日 

(2年) 

30日 

(1ヶ月) 

7日 

(1週間） 

1日 

 
高収益 

不動産の価値は「小分け/分割」によって高めることができます 
弊社商品は「年単位の賃貸」を「日単位の賃貸」に変えることで高収益を実現しています 



旅館業のメリット　②小分け＝高収益の法則 

高層(空間の分割) 

低層 

短期 
(時間の分割) 

長期 

戸建 
賃貸 

賃貸 
マンション 

別荘 

時間貸会
議室 

戸建 
宿泊 

不動産の価値は「小分け/分割」によって高めることができます 
弊社商品は「年単位の賃貸」を「日単位の賃貸」に変えることで高収益を実現しています 

賃貸 
アパート 

マンスリー 
マンション 

ウィークリー 
マンション 



✔集客・予約が面倒 

✔現地での運営・管理が大変 

✔旅館業取得などの手続きが困難 

✔清掃などの手間 

✔宿泊者のマナーレベルが不安 

✔ご近所トラブルの可能性 

　　　　 

ハウスバードが 
運営を代行いたします！ 
お任せいただければ 
手間は一切かかりません！ 

✔Booking.comや楽天トラベル 
　など   の予約サイト連携！！ 
✔無人営業可能！ 
 

旅館業のデメリットと対策 

デメリット  対策 



多様な需要が混在している国内需要 



若年層の国内旅行需要 

https://www.hoshinoresorts.com/resortsandhotels/omobeb/beb/5karuizawa.html

1泊1室6000円、居酒屋へ行く金額に少し足せば楽しめる国内旅行に 
若い世代のニーズがあります 

【事例】 
　星野リゾート「BEB5軽井沢」 
 
　仲間と過ごすのに最適な 
　ルールや時間の縛りがゆるめの 
　ルーズなホテル 
 
　最寄り駅(中軽井沢駅)から 
　徒歩15～20分(平たんな道) 
 
 

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO42597220Y9A310C1000000/?
https://villax-cottage.jp/millennials/interview/12/

https://www.hoshinoresorts.com/resortsandhotels/omobeb/beb/5karuizawa.html
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO42597220Y9A310C1000000/?
https://villax-cottage.jp/millennials/interview/12/


住まい方の多様化　 

都心と田舎の複数の住まいを利用する「多拠点居住」です。 
平日は都心部で職住近接が叶う暮らしをして、週末は地方の空き家を安価で利用し、 
生活の幅を広げる人が増えています。 
 

https://recruit-holdings.co.jp/newsroom/pdf/20181217_11.pdf

https://recruit-holdings.co.jp/newsroom/pdf/20181217_11.pdf


1泊単位住宅市場 

若い世代の意識には「住む」と「泊まる」の境界がなくなってきており 
従来の「住む」の延長線に「一泊単位で住む」という市場があります 
 

各地で運営する家4万で住めるサービス 

https://www.airbnb.jp/s/homes

ユニークな宿泊先や体験を 
予約できるサイト airbnb 

https://suumo.jp/journal/2018/12/17/161108/

https://address.love/

デュアラーとは、都心と田舎の２つの生活 
＝デュアルライフ（二拠点生活）を楽しむ人 
 
富裕層やリタイア層が代表だったが、 
近年では20～30代のビジネスパーソンやファミ
リーなどに広がりを見せている 

時間単位で場所をシェアできる ス
ペースマーケット 

https://www.airbnb.jp/s/homes
https://suumo.jp/journal/2018/12/17/161108/
https://address.love/


1泊単位住宅とホテルの違い 

一般的なビジネスホテル(数十〜数百室)が展開しにくい地方エリアであっても 
展開できるのが、戸建宿泊(1-2室)の魅力です。 
 

ママ友同士の集まりで 
ご飯を食べながら 
そのまま宿泊 

大学サークルの集まり、ゼミ
の集まり、 
同級生の集まりで宿泊 

介護施設への 
お見舞いの帰りに宿泊 

地域イベント 
(お祭りなど） 
の帰りに宿泊 

家族での集まりイベント(誕生
日会、お祝いなど）で自宅周
辺に宿泊 



リモートワーカーや多拠点生活者に対しては 

▶ウィークリーの賃貸物件として貸し出しが可能 

 

イベントスペースがほしい方や1日単位で借りたい方には 

▶時間貸しのレンタルスペースとして貸し出しが可能 

 

もちろん、グループや家族の旅行客には 

▶ホテルや旅館と競合しない、一棟貸しの宿泊施設として貸し出しが可能 

1泊単位住宅とホテルの違い 

つまり、旅館業を取得することは様々な需要に対応できる活用法です。 



伸びている国外需要 



オリンピック後のインバウンド需要について 



訪日外国人旅行者推移 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/vjc.html

https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/vjc.html


観光庁　②宿泊施設支援事業 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000142.htmll

受入環境整備を通じた 
訪問時・滞在時の 
利便性向上が必須 

観光庁は、訪日外国人　旅
行者数2030年6000万人の実
現を目指している 

宿泊事業者が実施する 
インバウンド対応事業を支援
している 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000142.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/ukeire.html


観光庁　②宿泊施設支援事業 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000142.htmll

http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000142.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/ukeire.html


過去のお客様の事例 



事例紹介①-1　~埼玉県秩父小鹿野~ 

https://www.airbnb.jp/rooms/13356096?source_impr
ession_id=p3_1575513593_AyybZ5P4D1EyyBwC

外観は普通の 
一戸建そのままの 
姿を活かします 

吹き抜けを作り 
開放感あふれる 
非日常の空間へ 

大きな土間を 
そのまま残し古き 
良き日本家屋を体験 

布団だけでなく 
ベッドもあり 
快適に過ごせます 

https://www.airbnb.jp/rooms/13356096?source_impression_id=p3_1575513593_AyybZ5P4D1EyyBwC
https://www.airbnb.jp/rooms/13356096?source_impression_id=p3_1575513593_AyybZ5P4D1EyyBwC


事例紹介①-2　~埼玉県秩父小鹿野~ 

水回りは最新設備 
使い勝手は抜群！
オーナーも利用可 

縁側を活かして 
BBQができる 
空間になります 

オーナーの趣味を 
存分に発揮した 
キャンプ空間へ 
ご自身の趣味も 
満喫可能です 

広い二間続きの 
和室でゆったり 
リラックス！ 



宿泊者コメント　~埼玉県秩父小鹿野~ 

複数子連れファミリー

会社の同期旅行

大学のサークル /友人旅行

シニア世代の同窓会 海外ファミリー

https://www.airbnb.jp/rooms/13356096?source_impr
ession_id=p3_1575513593_AyybZ5P4D1EyyBwC

https://www.airbnb.jp/rooms/13356096?source_impression_id=p3_1575513593_AyybZ5P4D1EyyBwC
https://www.airbnb.jp/rooms/13356096?source_impression_id=p3_1575513593_AyybZ5P4D1EyyBwC


ハウスバードが 
空き家活用で 

お手伝いできること 



事業の流れ　~ハウスバードが提供するサービス~ 

旅館オープン前   旅館オープン後 

旅館業 
許可取得 

行政機関 
(保健所/ 
消防等)への
申請手続　 
 

デザイン 
・企画 

建築士が 
1対1で 
設計提案 
 
お客様の 
好みと 
稼働率を 
両立させる 
デザインを提
案 

施工 

弊社大工・弊
社提携 
工務店が 
施工 
 

運営準備 

家具家電 
/アメティ 
/リネン等 
を設置 
 
宿泊宿帳 
/清掃用品 
等運営備品
を設置 
 

住民説明 

施工前に 
事業計画/ 
運営方針を
丁寧に説明 
 
住民説明会
個別対応も 

顧客対応 

予約前案内 
/チェック 
イン対応 
 
宿泊客や 
近隣住民 
トラブル 
対応 

建築士がデザイン/設計/リノベーションし、役所関係の手続・住民説明も行い 
「一棟貸切旅館」を安定運営していきます 



▼空き家活用のお問い合わせ▼ 
https://housebirdjapans.com/akiyacontact 

 
TEL：03-6661-6025 

お問い合わせ 
 

https://housebirdjapans.com/akiyacontact


会社概要 

　社名     ハウスバード株式会社 

　所在地   （東京本社）江東区新大橋3丁目18-8浅見ビル 3階 

   役員     代表取締役社長 浅見清夏  

   事業内容     ①旅館／ホテルの開業支援コンサルティング(デザイン企画・設計施工など） 
   ②宿泊施設の運営管理（物件PR・宿泊者対応など） 

    実績 

　計36件の設計・施工・運営実績(一部設計/デザインのみ) 
 【東京】8件 【京都市】25件  
 【北海道】2件(デザインのみ) 【箱根】1件 


