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 木津川市空家等対策協議会 会議録要旨 

会 議 名 令和２年度第２回木津川市空家等対策協議会 

日 時 
令和３年２月１６日（火） 

午後２時から３時４０分まで 
場 所 

木津川市役所 

５階全員協議会室 

出 席 者 

 

委 員 等 

■…出席 

□…欠席 

■井筒 一禎 委員  ■阪田 博治 委員 

■青山 公三 委員（会長）  ■内村 和朝 委員 

■田中 利幸 委員  ■橋本 光生 委員 

■西村 祥一 委員  ■田中 達男（副市長、市長代理） 

担 当 課 

建設部：滋井部長、竹谷次長兼都市計画課長 

都市計画課：島川担当課長、衣斐課長補佐 

北緒主任、山本主任 

関 係 課 
学研企画課：日比主任  農政課：西村担当課長 

まち美化推進課：福田課長補佐  施設整備課：大倉主任 

 

議     題 

 

１．開会 

２．副市長あいさつ 

３．会長あいさつ 

４．議事 

 （１）審議事項 

    特定空家等の認定について 

 （２）報告事項 

    ①空家等の現状について 

    ②条例の制定について 

    ③空家バンク制度の登録基準について 

５．閉会 

公開・ 
非公開の別 

公開 （非公開にあたってはその理由） 

傍 聴 人 の 
定 員 

１０人（当日の傍聴者：１人） 
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審 議 
経 過 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎議事・進行 
 
○質問・意見 
 
→説明・回答 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

１．開会 

 ◎開会を宣言した。 

 

 

２．副市長挨拶 

 ◎開催に際して、田中副市長から挨拶があった。 

  本日、委員の皆様には１件の空家等に対する特定空家等の認定について諮

問をさせていただき、ご審議いただく予定をしている。 

  よろしくご審議賜るようお願いしたい。 

 ◎特定空家等の認定について、田中副市長から青山会長に諮問を行った。 

 

 

３．会長あいさつ 

◎議事等に先立ち、青山会長から挨拶があった。 

  都会に住んでいる方が、山間地域に所有している家屋にこれまでは年２・

３回は帰って掃除や手入れをやっていたが、新型コロナウイルス感染拡大の

影響によりできなくなって家屋が荒れ始めているという話も聞く。 

  空家等の問題は、新型コロナウイルス感染拡大とは関係なく日本で重要な

問題である。テレワークや在宅勤務が当たり前の世の中となっており、空家

等をそのように使うこともできる。これからの新しい展開としては、廃校な

どをサテライトオフィスにしようという動きが全国で広まっている。そのよ

うな動きが一段落すると、実際の住宅レベルで空家等をどのように使ってい

くか、という動きも出てくるのではないか。 

  これまで、地方創生をやっていても、首都圏にどんどん人が集まっていた

が、今、首都圏に人が集まらなくなってきた。ここが一つの大きなターニン

グポイントと思われるが、地域で様々なことを考える際に、空家等をもっと

いろんな形で使っていくことが重要になると考えている。 
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４．議事 

 ・諸確認 

 ◎傍聴者の入場、注意事項を確認した。 

 ◎会議録の署名委員に阪田委員を指名し、了承を得た。 

 ◎空家等の写真が含まれる資料１については、周辺の風景等から物件が特定

される可能性等を考慮して非公開となった。 

  

 ・議題 

 （１）審議事項 

  特定空家等の認定について 

 ◎【資料１】に基づく説明を行った。 

 →この空家等は、前回の協議会で特定空家等の候補物件として説明した空家

等である。 

 〇すぐにどうするかは難しいとしても、スライド写真を見ても分かるように

非常に危険な状態であり、隣家に対しても危険もあるが、大きな災害等が発

生した際に、道路に対してもがれきが落ちてくる可能性があるので、この協

議会で特定空家等に認定するか否かを決めないといけない。 

ここでは、委員の皆さんそれぞれの意見を伺い、協議会としての意見を答

申するが、最終的な判断は市が行う。 

 〇建物の状態が著しく悪くなっており倒壊しそうなため、特定空家等に認定

することに異存はない。 

 〇先ほど映像を見たとおり、酷い状態であり恐らく周辺の方にも大変な迷惑

をかけている状況と思われるため、特定空家等に認定するべき。 

 〇建築士の立場として見て、かなり危険な状態と思われるので、特定空家等

に認定して問題ない。 

 〇スライドを見て近所の方にも多大な迷惑を掛けていると思われるので、特

定空家等に認定して問題ない。 
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 〇これまで何回もコンタクトを取っても解決しておらず、今後も解決する目

途もないので、特定空家等に認定すべき。 

 〇庁内検討会議結果を見ても基準点１１０点を大幅に超えるという、事前結

果も出ており、写真を見ても自立をするのは難しい状況があるので、特定空

家等に認定することに異存はない。 

 〇特定空家等に認定することに異存はない。 

 〇特定空家等に認定することは賛成であり、全員一致で特定空家等に認定す

ることをこの協議会の決定とさせていただき、後程、市に答申する。 

  

 （２）報告事項 

  ①空家等の現状について 

 ◎【資料２】に基づく説明を行った。 

 →平成２７年度の実態調査で、不動産流通等が活発な地域である兜台・相楽

台・木津川台でＣランクと判定された空家等のほか、平成２７年度の実態調

査以降に発生した空家等５５件の危険度調査を行った。平成２７年度の実態

調査では、木津川市内に４６８件の空家等が存在していた。 

危険度調査結果としては、６３件の除却と不動産流通（除却４２件・不動

産流通２１件）を確認した。したがって、空家等の件数は、５５件増加した

が、６３件が除却等で空家等でなくなったため、平成２７年度と比較すると

８件減少した４６０件となっている。 

倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある特定空家等は、平成２７年度

は０件であったが、現在は山城地域の２件である。建物の傾きや屋根、外壁

等に著しい損傷等が生じているＡランクは変化なく２３件である。屋根や外

壁に一部損傷が生じている物件であるＢランクは３０件となり、１４件減少

している。屋根や外壁等に問題が見られない物件である通常の空家等である

Ｃランクは４０５件となり４件増加している。 

地域別の状況は、一定の地域に偏って空家等が増加していることはない状
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況である。考察としては、空家等対策に関する情報提供、空家バンク制度の

創設、所有者等への不動産流通を促進する資料、除却等の解体業者の紹介な

ど空家等対策に関する情報を提供や、除却及び修繕を改善する通知文を送付

したことによる成果が少しずつ出たと考えている。なお、資料には掲載して

いないが、通知文の送付件数は、特措法が施行された平成２７年度から現在

まで約１１０件の空家等の所有者等に対し通知文を送付した。１件の空家等

に対して、通知文を複数回送付している場合も１件でカウントしており、令

和２年度は、現時点で３０件程度、令和元年度は、３１件である。 

 〇通知文１１０件程度はＣランクではなく、Ａランク、Ｂランクの空家等に

主に出しているという理解で良いか。 

 →Ａランク、Ｂランクが中心だが、Ｃランクでも近隣から草木が繁茂してい

るという苦情があった場合は通知文を送付するため、Ｃランクも含まれる。 

 〇先ほど特定空家等の認定について審議した物件は、表中のＡランクに入っ

ているとの認識で良いか。 

 →現時点ではＡランクに入っている。 

 〇他にＡランクの中でその１件は特定空家等に入るとしても、まだ２２件残

ることとなり、それらが今後この協議会に議題となる可能性もある。その前

に市の方で通知文を出すことで、所有者が除却や修繕をすることが期待でき

るかもしれないということになる。 

 〇平成２７年度の実態調査以降５５件が新たに空家等として確認され、うち

１４件が今年度とのことだが、この５５件はそれぞれＡランク、Ｂランク、

Ｃランクで何件ずつといったデータはあるのか。 

  Ａランクが特定空家等の予備軍的存在となると、現時点で数値上は平成２

７年度と比較するといずれも２３件でプラスマイナスゼロである。木津地域

で２件減少し、加茂地域で２件増加しているので、恐らく、加茂地域では新

たな空家等が少なくとも２件あり、木津地域では２件が除却や不動産流通で

減ったのではないか。そのような動きが読み取りやすくなるデータのまとめ
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方を工夫するとより良いのでは。 

 →今後データの取り方を含めて検討したい。この５５件は、現地調査の際に

偶然発見した又は近隣の方々からの通報によるものが大半である。その内容

は建物が倒壊しそうというものではなく、草木が繁茂しているとか、スズメ

バチが営巣しているといった生活環境に関するものであるが、データのとり

方をまとめたいと考えている。 

 〇今年調査した物件が次の調査でどのようになっているか、追跡できるよう

にするということで良いか。 

 →現時点でもデータベースを作成しており、空家等の発生時期、通知文をい

つどのような内容で送付した、改善されたか否か、などを全てデータ化して

いる。各ランクの発生件数の資料は作成していないが、現状のデータベース

から確認できるようになっており、今後資料の作成方法を検討したい。 

 

②条例の制定について 

◎【資料３】【別紙１】【別紙２】【別紙３】に基づく説明を行った。 

→前回報告した、木津川市空家等及び空住戸等の適切な管理に関する条例の

パブコメント手続きの結果等についてである。 

パブリックコメントの実施 

→実施期間は令和２年１０月１５日から１１月１３日まで。提出者数は５名、

意見数は１３件。内訳は意見６件、要望５件、質問２件であった。 

主な意見等は、 

①法を補完する内容を明確にし、条例制定の必要性を周知して欲しい。 

②法律と条例の役割分担はどのようになっているのか。 

③緊急的に対応できる制度ができることに賛成する。近隣住民の安全のため

に必要な条例である。 

市の考え方は、【別紙１】と【別図】のとおりである。 

代表してナンバー４を紹介する。ナンバー４は、この条例は、法に定める
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もののほか、空家等及び空住戸等の適切な管理に関し必要な事項を定めると

規定されていますが、具体的に法律と条例の役割分担はどのようになってい

ますか。に対し、 

市の考え方は、法は、空家等に対する対応及び特定空家等に対する措置を

規定しています。条例は、法の対象外である空住戸等に対する対応及び特定

空住戸等に対する措置を規定しています。なお、条例第７条の特定空家等又

は特定空住戸等の認定、条例第９条の緊急安全措置については、法で規定す

る空家等及び条例で規定する空住戸等を対象としています。 

これらのご意見を検討したが、条例案への反映は行わないこととした。ま

た、パブリックコメントの結果の公表は、市のホームページで、去る令和２

年１１月２５日に公表した。 

今後のスケジュールは、令和３年３月議会で議決後、令和３年４月１日か

ら条例の施行を予定している。その他として、条例案の施行に伴い、関連す

る条例の木津川市空家等対策協議会設置条例を【別紙３】のとおり一部改正

する。また、空家等対策の対象範囲が広がることから、木津川市空家等対策

計画の修正が発生する。内容は令和３年度の協議会において報告する。 

〇この条例は、一戸建てよりは長屋建てもしくは共同住宅で近隣に迷惑を掛

ける事案が生じた場合、法に基づいた対処をする場合は全戸が空室でないと

対象にならないため、条例によって対処できるようにするもので、空家等で

はなく空住戸等となっている。 

 

  ③空家バンク制度について 

 ◎【資料４】に基づく説明を行った。 

 →前回の協議会において、空家バンクに登録する基準の整理の必要性を説明

し、委員の皆様にご協議いただいた。前回協議会での内容や空家バンクの登

録基準のある先進地へのヒアリング結果、また不動産売買契約における重要

事項説明に基づき、基準を取りまとめた。 
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一つ目の検討項目である共同住宅の空家バンク制度への登録については、

登録基準は、すべての住戸が空室であることとする。確認内容は、空家バン

クに登録をする際に所有者等が提出する申請書において、内容を確認する申

告制とする。また、分譲の場合は、各住戸の所有者等の同意書を提出しても

らうことで空家バンクに登録可能とする。 

二つ目の検討項目である違法建築物件の空家バンク制度への登録について

は、登録基準は、原則、建築確認申請書を提出していることとする。確認内

容は、建築確認済証、検査済、概要書で確認する。なお、これらの添付がな

い場合は、建築面積、延べ面積、外観写真を提出してもらい、建蔽率や容積

率が超過していないことを確認する。 

違法建築物件のもう一つの登録基準は、建基法第９条第４項の保安上危険

な建築物等の所有者等に対する指導及び助言及び、建基法第１０条の著しく

保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令を受けていないこと

とする。確認内容は、空家バンクに登録をする際に所有者等が提出する申請

書において、内容を確認する申告制とする。 

三つ目の検討項目である固定資産税滞納物件の空家バンク制度への登録に

ついては、登録基準は、申請者である所有者等が市税等を滞納していないこ

ととする。確認内容は、申請書に添付書類とする完納証明書で確認する。 

四つ目の検討項目である相続整理未済物件の空家バンク制度への登録につ

いては、登録基準は、所有者等の相続関係者全員の同意があることとする。

確認内容は、申請者名と全部事項証明書又は評価証明書の所有者名が一致し

ている場合は、相続整理済みとし、登録が可能であると判断する。一致しな

い場合は、相続整理が完了していないと扱い、所有者等の戸籍謄本及び相続

関係者全員の同意書を提出してもらい、それで確認ができれば、登録する。 

五つ目の検討項目である耐震性不明物件については、登録基準は設けない。

ただし、所有者等の申請書により申告をしてもらう。 

一点目は、建築確認済証等により建築時期が昭和５６年６月１日以降の物 
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件（新耐震基準）か確認する。 

二点目は、昭和５６年５月３１日時点に存していた物件の場合（旧耐震基 

準）は、耐震診断結果又は耐震改修工事結果の評点を確認する。 

三点目は、いずれも確認できない場合、耐震性不明とする。 

六つ目の検討項目である事故物件については、登録基準は設けない。ただ 

し、所有者等の申請書により、事故があったか否かを申告してもらう。 

七つ目の検討項目である所有者等の要件については、一点目は、土地所有 

者と建物所有者が異なる場合は、土地所有者の同意があれば登録できること

とする。確認内容は、申請書の添付書類とする同意書で確認する。 

二点目は、宅地建物取引業者又は不動産業者等が所有する空家等でないこ 

とを条件とする。業者であれば、自身で売買できるため、登録できないよう

にするものである。 

三点目は、暴力団関係者でないことを条件とする。確認内容は、申告書に 

より申告をしてもらい確認する。 

八つ目の検討項目である土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内に 

存在する場合の要件は、登録基準は設けない。ただし、所有者等の申請書に

よる申告をしてもらう。内容は、申請書において、土砂災害警戒区域及び土

砂災害特別警戒区域内かどうかを申告してもらう。 

また、特別警戒区域内の場合は、建築物の構造規制があるので、平成１３ 

年国土交通省告示３８３号【土砂災害特別警戒区域内における居室を有する 

建築物の外壁等の構造方法並びに当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の 

耐力を有する門又は塀の構造方法を定める件】に規定する構造方法に適合し 

ているか否かを所有者等の申請書により申告してもらう。 

 木耐震と同等に耐震性が無いため登録しないといった扱いはせずに、あく 

まで申告制による登録としたいと考えている。 

その他の要件として、当市から空家等の適切な管理に関する文書通知を受 

けていないこととする。ただし、文書通知内容が改善された場合は除き、確
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認内容は、当市の空家データベースで確認する。 

〇多くの自治体では、所有者の要件として反社会的組織でないこと、として 

いる。暴力団には含まれない他の反社会的組織もあるため、そのような要件 

としている。他の自治体で問題となった例もある。 

 →検討する。 

 〇土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域を申請書でチェックし、市も確

認するとある。申請主義とするのか、市の方でも確認はできると思う。申請

者の方でチェックを忘れた時は確認するのか。 

 →基本的には空家バンクに登録する空家については、土砂災害警戒区域、土

砂災害特別警戒区域、用途地域など都市計画法上のことは確認したい。 

 〇可能であれば、空家バンクのホームページにハザードマップや土砂災害警

戒区域図などをリンクさせると良いのでは。無いとは思うが、他の自治体で

訴訟になっている事例もある。売買しているわけではないので、関係はない

が注意喚起は行っておき、自己責任である、とした方が良いのでは。 

 〇相続整理未済物件の確認内容一点目について、全部事項証明書は相続の登

記が入っていて法務局を通っているのであれば、整理済みとなる。評価証明

書は、相続が経理していないのに、実際に居住している方を納税義務者と市

が勝手に認定する場合がある。その場合は相続が整理されているとは必ずし

もならないため、少し慎重に考えた方が良い。 

 〇市でも相続整理済みと判断し、相続人も整理が済んだと思っていても、全

部事項証明書の方には記載されていない。 

 〇不動産流通に乗せようとすると、次の購入者の方に所有権が完全に移転登

記できる状態にしてあげないと、流通には乗らない。 

 →その点をご教示いただきたいが、基本的に全部事項証明書で確認すれば良

いのか、固定資産税の評価証明書上の所有者というのはあくまで納税義務者

や全部事項証明書とは別の方という場合もあるため、この文言自体は削除し

たほうが良いのか。 
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 〇評価証明書となると、実際遺産分割がされていて、登記されていなくても

ある一定の相続人の方に対して、評価証明書上この人が納税義務者であると

されている場合、市がどこまでその遺産分割について確認しているかは、恐

らくしていない。そのため、評価証明書上の納税義務者と実際の権利関係は

一致しない可能性があるので、評価証明書基準とするのはどうかと思う。 

 〇前回の協議会の場でも違法建築物の取り扱いを積極的にするかの議論があ

ったと思う。今回の基準では、建築確認申請書が提出されていること、とあ

る。建築確認申請書が提出されていれば適法となるため、違法建築物につい

ては、基本的には空家バンクは登録しないという考え方の認識で良いのか。 

 →原則として建築確認申請書等は必要となるため、その場合は登録しても問

題ないと考えている。添付がない場合がどうしても出てくると思われ、その

場合は建蔽率、容積率は、最低限守ってほしいという意図である。 

 〇添付がないような建築物はかなり古いものが想定され、建築当時の建築基

準法や都市計画法の規制であれば問題がなかった、いわゆる既存不適格は違

法建築物には当たらないため、登録することに問題はないと思う。明らかに

違法増築をしている物件等については、少し考えても良いのでは。 

 保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言の規定は、建築基準

法第９条第４項ではなく第９条の４と思われるので、確認をお願いする。 

 〇耐震性不明物件や事故物件について基準は設けないとし、申請書で確認す

るとしているが、状況や内容は聞き取りするけれども空家バンクの情報には

掲載しないという認識で良いのか。 

 →空家バンクの情報に掲載する。申告してもらって、その物件が例えば、耐

震性不明であれば耐震性不明のまま掲載し、土砂災害警戒区域内の物件であ

れば土砂災害警戒区域内の物件であると掲載する。これらの点は、不動産売

買の重要事項説明書と合致している内容になっており、不動産売買の中でも

そのようなチェック欄があるので、それに倣って検討した。 

 〇実際に流通が起こる際に建物取引主任の方が、それらの事項を説明すれば
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良いということか。 

 →言い方を変えれば、基本的に市は契約には一切関与しないことが大前提で

ある。ただ、万が一ということもあり、何でも登録することが行政の立場と

して良いのかということもある。現時点で基準がほとんどない状態であるた

め、整理をしたいと考え登録基準を設けた。 

 

 

５．閉会 

◎滋井建設部長から閉会の挨拶があった。 

 現地写真をスライドで確認いただいたうえで、特定空家等の認定について

ご審議いただいた。ご審議の結果や後程いただく答申を踏まえ、行政として

特定空家等の認定について、最終的な判断を行いたい。 

 引き続きご支援、ご協力をお願いしたい。 

◎閉会を宣言した。 

 
そ の 他 
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