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（１）空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年十一月二十七日法律第百二

十七号） 

（目的）  
第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等
の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生
命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて
空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針
の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空
家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項
を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ
て公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。  

（定義）  
第二条 この法律において「空家等」とは、建築物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。  

２ この法律において「特定空家等」とは、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又は著しく衛生上有害となるおそれのある状
態、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そ
の他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にあ
ると認められる空家等をいう。  

（空家等の所有者等の責務）  
第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生
活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務）  
第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基
づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講
ずるよう努めるものとする。 

（基本指針）  
第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、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（以下「基本指針」という。）を定めるものと
する。  

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項  
二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項  
三 その他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に必要な事   

項 
３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとす
るときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。  

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（空家等対策計画）  
第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施
するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空
家等対策計画」という。）を定めることができる。  

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他
の空家等に関する対策に関する基本的な方針  

二 計画期間  
三 空家等の調査に関する事項 

１ 関係法令等 
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四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項  
五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）
の活用の促進に関する事項  

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、
同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項
若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家
等への対処に関する事項  

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項  
八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項  
九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項  

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、
これを公表しなければならない。  

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施
に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。  

（協議会）  
第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行
うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することが
できる。  

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、
市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者
その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。  

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定
める。  

（都道府県による援助）  
第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家
等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する
情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行
うよう努めなければならない。  

（立入調査等）  
第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の
所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必
要な調査を行うことができる。  

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度にお
いて、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って
調査をさせることができる。  

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認め
られる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の
所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通
知することが困難であるときは、この限りでない。  

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その
身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけ
ればならない。  

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと
解釈してはならない。  

（空家等の所有者等に関する情報の利用等）  
第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保
有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、
この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された
利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。  

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされて
いるもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされている
もののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にあ
る空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求め
られたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情
報の提供を行うものとする。  

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要がある
ときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の
把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 
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（空家等に関するデータベースの整備等）  
第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販
売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影
響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三
条までにおいて同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正
確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

（所有者等による空家等の適切な管理の促進）  
第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これ
らの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとす
る。  

（空家等及び空家等の跡地の活用等）  
第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事
業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）
に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努め
るものとする。  

（特定空家等に対する措置）  
第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、
除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措
置（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又は
著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築
物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることが
できる。  

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該
特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた
者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の
生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。  

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧
告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、
その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命
ずることができる。  

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、そ
の措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並び
に意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じ
ようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を
与えなければならない。  

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市
町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求
することができる。  

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、
第三項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による
意見の聴取を行わなければならない。  

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の
規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の
三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければ
ならない。  

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己
に有利な証拠を提出することができる。  

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措
置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又
は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭
和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行
為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。  

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がな
くてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなく
て第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知するこ
とができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを
含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又は
その命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において
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は、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置
を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置
を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。  

１１ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置
その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければ
ならない。  

１２ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置すること
ができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設
置を拒み、又は妨げてはならない。  

１３ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八
号）第三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。  

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切
な実施を図るために必要な指針を定めることができる。  

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、
国土交通省令・総務省令で定める。  

（財政上の措置及び税制上の措置等）  
第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関
する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要
する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を
講ずるものとする。  

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策
計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な
税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。  

（過料）  
第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万
円以下の過料に処する。  

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十
万円以下の過料に処する。  

       附 則  
（施行期日） 
１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定
める日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第
十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。  

（検討） 
２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の
状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加
え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  

 
（２）空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則（平成二十七年四月二十二日総務

省・国土交通省令第一号） 
 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第十四
条第十一項の規定に基づき、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則を次の
ように定める。 

 
空家等対策の推進に関する特別措置法第十四条第十一項の国土交通省令・総務省

令で定める方法は、市町村（特別区を含む。）の公報への掲載、インターネットの
利用その他の適切な方法とする。  
    附 則  
この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法附則第一項ただし書に規定す

る規定の施行の日（平成二十七年五月二十六日）から施行する。 
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（３）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【概要】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（４）「特定空家等に対する措置」に関するその適切な実施を図るために必要な指針（ガ

イドライン）【概要】 
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（５）小川町空き家情報バンク設置要綱（平成２８年４月２８日小川町告示第１０６号） 

（趣旨） 

第１条 この告示は、町内に存する空き家を有効に活用し、子育て世帯等の定住

促進と地域活性化を図るため、小川町空き家情報バンク制度（以下「空き家バ

ンク」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 空き家 個人が自己の居住を目的として建築し、現に居住用として利用して

いない（近く居住しなくなる予定のものを含む。）町内に存する建物及びその

敷地をいう。ただし、民間事業者による賃貸又は分譲を目的とする建物を除く。 

(2) 空き家バンク 町内に存する空き家の売却または賃貸を希望する所有者等

から申し込みを受けた空き家に関する情報を公開し、町内への定住等を目的と

して、空き家の利用を希望する者（以下「利用希望者」という。）に対して情

報提供を行う制度をいう。 

(3) 所有者等 空き家に係る所有権その他権利者により、当該空き家の売却又は

賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。 

(4) 定住等 空き家に定住し、町の住民基本台帳に住所地を異動させ、かつ、当

該住所地を生活の本拠とし、小川町の自然環境、生活文化等に対する理解を深

め、地域の一員として自覚をもって生活する状態又は空き家に定期的に滞在し、

経済、教育、文化、芸術、伝統技術の継承、農業活動等、地域活性化に寄与す

る活動を行う状態をいう。
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（適用上の注意） 

第３条 この告示は、空き家バンク以外による物件の取引を妨げるものではない。 

（宅建協会との協定） 

第４条 町長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人埼玉県宅地

建物取引業協会埼玉西部支部（以下「宅建協会」という。）と次に掲げる事項

について協定を結ぶものとする。 

(1)  仲介業者の推薦 

(2) 空き家バンクへ所有者等から登録の申込みがあった空き家の登録に必要な

調査 

(3)  空き家の賃貸借又は売買の契約交渉の仲介 

（空き家の登録申込等） 

第５条 空き家バンクへ空き家を登録しようとする所有者等は、小川町空き家バ

ンク物件登録申込書（様式第１号）に小川町空き家バンク物件登録カード（様

式第２号。以下「様式第２号」という。）、物件登録同意書（様式第３号）及び

当該空き家の固定資産税納税証明書を町長に提出するものとする。 

２ 前項の申込みに際し、所有者等は空き家情報の提供を受け定住等をしようと

する者に対し、一定の条件を付すことができる。 

３ 町長は、第１項の規定による登録申込みがあったときは、その内容を確認の

上、空き家バンクに登録するものとする。 

４ 町長は、第１項の申込みを受け、宅建協会に仲介を依頼し、仲介業者が決定

したときは、小川町空き家バンク仲介業者決定通知書（様式第４号）により所

有者等に通知するものとする。 

５ 第３項の規定による登録期間は、登録の日から起算して３年とする。 

６ 町長は、第３項の規定による登録をしたときは、小川町空き家バンク物件登

録（変更）通知書（様式第５号。以下「様式第５号」という。）により当該所

有者等（以下「物件登録者」という。）に通知するものとする。 

（空き家の登録事項の変更の届出） 

第６条 物件登録者は、当該登録事項に変更のあったときは、小川町空き家バン

ク物件登録変更届出書（様式第６号）に登録事項の変更内容を記載した様式第

２号を添え、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による届出を受け、空き家の登録事項を変更したときは、

様式第５号により当該物件登録者に通知するものとする。 

    （登録の抹消） 

第７条 町長は、物件登録者または空き家が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該登録事項を空き家バンクから抹消するものとする。 

(1) 小川町空き家バンク物件登録（抹消・期間延長）届出書（様式第７号。以下

「様式第７号」という。）による抹消の届出があったとき。 

(2)  空き家バンク物件登録の期間満了日を経過しても登録期間の延長の申出が

なかったとき。 

(3)  当該空き家に係る所有者等に異動があったとき。 

(4)  その他空き家バンクへの登録について、町長が適当でない空き家であると認

めたとき。 

２ 前項の規定により抹消をしたときは、小川町空き家バンク物件登録 (抹消・

期間延長）通知書（様式第８号。以下「様式第８号」という。）により当該物

件登録者に通知するものとする。 

（空き家の登録期間延長） 

第８条 物件登録者は、空き家バンクの登録期間満了後も引き続き登録を希望す

る場合は、満了日３０日前から登録期間満了日までに、様式第７号を町長に提

出するものとする。 

２ 前項の規定により延長できる期間は、３年とする。ただし、登録期間の延長

回数は制限しないものとする。
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３ 町長は、第１項の規定による申出を受け、空き家バンクの登録期間を延長し

たときは、様式第８号により当該物件登録者に通知するものとする。 

  （空き家バンク登録情報の提供) 

第９条 町長は、空き家バンクに登録された空き家の情報（以下「物件情報」と

いう。）を小川町が管理するホームページ等において公開するものとする。 

２ 前項の規定により公開する物件情報の範囲は、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

(1) 登録番号 

(2) 売却又は賃貸の別 

(3) 売却又は賃貸の希望価格 

(4) 物件所在地 

(5) 物件の概要 

(6) 設備状況 

(7) 主要施設等への距離 

(8) 位置図及び間取り図 

(9) 写真 

(10) 空き家情報の提供を受け定住等しようとする者に対する条件 

(11) その他町長が必要と認めた事項 

（希望物件の交渉申込み及び通知） 

第１０条 利用希望者は、空き家バンクに登録された物件の交渉を申し込むとき

は、小川町空き家バンク物件交渉申込書（様式第９号）に誓約書（様式１０号）

を添えて、町長に申し込まなければならない。 

２ 町長は、第 1項の規定による申込みがあったときは、小川町空き家バンク物

件交渉申請通知書（様式第１１号の１、様式１１号の２）により物件登録者及

び仲介業者に通知するものとする。 

（物件登録者と利用希望者の交渉等） 

第１１条 前条第２項の規定による通知を受けた仲介業者は、遅滞なく当該利用

希望者と交渉を行い、その結果については、小川町空き家バンク物件交渉結果

報告書（様式第１２号）により速やかに町長に報告するものとする。 

２ 町長は、物件登録者と利用希望者の空き家に関する交渉及び売買又は賃貸借

の契約については、直接これに関与しないものとする。 

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年５月１日から施行する。 

  （経過措置） 
２ この告示の施行前に、この告示による改正前の小川町農家用住宅情報バンク
制度実施要綱の規定によりされた、手続、処分その他の行為は、この告示によ
る改正後の小川町空き家情報バンク設置要綱の規定によりされた手続、処分そ
の他の行為とみなす。 

（以下、様式略） 
 
（６）小川町空家等対策庁内検討会設置要綱（平成２９年１月５日訓令第１号） 

（設置） 

第１条 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。）第６条の規定に基づき策定する小川町空家等対策計画

に関して必要な事項を検討し、計画を一体的に推進するため、小川町空家等

対策庁内検討会（以下「庁内検討会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 庁内検討会は、次に掲げる事務を所掌する。 
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(1) 法第６条第１項に規定する空家等対策計画の検討及び策定に関すること。 

(2) 法第１４条に規定する特定空家等の措置に関すること。 

(3) 空家等の適正管理及び活用の推進に関すること。 

(4) その他空家等の対策に関し必要と認められる事項。 

（組織）  

第３条 庁内検討会は、副町長及び別表に掲げる者をもって組織する。 

２ 庁内検討会に会長及び副会長を置く。 

３ 会長は、庁内検討会を総括する。 

４ 会長は、副町長とし、副会長は委員の互選により選出する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 庁内検討会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

２ 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席をさせ、意見若し

くは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 庁内検討会の庶務は、都市政策課において処理する。 

（その他） 

第６条 この訓令に定めるもののほか、庁内検討会の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

   附 則 

 この訓令は、令達の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

総務課長 

政策推進課長 

税務課長 

町民課長 

環境農林課長 

にぎわい創出課長 

建設課長 

都市政策課長 

上下水道課長 
 

 
 
 
（１）建築基準法（昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号）（抄） 

（維持保全）  
第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築
設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 

２ 第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、
構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の
維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければなら
ない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要
な指針を定めることができる。 

 
（保安上危険な建築物等に対する措置）  
第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建
築物の敷地、構造又は建築設備（いずれも第三条第二項の規定により第二章の規
定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。）に
ついて、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険
となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当
該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を

２ その他の関係法令（抜粋） 
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付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用
制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。  

２ 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措
置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、
相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。  

３ 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設
備（いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若し
くは条例の規定の適用を受けないものに限る。）が著しく保安上危険であり、又
は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の
所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除
却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛
生上必要な措置をとることを命ずることができる。  

４ 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項
の場合に準用する。  

 
（２）民法（明治二十九年四月二十七日法律第八十九号）（抄） 

（竹木の枝の切除及び根の切取り）  
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。  

２ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。  
 

（不法行為による損害賠償）  
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し
た者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。  

 
（土地の工作物等の占有者及び所有者の責任）  
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害
を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責
任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。  

２ 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。  
３ 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、
占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 

 
（３）失火ノ責任ニ関スル法律（明治三十二年三月八日法律第四十号） 

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失
アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス 

 
（４）消防法（昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号）（抄） 

第三条 消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第
三十五条の三の二を除き、以下同じ。）、消防署長その他の消防吏員は、屋外に
おいて火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認
める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所
有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置
をとるべきことを命ずることができる。 
一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具（物件に限る。）又
はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具（物件に限る。）
の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為
を行う場合の消火準備  

二 残火、取灰又は火粉の始末  
三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件
の除去その他の処理  

四 放置され、又はみだりに存置された物件（前号の物件を除く。）の整理又は
除去  

２ 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難
その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権
原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定
による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の
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負担において、当該消防職員（消防本部を置かない市町村においては、消防団員。
第四項（第五条第二項及び第五条の三第五項において準用する場合を含む。）及
び第五条の三第二項において同じ。）に、当該物件について前項第三号又は第四
号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させた
ときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。  

３ 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第六十四条第三項から第
六項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合
について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは
「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」
とあるのは「属する」と読み替えるものとする。  

４ 消防長又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、
その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないと
き、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても
当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律
第四十三号）の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとら
せることができる。 

 
（５）道路法（昭和二十七年六月十日法律第百八十号）（抄） 

（道路に関する禁止行為） 
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通
に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 

 
（違法放置等物件に対する措置）  
第四十四条の二 道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行
している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置され
た看板その他の道路に放置され、又は設置された物件（以下この条において「違
法放置等物件」という。）が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険
を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のい
ずれかに該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者
若しくは委任した者に除去させることができる。  
一 当該違法放置等物件の占有者、所有者その他当該違法放置等物件について権
原を有する者（以下この条において「違法放置等物件の占有者等」という。）
に対し第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命じた場合にお
いて、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき。  

二 当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、第七十一条第一項の
規定により必要な措置をとることを命ずることができないとき。  

２ 道路管理者は、前項の規定により違法放置物件を除去し、又は除去させたとき
は、当該違法放置物件を保管しなければならない。  

３ 道路管理者は、前項の規定により違法放置物件を保管したときは、当該違法放
置物件の占有者等に対し当該違法放置物件を返還するため、政令で定めるところ
により、政令で定める事項を公示しなければならない。  

４ 道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置物件が滅失し、若しくは
破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を
経過してもなお当該違法放置物件を返還することができない場合において、政令
で定めるところにより評価した当該違法放置物件の価額に比し、その保管に不相
当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放
置物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。 

５ 道路管理者は、前項の規定による違法放置物件の売却につき買受人がない場合
において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置物件を廃棄す
ることができる。 

６ 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。  
７ 第一項から第四項までに規定する違法放置物件の除去、保管、売却、公示等に
要した費用は、当該違法放置物件の返還を受けるべき違法放置物件の占有者等の負
担とする。  

８ 第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定
により保管した違法放置物件（第四項の規定により売却した代金を含む。以下こ
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の項において同じ。）を返還することができないときは、当該違法放置物件の所
有権は、当該違法放置物件を保管する道路管理者に帰属する。 
 

（道路管理者等の監督処分）  
第七十一条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律
若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定を
取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工
事の中止、道路（連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下
この項において同じ。）に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しく
は当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をす
ること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。  
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処

分に違反している者  
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件

に違反している者  
三 詐偽その他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によ
る許可、承認又は認定を受けた者  

２（以下、略） 
 

（６）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十
七号）（抄） 
（措置命令）  
第十九条の四 一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一
般廃棄物処理基準）に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場
合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められ
るときは、市町村長（前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条
の七において同じ。）は、必要な限度において、当該収集、運搬又は処分を行つ
た者（第六条の二第一項の規定により当該収集、運搬又は処分を行つた市町村を
除くものとし、同条第六項若しくは第七項又は第七条第十四項の規定に違反する
委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者を含む。
次条第一項及び第十九条の七において「処分者等」という。）に対し、期限を定
めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置（以下「支障の除去等
の措置」という。）を講ずべきことを命ずることができる。  

２ 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書
を交付しなければならない。  

第十九条の四の二 前条第一項に規定する場合（第九条の九第一項の認定に係る一
般廃棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合に限る。）におい
て、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号の
いずれにも該当すると認められるときは、市町村長は、当該認定を受けた者（処
分者等を除く。以下「認定業者」という。）に対し、期限を定めて、支障の除去
等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の
除去等の措置は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その
他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。  
一 処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除
去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。  

二 認定業者が当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し適正な対価を負担してい
ないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることがで
きたときその他第九条の九第九項の規定の趣旨に照らし認定業者に支障の除去
等の措置を採らせることが適当であるとき。  

２ 前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する 
 
（７）災害対策基本法（昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号）（抄） 

（応急公用負担等）  
第六十四条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生
しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認
めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建
物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しく
は収用することができる。 
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２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようと
している場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるとき
は、現場の災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるもの
（以下この条において「工作物等」という。）の除去その他必要な措置をとるこ
とができる。この場合において、工作物等を除去したときは、市町村長は、当該
工作物等を保管しなければならない。 

 
（８）地方税法（昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号）（抄）  

（住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例） 
第三百四十九条の三の二 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住
の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定
めるもの（前条（第十二項を除く。）の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の
推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第十四条第二項の規定
により所有者等（同法第三条に規定する所有者等をいう。）に対し勧告がされた同
法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下
この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条
において「住宅用地」という。）に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百
四十九条及び前条第十二項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の
課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。  

２ 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に
該当するもの（以下この項において「小規模住宅用地」という。）に対して課す
る固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十二項及び前項の規定にか
かわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六
分の一の額とする。  
一 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地  
二 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積
を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数（以下この条及び第三
百八十四条第一項において「住居の数」という。）で除して得た面積が二百平方
メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平
方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて
得た面積に相当する住宅用地  

３ 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
総務省令で定める。 

 
（住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例）  

第七百二条の三  第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の三第

一項（同条第二項において準用する場合及び同条第三項（同条第四項において準

用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項にお

いて同じ。）の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、

第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準と

なるべき価格の三分の二の額とする。  

２ 第三百四十九条の三の二第二項の規定又は第三百四十九条の三の三第一項の規

定により読み替えて適用される第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受

ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項及び前項の

規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分

の一の額とする。 
 
（９）行政代執行法（昭和二十三年五月十五日法律第四十三号）        

第一条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、
この法律の定めるところによる。  

第二条 法律（法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。）により
直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為（他人が代つてな
すことのできる行為に限る。）について義務者がこれを履行しない場合、他の手
段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置するこ
とが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなす
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べき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収
することができる。  

第三条 前条の規定による処分（代執行）をなすには、相当の履行期限を定め、そ
の期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告
しなければならない。  

２ 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないとき
は、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のため
に派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務
者に通知する。  

３ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急
の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ない
で代執行をすることができる。  

第四条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる
本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈
示しなければならない。  

第五条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納
期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。 

第六条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することが
できる。  

２ 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取
特権を有する。  

３ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、
国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。  

 
（１０）小川町環境保全条例（平成１６年１２月１７日条例第１５号）（抄） 

第 2節の 2 建物等の適正な管理 
(定義) 

第 74 条の 2 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。 
(1) 建物 住居又は事業の用に供する目的で建てられた建築物をいう。 
(2) 敷地 建物に使用する一定区域の土地をいう。 
(所有者等の責務) 

第 74 条の 3 建物及び敷地(以下「建物等」という。)の所有者等は、次に掲げる行
為を起因とする害虫や悪臭の発生又は火災発生の危険性を助長すること等の管理
不良状態により近隣の生活環境を損なうことのないよう建物等の適正な管理をし
なければならない。 
(1) 建物等に廃棄物を放置しておくこと。 
(2) 敷地に雑草等が繁茂し、又は枯れ草が密集したままの状態で放置しておくこ

と。 
(指導又は助言) 

第74条の4 町長は、建物等が管理不良状態にあるとき又は管理不良状態になるおそ
れがあるときは、当該建物等の所有者等に対して管理不良状態の解消について必
要な指導又は助言を行うことができる。 

 
 
 
 
あ行      
 
○空き家    建築物（住宅以外の用途を含む。）であって概ね１年以上、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をいいます。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きます。 

 
○空家等    建築物（住宅以外の用途を含む。）及び附属する門、塀、看板等の工作物

であって概ね１年以上、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）のことを

３ 用語集 



第１０章   

35 

 

いいます。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
きます。（法第２条第１項） 

 
○空き家バン  賃貸・売却可能な空家の情報を、利用を希望する人に紹介する制度のこ
ク     とです。（小川町空き家情報バンク制度を参照） 

 

○ＮＰＯ法人  非営利団体（Non-Profit Organization）の略。ボランティア活動などの

社会貢献活動を行い、営利を目的としない団体の総称のことです。 

 

○小川町空家  空家等対策計画の策定、特定空家等に対する措置、その他空家等の利活 

等対策庁内 用等の施策について、協議、検討を図るための庁内組織のことです。（第
検討会   ８章 空家等に関する対策の実施体制に関する事項を参照） 

 

○小川町空き  空き家の所有者から貸したい、売りたい物件を登録していただき、移住・ 

 家情報バン 定住等を希望する方に対し、空き家物件を紹介する制度のことです。（第５

ク制度   章 ５（２）小川町空き家情報バンク制度を参照） 

 

○小川町移住  町の人口減少問題に対処し、移住者の確保を図るため、空き家情報や暮 

サポートセ らしの情報などを移住希望者に提供し、移住が円滑に行えるよう推進する

ンター   窓口のことです。 

 
か行      
 
○狭隘

きょうあい

道路  ■大型自動車の通行が不可能な幅員の狭い道路をいう。主に幅員４ｍ未満
の道路のことです。 

 
○行政指導   特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように（又は行わないよ

うに）具体的に求める行為（指導、勧告、助言など）のことです。 

行政指導は処分ではないので、特定の人や事業者の権利や義務に直接具

体的な影響を及ぼすことはありません。 

 

○行政代執行  法第１４条第９項及び行政代執行法の規定に基づき、行政上の決定に従

わない者に対し、行政機関が法令や条例などで決まったとおりの処置（撤

去、除却など）を行い、その費用をその者から徴収することです。 

 

○公共空地   住民が利用できる国や地方公共団体によって管理されている公園等の空

地のことです。 

 

○コンサルテ  専門家の立場から相談にのったり指導したりする制度のことです。 

ィング制度 

 
さ行      
 
○埼玉県空き  空家等の対策を総合的に推進するため、埼玉県、県内市町村及び各種関 

家対策連絡 係団体を構成員とする連絡会議のことです。 

会議  

 

○住宅・土地  総務省統計局が我が国における住戸（住宅及び住宅以外で人が居住する 

調査結果  建物）に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他
の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全
国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を
得ることを目的とし、５年ごとに実施しています。
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○住宅用地特  現在、居住の用に供する家屋の敷地のうち一定のものについては、地方 
例解除   税法第３４９条の３の２及び同法第７０２条の３の規定に基づき、当該敷

地の面積に応じてその固定資産税及び都市計画税の課税標準額を減額する
特例措置が講じられています。 
この特例が、法第１４条第２項の規定に基づく勧告の対象となった特定

空家等の土地については、固定資産税及び都市計画税の住宅用地特例の適
用対象から除外されることです。 
 

○所有者等   空き家の所有者又は管理者をいいます。 

 

○潜在空家等  現在は人が居住し適正に管理されているが、将来、所有者等が不在にな

ったため放置され、空き家になることが予想される空家等のことです。 

 
○相続登記   被相続人が亡くなり、建物や土地などの不動産の名義を相続人へ名義変

更することです。 
 
た行      
 
○特定空家等  空家等のうち、周辺に悪影響を及ぼしているなどの以下のような状態に

あると認められるものをいいます。（法第２条第２項） 
・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 
・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 
・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 
・その他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 

 

○特定空家等  法第６条第２項第６号に規定されている、法第１４条第１項の規定によ 

に対する措 る助言若しくは指導、同条第２項の規定による勧告、同条第３項の規定に 

置     よる命令又は同条第９項若しくは第１０項の規定による代執行のことです。 

 
は行      
 
○ポケットパ  道路整備や交差点改良によって生まれたスペースに、ベンチを置くなど 

ーク    して整備した小さな公園のことです。 

 

ら行      
 
○利活用    利用と活用を掛け合わせた言葉のことです。 

 

○略式代執行  法第１４条第１０項の規定に基づき、過失がなくてその措置を命ぜられ

るべき者を確知することができないときは、市町村長は、その者の負担に

おいて、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは、委任したもの

に行わせることができることです。
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