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第１章 計画の策定にあたって 

 

１．背景と趣旨 

近年、少子高齢化による人口減少や都市部への人口流出、建物の老朽化等の影響を受け、

全国的に空家等に関する問題が発生しています。空家の増加や適切な管理が行われていな

い状況を放置しますと、防災、衛生、景観等の問題はもとより、地域における伝統行事や

文化財等の継承、地域コミュニティの維持等に至るまで、幅広い範囲でまちづくりに深刻

な影響を及ぼすことが懸念され、その対策が全国的な課題となっています。 

本市では、地域住民から生活環境に悪影響を及ぼすような空家等に関する相談等があっ

た場合には、所有者等を調査し、是正するよう助言・指導を行ってきましたが、空家等は

個人の財産であることから、所有者等の理解・協力を得られない場合は、改善することが

困難な状況でした。 

このような中、生命、身体または財産の保護、生活環境の保全を図り、空家等の活用を

促進するため、平成２７年５月に空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律

第１２７号。以下「法」という。）が施行されました。また、今後更なる空家等の対策を推

進するに当たり、空住戸がある長屋等の対応や倒壊等による重大な危害が及ぶことを回避

する緊急安全措置など、法の規定では対処できない事案の発生に備え、令和３年４月に木

津川市空家等及び空住戸等の適切な管理に関する条例（令和３年条例第１０号。以下「条

例」という。）を施行しました。 

本市においては、良好な生活環境を確保し、持続可能なコミュニティを形成していくた

めにも、増加が予想される空家等の発生抑制に向けた施策の推進や、所有者等に空家等の

適切な管理・利活用を促すことが求められます。 

また、空家等の対策を講じる一方で、将来的なまちのあり方を見据えて、移住・定住が

促進されるよう魅力あるまちづくりを進めることが、空家等の増加防止につながるものと

考えます。 

以上を踏まえ、まちの持続的発展性を確保することを目的として、「木津川市空家等対策

計画」を策定します。 

 

 

２．計画の性格 

（１）計画の位置付け 

この計画は、法第６条に規定する「空家等対策計画」として策定するものです。 

 

（２）基本的な方針 

平成２７年度に、本計画の策定に先駆けて実施した空き家等実態調査の結果、本市の

空家等は、既成市街地と農山村集落に集中しているものの、それ以外の地域にも点在し

ており、また、木造住宅が大部分を占めるものの、それ以外の空家等も見られたことか

ら、本計画の対象とする地区及び対象とする空家等の種類を次のように定めます。 

なお、実態調査の対象とした空家は、用途が専用住宅や店舗併用住宅及び店舗であり、
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別荘や賃貸用及び売却用家屋は除外しています。 

 

①対象とする地区 

 市内全域 

 

②対象とする空家等の種類 

 本計画において「空家等」とは、法第２条第１項及び条例第２条第１号に規定する

「空家等」に加え、条例第２条第２号に規定する「空住戸等」も対象とします。 

 

 

 ●空家等（法第２条第１項、条例第２条第１号） 

  市の区域に所在する建築物※１又はこれに附属する工作物※２であって居住その他

の使用がなされていないことが常態である※3もの及びその敷地（立木その他の土地

に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理す

るものを除く。 

 

 ●空住戸等（条例第２条第２号） 

  市の区域に所在する長屋若しくは共同住宅の住戸又はこれに附属する工作物であ

って居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木

その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、

又は管理するものを除く。 

 

    

 ※１「建築物」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号の「建

築物」と同義であり、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有す

るもの（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する門又は塀等をいう。 

    ※２「これに附属する工作物」とは、門又は塀以外である看板等の建築物に附属す

る工作物が該当する。 

    ※３「居住その他の使用がなされていないことが常態である」とは、建築物等が長

期間にわたって使用されていない状態をいい、概ね年間を通して建築物等の使

用実態がないことが１つの基準となる。 

      「居住その他の使用」とは、建築物等が居住又は倉庫や物置として使用してい

る等であり、換気する等の管理行為は居住その他の使用に該当しない。 

（例） 

・倉庫・物置として使用している場合は、居住その他の使用に該当する。 

・換気するなどの一時的な管理行為の場合は、居住その他の使用に該当しな

い。 

・賃貸物件など不動産会社等の管理物件の場合は、居住その他の使用に該当

しない。 
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（３）計画の期間 

この計画の期間は、平成３０年度からの５年間とします。 

なお、本計画は、継続して適正な進捗管理を行うとともに、社会情勢の変化や市内の

空家等の状況の変化等により、必要に応じて見直しを図るものとします。 
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第２章 本市の空家等の現状・課題について 

 

１．全国及び京都府における空家等の現状 

国が５年ごとに実施している「住宅・土地統計調査」の平成２５年調査結果によると、

５，２４５万世帯に対し、全国の住宅総数は６，０６３万戸であり、そのうち空家は８２

０万戸でした。住宅総数に占める空家の割合（以下「空家率」という。）は１３．５％で、

昭和４８年以降一貫して上昇しています（図表１）。 

 図表１ 全国の空家数及び空家率の推移 

 

また、京都府内においても、概ね全国と同様の傾向で、空家数及び空家率が上昇してい

ます。平成２５年調査結果によると、京都府内の空家数は１７万５，３００戸であり、空

家率は１３．３％と全国平均とほぼ同じでした（図表２）。また、府内の市町村別にみた空

家率では、木津川市は６．６％と最も低い結果でした。 

 図表２ 京都府内の空家数及び空家率の推移 
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２．本市における空家等の現状 

（１）空家調査について 

本市では、平成２１年度と平成２７年度に空家等対策の基礎データとすることを目的

に、実態調査を実施しました。 

平成２１年度に実施した廃屋実態調査は、当時、通学路などに面する空家の危険性な

どについて、市民からの相談をきっかけに、市内全域（州見台・梅美台・現在の城山台

を除く）の調査を行ったものです。 

また、平成２７年度の空き家等実態調査の概要は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家等実態調査において、空家と判断した物件については、建物の傾斜・建物外壁

の損傷・屋根の状況などを点数化し、その合計点から危険度をＡ～Ｃの３ランクに分類

しました。 

ランク 点数 危険度

Ａランク １０点～ 高（危険家屋）

Ｂランク ５～９点 中（危険家屋）

Ｃランク ０～４点 低
 

 

（２）空き家等実態調査の結果について 

調査の結果、空家件数は市内全域で４６８件、世帯・空家比率は２．０５％、危険空

家（危険度Ａ・Ｂ）と判定された件数は６７件であり、それぞれの地域ごとの内訳は次

のとおりでした（図表３）。 

なお、本市の実態調査は、共同住宅・長屋住宅を対象とせず、また全数調査であるた

め、国の「住宅・土地統計調査」の結果とは差異があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査地域   市内全域（州見台・梅美台・城山台を除く） 

・調査期間   平成２７年１２月２１日～平成２８年３月１８日 

・調査方法   外観目視による 

・調査項目   １．物件の概要【判定：建物あり・更地・調査対象外】 

          項目：用途、構造、道路との関係など 

        ２．物件の状況【判定：空き家・非空き家、下記の項目を点数化し、 

                ランク分け】 

          項目：表札、郵便物、窓ガラス、電気メーター、ガスメーター、 

             車・バイク等、雑草・樹木、売却等の表示 

空き家等実態調査の概要 
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図表３ 地区別空家及び危険家屋件数 

地区
空家件数
（件）

危険家屋件数
（件）

世帯数
（世帯）

空家率（％）
（空家件数/世帯数）

木津 157 22 13,847 1.13%

加茂 186 24 5,730 3.25%

山城 125 21 3,217 3.89%

合計 468 67 22,794 2.05%
 

 

空家の件数を各地域で比較すると、大きな偏りは見られませんが、世帯・空家比率は、

木津地区が１．１３％、加茂地区が３．２５％、山城地区が３．８９％であり、加茂・

山城地区で高い状況でした。 

大字別に空家件数を色分けした分布状況は図表４のとおりであり、既成市街地と農山

村集落を含む上狛地域、木津地域には３０件以上の空家が存在しています。なお、図表

５は、危険空家の分布状況を示しています。 

 

グラフの数値等の朱書部分は修正していません。 
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図表４ 大字別空家件数分布状況 

 

 

図表５ 危険家屋（Ａ・Ｂランク）分布図 
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木津・加茂・山城地区の大字別にみた空家状況（件数及び危険度ランクの内訳）は次

のとおりです（図表６～８）。 

図表６ 木津地区大字別空家状況（件数及び危険度） 

 

   図表７ 加茂地区大字別空家状況（件数及び危険度） 

 

   図表８ 山城地区大字別空家状況（件数及び危険度） 

 

危険空家の件数は、上狛地域で１４件、木津地域で１０件であり、空家件数に比例す
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る結果でした。 

次に、空家と判定された建物の用途と構造を地区別に分類した結果、用途では、住宅

が約８４．４％、構造では、木造が約９１．２％という結果でした（図表９）。 

建物用途 木津地区 加茂地区 山城地区 木津川市計 空家件数に占める割合

住宅 128 163 104 395 84.4%

店舗併用住宅 12 5 6 23 4.9%

店舗 6 6 3 15 3.2%

その他 11 12 12 35 7.5%

建物構造 木津地区 加茂地区 山城地区 木津川市計 空家件数に占める割合

木造 143 170 114 427 91.2%

鉄筋コンクリート 4 7 0 11 2.4%

鉄骨 5 7 7 19 4.1%

その他 5 2 4 11 2.4%

合計 157 186 125 468 100%

図表９ 用途及び構造別空家件数

 

 

さらに、危険度別に空家の状況（建物の傾斜や外壁の損傷など７項目）を分類した結

果は、次のとおりです（図表１０）。 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

23 100.0% 44 100.0% 401 100.0% 468 100.0%

著しい傾きあり 8 34.8% 1 2.3% 0 0.0% 9 1.9%

軽度の傾きあり 10 43.5% 4 9.1% 0 0.0% 14 3.0%

傾きなし 5 21.7% 39 88.6% 401 100% 445 95.1%

著しい損傷 18 78.3% 11 25.0% 0 0.0% 29 6.2%

一部損傷 5 21.7% 29 65.9% 48 12.0% 82 17.5%

問題なし 0 0.0% 4 9.1% 353 88.0% 357 76.3%

著しい損傷 14 60.9% 8 18.2% 1 0.2% 23 4.9%

一部損傷 9 39.1% 25 56.8% 36 9.0% 70 15.0%

問題なし 0 0.0% 11 25.0% 364 90.8% 375 80.1%

著しい損傷 8 34.8% 2 4.5% 1 0.2% 11 2.4%

一部損傷 5 21.7% 6 13.6% 17 4.2% 28 6.0%

問題なし 10 43.5% 36 81.8% 383 95.5% 429 91.7%

著しい損傷・なし 19 82.6% 16 36.4% 10 2.5% 45 9.6%

一部損傷 3 13.0% 22 50.0% 34 8.5% 59 12.6%

問題なし 1 4.3% 6 13.6% 357 89.0% 364 77.8%

著しい異臭あり 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

一部異臭あり 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

異臭なし 23 100.0% 44 100.0% 401 100.0% 468 100.0%

敷地外にも散乱 0 0.0% 0 0.0% 3 0.7% 3 0.6%

散乱 13 56.5% 22 50.0% 54 13.5% 89 19.0%

無し 10 43.5% 22 50.0% 344 85.8% 376 80.3%

異臭

ゴミ

雨樋

建物の
傾斜

合計

ランク合計

屋根

塀（門扉）

Ａランク Ｂランク Ｃランク

建物外壁
の損傷

図表１０ 危険度別空家状況
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危険度でＡランクと判定された空家のうち、倒壊の危険性の高い建物の傾斜が著しい

状態のものは８件あり、建物外壁や屋根の損傷度合が著しいものが多いという結果にな

りました。Ｂランクでも、建物の傾斜が著しい状態のものは１件あり、外壁や屋根に損

傷が見られる空家が大部分でした。 

また、異臭やごみの散乱といった、環境面で周辺に悪影響を与えている空家はほどん

ど見られませんでした。 

なお、危険度Ｃランクとなった空家のうち、３６３件が木造であり、南海トラフ地震

の発生が懸念されていることを考慮すると、老朽化が進む前に対策に取り組む必要があ

ります。 

 

（３）廃屋実態調査との比較 

平成２１年度に実施した木津川市廃屋実態調査で空家と判定された３５８件のうち、

２２５件が今回の調査でも空家と判定されました。 

H21年度
調査（件）

H27年度
調査（件）

増減率
（％）

H21年
3月末

H28年
3月末

増減率
（％）

H21年3月末
（％）

H28年3月末
（％）

増減

木津地区
（梅美台・州見

台・城山台除く）

123 157 27.64 12,538 13,847 10.44 0.98 1.13 0.15 23.83

加茂地区 132 186 40.91 5,644 5,730 1.52 2.34 3.25 0.91 35.34

山城地区 103 125 21.36 2,952 3,217 8.98 3.49 3.89 0.40 31.19

空家件数 世帯数
世帯・空家比率

（空家件数/世帯数）
高齢化率
（％）

平成28年
3月末

図表１１ 廃屋実態調査結果（Ｈ２１年度実施）との比較

 

廃屋実態調査結果と今回の調査結果を地区ごとに比較したものが図表１１です。いず

れの地区においても、空家件数は増加しており、世帯・空家比率も上昇しています。 

また、高齢化率の最も高い加茂地区において、空家件数の増加率及び世帯・空家比率

の上昇幅が最も大きくなっています。これらのことから、高齢化と空家の発生に密接な

関連があると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査地域   市内全域（州見台・梅美台・現在の城山台を除く） 

・調査期間   平成２１年９月１日～平成２２年２月２８日 

・調査方法   外観目視による 

・廃屋定義   １．民間所有の物件である 

        ２．居住者の長期不在が判断でき、維持管理がされていない物件 

        ３．当該家屋及び敷地が他者所有の民間の宅地や耕作地、道路など 

           に隣接し、放置されることで隣接地や歩行者等に危険が及ぶ可 

           能性があるもの。または、現に被害や苦情があるもの。 

・調査内容   １．【敷地及び建物周辺状況】 

         ①敷地の雑草・潅木の繁茂状況、②表札・郵便ポスト・郵便物な 

          どの有無、③電気・ガス・水道メーターの有無及び回転状況、 

 

 

 

廃屋実態調査の概要 
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３．本市が抱える空家等の課題 

本市の空家等の現状を踏まえると、空家等の対策を進めていく上での課題は次のとおり

です。 

本市の空家や危険空家の件数は、全国・府域の割合と比較すると、少ないと言えますが、

危険空家に隣接して居住されている方にとっては、深刻な問題です。既存市街地や高度経

済成長時に形成されたニュータウンなどにおいて、今後、空家や危険空家の増加が懸念さ

れます。不十分な管理状態の空家等はその生活環境に悪影響を及ぼすことから、そのよう

な空家等の解消と空家等を魅力あるまちづくりに積極的に生かして空家等を発生させない

対策を講じることを課題として位置づけます。 

 

（課題 不十分な管理状態の空家等の解消） 

    ・近隣からの情報提供により管理状態が十分でない空家等に対する助言や指導

を行っても、所有者等が直ちに対応されない場合があります。理由としては、

その対応経費、相続問題など所有者等によって様々な事情があります。 

     それぞれの事情を踏まえた相談を受付ける窓口の設置が必要です。 

・空家等の所有者や相続人が遠方にいることにより、定期的な管理が難しい場

合も考えられ、適切な管理のための手段・支援制度の構築が必要です。 

・危険空家の解消など、周辺の生活環境の悪影響の改善を迅速に図るためには、

所有者等の特定や行政内部の連携の強化を図る必要があります。 

 

（課題 空家等を発生させないための空家等の利活用対策の促進） 

    ・空家等の活用方法の情報不足や空家等の活用に伴うトラブルなどの懸念から、

所有者等が空家等の利活用に積極的でないことが、利活用が進まない原因のひ

とつであると考えられることから、空家等の利活用に対する意識の向上対策が

求められます。 

    ・空家バンクなどを活用し、空家等の利活用が図られるよう、その流通の仕組

みづくりの充実が求められます。 

 

（課題 空家等に関する啓発） 

    ・空家化を防止するための利活用策及び空家等になった場合の課題・対応方法

など、空家等に関する情報を発信して、空家等の所有者をはじめ地域と連携し

た取り組みを進めるための啓発活動の充実が必要です。 

         ④自家用車・バイクなど車両の有無、ナンバープレートの確認、 

         ⑤その他敷地の管理状況 

        ２．【家屋状況】 

         ①外壁・屋根瓦・雨戸・窓・扉などの剥離・崩落・損傷状況 

         ②隣接する道路・土地・家屋への被害などの影響 

         ③隣接土地・家屋所有者へのヒアリング 
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第３章 空家等対策の基本的な考え方と施策について 

 

１．空家等対策の基本的な考え方 

 

 

 

 

空家等は、個人等の私有財産であり、その維持管理は一義的には所有者等が自らの責任

で行うべきものです。このことは、条例第３条に所有者等の責務であることを規定してい

ます。 

しかしながら、適切に管理されていない空家等が地域住民の住環境に悪影響を及ぼすこ

とが懸念されることから、所有者等の管理責任を前提としながらも、市民に最も身近な行

政主体であり、個々の空家等の状況を把握することができる本市と地域が連携して対策を

講じることが必要です。 

また、空家等の発生防止に努めるとともに、将来的なまちのあり方を見据え、魅力ある

まちづくりを行うことにより、移住・定住促進を図るため、利用可能な空家等を地域の未

活用資源と捉え、市場流通や活用促進を図ることで、地域の活性化やまちの魅力向上に繋

げます。 

 

 

２．空家等対策の基本的な方針 

この計画では、上記の基本的な考え方に基づき、以下の３点を基本方針として、本市に

おける空家等対策の取組みを推進します。 

 

（１）市民の安心・安全な生活環境の確保 

空家等対策の取組みに関する情報を広く周知し、空家等の発生防止を図るとともに、

所有者等に対して、適切な管理を促します。また、周辺に悪影響を及ぼす等、管理不全

な空家等の所有者等に対しては、法及び条例の趣旨に基づき、改善に向けた助言・指導

を行うことで、地域住民の安心・安全な生活環境の確保に向けた取組みを推進します。 

 

（２）地域の活性化・まちの魅力向上に向けた流通・利活用の促進 

利用可能な空家等を地域の資源と捉え、市場流通や活用促進を図ることで、地域の活

性化やまちの魅力向上につなげます。また、承継者不足が大きな課題となり耕作放棄地

が目立つ農村地域の活性化に向けた取組みを推進します。 

 

（３）地域住民、関係団体など多様な主体との連携 

地域住民、大学、不動産・法務・建築等の専門家、民間事業者などの多様な主体と相

互に連携を図ることで、総合的な空家等対策の取組みを推進します。 

【基本理念】 

 “ひと”と“地域”が連携した空家等対策の推進による良好な住環境が確保さ

れた魅力あるまちづくりを目指します 
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３．空家等対策の基本的な施策 

上記３点の基本方針を踏まえ、次の 5 つ施策の柱に基づき具体的な取組みを推進します。 

 

 

図表 12 施策の柱 
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第４章 具体的な施策について 

 

１．空家等の発生を防止する対策 

空家等の発生を未然に防止するため、未利用となることが見込まれる物件の所有者等に

対して、当該物件を利用している時点から次の施策を推進します。 

 

（１）市民への情報発信 

法及び条例の概要、所有者の責務、コミュニティの存続等、空家等が周辺環境に及ぼ

す影響について、市ホームページや広報等で周知・啓発します。 

 

（２）市民向け説明会・ワークショップの開催 

市民の方々にも空家等に関する問題を身近に感じていただけるよう、モデル地区を設

定したうえで、説明会・ワークショップの開催を検討します。 

 

（３）市民向け相談会の開催 

建築・不動産・法務の事業者団体や専門家等と連携して、不動産の流動性や家屋のメ

ンテナンス、相続対策など複数の分野の専門家等の相談を同時に受けることができる、

市民向け相談会の定期的な開催を検討します。 

 

（４）リバースモーゲージ（不動産担保型生活資金）の利用促進 

現居住者の死亡後における不動産の流動性を確保するため、市社会福祉協議会や金融

機関等と連携し、リバースモーゲージの利用を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）農業後継者の確保 

農業後継者が未定である農家に対し、京都府及び関係機関と連携し、担い手養成実践

農場を活用した親元就農や農業経営の法人化を支援することで農業の経営承継及び定住

化を推進します。 

 

 

２．空家等に関するデータベースの整備 

個々の空家等について、その所有者等を含めた情報・状況等を把握し、それぞれの状況

に応じた対策を進めるため、空き家等実態調査の結果等から、空家等に関するデータベー

スを整備し、必要に応じて情報を加除していきます。 

（解説）リバースモーゲージとは 

住宅ローンの一種であり、既に保有している住宅を担保に毎月一定額の融資を受

けるローンで、返済はせず、借入者の死亡時に住宅を処分して返済資金に充てられ

る。通常、高齢者が持ち家を担保にし、年金式に融資を受ける場合に活用されるこ

とが多い。 
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データベースには、以下のような情報を記録します。 

①空家等の所在地 

②所有者等氏名・連絡先 

③苦情・相談内容 

④建物種類・構造 

⑤現状（安全性・危険度等） 

⑥指導等の経過 

⑦所有者等の意向（利活用・除却等） 

  

 

３．適切な管理の促進 

空家等の増加を抑制し、適切な管理を促進するため、次の施策を推進します。 

   

（１）所有者等に対する意識啓発 

空家等の所有者や管理者となった場合、周囲に迷惑を及ぼさないように、空家等を適

切に管理していただく必要があります。そのため、所有者・管理者の責務、法及び条例

の概要、空家セルフチェックシート等を掲載したパンフレットを作成・配布することで、

空家等の適切な管理に向けた情報提供・意識啓発を行います。 

また、市ホームページや広報等を活用し、空家等に関する情報を周知します。 

 

（２）相談のあった空家等の所有者等に対する情報の提供等 

地域住民の方々からの相談のあった空家等について、外観目視による現地確認を行っ

た結果、当該家屋が適切な管理が行われていない空家等であると判断した場合は、以下

の方法で所有者等の特定を行います。 

①登記簿情報による所有者等の確認 

②固定資産税課税事務のために保有する税情報の確認 

所有者等を特定することができた場合は、当該所有者等に対して、適切な管理を促進

するため、法第１２条及び条例第４条第２項に基づき情報の提供・助言その他必要な援

助を行います。 

なお、繰り返し、情報の提供等を行ったにもかかわらず適切な管理が行われていない

状態が続くような場合、又は周辺道路等に緊急に対応すべきであると判断される危険な

場合は、特定空家等又は特定空住戸等の認定など必要な措置を講じることとします。 

 

（３）緊急安全措置 

空家等の倒壊等による人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が及ぶことを回避

するため、市長が緊急の必要があると認める場合は、条例第９条に基づき、緊急安全措

置を実施することができます。 

 

（４）地域のまちづくりに供する施設としての利用 

適切に管理されていない空家等について、当該家屋を修繕又は除却することで、その
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家屋又は跡地が地域のまちづくりに供する拠点施設等として利用できる場合、所有者等

からの当該空家等の寄附を前提として、市の公共施設全体のマネジメントとの整合性を

図りながら、利用の可能性について検討します。 

 

（５）他の団体との連携 

空家等の所有者等が適切な管理を行うために、空家等の管理サービス事業の実施を検

討している木津川市シルバー人材センターや民間事業者等との連携を図ることが出来る

ような体制の構築を検討します。 

 

 

４．空家等の利活用の促進 

多様化する住まいのニーズに対応し、移住等による空家等の利活用を促進するため、次

の施策を推進します。 

 

（１）空家バンクの活用 

市内にある利用可能な空家等の情報を公開し、有効な利活用を促進するため、平成２

９年１月に木津川市空家バンクを創設しました。 

国、京都府とも連携し、ホームページや啓発冊子、全国版空き家・空き地バンク等を

活用した情報発信を行い、所有者等と移住等希望者のマッチングを推進します。 

また、空家バンクの運営を推進するため、協定を締結している京都府宅地建物取引業

協会と連携して、協力会員の情報を提供するなど、空家等を所有する方や本市に移住を

希望する方が、安心・安全に空家等の取引等を行えるよう、取り組んでまいります。 

 

（２）京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例の適用 

①移住促進特別区域の指定 

地域住民の理解と協力のもと、移住の促進により地域活性化に取り組む区域におい

て、京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例に基づく移住促進特別

区域の指定に向けた取組みを進めます。 

 

②各種移住促進制度の活用 

移住促進特別区域内の空家等の利活用について、移住者を受け入れる集落と移住者

等の双方に対して、京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例に基づ

く制度の利用を推進します。 

 

③移住者への農地のあっせん 

新規就農や家庭菜園の実施を希望する移住者に対して、農業委員会と協力して農地

をあっせんします。 

 

（３）既存施策の活用 

国、京都府や（一社）移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）等が実施する空家等対策の
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施策を活用することで、所有者等の意識醸成を含め、空家等の利活用の促進を図ります。 

 

（４）今後の検討について 

空家等を購入する際の住宅ローンや改修費用に係る金利優遇措置等について、金融機

関と協議・検討を進めます。 

また、空家等対策の施策について、先進事例の調査・研究を進めます。 

 

 

５．特定空家等又は特定空住戸等に関する対策 

適切な管理が行われていない状態にある空家等について、所有者等に対して、法第１２

条及び条例第４条第２項に基づき、繰り返し、情報の提供等を行ったものの、改善が見ら

れない状態が続いた場合は、法及び条例、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するための基本的な指針」、「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために

必要な指針（ガイドライン）、本市「特定空家等・特定空住戸等判定マニュアルチェックリ

スト」に基づき、特定空家等又は特定空住戸等の認定を検討する等の取組みを推進します。 

 

 

 ●特定空家等（法第２条第２項、条例第２条第３号及び第７条） 

  空家等であって、次に掲げる状態（以下「管理不全状態」という。）のいずれ 

 かに該当すると市長が認めるものをいう。 

  ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

イ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

エ 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態  

 

●特定空住戸等（条例第２条第４号及び第７条） 

  空住戸等であって、管理不全状態のうちいずれかに該当すると市長が認めるも 

のをいう。 

 

 

（１）特定空家等又は特定空住戸等の認定 

   特定空家等又は特定空住戸等の認定までの流れは、次のとおりです。 

 

   ①庁内検討会議の設置 

「特定空家等・特定空住戸等判定マニュアルチェックリスト」に基づく、調査の結

果、基準を上回った空家等を（仮）特定空家等又は（仮）特定空住戸等とします。こ

の空家等については、特定空家等又は特定空住戸等に関する認定を審議するために庁

内に設置した関係課で組織する庁内検討会議（詳細は図表１４のとおり）での検討を

経て、木津川市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）に特定空家等又は特定空

住戸等の認定の可否を諮問します。 
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②協議会への諮問 

特定空家等又は特定空住戸等の認定及び措置等を行うにあたって、地域住民や法務、

不動産、建築等に関する学識経験者等で構成する協議会の意見を踏まえるなど慎重な

対応を講じていきます。 

 

③特定空家等又は特定空住戸等の認定 

市長は、空家等について調査を行った結果、当該空家等が管理不全状態のうちいず

れかに該当すると認められる場合は、協議会の意見を踏まえ、特定空家等又は特定空

住戸等に認定します。 

 

（２）所有者等に対する指導・勧告等 

特定空家等又は特定空住戸等の状況や所有者等の対応状況に応じて、以下の措置を行

います。 

特定空家等は、法第１４条に規定の「助言又は指導」（同条第１項）、「勧告」（同条第

２項）、「命令」（同条第３項）、「行政代執行」（同条第９項）、「略式代執行」（同条第１０

項）を行います。 

特定空住戸等は、条例第８条に規定の「助言又は指導」（同条第１項）、「勧告」（同条

第２項）、「命令」（同条第３項）、「行政代執行」（同条第９項）を行います。 

以上の措置は、「助言又は指導」、「勧告」、「命令」、「行政代執行」又は「略式代執行」

の順で行うことになりますが、これらの措置は個人の財産に対する公権力の行使につな

がるものであり、その実施にあたっては、慎重に検討します。 
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図表 13 空家等対策フロー図 
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第５章 計画の実施体制について 

 

この計画を推進するために実施体制を整えます。 

 

（１）協議会の設置 

法第７条第１項の規定に基づき、市長のほか法務・不動産・建築等の学識経験者等に

より構成する協議会を設置し、市が講じる空家等対策について、以下の事項について、

協議を行います。 

①木津川市空家等対策計画の作成及び変更に関すること。 

②計画の実施に関すること。 

③特定空家等又は特定空住戸等の認定並びに行政指導及び不利益処分に関すること。 

④その他市長が空家等対策の推進に必要と認めること。 

 

（２）庁内連携体制・相談体制の整備 

空家等対策は課題が多岐に渡るため、関係部局が連携して機能を分担することが必要

です。このため、図表１４「空家等対策計画の推進体制図」に示すとおり関係部局で構

成される庁内連絡会議及び庁内検討会議を設置します。 

庁内連絡会議では、空家等対策計画に関する内容を検討します。また、庁内検討会議

では、特定空家等又は特定空住戸等の認定に関して協議会に諮るか否かを検討します。 

計画の実施にあたっては、空家等対策担当課を中心に、各担当課と連携して対応を進

めていきます。 

また、空家等に関する相談体制の構築が空家等を未然に防止するためにも大切である

ことから、第４章で記述した専門家の相談を受けることのできる相談会の定期的な開催

や庁内に相談窓口を設けます。 

 

（３）関係団体との連携 

空家等対策においては、庁内の連携だけでなく、社会福祉協議会、地元自治会、法務・

不動産・建築・まちづくりなどの専門家、民間事業者及び関係機関などの関係団体との

連携が不可欠です。そのため、具体的な内容に応じて、関係団体との連携を図りながら、

取組みを進めていきます。 

また、必要に応じて国や京都府とも連携を図りながら取組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇一般社団法人京都府建築士会「空家相談窓口」 

電話番号：075-211-2857（平日 9:30～16:30） 

 

〇木津川市空家バンクに登録の公益社団法人京都府宅地建物取引業協会の協力会

員名簿を木津川市ホームページに掲載 
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（４）計画の推進 

空家等対策の具体的な施策の実施にあたり、その施策を評価し、必要に応じて改善し

ていくことが大切です。 

国・府や先進自治体等の空家等対策の動向などの情報収集にも努め、PLAN（計画策

定・市民周知）、DO（施策の実施）、CHECK（空家等対策の評価）、ACTION（計画・

施策の改善・見直し）を繰り返す PDCA サイクルにより、具体的な施策を推進していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
  
  
  
  

           
協議、報告、諮問・答申 

  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

連携 

  

木津川市空家等対策協議会 

庁内連絡会議 
・空家等対策計画の進捗確認及び見直し 
に関すること 

  

・空家等の課題解決、利活用対策の協議、 
情報共有に関すること 

  

【事務局】 

  

都市計画課 

  

【会議メンバー】 

  

学研企画課、 農政課、税務課、 
まち美化推進課、施設整備課 

  

に関すること 
  

  

  
  

  

  

関係団体等 

  

担当課   

【役割分担】   

・空家全般に関する市民相談窓口、空家等対策協議会事務局、空家等対策計画の作成・ 
見直し、空家譲渡所得の特別控除、特定空家等又は特定空住戸等の認定及び認定後の行政 

、代執行に 
指導、行政代執行又は略式代執行に関する措置、空家バンク制度の運用、農地を含む空家 
の利活用・・・都市計画課 

  

・固定資産税措置に関すること・・・税務課 
  

・危険度調査、特定空家等又は特定空住戸等の認定・行政代執行又は略式代執行に関する 
  

・生活環境に関する技術的支援・・・まち美化推進課 

  

図表 14 空家等対策計画の推進体制図 

庁内検討会議 
・特定空家等又は特定空住戸等の認定 

【事務局】 
都市計画課 

【会議メンバー】 
税務課、まち美化推進課、施設整備課 

技術的支援・・・施設整備課 

庁内連携 


