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　京都と言えば、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。
寺社仏閣、世界的企業、京料理、舞妓さん…。有名なも
のがたくさんありますが、京都を歩いていると多く目に
する「京町家」を思い浮かべる方も多いと思います。京
都市は、大きな戦火を免れたこともあり、平成28年度
に実施した調査では、約 4 万軒の京町家が残っているこ
とを確認しています。京町家は、瓦屋根や軒が連なる統
一感のある町並みを形作るだけでなく、茶道や華道に代
表される伝統文化、四季の自然と共生する都市居住文
化、洗練された精神文化の象徴であり、今日においても、
まちの暮らしの基盤として、また、様々な社会的・創造
的活動の拠点として使われており、京都のアイデンティ
ティを形成する重要な要素となっています。
　しかし、市街地の建物更新が進み、京町家が急激に失
われていきました。そこで、京都市では、多様な主体と
連携する形で、平成12年に「京町家再生プラン」を策定。
京都らしい町並み景観や生活文化の象徴である京町家を
保全・再生するため、京町家に関する相談体制や各種制
度の整備を行った結果、不動産流通市場においても一定
量の京町家が流通し、多様な活用が展開されてきました。
　その一方で、先述した平成28年度の調査では、過去
７年の間に47,735軒から40,146軒に減少し、5,602軒

（調査不能を除く）が滅失している現状が明らかになり

ました。これは、年間約800軒、約1.7%が滅失してい
る計算となります。

　このままでは、京都の貴重な財産が失われてしまう。
そこで、京都市では、平成29年11月に「京都市京町家
の保全及び継承に関する条例（以下「京町家条例」とい
います）」を制定。また、平成31年 2 月には「京都市京
町家保全・継承推進計画（以下「京町家計画」といいま
す）」を策定し、京町家の保全・継承に関する様々な取
組を総合的かつ計画的に推進しています。

はじめに・京町家の現状

京町家の保全・継承に向けた取組

京都市都市計画局
まち再生・創造推進室

京都市における京町家の数
（軒）

（平成）
（資料：平成28年度「京町家まちづくり調査に係る追跡調査」）

※調査不能物件など
 （1,987軒）を除く

5万

4万
4万7,735軒

5,002軒 5,834軒

4万146軒

7年間で
5,602軒が減失

空き家は増加

3万

2万

1万

20・21年度 28年度
0
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　先述した「京町家マッチング制度」をはじめ、京都市
では、京町家計画に基づき、京町家の保全・継承に向け
た様々な支援※を行っています。その一部を次に抜粋し
て掲載します。各制度の詳細はホームページをご参照く
ださい。

※今後変更が生じる可能性がありますので、ご留意ください。

⑴ 京町家マッチング制度
　京町家所有者や管理者等が安心して活用方法等につい

て相談できる仕組み
として、京都市に登
録された建築や不動
産関係団体の京町家
の扱いに長けた事業
者が、京町家の改修・
活用方法、京町家を
活用・継承したい方
とのマッチング等を
提案する
ものです。

京町家の保全・継承に向けた
支援制度

京町家条例の仕組み

　京町家条例では、京都市が京町家の解体の危機を事前
に把握し、支援するための仕組みとして、解体の事前届
出制度を設けています。これは、京都市が早い段階で京
町家の解体の危機を把握し、京町家所有者に、いったん
解体を立ち止まっていただき、京町家を残したまま活用
などができないか一緒に考えさせていただく期間を確保
するものです。
　京町家条例では、趣のある町並み又は個性豊かで洗練
された生活文化の保全・継承を効果的に進めるため、京
町家が集積している地域や個別の京町家を指定すること
としており、指定した地区内の京町家や個別の京町家（以
下「指定京町家」といいます）には、解体
に着手する１年前までの届出を義務付ける
とともに、それ以外の京町家にも、解体に
着手する前の届出を求めています。

　京町家条例では、次の定義に該当する建築物を「京町
家」として取組の対象としています。

 　解体届が提出された京町家については、京町家の改
修・活用方法や活用したい方とのマッチング等の提案を
行う「京町家マッチング制度」などに誘導し、解体以外
の選択肢を示すなど、京町家を保全していただけるよう
働き掛けを行っています。解体届が提出された京町家で
も、同制度を利用いただき、保全に繋がった事例もあり
ます。

京町家を保全・継承する仕組み

昭和25年以前に建築
木造建築物
伝統的な構造…「伝統軸組構法」や「伝統構法」と呼ばれる構造

都市生活の中から
生み出された
形態又は意匠

3階建て以下
一戸建て又は長屋建て
平入りの屋根
通り庭…道に面した出入口から続く細長い形状の土間
火袋…通り庭上部の吹き抜け部分
坪庭又は奥庭
通り庇…道に沿って設けられた軒
格子（伝統的なものに限る）…虫籠窓や京格子など
隣地に接する外壁又は高塀

必須条件

いずれか
1つ以上を
有する

＋
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区分 個別指定京町家

対象工事
瓦の部分取替え、土壁の部分的な修繕、樋
の部分修理、外部建具の建付け調整、防蟻
処理等

補助金額
補助対象費用の1/2
上限額30万円

※部位ごとに補助単価の上限設定あり

⑵ 指定京町家への補助制度
　指定京町家の大規模な改修に要する費用に対して、以
下の補助をしています。

　また、個別指定京町家の日常的な維持修繕に要する費
用に対して、以下の補助をしています。

⑶ 京町家賃貸モデル事業
　活用されていない指定京町家を流通・活用させるため、
指定京町家を固定資産税及び都市計画税相当額で京都市
が借上げ、公募した事業者に同額で転貸し、活用に当たっ
て必要となる改修、維持管理、入居者の管理等を行っ
ていただく事業です。期間は、最長20年間で、用途は、
生活文化の継承の観点から、延床面積の1/2以上を居住
の用に供する住宅としています。期間満了後は、活用で
きる状態となった京町家が所有者に返還されるため、そ

の後も賃貸に出すなど、引き続き所有者において活用す
ることができます。令和 3 年 7 月に、本事業で京町家
がオフィス付住宅に再生され、東京のIT系企業のサテ
ライトオフィスとして活用されています。

⑷ 京町家相談員制度
　（公財）京都市景観・まちづくりセンターが行う「京
町家なんでも相談」の一環として、改修、活用、相続な
ど、京町家に関する様々な悩みにお答えする窓口相談の
後、現地での相談や専門家の助言等が必要な場合、相談
内容に応じて、本市に登録された京町家相
談員※による専門相談を実施しています。

京町家賃貸モデル事業のフロー図

再生された京町家

京町家所有者等

京都市

景観・まちづくり
センター

又は

登録事業者

活用希望者

登録団体
● 不動産関係団体
● 建築関係団体

①提案を依頼する登録団体を
　選んでいただきます。

④提案助言

②提案依頼書を提出

③活用提案を依頼
賃借料支払
（固定資産税及び
　都市計画税額）

京町家所有者

京都市

民間事業者　　　京町家を改修　　　入居者の募集・管理

入居者（将来の京町家の担い手）

賃貸
（20年の範囲内で
　市が借上げ）

転借料支払
（賃借料と同額）

転貸
（マスターリースと
　同期間）

入居期間中のSNS等での京町家の
魅力発信への協力を条件として設定

専用住宅又は併用住宅
として賃借賃料支払 転々貸借

民間事業者による直接の活用ではなく、市の管理による活用
であれば、低額の賃料でも貸し出して保全（運用）したい。

区分 個別指定京町家 指定地区内の京町家

対象工事
外部改修工事
設備改修工事
内部改修工事

外部改修工事
設備改修工事

補助金額
補助対象費用の1/2
上限250万円

※内部改修は上限60万円

補助対象費用の1/2
上限100万円

京町家マッチング制度フロー図

※京町家の所有者や居住者等の京町家の保全及び継承に
関する身近な相談体制を整備するため、一定の資格や
経験年数があり、所定の研修を受講した方を「京町家
相談員」として本市が登録。
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⑸ 京町家カルテ・プロフィールの発行
　京町家の価値を理解、認識し、次世代へ適切に継承し
ていただく一つの手段として、（公財）京都市景観・ま
ちづくりセンターが、当該京町家の歴史や文化、価値な
どの文化情報、建物の劣化状況などの建物状況、間取り
図を取りまとめた「京町家カルテ」や、京町家の外観情
報を取りまとめた「京町家プロフィール」を作成してい
ます。これまで京町家の購入や改修に当たっては、建物
価値の評価が難しく、融資を受けられないケースが多く
ありましたが、市内の一部金融機関にカルテ等の取得を
条件の一つとして、融資が受けられる金融
商品を取り扱っていただくことにより、京
町家の流通や活用を推進しています。

⑹ 京町家耐震診断士派遣事業
　昭和25年11月22日以前に着工された京町家等を対象
に、京都市に登録している耐震診断士を無
料で派遣し、耐震診断を実施しています。

⑺ まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火
　 リフォーム支援事業

　昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象
に、一定の要件を満たす耐震改修工事、防火改修工事
に要する費用の一部に補助を行っています

（以下昭和25年11月22日以前に着工され
た京町家等の場合）。
ア　本格的な耐震改修
　本事業の補助メニューとして、現在の耐震基準に適合
する工事、一定以上の耐震性能を確保する工事に対して、
最大340万円の手厚い補助をしています。
イ　簡易的な耐震改修
　本事業の補助メニューとして、屋根の軽量化、礎石等
の基礎の補修、根がらみの設置、土壁の修繕、柱等の劣
化修繕等を掲げ、メニューごとに補助限度額を定め、複
数のメニューを組み合わせて、最大50万円を補助して
います。
ウ　防火改修
　本事業の補助メニューとして、密集市街地を中心とし
た市が定める区域内を対象に、軒裏、開口部、長屋の界壁、
外壁の防火改修工事、感震ブレーカーの設置工事に対し
て、メニューごとに補助限度額を定め、複数のメニュー
を組み合わせて、最大60万円を補助しています。

⑻　建築基準法適用除外制度
　京町家などの歴史的建築物に、増築や用途変更などを
行おうとする場合、現行の建築基準法（以下「法」とい
います）の規定に適合させる必要があり、景観的、文化
的に価値のある意匠や形態等を保存しながら使い続ける
ことが困難となることがあります。
　そこで本市では、このような建築物に適した安全性を
確保する規定を定めた「京都市歴史的建築物の保存及び
活用に関する条例」を活用し、法の適用を除外し、良好
な状態で次世代へ継承する取組を進めており、令和3年
11月末時点で、18軒の京町家が同条例を
活用して、保存活用されています。

⑼　木製防火雨戸の大臣認定取得
　京町家の外壁の開口部には、木製の建具が使われてい
ることが多く、外からの火災に対して弱点となっていま
したが、これまで開口部の防火性能を向上させるには、
アルミサッシや鋼製シャッターなど木製以外のものに改
修する方法しかありませんでした。
　このような課題を解決するため、平成30年度から、
産（京都府建築工業協同組合等）、学（早稲田大学等）、
官（京都市等）が連携を取りながら、京町家の意匠の保
存・復原と火災に対する安全性の両立が可能となる「木
製防火雨戸」の開発を行い、令和3年4月に国土交通大
臣の認定を取得しました。
　この認定の取得によって、京町家の既存の木製建具を
活かした防火改修や、京町家の意匠と調和
した新築・増築が可能になりました。

⑽　住宅金融支援機構との連携
　京町家等の耐震改修については、住宅金融支援機構（以
下「機構」といいます）の融資の対象工事に京都市の指
針に基づく京町家の耐震改修を追加する改正（平成30
年）をしていただき、京都市の補助制度利用者が機構の
リフォーム融資を利用できるようになりました。
　また、機構近畿支店が「事例でわかる京町家耐震改修
のすすめ（令和2年）」及び「絵巻でわかる京町家耐震
改修と補助金・融資の手続き（令和3年）」を作成され
ており、京都市も監修として参加させていただきました。
京町家の耐震改修の方法や工事の相場観、補助や融資の
手続きについてわかりやすく紹介いただいています。
　その他にも、京町家所有者の京町家の保全・継承の意
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　京都市では、京都らしい町並み景観を保全し、生活文
化を継承していくためには、今ある京町家を保全・継承
するだけでなく、今後新しく建てられる住宅についても、
既存の京町家と共存できるものに誘導していくことが重
要と考えており、京町家の知恵をいかした新築等の住宅

「新町家」の普及に取り組んでいます。新町家は、「生活
文化の継承と発展」、「趣のある町並みの形成」、「伝統技
術・技能の継承」を実現することを目指しており、伝統
的な京町家を単純に模倣するのではなく、京都の長い歴
史の中で培われてきた京町家の知恵を受け継ぎながら
も、時代のニーズに合った、新しい京都の住宅です。
　令和2年3月には、新町家を建てるための考え方や設
計事例をまとめたガイドブック「新町家のすすめ」を発
行。令和3年3月には、京都市の新町家を普及する趣旨
に賛同し、その建築や普及啓発に取り組む「新町家パー
トナー事業者」を募集し、京都市のホームページで紹介
する取組を開始しました。京町家の知恵は、「季節の飾
りや草花が飾れる場所を設ける」、「様々な空間として使
えるように、引き戸で部屋を仕切れるようにする」など、

すぐに取り入れることができるものもあります。京都市
では、新町家の建築に取り組んでいる事業者の皆様と共
に普及させていきたいと考えています。京都市内で住宅
の新築や改修を検討されている方は新町家
も一度検討してみてください。

識を高めるための取組に関する鼎談を行い、その内容を
京都新聞の記事型広告として掲載していただくなど、京
町家の保全・継承に向けた取組に貢献していただいてい
ます。

　京町家の保全・継承は、所有者と行政の力だけででき
るものではありません。市民・事業者・自治組織などが
一体となった「みんなごと」として、京町家を守り、次
世代に引き継ぐことが重要です。そのためには、様々な
主体の方に京町家の価値や魅力、京都市などが行ってい
る支援制度を知っていただき、京町家を次世代に引き継
いでいくという機運を醸成していくことが必要です。
　今後も、1軒でも多くの京町家を未来へ継承するため、
京町家の価値や支援制度の更なる周知を図るとともに、
所有者に寄り添った支援を行っていきたいと考えていま
す。
　京町家の維持管理が大変、引き継いでくれる人がいな
いなど、京町家に関するお悩みがあれば、すぐに解体と
いう結論を出すのではなく、まずは京都市にご相談いた
だき、一緒に京町家を残していく方法を考えさせていた
だきたいと思います。
　また、所有者から京町家に関する相談を受けられる事
業者や金融機関等の皆様におかれては、維持や活用など
でお悩みの所有者がおられましたら、京都市への相談を
ご助言いただくなど、京町家の保全・継承にご協力いた
だけますと幸いです。

京町家の知恵をいかした
「新町家」の普及

おわりに

事例でわかる京町家耐震
改修のすすめ

新町家のすすめ

絵巻でわかる京町家耐震改
修と補助金・融資の手続き

新町家ロゴマーク
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京町家を耐震等改修したお客さまの声

　これからも、【フラット３５】や【リ・バース６０】等の金融商品を活用し、地方公共団体の期待に応えら
れるようグループ一丸となって取り組んでまいります。

地域連携グループの紹介
　地方公共団体のニーズに基づき、地域の住宅政策上の課題やその取組状況等を把握して、職員同士で知恵を
絞りながら、その課題解決に向けた取組を提案・実施しています。
　京都市とは、平成30年度から京町家の保全・継承の一環として、京町家の耐震化の推進に連携して取り組
んでいます。具体的には、補助金と機構リフォーム融資（耐震改修工事）の一体的な周知を行うため、京都市
のご協力のもと、京町家の耐震改修事例集や手続き絵巻を作成・配布し、少しでも京町家の耐震改修が進むよ
う取り組んでいます。ここでは、実際に補助金と機構融資を活用し、自宅としている京町家を耐震等改修した
お客さまの声を紹介します。

近畿支店
地域連携グループ

滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県
及び和歌山県をサポートしています。

　京都の文化を象徴する京町家を取り壊すのか、次の世
代に継承するのかは、非常に難しい問題でした。ただ、
台風によって屋根が破損したこともあり、かねてより相
談していた建築士の勧めもあって、今回はリフォームす
ることを決断しました。（工事概要は右表のとおり）
　さらに、耐震補強をすれば、昔の建物でもより強固に
なり、あと50年は持続するとのことで、耐震改修等を中
心としたリフォームを検討することとしました。また、
費用面に関しては、京都市等に相談したところ、京都市
の耐震改修等の補助金と併せて利用できる機構の融資のことを教わりました。
　築後約100年経過した京町家ですし、私は65歳になるので、融資は難しいと思っておりましたが、機構の融資では、
親子での返済も可能とのこと。おかげをもちまして、耐震改修等のリフォームを行うことができました。

所在地 京都市内
築年数 約100年
床面積 120㎡（約36坪）

工事費

計1,850万円

耐震改修工事　　 1,225万円 補助金（耐震・創エネ）147万円
設備工事等　　　　 448万円 機構融資　　　　   1,500万円
設計管理（構造計算）　177万円 自己資金　　　　　   203万円

資金計画内 訳
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