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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３年度第１回木津川市空家等対策協議会 

日 時 
令和３年１１月１９日（金） 

午前１０時から午前１１時３５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 

■北本 好夫 委員  ■井上 道治 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 

■渡辺 裕幸 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、森岡主任 

関 係 課 

学研企画課：日比主任  農政課：芝原課長 

税務課：絹谷主幹    まち美化推進課：速見課長補佐   

施設整備課：一ツ矢課長補佐 

 

議     題 

 

１．開会 

２．副市長挨拶 

３．委員紹介 

４．会長及び副会長選出 

５．会長挨拶 

６．議事 

 （１）報告事項 

①これまでの取組について 

②空家等及び空住戸等の現状について 

③空家バンク実施要綱の一部改正について 

 （２）協議事項 

    空家等対策計画の一部修正について 

７．閉会 
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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：０人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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、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を施行したことに伴う、木津川市空家等対策計画の一

部修正について、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。 

 

３．委員紹介 

 ◎委員及び事務局職員を紹介した。 

 

４．会長及び副会長選出 

 ◎会長に青山委員、副会長に河井市長が就任することを提案し、出席委員の

了承を得た。 

 

５．会長挨拶 

◎議事等に先立ち、青山会長から挨拶があった。 

→引き続き会長として、木津川市の空家等対策に貢献できればと思っている。 

三重県をベースに、全国的に活動している不動産業者では、ビジネスをや

りたい人たちを探すとともに、その人にあう空家を探し、家主と交渉し、や

りたいビジネスと空家を結びつける活動をされており、仲介手数料等を一切

取らず、空家の改装やデザイン等を手掛けて、事業を成り立たせておられる。
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不動産業者から木津川市でもぜひ役に立てればとの話もあった。 

  空家問題は全国的に非常に急スピードでいろいろな問題が発生している。

木津川市は、まだ人口が急減する状況ではないと思うが、空家問題はまちづ

くりの重要なテーマであり、本協議会の役割は非常に大きいと考えている。

今後とも委員の皆様の協力のもと、まちづくりのために議論ができればと考

えている。 

 

６．議事 

 ・諸確認 

 ◎会議録の署名委員に北本委員を指名し、了承を得た。 

 ◎参考資料１については、空家等の写真が含まれ、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）報告事項 

  ①これまでの取組について 

 ◎【資料１】に基づく説明を行った。 

 →空家等の発生を防止する対策としては、３点の取組を行っている。 

  １点目は、市民への情報発信である。空家等対策の推進に関する特別措置

法及び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、空家等対策

計画、空家バンク、相談事業者の紹介、グリーン住宅ポイント制度などの空

家等対策に係る情報をホームページ及び広報紙に掲載し、周知を図っている。 

  ２点目は、木津川市空家等対策計画の一部修正である。令和３年４月１日

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を施行したことに

伴い、現行の木津川市空家等対策計画の一部を修正する予定であり、本協議

会の協議事項としている。 

３点目は、第２次木津川市空家等対策計画の素案に係る資料等の整理であ
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る。現行の木津川市空家等対策計画の計画期間は令和４年度末までであり、

見直しとなることから、第２次木津川市空家等対策計画の作成の準備を進め

ている。 

空家等に関するデータベースの整備としては、平成２７年度の空家等実態

調査後、現地確認をしていない空家等３７４件を対象に、市職員による再調

査を行っている。再調査の結果を踏まえ、空家等の状態等に関するデータベ

ースの更新を進めている。なお、再調査の結果、建築部材の飛散や草木の繁

茂等の状態であれば、所有者等を調査し、所有者等が確知する場合は、適切

な管理に関する情報提供等の文書を通知している。 

適切な管理の促進としては、相談等のあった空家等の所有者等に対する情

報の提供等である。平成２７年度から令和３年度８月末までの間、１１６件

の空家等所有者等に対し、延べ２６８回の改善等に関する情報の提供等を文

書で通知している。 

空家等の利活用の促進としては、空家バンクの活用である。空家バンク制

度に関する情報をホームページ、広報紙に掲載するほか、地域長会議で説明

し、周知を図っている。空家バンクは、平成２９年度から開始し令和３年度

８月末までに登録された件数は合計２０件（空家１８件、空き地２件）で、

決定した件数は、すべて空家で１３件である。 

今年度の取組状況として、４月に木津川市空家等及び空住戸等の適切な管

理に関する条例等を施行した。また、木津川市シルバー人材センターによる

空き家サポート業務が開始された。５月に木津川市空家バンク実施要綱の一

部改正をした。また、第２次木津川市空家等対策計画の素案作成に係るデー

タ等の整理を開始した。６月に空家等３７４件を対象に再調査を開始した。

また、空家バンク制度について地域長会議で周知を図った。７月に空家バン

ク制度を広報紙に掲載し、周知を図った。 

○空家等の再調査は、今年度末までに完了するのか。 

→再調査の対象である空家等３７４件の内訳は、木津地域１１２件、加茂地
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域１６４件、山城地域９８件である。現時点で、山城地域９８件はすべて完

了し、加茂地域は約１５０件完了している。今年度末までには残り約１２０

件も完了する予定で進めている。 

○平成２７年度実態調査以降に空家等となった物件は調査するのか。 

→再調査対象の空家等を中心に現地調査を行っているが、再調査の対象とな

る空家等の周辺で見つけた空家等や近隣住民から通報があった空家等につい

ては、並行して現地調査を行っている。 

○空家になってすぐに不動産マーケットにのる場合は、空家として登録され

ないのか。 

→物件の状態にもよるが、所有者が空家バンク等を希望される場合は、所有

者に対し情報提供をおこなっている。 

 

  ②空家等及び空住戸等の現状について 

◎【資料２】【参考資料１】に基づく説明を行った。 

→空家等及び空住戸等の件数は、平成２７年度の実態調査時は４６８件であ

ったが、令和３年８月末時点では４０９件となり５９件減少した。 

 空家等のランク別の件数は、倒壊等著しく保安上危険となるおそれ等のあ

る特定空家等は、平成２７年度は０件であったが、令和３年８月末時点は３

件となり３件増加した。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、２３件から１８件となり５件減少した。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、４４件から４９件となり５件増加

した。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、４０１件から３３９件となり６２件減少した。 

 地域別の空家等の件数は、木津地域では、平成２７年度は１５７件であっ

たが、令和３年８月末時点で１４８件となり９件減少した。加茂地域では、

１８６件から１６３件となり２３件減少した。山城地域では、１２５件から

９８件となり２７件減少した。加茂地域、山城地域が大きく減少した要因は、
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平成２７年度実態調査後、現地確認していない空家等の再調査を行った結果

を反映したものと考えられる。木津地域の再調査は、今年度中に実施する予

定であり、木津地域においても現在の件数から減少するのではないかと推測

される。 

 地域ごとのランク別の空家等の件数は、木津地域では、特定空家等は０件、

Ａランクは７件から３件となり４件減少、Ｂランクは１５件から１２件とな

り３件減少、Ｃランクは１３５件から１３３件となり２件減少した。加茂地

域では、特定空家等は０件から１件となり１件増加、Ａランクは７件から８

件となり１件増加、Ｂランクは１７件から２３件となり６件増加、Ｃランク

は１６２件から１３１件となり３１件減少した。山城地域では、特定空家等

は０件から２件となり２件増加、Ａランクは９件から７件となり２件減少、

Ｂランクは１２件から１４件となり２件増加、Ｃランクは１０４件から７５

件となり２９件減少した。 

 年度別の空家等の件数では、平成２７年度実態調査以降、令和元年度に最

大４８９件となったが、令和２年度から複数の担当課にまたがっていた空家

等対策に関する事務を一元化し、体制の見直しを図ったことにより、事務の

迅速化かつ効率化が進んだ結果、令和３年度８月末時点で４０９件となり、

大きく減少した。 

空家等の増加の状況は、平成２７年度の実態調査以降、７６件増加した。

内訳はＡランクが３件、Ｂランクが５件、Ｃランクが６８件である。本市に

おいても、全国的な状況と同様に、年々増加している。地域別では、人口が

多い木津地域で４３件増加した。 

空家等の減少の状況は、平成２７年度の実態調査以降、１３５件減少した。

内訳は、特定空家等が１件、Ａランクが１１件、Ｂランクが１５件、Ｃラン

クが１０８件である。 

考察として、空家等対策に関する情報の提供や除却及び修繕を改善する通

知文、所有者等への不動産流通を促進する資料、空家バンクを創設したこと
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による改善のほか、令和２年度から新たな取り組みとして、通知文を送付し

てから３か月後の現地確認し、改善していない場合は再通知を徹底したこと

を継続的に実施した成果により、所有者等の意識向上等により、適切な管理

が進んだと考えられる。 

しかしながら、空家等の発生件数は７６件と全国の状況と同様に当市にお

いても増加している。 

  本市では、空家等が発生してからの取組は進んでいるが、空家等の発生を

防止する対策である市民への情報発信、相談会などに関し、これまで以上に

講じなければならないという課題がある。 

○減少した空家等のうち、建物を解体し、更地になった件数はどのくらいあ

るのか。 

→１３５件の減少のうち、除却が８１件、流通等で居住決定されたものが  

５４件である。 

○除却された８１件は更地となったのか。 

→更地となった事例もあれば、空家等を解体し、建替えされた事例もある。 

○今後の特定空家等への対策は。 

→特定空家等の３件のうち、１件は所有者等が業者に対し解体費用を見積徴

取していると聞いている。１件は関係者が解体に向け、動いていると聞いて

いる。現在、市では情報収集しているところである。 

 ○特定空家等に関して、動く可能性がありそうなのか。 

 →前回の協議会と比べ、関係者の中で対応が必要と意識されている状況であ

る。 

 〇権利関係等が複雑な中で、解決が困難であると想定していたが、市の指導

により動きがみられたのか。 

 →市の努力や所有者等の意識もあると考えている。 

○空家の危険度において、Ｃランクは安全ではなく、危険度が低い等の表記

が適切ではないか。 
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→表記を検討する。 

○市内全体でＢランクは増え、Ｃランクはかなり減っている状況であるが、

ＣランクがＢランクに上がり、Ｂランクが増えたのか。もしくは、市民から

の通報により調査をした新規の空家等がＢランクであったのか。 

→現地確認をすると、建物の劣化によりＣランクからＢランクに上がった空

家等もあれば、市民からの通報により現地確認を行い、新規でＢランクと判

定した空家等もある。 

○ＣランクからＢランクに上がった空家等もあれば、新規でＢランクとなっ

た空家等もあるということでいいか。 

→減少した空家等の１３５件のうち、Ｂランクは１５件である。増加した空

家等の７６件のうち、Ｂランクは５件である。ＣランクからＢランクに上が

ったものが大半と推測する。 

 

③空家バンク実施要綱の一部改正について 

◎【資料３】【別紙３－１】に基づく説明を行った。 

 →空家バンクの登録基準が不明確であること、登録申請の際の添付書類に不

十分な点があることから、令和３年５月１日に木津川市空家バンク実施要綱

の一部を改正した。主な内容は、空家等の登録要件、所有者等の登録要件、

その他の確認事項、申請の添付書類の明確化であり、令和２年度の空家等対

策協議会での委員の意見を反映している。 

  空家等の登録要件については、要綱第４条第２項に規定している。違法建

築物件は、同項第１号、第２号、第４号に規定しており、建築基準法上の確

認済証の交付をうけていること、建築基準法上の指導及び助言、勧告及び命

令を受けていないこと、空家特措法の情報の提供等を受けていないことを要

件としている。不動産業者等が所有している物件は、同項第３号で登録でき

ないことを規定している。長屋又は共同住宅は、同項第５号で全ての住戸が

空室であることを規定している。 
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所有者等の登録要件については、要綱第４条第３項に規定しており、所有

者等が要件に当てはまる場合は登録できないこととしている。市税等の納付

状況では、同項第１号で市税等を滞納しているときは登録できないことを規

定している。区分所有者がいる場合は区分者の同意、名義人が異なる場合は

名義人の同意、敷地所有者が異なる場合は敷地所有者の同意が必要となり、

それぞれの同意を得ることができないときは登録できないことを同項第２号

から第４号で規定している。その他の要件として、同項第５号から第７号に

おいて暴力団関係者等は登録できないと規定している。 

  その他の確認事項である耐震性や事故の発生等については、空家バンクに

登録申請をする際に、提出していただく空家バンク登録カードに申請者が記

入することで確認する。添付書類については、申請時の登録申込書に必要な

添付書類を明記した。 

改正した要綱については、【別紙３－１】のとおりである。 

 ○公共の入札等では暴力団と暴力団関係者が外れていることが多い。他の行

政では反社会的組織に関係していない、属していないことを確認していると

ころもある。空家バンクの登録において、反社会的組織に関係していない、

属していないことを事前に確認しておく必要があるのではないか。 

 →本市では、木津川市暴力団排除条例に基づいて対応している。 

反社会的組織等については確認しておく。 

 ○区分所有で建物を所有している物件を登録するにあたって、他の区分所有

者の同意をしたとしても、全ての住戸が空室でない場合は、登録要件を満た

さないため、登録することができないということか。 

 →長屋、共同住宅はすべての住戸が空室であることが必要であり、かつ区分

所有されている全ての者の同意を得て、建物として空家バンクに登録するこ

とになる。 

 ○要綱第４条第３項第３号に規定の「所有者等と名義人が異なる場合におい

て」とは、実際の所有者と登記名義人が異なる場合を想定しているのか。 
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 →実際の所有者と登記名義人が異なる場合を想定している。 

 ○名義人の同意を得ることができないときは登録できないということは、名

義人の同意を得ることができれば登録できるという解釈でいいのか。 

 →同意があれば登録することになる。 

 ○同意はどのように確認するのか。 

 →登録申込書の添付書類として同意書を提出してもらうこととしている。 

 ○同意を得られる場合であっても、実際の所有者と登記名義人が異なったま

ま、物件を流通にのせる場合、トラブルになりかねない。所有者と登記名義

人を一致させないまま、物件を流通にのせないほうが安全ではないか。 

 →今後事例があれば、内容を検討する。 

 

 （２）協議事項 

  空家等対策計画の一部修正について 

 ◎【資料４】【別紙４－１】【別紙４－２】に基づく説明を行った。 

 →令和３年４月１日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

例を施行したことに伴う、木津川市空家等対策計画の時点修正である。 

条例の主な概要は、一部空住戸のある長屋等の対応として、条例第２条、

第８条において空家等対策の推進に関する特別措置法の対象とならない長屋

及び共同住宅の住戸を対象として、行政代執行等の措置を規定している。特

定空家等又は特定空住戸等の認定として、条例第７条において市長が認定す

ることを規定している。緊急安全措置として、条例第９条において空家等又

は空住戸等を対象に緊急安全措置を講ずることができることを規定している。 

今回の空家等対策計画の一部修正については、条例の内容を反映したもの

であり、その他文言等の修正を行っている。 

 修正する計画案は【資料４－１】のとおりである。 

 ○６月３０日に国のガイドラインが改正され、長屋で構造が別であれば空家

等対策の対象となるとのことだが、この場合は、空家等に含まれることにな
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るため、本計画では明記していないということなのか。 

 →条例において長屋、共同住宅を定義しており、国のガイドラインの改訂さ

れた内容は、条例の中で網羅されている。 

 ○空家等対策計画の一部修正案は、委員全員の賛同により承認された。 

 

７．閉会 

◎滋井建設部長から閉会の挨拶があった。 

木津川市空家等対策計画に沿った空家等対策の取り組みを進める。 

 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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