
空き家バンク制度利用者登録情報 

利用者番号 利用区分 利用目的 希望地域・地区等 
 

第 28－212号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 28－213号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 28－217号 購入 定住 市内全地区 

第 29－202号 賃借 定住 市内全地区 

第 29－203号 購入・賃借 定住 西部以外 

第 29－204号 購入 定住 山間部と沿岸部以外 

第 29－206号 賃借 定住 市内全地区 

第 29－207号 賃借 定住 神戸中学校校区内 

第 29－208号 購入 定住 市内全地区 

第 29－209号 購入 定住 市内全地区 

第 29－211号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 29－212号 賃借 定住 旭が丘，野町，磯山，玉垣 

第 29－213号 賃借 定住 市内全地区 

第 29－214号 購入 定住 市内全地区 

第 29－216号 購入 別荘 市内全地区 

第 29－217号 購入 定住 市内全地区 

第 29－218号 購入 定住 西部地区 



空き家バンク制度利用者登録情報 

利用者番号 利用区分 利用目的 希望地域・地区等 
 

第 29－219号 購入 定住 市内全地区 

第 29－220号 購入 定住 長太 

第 29－221号 購入 定住 
石薬師・加佐登・竹野・野辺・   

神戸・西条・高岡・国分 

第 29－222号 購入 定住 市内全地区 

第 29－223号 購入 別荘 市内全地区 

第 29－224号 購入 定住 市内全地区 

第 29－225号 購入 定住 市内全地区 

第 29－226号 賃借 別荘 市内全地区 

第 29－227号 購入・賃借 定住 江島地区 

第 29－228号 購入 別荘 市内全地区 

第 29－229号 購入 定住 市内全地区 

第 29－230号 購入 定住 市内全地区 

第 29－231号 賃借 定住 市内全地区 

第 29－232号 購入・賃借 定住 東庄内町・西庄内町 

第 29－233号 購入・賃借 定住 山側 

第 29－234号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 29－235号 購入 定住 市内全地区 



空き家バンク制度利用者登録情報 

利用者番号 利用区分 利用目的 希望地域・地区等 
 

第 29－236号 賃借 定住 鈴鹿サーキット周辺 

第 29－237号 購入 定住 市内全地区 

第 29－238号 購入 定住 市内全地区 

第 29－239号 賃借 定住 市内全地区 

第 29－241号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 29－242号 賃借 定住 神戸から石薬師 

第 29－244号 購入 定住 市内全地区 

第 29－245号 賃借 定住 市内全地区 

第 29－246号 購入 定住 市内全地区 

第 29－248号 購入 定住 市内全地区 

第 29－250号 賃貸 定住 市内全地区 

第 29－251号 購入 別荘 市内全地区 

第 29－253号 賃貸 定住 市内全地区 

第 29－254号 購入 定住 天名地区 

第 29－255号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 29－257号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 29－258号 購入 別荘 市内全地区 



空き家バンク制度利用者登録情報 

利用者番号 利用区分 利用目的 希望地域・地区等 
 

第 29－259号 購入・賃借 その他 市内全地区 

第 29－260号 購入 定住 若松地区・箕田地区 

第 29－261号 賃借 定住 白子地区 

第 29－262号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 29－263号 賃借 その他 白子地区 

第 29－264号 購入 定住 旭が丘地区 

第 29－265号 購入・賃借 定住 山側 

第 29－266号 購入 定住 市内全地区 

第 29－267号 購入 別荘 市内全地区 

第 29－268号 購入 定住 旭が丘地区 

第 29－269号 購入 定住 北部地区 

第 29－270号 賃借 定住 旭が丘地区 

第 29－271号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 29－272号 賃借 定住 平田地区 

第 29－273号 賃借 定住 市内全地区 

第 29－274号 賃借 定住 市内全地区 

第 29－275号 購入 定住 沿岸部以外 



空き家バンク制度利用者登録情報 

利用者番号 利用区分 利用目的 希望地域・地区等 
 

第 29－276号 購入 定住 市内全地区 

第 29－277号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 29－278号 購入 定住 西部地区 

第 29－279号 賃借 定住 白子中学校区 

第 29－283号 購入 定住 市内全地区 

第 29－284号 賃借 その他 白子地区 

第 29－285号 購入 別荘 市内全地区 

第 29－287号 購入 定住 西部地区 

第 29－288号 賃借 その他 長太・箕田・若松地区 

第 29－289号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－201号 購入 定住 市内全地区 

第 30－202号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－203号 購入・賃借 定住・その他 市内全地区 

第 30－204号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 30－205号 購入 定住 鈴西小学校区 

第 30－206号 賃借 定住 近鉄名古屋線沿線 

第 30－207号 購入・賃借 定住 市内全地区 



空き家バンク制度利用者登録情報 

利用者番号 利用区分 利用目的 希望地域・地区等 
 

第 30－208号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－209号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－211号 賃借 定住 平田・三日市地区 

第 30－212号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 30－213号 購入 定住 市内全地区 

第 30－215号 購入・賃借 定住 若松・白子地区 

第 30－216号 購入・賃借 定住 近鉄沿線 

第 30－217号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 30－218号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 30－219号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 30－220号 購入 定住 市内全地区 

第 30－221号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－222号 購入 定住 白子地区 

第 30－224号 賃借 定住 神戸地区～道伯地区 

第 30－225号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 30－226号 賃借 定住 稲生小学校区 

第 30－230号 購入・賃借 その他 末広・玉垣・稲生こがね園 



空き家バンク制度利用者登録情報 

利用者番号 利用区分 利用目的 希望地域・地区等 
 

第 30－231号 購入 定住 市内全地区 

第 30－232号 購入 定住 市内全地区 

第 30－233号 購入・賃借 定住 加佐登地区 

第 30－234号 購入 定住 市内全地区 

第 30－235号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－236号 購入 定住 大久保・岸田 

第 30－237号 購入 定住 市内全地区 

第 30－238号 購入 定住 市内全地区 

第 30－239号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－240号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－241号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－242号 賃借 定住 飯野小学校，創徳中学校区 

第 30－243号 購入 定住 市内全地区 

第 30－244号 購入 別荘 加佐登地区 

第 30－245号 購入 その他 国府地区 

第 30－246号 購入 定住 市内全地区 

第 30－247号 購入・賃借 その他 市内全地区 



空き家バンク制度利用者登録情報 

利用者番号 利用区分 利用目的 希望地域・地区等 
 

第 30－248号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－249号 購入・賃借 定住 平田周辺 

第 30－250号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 30－251号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 30－252号 購入 定住 市内全地区 

第 30－254号 購入 定住 市内全地区 

第 30－255号 購入 定住 市内全地区 

第 30－256号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－257号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－258号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－259号 賃借 その他 市内全地区 

第 30－260号 賃借 定住 市内全地区 

第 30－261号 購入 定住 市内全地区 

第 30－262号 賃借 その他 市内全地区 

第 30－263号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 30－264号 購入 定住 加佐登地区 

第 30－265号 購入・賃借 定住 市内全地区 



空き家バンク制度利用者登録情報 

利用者番号 利用区分 利用目的 希望地域・地区等 
 

第 30－266号 購入・賃借 定住 市内全地区 

第 30－267号 購入 定住 三日市・甲斐地区 

第 30－268号 購入 定住 市内全地区 

第 30－269号 購入・賃借 定住 市内全地区 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


