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・株式会社クラッソーネについて

・空き家対策における公民連携について

　（R3,4年度 国土交通省「空き家対策モデル事業」採択）

・空き家問題解決に向けたご提案

・協定締結のスケジュールについて

はじめに｜
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株式会社クラッソーネについて
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会社概要

会社名 株式会社クラッソーネ

ビジョン 「街」の循環再生文化を育む

設立 2011年4月1日

資本金 15億5,298万円（資本準備金含む）

株主 経営陣,産業革新投資機構(経産省のファンド)他

本社所在地 愛知県名古屋市中村区名駅5-7-30

電話窓口 0120-479-033（平日9:00～18:00）

営業エリア 全国47都道府県（一部離島地域除く）

登録工事会社数 全国1,600社以上

受賞歴等
R3/R4年度 国土交通省「住宅市場を活用した
空き家対策モデル事業」に採択　
メディア掲載歴500以上

会社紹介映像

コンセプト映像 テレビCM映像
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チーム紹介

川口 哲平（代表取締役 CEO）

● 京都大学農学部卒
● セキスイハイムにて営業成績全国 No.1 を獲得後、2011

年に当社を設立

日高 義雄（取締役 CFO）

● 神戸大学経営学部卒、グロービス卒（MBA）
● 東海銀行、レッドバロン取締役を経て、

2017年に当社へ参画

松本 哲（執行役員 CTO）

● SaaS 企業を共同創業、取締役として開発を牽引
● Misoca として2016年 Ruby biz グランプリ大賞受賞
● Exit後、2020年に当社へ参画

中島 悠太（業務支援PF責任者）

● 名古屋外国語大学卒
● セキスイハイムを経て、2014年に当社へ参画
● 業務支援PFを立ち上げ、事業責任者に着任

森 智也（総務・経理）

● 明治大学卒、関西学院大学大学院卒（MBA）
● あさひにて JASDAQ 上場を経験
● 2017年に当社へ参画

堀口 晃司（取締役 COO）

● 南山大学経営学部卒
● セキスイハイムを経て、2012年に当社へ参画、

2017年に COO に就任

山田 浩平（執行役員アライアンス/マーケティング）

● 神戸大学経営学部卒
● リクルート、ビーグリー（東証一部）の執行役員を経て

2019年に当社へ参画

山口 高志 （サービスオペレーション）

● 明治大学商学部卒
● リクルートでプロジェクトリーダーとしてスーモカウン

ター事業の成長を牽引し、2021年に当社へ参画

宮田 ゆかり（人事・広報）

● 東京大学大学院総合文化研究科卒
● パーソルキャリアを経て、オリエンタルランドにて人事
● 2018年に当社へ参画

山口 義行（顧問）

● 立教大学名誉教授（マクロ経済学）
● 『クローズアップ現代』『ルビコンの決断』など

多数出演し、外務省参与等を歴任
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空き家の除却をサポートするサービスを提供しています。

利用者累計10万人突破‼ 多くのお客様にご満足いただいています。

3社の紹介を受けて、全ての工事会社さんの感じが良かったで

す。その中でも希望の金額を叶えてくれる工事会社さんと出会

えて満足しています。

任せた会社は対応も良く、近所挨拶も自分達が考えていたより

も広範囲を丁寧に回ってくれたので、苦情が出ることはなく、本

当にありがたく感じています。

アスベストがあり厳しい工事条件でしたが、他社に提示された

見積もり金額より100万円も安くなりました。見積の内訳もしっ

かり丁寧に説明していただき安心できました。

解体工事会社のマッチング

・1,600社から最適な工事会社を選出
・2分で見積依頼
・無料で保証や電話相談
・マイページ上で電子契約も

解体費用シミュレーター

・17万件の見積データを元にした機械学習
・1分で解体費用相場が分かる

サービス紹介
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仲介会社 元請工事会社

個人のお客様から直接仕事を請けたいが、HPもなく

強みが伝えられない。下請けは利益率が良くなく、予定が組

みがたい。法改正の動きがキャッチアップできていない。

Q. 建物の解体工事は、専門の

　 解体業者に直接発注できる

　 ことを知っていますか？

空き家処分のために解体を検討したが、親族は誰も経験な

く、何をどうすればいいのかわからない。どこに相談すればい

いかわからない。ネット検索しても、安くて評判良い会社が探

せない。

施主 下請け
工事会社

ICTで流通経路が少なくシンプルになり、コスト削減が可能に

従来

crassone

業界の課題　情報の非対称性と商流の多重化
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解体マッチングプラットフォーム　クラッソーネ　街の循環再生を育む

https://www.youtube.com/watch?v=Mcg-3tXfwOk
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サポートチーム

電話窓口スタッフが、ご不安や疑問を解決します 工事会社が近隣にも配慮した工事を実施します

クラッソーネでは、電話相談窓口（0120-479-033　平日9:00～18:00）
を設けており、工事の検討をスムーズに進めていただくために幅広い

ご相談を受け付けています。下記のような内容にお答えすることが

可能ですので、お気軽にご相談ください。

　見積依頼前

● 家財処分や事前準備等の全体の段取りを教えて欲しい。

● 解体費用の支払いにローンが使えるか教えて欲しい。

　検討中

● 見積の見方が分からないので、教えて欲しい。

● 各社で金額差が生じている理由を教えて欲しい。

　工事中

● 地中埋設物が発生した時の対応を教えて欲しい。

● 解体後の土地活用の方法について提案して欲しい。

クラッソーネには、全国1,600以上の工事会社が登録しています。

各社は、近隣挨拶、養生シートによる囲い、工事中の散水、といった

配慮をしながら安全に工事を行います。完工後には、「工事中の対応」

「工事の仕上がり」といった観点でお客様から評価いただき、評価内容

を品質向上に生かすことで、より良い工事の実現に努めています。

評価内容

● 応対マナー

● 追加費用

● 工事品質

● 工期順守

賠償責任保険や完工保証がセットになった「あんしん保証パック」が

付帯されるので、より安心してサービスを発注していただけます。　
※詳細は https://www.crassone.jp/tos/guarantee をご覧ください。

● 近隣配慮

● 環境配慮

● 総合評価
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独自審査＋口コミ評価で、安心な工事会社を見える化しています。

項目 ツール

反社審査
複数機関のデータベースにおいて反社
会的勢力に該当していない

エスピーネットワーク

暴追データ

風評及び事故違反歴
公官庁の公開事故違反歴がない
サギなどの悪質な風評がない

インターネット検索

免許（建設業許可） 国交省データベース

免許（解体工事業登録） 工事会社からの提示

与信
複数の信用調査データにおいて大きな
問題がない。
※万一倒産等した場合でも「くらそうね安心保証パッ
ク」にて補償

MF Kessai

保険会社による格付

TDB＆TSR

サービスの強み　信頼
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① 着手金等保証金と完工保証金を合わせて200万円を上限　② 対人対物賠償共通　支払限度額 1名・1事故 1億円

どの工事会社をお選びいただいても３つの特別保証が無償で付いてきます。

サービスの強み　あんしん
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一括見積もりサービス「クラッソーネ」について

✅最適な工事会社を選定し、

　 適正かつ安価な見積を実現

✅事前挨拶や養生の上、

　 近隣に配慮した安全な工事を実施

✅検討中や工事中のご不明点は

　 コンサルタントに相談可能　

✅万が一に備えた賠償責任保険、

 　着手金保証、完工保証

✅家財処分、滅失登記、不動産会社の紹介といったサポートあり

全国1,600の工事会社のうち、最もコストパ

フォーマンスの良い工事会社を選定した上で

見積金額を提示します。

着工前には近隣挨拶を行い、住民の方のご理解を

得られるよう説明を行います。

見積の比較検討や工事中のご不明点は、

無料でコンサルタントに相談していただくこと

が可能です。

クラッソーネで発注した工事には全て賠償責任

保険、着手金等保証制度、工事完了保証制度が

付帯されます。

賠償責任保険

1億円
着手金・完工保証

200万円

解体工事にまつわる様々な手続きを

ワンストップで終えられるようにメニューをご用意しています。

● 家財処分：提携業者が対応

● 土地活用：月極駐車場のご提案が可能

● 不動産売却：提携不動産会社が査定
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ご成約者の年代層

完工アンケート　N⁼780
https://questant.jp/s/ISNHX1TPY9RVX6DG
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『空き家対策における公民連携』について
  令和3,4年度 国土交通省「空き家対策モデル事業」に採択
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空き家対策公民連携におけるスキーム　令和4年度　モデル事業

【取組内容の概要】

売却査定額と解体費用の双方が簡便に把握でき、空き家バンクや自治体連携先の空き家相談窓口導線を
用意することで土地流動化の後方支援が可能です。
空き家の期間を短縮し、新しい所有者・利活用者による地域コミュニティ活性化を実現してまいります。
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締結実績の６０自治体（滋賀県との協定に関わる協力関係自治体含む）

北海道 札幌市
北海道 剣淵町
北海道 妹背牛町

長崎県 西海市
長崎県 波佐見町
大分県 別府市
（都市計画課）
鹿児島県 霧島市

兵庫県 尼崎市
兵庫県 神戸市
大阪府 堺市
大阪府 泉南市
京都市 亀岡市
奈良県 川西町
奈良県 広陵町
滋賀県
滋賀県 米原市
滋賀県 長浜市
三重県 多気町
三重県 鈴鹿市

岡山県 岡山市
鳥取県 米子市
島根県 安来市
広島県 安芸高田市

新潟県 南魚沼市
石川県 かほく市

福島県 塙町
宮城県 名取市
宮城県 色麻町
岩手県 八幡平市

栃木県 壬生町
栃木県 上三川町
茨城県 常総市
茨城県 神栖市
埼玉県 川越市
埼玉県 熊谷市
埼玉県 吉見町
埼玉県 久喜市
埼玉県 朝霞市
埼玉県 行田市
埼玉県 上尾市
埼玉県 松伏町
埼玉県 寄居町
埼玉県 日高市
埼玉県 嵐山町

愛知県 岡崎市
愛知県 南知多町
岐阜県 郡上市
静岡県 富士宮市
静岡県 牧之原市
山梨県 北杜市

愛媛県 伊予市
香川県 坂出市

神奈川県 横浜市
神奈川県 茅ヶ崎市
神奈川県 川崎市
千葉県 香取市
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実績紹介

全国の自治体と事業連携を行っており、今後も増加予定です。

協定締結後、空き家除却に至った実例が複数存在します。
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空き家対策公民連携　報道実績について

自治体の取り組み広報、シティプロモーション、遠隔地の所有所啓発に貢献
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空き家問題解決に向けたご提案
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クラッソーネが解決する「空き家除却の3つのネック」

親族含めて、はじめてのライフイベント

● どうすすめる？

● いくらくらい？

● 誰にたのむ？
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空き家対策 弊社連携の期待効果

空き家所有者へ早期啓発による行動変化

ネットで手軽に相場観（解体費用）を把握できること

↓

空き家や老朽家屋の未来（出口）の検討

　↓　

適切な管理の促進　

  及び　

老朽化する管理不適切空き家の減少
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シミュレーター・すまいの終活ナビ フライヤー・パンフレット 空き家対策セミナーのご協力 空き家所有者への工事会社紹介

ご提供可能なメニュー

下記のサービスがご提供可能です。現状のニーズに合わせて、ご要望いただけると幸いです。

いくらくらい？を解消 誰にたのむ？を解消どうすすめる？を解消 どうすすめる？を解消
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空き家情報の共有 リサイクル届け会社・件数の共有 市内事業者向け販促協力

・空き家の確認工数の削減 ・工事会社向け情報提供
・取り組みの効果測定

画像出典：環境省HP

・法改正関連のセミナー
・接客方法、見積もり相談

ご提供可能なメニュー　

現状の課題感に合わせて、ご要望ください。
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自治体版解体費用シミュレーター

すべて簡単なボタン操作/その場で確認

傾斜地等、立地条件で、手壊し/人力運搬となる建物は、

現地調査の正式見積もりと乖離します。

弊社が、いままでに取り扱った解体工事見積もりデータをもとに、

統計学的手法のひとつである重回帰分析を用い、

各種パラメータの係数を推定し 解体予想金額を算出しています。

市町村ごとにUIデザインは変わりません。

南魚沼市版
シミュレーター

https://www.crassone.jp/simulator/niigata/minamiuonumashi
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すまいの終活ナビ　　

デモ版
『すまいの終活ナビ』

相談先名
連絡先

相談先名
連絡先

https://stg.crassone.jp/simulator/navi/pref/city


｜

すまいの終活ナビ　遷移図　
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自治体名
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全国版　利用者の回答内容について

｜

不良家屋所有者向けの通知やホームページで除却補助金や空き家関連ページで紹介する事が多いため、
具体時期を想定する方が多い傾向にある。
動機として空き家の処分が過半数を占め、売却想定が2割となり土地流動性を高める支援は
不適切な空き家減少に寄与すると想定される。　　
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フライヤー　シミュレーター及び自治体情報枠について（4P構成　A4サイズ二つ折りで納品）

各自治体様の
フリースペース
です

シミュレーター
にアクセス可能
なバーコード
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フライヤー　解体工事の進め方　

実際に解体工事を開始して
からも、確認しながら進めら
れて良かった！
（利用者の声）
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フライヤー活用例　空き家対策セミナーでのご協力について

②フライヤー　活用例

● 自治会経由で個別配布及び回覧

● 納税通知書に同封

● 管理不良家屋所有者への助言・指導通達に同封

● 空き家実態把握アンケートに同封

● 不動産手続き者や空き家相談者に個別手渡し、ラック配架

● 管理不良家屋所有者と打合せ時に解体概算費の提示

③空き家対策セミナーでのご協力　※宿泊・交通費要相談

● 解体工事の検討における注意点の解説

● 個別相談の対応

例）岡崎市　公式Youtube

　　滋賀県　多賀町セミナー

※滋賀県のセミナーはオンライン

オフラインのハイブリット開催

https://youtu.be/PDrTHlfBK6Q
https://us02web.zoom.us/rec/play/5aKhcF_dP1s0GhgDzU6Szc5Fq8Afci5LHsz3TK9Wo85oUx87Dg9fwSXClNbuzhOWHrez905EXzmtpmK0.vQ0iWd3S2IGMgReL%20%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89:%20KY.CV5fS
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ご案内

自治体内　解体工事会社の登録支援

解体工事の事前申請として『リサイクル届』を頻繁に出す自治体内の解体工事会社を共有いただければ、
事業者の売上拡大支援のためマッチングプラットフォームの登録案内をさせていただきます。

（登録は無償。契約しますと弊社へ利用料を支払う成果報酬モデル）

工事会社向けのサービス登録資料

https://bit.ly/384IuYm

https://bit.ly/384IuYm


｜

お困り空き家連絡フォーム
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通知メール画面例

ホームページやSNS等でリンクを掲載していただけます。
市民の方が必要情報（全6個）を入力して送信をすると
自治体ご担当者の指定メールアドレスに該当情報が
届く仕組みです。

・お電話対応、空き家の実態調査等の工数削減（DX化）
・市民の方も遠慮なく簡単に連絡いただけます

以下の情報がご指定メールアドレスに届きます
Q1 空き家の状況
Q2 いつから連絡した状況になっているのか
Q3 空き家の状況写真
Q4 空き家の所在地
Q5 空き家を特定するための情報
Q6 その他伝えたい情報

https://www.crassone.jp/special/report/demo/demoshi/
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自治体広報事例　ホームページ

①自治体版シミュレーターをホームページや公式SNSにて紹介
神戸市
https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/work/kaitaimitsumori_simulator.html

https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/work/kaitaimitsumori_simulator.html
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②自治体版シミュレーターを広報誌や自治体空き家チラシで紹介

自治体広報事例　広報誌や空き家対策チラシ
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愛知県南知多町の事例 

特定空き家等の概要

● 所有者：死亡（相続人有り）

● 種類：居宅

● 構造：木造瓦葺2階建

● 面積：37坪

● 空き家を除却するよう自治体から勧告を行ったが、相

続人が経済的な理由により未対応

↓

● 代執行を検討するために、自治体が指名工事会社より

見積書を徴収したところ、解体工事費は638万円（重

機が入らないのため高額とのこと）

↓

● 自治体が相続人の親族にクラッソーネを紹介し、3社
から見積取得

○ A社：385万円

○ B社：202万円　※別途項目多数有り

○ C社：366万円

↓

● 相続人の親族がC社と契約し、除却完了

↓

● 代執行を回避することができた。



連携協定を通じて空き家の除却に至った実例　

【背景】
● 賃貸で20年貸していたが、2018年から空き家の状態
● 残置は無いが、宅内がカビだらけでリフォームして賃貸とし

て出してもリフォーム代と賃貸収益が釣り合わない
● 相続をする気はなかったため、高齢のお父様が元気なうちに

売却を希望していたが、不動産会社に依頼したが積極的に動
いていただけず空き家として放置

● 久喜市からの除却補助制度と空き家対策計画の文書が届き
補助制度で安くなればと、クラッソーネの同封フライヤーを
見てシミュレーターで相場観を知り、初めて除却の選択肢が
発生。

● 役所に補助制度の相談に伺うが対象外判定、職員からもク
ラッソーネを勧められ、固定資産税減免措置で除却を決意

【お客様のお声】
● クラッソーネのフライヤーで解体工事の流れを

確認できスムーズに進められたのが良かった
● 疑問点もタイムリーな回答でストレスなかった
● 丁寧な現地調査を行う工事会社に信頼感が持てた

事例概要

● 施主様：50代女性　

物件から車で10分の場所でお父様と同居

● 所有者　：施主様のお父様

● 種類　　：居宅

● 構造　　：木造瓦葺2階建

● 面積 　：27坪
● 解体費用：約145万円
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締結自治体の声　空き家所有者様からの空き家除却に関する対応が容易になったとのお声多くいただいてます

岡崎市 　空き家所有者等に対し、解体費用シミュレータ―を活用して、概算の解体費用を伝えられるようになった。

霧島市 　インターネットを利用する方から相談があまりないが、メールで相談があった場合、活用させていただく予定。非常に助かっています。

南魚沼市　住民の方へ解体の案内をしやすくなった

川西町 　不良住宅の解体に関する町の補助金がある中で、解体費用の概算を参考提示できることは担当者及び所有者の安心感につながっている。

神戸市 　Ｗｅｂサービスが、所有者の解体手続きの負担軽減になっていること

朝霞市 　空き家について今後どうすればよいか分からない所有者の方にクラッソーネを案内できるようになった

米原市 　解体シミュレーターが導入できたこと

下関市 　所有者が解体費用をシミュレーションできること

かほく市　（特に県外）在住の所有者等の解体情報が共有できる。

牧之原市　解体費用の目安を知りたい、という問合せに、シミュレーターを案内したり、活用して伝えることができるようになった。

吉見町 　住民へ啓発する資料の材料がひとつ増えた

塙町 　解体工事のシミュレーションができることにより所有者に有効な案内ができる。

富士宮市　冊子の活用により、相談者に対して空家解体の案内をしやすくなったこと。

西海市 　解体にかかる費用や解体業者の紹介してもらいたいという問い合わせに対して回答し易くなった。

伊予市 　自身が所有する空き家に関して考える機会を新たに提供することができるようになった。

久喜市 　解体に関する問い合わせに、解体費用にいくらかかるのかときかれることが多かったので、シミュレーションで簡単に概算費用を把握することができる。

南知多町　解体費用シミュレーターの使用による解体費用の参考価格の提示ができることにメリットを感じてます。空き家所有者より解体業者の紹介希望された場合も、

　　　　　行政として特定の事業者を斡旋することができないため、一括見積サービスを紹介することで、所有者が事業者の比較検討できるメリットを感じております。

米子市 　解体について困っておられる方に案内できるようになった。

熊谷市 　解体費がどのくらいかかるかわからないという空き家所有者の一助となっている。
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役割分担・費用負担について

クラッソーネ→自治体
● 自治体版解体費用シミュレーターの提供（無償）

● 自治体版のフライヤーの提供（無償）

● 空き家関連セミナーのご協力（宿泊交通費要相談）

● 市内での解体実績の共有等（無償）

● 市内事業者の登録促進、セミナー実施（無償）

自治体→クラッソーネ
● 自治体内解体事業者の一覧共有（リサイクル届等）

自治体→空き家所有者
● シミュレーターをHP、SNS、広報誌等で告知

● フライヤーを通達文書・納税通知書等に同封・個別配布

● 市民からの相談があった際にクラッソーネを案内

● 空き家関連セミナーの開催

クラッソーネ→空家所有者
● マッチングサービスによる事業者紹介空き家所有者

自治体
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連携メリット

人口減少に伴い税収・職員削減の中、管理不全な空き家は増加傾向です。

職員の方の対応工数を減らし、生活者様に所有物件の未来を考えるきっかけを提供します。

空き家所有者・空き家周辺住民ファーストな施策で

景観維持、防犯、防災に寄与し未来につながる

自治体

● 自治体の費用負担なし

● モデル事業採択実績あり

● 空き家や危険家屋の除却推進

　　（防災、防犯、景観が保たれる）

● 問合せ業務の効率化（DX化）

● シティプロモーションに貢献

空き家所有者

● 遠方にお住まいでも利用可能

● 適正価格で契約

● 近隣迷惑回避（トラブル回避）

● SDGs社会に貢献

● あんしん保証制度あり

自治体内解体工事会社

● 登録料・固定費無料

● 対応可能な案件のみでOK

● 売上UP

● 信頼性を向上

● 第三者賠償責任保険の利用可能
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連携協定締結の手順

①協定締結に向けて動き出したい旨のご連絡

②協定書の修正案の送付

③フライヤー自治体フリースペース原稿の送付

④弊社にて貴庁専用解体費用シミュレーター開設後
　結果ページ記載の補助金情報の確認

⑤弊社より押印した協定書を2部郵送し
　貴庁にて押印して頂き協定締結完了

最速で約２週間
※締結式を開催する場合は
　スケジュール調整
　メディア集客のため
　約1～2ヶ月かかります。



準備期間

● 協定書の確認

● ロゴの手配

● フライヤーの製作

● メディアアプローチの調整

● リリース原稿の確認・校正

【締結式有の場合】

● 式次第、進行のZoom打合せ

● 締結式パネルデザイン製作

締結（締結式）2週間前

● メディア向け締結式の参加依頼

● HP告知ページの準備

● 工事業者向け登録促進レター

● フライヤーの印刷手配

締結式

● 設営準備・リハ　　1.0h

● 市長顔合わせ、撮影　15分

● 締結式　　　　　　0.5h

● 式後メディア対応　0.5h

● 撤収　　　　　　　0.2h

● シミュレータ―HP公開

準備依頼

・デモ用の大型ディスプレイ・プロジェクタ投影スクリーン
・コードリール
・コロナ対策　消毒キット
・メディア参加者向け　資料キット・座席

連携協定締結の手順



締結後の取組および弊社からのサポート

● すまいの終活ナビ・解体費用シミュレーター
数値共有レポート

● 弊社マッチングサービス内での
除却実績共有

● 空き家所有者向けセミナー協力

● 自治体内の解体工事会社向け勉強会実施


