
様式第１号（第４条関係）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

空家バンク登録申込書

　神 戸 市 長　　宛

住所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿㊞

　神戸・里山暮らし空家バンク制度要綱第４条第１項の規定により、空家バンク制度

の趣旨などを理解し、下記のとおり、空家バンクに登録を申し込みます。

記

１　登録のための空家調査及び問い合わせには、誠意をもって協力します。

２　登録内容は、別紙「空家バンク登録カード（様式第２号）」記載のとおりです。

注意事項

１　神戸・里山暮らし空家バンク制度においては、市は情報の提供や必要に応じての連絡調

整は行いますが、空家登録者と利用希望者間で行う物件の売買や賃貸借に関する交渉、契約

等に関しての仲介行為は行っていません。仲介行為に係る業務については宅地建物取引業

法第２条に定める宅地建物取引業者を通じて行うこととなります。

２　神戸市個人情報保護条例（平成９年神戸市条例第40号）の規定に基づき、申し込みされ

た個人情報は、本事業の目的外の用途に利用しません。



様式第２号（第４条関係） ＿＿＿＿＿＿＿＿ 地区 Ｎｏ．

空家バンク登録カード 作成日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

所　在 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

所有者 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 連絡先 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

管理者 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 連絡先 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

□ ① 空家（全く利用していない） 　⇒　空家になって（＿＿＿＿）年 □ ② 物置として利用

□ ③ 別荘として利用 □ ④ 盆・正月等のみ利用 □ ⑤ その他（＿＿＿＿＿＿）

物件の概要

土地 面積 （＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿㎡）

接道状況

附属する土地 （　□ 有 ・　□ 無　 ）⇒（　□ 農地 ・　□ 山林 ・　□ その他　） 面積（＿＿＿＿㎡）

建物
用途

（　□ 専用住宅 ・　□ 店舗付住宅 ・　□ 農家住宅 ・　

　　□ その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）） 

建築面積 （＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿㎡）　延床面積　（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿㎡）

構造 （　□ 木造 ・　□ 鉄筋 ・　□ その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）　）

階数 （＿＿＿＿階）

築年数 （＿＿＿＿年）

附属する建築物等の有無 （　□ 有（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） ・　□ 無　）

家屋の状況

（ □ ① 即入居できる　　□ ② 小修繕が必要　　□ ③ 大修繕が必要　　□ ④ 利用できない 　）

設備 水道 （　□ 公共水道・　□ その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）・　□ 無　）

ガス （　□ 都市ガス　・　□ プロパン 　・　□ 無　）

トイレ （　□ 水洗 ・ □ 汲み取り ・ □ 無　）

風呂 （　□ 有・　□ 無　）

駐車場 （　□ 有 （＿＿＿＿台） ・　□ 無 ）

庭 （　□ 有 ・　□ 無 ）

所有者の意向

① 売却したい ⇒公表（ □ 可 ・□ 不可 ） 　条件等（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

② 人に貸したい ⇒公表（ □ 可 ・□ 不可 ） 　条件等（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

その他（部屋数、間取り、最寄り駅等）

利用
状況

（　□ 直接接道・　□ 進入路　）　道路幅員（＿＿＿＿＿＿＿＿m）



位置図

現況写真
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