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はじめに 

 

 空き家は、これまで、町では適用できる各種法令や小川町環境保全条例に基づ

き、空き家の所有者等へ助言などを行ってきましたが、抜本的な対策を進める

ことが困難でした。 

 こうしたなか、国においては、空家等がもたらす問題に対応するため、空家等

対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）が、平成２６年１１月２

７日に公布され、平成２７年５月２６日に全面施行されました。 

法第６条の規定に基づく空家等対策計画は、法第１条の目的において、「市町

村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」と

されていることから、空家等の対策を総合的かつ計画的に推進するために市町

村による作成が求められているところです。 

 そこで、法第４条の規定に基づく空家等に関する対策等を、総合的、計画的

に進めるため、空家等対策計画を策定しました。 

 なお、この計画は、法第６条第２項に規定されている事項や法第５条の規定

に基づく「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」で定められた空家等対策計画で定める事項毎に、空家等対策の基本とし

て、具体的にどのように施策を進めるべきか基本的な考え方を示したものです。

今後は、この計画に沿って、安全、安心はもとより、活力ある地域づくりの実

現に向けた取り組みを進めていきます。 

 

 
※用語について 

 

＊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） 

 

＊特定空家等：上記の空家等のうち、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 



   

目 次 
 

第１章 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 

  １ 背景                     ・・・・・  １ 

  ２ 町の現状                   ・・・・・  ３ 

  ３ 課題                     ・・・・・  ５ 

  ４ 空家等に関する対策とその方向性        ・・・・・  ６ 

  ５ 計画の対象地区                ・・・・・  ６ 

  ６ 対象とする空家等の種類            ・・・・・  ７ 

 

第２章 計画期間                   ・・・・・  ８ 

 

第３章 空家等の調査に関する事項 

１ 調査の実施主体                ・・・・・  ９ 

２ 調査の対象地区                ・・・・・  ９ 

３ 調査期間                   ・・・・・  ９ 

４ 調査対象となる空家等の種類          ・・・・・  ９ 

５ 調査方法及び内容               ・・・・・  ９ 

 

第４章 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 

１ 所有者責任の原則               ・・・・・ １２ 

２ 町が実施する対策               ・・・・・ １２ 

                               

第５章 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項                         

  １ 空家等の利活用の意識啓発           ・・・・・ １４ 

  ２ 利活用を促進するための情報提供        ・・・・・ １４ 

  ３ 空家等情報の管理               ・・・・・ １４ 

  ４ 補助金制度                  ・・・・・ １４ 

  ５ 利活用対策                  ・・・・・ １５ 

 

第６章 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 

１ 特定空家等への該当を判断する際の基本的な考え方・・・・・ １６ 

２ 特定空家等に対して必要な措置を講ずる際の具体的な手順等・ １６ 

 

第７章 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・・・ １８ 

 

第８章 空家等に関する対策の実施体制に関する事項   ・・・・・ １９ 

 

第９章 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項・・・・・ ２０ 

 

第１０章 資料編 

１ 関係法令等                  ・・・・・ ２１ 

２ その他の関係法令（抜粋）           ・・・・・ ２９ 

３ 用語集                    ・・・・・ ３４ 



第１章   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）全国の空き家の状況 

都市への人口集中や世帯構成の変化に加え、高齢化や人口減少が進む

なか、全国の空き家は、数の上でも率の上でも増加を続けています。 

総務省統計局が５年ごとに実施している「平成２５年住宅・土地統計

調査結果」では、平成２５年の空き家数は全国で 820万戸、空き家率は

13.5％と過去最高となりました。 

また、昭和４８年の調査から４０年間で、総住宅数は２倍程度になっ

たのに対して、空き家数は５倍近くになり、空き家率も２.５倍程度にな

っています（下表参照）。 

  

  
「住宅・土地統計調査結果」では、空き家は「居住世帯のない住宅」

に分類されます。 

さらに、 

・二次的住宅：別荘又は仕事の都合で一時的に寝泊りするだけの住宅

やセカンドハウス 

・売却用の住宅：新築・中古を問わず、売却のために空き家になって

いる住宅 

・賃貸用の住宅：新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になって

いる住宅 

・その他の住宅：それ以外の人が住んでいない住宅 

の４つに分類されます。このうち、問題となる空き家は、「その他の住

宅」です。
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第１章 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 
 

１ 背景 
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空き家全体に占める「その他の住宅」の割合は、30％台で推移してお

り、平成２５年の調査では3,184千戸、空き家全体に占める割合は３分の

１（38.8％）を超えています（下表参照）。 

 
  

 

住宅数 

（単位：千戸） 

居住世帯のない住宅（空き家） 

総数 

(a) 

二次的住

宅 

売却用の

住宅、賃

貸用の住

宅 

その他の住宅 

数(b) 割合

(b/a) 

昭和５３年 35,451 2,679 137 1,565 977 36.4％ 

昭和５８年 38,607 3,302 216 1,834 1,252 37.9％ 

昭和６３年 42,007 3,940 295 2,336 1,310 31.1％ 

平成 ５年 45,879 4,476 369 2,619 1,488 33.2％ 

平成１０年 50,246 5,764 419 3,520 1,825 31.6％ 

平成１５年 53,891 6,593 498 3,978 2,118 32.1％ 

平成２０年 57,586 7,568 411 4,476 2,681 35.4％ 

平成２５年 60,629 8,196 412 4,600 3,184 38.8％ 

    ※「平成２５年住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局） 

 

また、平成２０年の調査から平成２５年の調査の間に増加した空き家

総数628千戸のうち、495千戸（78.8％）が一戸建てであり、そのうちほ

ぼすべて（493千戸、99.6％）が「その他の住宅」でした（下表参照）。 

 
 

空き家の種類 

（単位：千戸） 

空き家総

数 

二次的住

宅 

売却用の

住宅・賃貸

用の住宅 

その他の

住宅 

平成２５年総数 8,196 412 4,600 3,184 

 

一戸建 2,999 281 414 2,305 

長屋建 455 7 300 147 

共同住宅 4,712 121 3,880 711 

その他 30 3 6 20 

平成２０年総数 7,568 411 4,476 2,681 

 

一戸建 2,504 272 421 1,812 

長屋建 416 7 375 133 

共同住宅 4,623 130 3,775 718 

その他 26 3 6 18 

 ※「平成２５年住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局） 

 

 （２）空き家対策の法的動向 

管理されずにそのまま放置される「その他の住宅」が増加するなか、

空き家問題への法的対応は自治体条例が先行し、これまでに全国で 400

を超える自治体が空き家対策条例を制定しています。 

国（国土交通省）においても、平成２２年に６都府県の一部を対象に

した「空家実態調査」、空き家の活用や除却に対して補助する「空き家等

再生推進事業」が実施され、平成２６年１１月に議員立法により「空家

等対策の推進に関する特別措置法」（以下「法」という。）が成立し、平

成２７年５月２６日に全面施行されました。 
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法では、第一義的には所有者等に空家等の適切な管理責任があるとし 

ながら、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

実施について、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空家等の状況

を把握する立場にある市町村の責務としています。 

国は、平成２７年２月に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（基本指針）を告示し、市町村、都道府県、

国の役割をそれぞれ明確にするとともに、空家等対策計画についての基

本的な考え方を示しました。 

また、平成２７年５月に「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」（以下「ガイドライン」という。）を公表し、

市町村が「特定空家等」の判断の参考となる基準を示す一方で、地域の

実情を反映しつつ、適宜固有の判断基準を定めることにより対応するこ

とが適当であるとしました。 

これにより、空家等対策を効果的かつ効率的に推進するためには、各 

市町村において空家等対策を総合的かつ計画的に実施するための計画の

作成が重要とされているところです。 

 

 

 

 

 （１）人口の推移 

町内の人口は、昭和５５年から平成７年にかけて増加を続けていまし

たが、平成７年の３７,８２２人を境に減少傾向に転じ、平成２７年には       

３０,５４０人となっています。 

    また、６５歳以上については、昭和５５年以降増加傾向にあり、将来

的にも平成３７年頃まで増加が続き、以降、緩やかに減少する見込みと

なっています（下表参照）。 

 
 H12年 H17年 H22年 H27年 H32年 H37年 H42年 

 人口（人） 37,301 35,401 32,913 30,540 28,361 26,107 23,788 

 65歳以

上 

(人) 6,401 7,207 8,222 9,555  10,653 10,950 10,575 

(％) 17.2 20.4 25.0 31.3 37.6 41.9 44.5 

※実績値（H22年まで）：国勢調査（総務省統計局） 

      ※推計人口（H27年以降）：日本の地域別将来推計人口(国立社会保障・人口問題研究所)       

 

 （２）住宅数、世帯数の推移 

町内の住宅数及び世帯数は、平成１５年から平成２０年にかけて増加

を続けていましたが、平成２５年は減少傾向に転じています（下表参照）。 

 
     H10年 H15年 H20年 H25年 

住宅数(a)（戸） 13,440 12,730 14,140 13,180 

世帯数(b)（世帯） 11,690 11,320 12,170 11,480 

差(a)－(b) 1,750 1,410 1,970 1,700 

      ※「平成２５年住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局） 

 

２ 町の現状 
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 （３）空き家数と空き家率の推移 

    町内の空き家数と空き家率については、平成１０年に１,５９０戸（空

き家率 11.8％）であったものが、平成２５年にも、１,５９０戸（空き家

率 12.1％）と１５年間でもほぼ横ばいとなっています。 

埼玉県と比較しても、率にして高い傾向があります（下表参照）。 

 
【住宅数、空き家数の推移】 

 H10年 H15年 H20年 H25年 

住宅数(戸) 13,440 12,730 14,140 13,180 

空き家数(戸) 1,590 1,300 1,870 1,590 

空き家率(％) 11.8 10.2 13.2 12.1 

※「平成２５年住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局） 

 
【空き家率の推移】                  （単位：％）  

 H5年 H10年 H15年 H20年 H25年 

全 国 9.8 11.5 12.2 13.1 13.5 

埼玉県 8.5 9.9 9.7 10.7 10.9 

小川町 ― 11.8 10.2 13.2 12.1 

※「平成２５年住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局） 

※「空き家」の総数であり、「その他の住宅」ではない。 

 

 （４）空き家の用途別内訳 

    町内の空き家の用途別の利用状況のうち、「その他の住宅」に占める割

合は、平成１５年から２０年は横ばいでしたが、平成２５年は増加傾向

にあり、全国平均よりも高い傾向にあります（下表参照）。 

 
  

 

住宅数 

（単位：戸） 

居住世帯のない住宅（空き家） 

総数 

(a) 

二次的

住宅 

売却用の

住宅・賃貸

用の住宅 

その他の住宅 

数(b) 割合

(b/a) 

平成 10年 13,440 1,590  ― ― ― ―  

平成 15年 12,730 1,300 160 480 660 50.8％ 

平成 20年 14,140 1,870 130 820 920 49.2％ 

平成 25年 13,180 （注）1,590 330 290 980 61.2％ 

平成 25年全国 60,629,000 8,196,400 412,000 4,600,500 3,183,900 38.8％ 

      ※「平成２５年住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局） （注）内訳の合計とは一致しない。 

 

 （５）空き家の現状に対する評価 

町内の空き家の現状は、以下のとおりとなっています。 

 ・人口が減少するとともに、住宅数が世帯数と比較して過剰な傾向にあ

ります。 

 ・空き家数と空き家率は、ともに横ばい傾向にあります。 

・適正な管理がなされず特定空家等となる可能性が高い「その他の住宅」

が、空き家総数に占める割合は年々増加しています。 
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空家等に関する課題は、空家等が放置されることで発生するものや所有者

等に関するもの、空家等が増えることで地域活力の低下や過疎化が生じると

いった社会的問題など、多くのものがあります。 

 

（１）近隣への悪影響（倒壊の危険・環境悪化など） 

   空家等が放置されると、劣化や強風による倒壊事故や屋根材等の飛散事

故が発生する危険性があります。 

   また、空家等の敷地内の草木の繁茂により、隣地や道路への越境、敷地 

内へのゴミの不法投棄など、近隣の環境

悪化を招く原因となります。 

 

（２）地域全体への悪影響（防災・防犯上の     

危険・景観悪化など） 

放火や不審者の侵入、不法滞在など空

家等が犯罪の温床となるおそれがあり、

防災、防犯上とても不安を感じます。 

また、獣の侵入、建物の破損や腐食が著しく生じている空家等は、良好

な景観を害するなど、地域全体へ悪影響を及ぼします。 

 

（３）所有者等の管理意識の欠如 

空家等を放置する人は、他人に貸すことへの抵抗感、改修費用及び除却

費用の捻出、高齢化、単身世帯化、死亡、行方不明、遠方に居住、相続、

所有者や管理者としての管理意識、活用や除却する意向等の問題意識や危

機意識に関心が低下しています。 

 

（４）空家等の増加に伴う地域活力の低下と、さらなる悪循環（過疎化・空洞

化）の懸念 

人口が減少し空家等が増加すると、地域コミュニティが希薄化するとと

もに、景観も悪化していくため、まちとしての魅力も低下していきます。 

その結果、更なる人口減少が起こり過疎化に繋がるおそれがあります。 

 

（５）空家等の増加にあわせて町民からの意見・苦情の件数の増加、問題の顕

在化 

空家等の状況はそれぞれ異なり、空家等を所有・管理している方の状況

もまた異なります。空家等が増えた分、多くの意見や苦情が発生し、防災

面、防犯面、環境面、衛生面など多種多様な問題を抱えている状況が顕在

化しています。 

 

 

 

 

 

３ 課題 
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（６）将来の人口減少が予測され、空家等のさらなる増加による問題の増大 

少子高齢化などにより人口が減少すると、人口に対して住宅数が過剰と

なり、さらに空家等の件数が増加し、問題が増大する要因となります。 

 

 

 

 

（１）予防対策：早期発見、早期対応の仕組みづくり 

ア 現況把握のための調査 

イ 適正管理の情報発信、相続対策、相続登記の推進の意識啓発 

ウ 定住支援による事前対策 

エ 既存住宅の質の向上、密集市街地及び狭隘
きょうあい

道路対策 

オ 良好な住環境の保全、推進のための経済的支援 

 

（２）実施対策：安全、安心の確立及び良好な生活環境の保全 

ア 行政指導による特定空家等の解消 

イ 除却、跡地利用の所有者等への働きかけ 

ウ 地域の体制整備や意識改革 

エ コンサルティング制度の整備 

 

（３）有効活用：建物の継続利用、再構築の推進及び流通、住み替えの促進 

ア 住宅の空き家バンクや住み替え支援による建物の有効活用 

イ ポケットパークなどの公共空地の整備 

ウ 避難スペース設置による土地の利活用の促進 

エ その他の施設への利活用の促進 

 

（４）推進体制の構築：総合的な対策に向けた庁内、関係団体との連携強化 

ア 庁内関係各課と連携した庁内検討会（第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）の設置 

イ 各種問題に対する専門相談窓口の設置 

ウ 関係団体との連携 

 

 

 

 

  空家等に関する対策の計画の対象とする地区は、町内全域とします。 

 また、現時点では重点的に対策を行う地区は定めませんが、地域ごとに空家

等の発生度合いは異なるため、必要が生じた場合は重点地区を定めることとし

ます。 

 

４ 空家等に関する対策とその方向性 

５ 計画の対象地区 
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法第２条 空家等の種類 

建築物 

工作物 

その 

敷地 

計画の対象 
住宅 

店舗 

事務所 

倉庫等 

悪影響を及ぼしていると認められる状態のもの 

対象外 

販売目的 賃貸目的 
共同住宅
等 

 

 

この計画において対策の対象とする空家等の種類は、法第２条第１項で規定

される空家等及び第２項で規定される特定空家等とします。 

したがって、対象とする空家等は住宅用途に限らず、店舗、事務所、倉庫

等も含まれることになります。 

また、共同住宅等の建築物の一部において、居住その他の使用がされてい

ないことが常態であるものについては空家等に含みません。 

ただし、空家等のうち、「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」ものについては、原則

対象から除外するものとしますが、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている

と認められる状態のものについては、本計画の対策が必要な空家等とします。 

 

  ○悪影響を及ぼしていると認められる状態の例 

   ・法第２条第２項で規定された「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。 
・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 

 

   ・現在のところ影響は少ないが、近々に悪影響を及ぼすことが容易に判

断できるもの。 

 

また、対策に取り組む際の優先順位については、悪影響が及んでいる状況

（危険度）を判断し対応します。基本的には、上記に該当する特定空家等へ

の対応を優先しますが、地域の要望などにより適宜対応していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 対象とする空家等の種類 
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平成２８年度 → 平成３２年度 → 平成３７年度 

 

 

 

計画の期間は、平成２８年度から平成３７年度の１０年間とします。 

また、状況の変化により、計画の期間内であっても必要に応じて見直しを行

うこととします。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
腰越城跡からの風景 

 

第２章 計画期間 

必要により見直し 

 



第３章   

9 

 

 

 

 

 

 

  調査は、町職員が１次調査と２次調査を実施します。 

  １次調査は、空家等と認められる可能性のある空家等を把握します。 

２次調査は、そのうち周辺に悪影響が見込まれる空家等を改めて調査し、

当該結果を踏まえ特定空家等と認められるか判断をするものです。 

 

 

 

 

  町内全域を対象に調査を実施します。 

 

 

 

 

  １次調査は、平成２８年度第１四半期中に実施しました。 

２次調査は、１次調査の結果の集計等を踏まえ、２次調査用の調査票等を

取りまとめた後、実施しました。 

調査実施以降も、空家等の実態を継続的に把握するために調査結果に基づ

くフォローアップに努めていきます。 

 

 

 

 

  「第１章 ６ 対象とする空家等の種類」で計画の対象とした空家等につ

いて、調査を実施します。（ただし、水道設備のない倉庫等は除きます。） 

 

 

 

 

（１）１次調査 

水道閉栓情報及び周辺住民からの聞き取りに基づき、次の調査項目を目

視により外観から判断します。 

   ・建物の種類（戸建住宅、その他） 

   ・空家等の種類とその状況 

    ①このまま放置すれば倒壊するなどのおそれがある 

    ②老朽化等により腐食していて衛生上良くない 

    ③外観上著しく景観を損なっている 

    ④その他放置されて周辺の生活に影響を及ぼしている 

  ・空家等の所在地

第３章 空家等の調査に関する事項 

１ 調査の実施主体 

２ 調査の対象地区 

３ 調査期間 

４ 調査の対象となる空家等の種類 

５ 調査方法及び内容 
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３２１戸 
•水道閉栓情報（過去３年以前の閉鎖）に基づき現地調
査した結果の空家等 

２１戸 •そのうち周辺に悪影響が見込まれ
る空家等 

２次調査へ 

 ○参考：平成２８年度１次調査結果（平成２８年６月現在） 

 

 

（単位：戸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）２次調査 

１次調査において、周辺に悪影響が見込まれる空家等を対象に、調査項

目の再確認に加え、下記に示す詳細な項目について調査を実施し、使用実

態や周辺に及ぼしている悪影響について把握します。 

・空家等の所有者等の聞き取り調査 

・空家等の近隣への聞き取り調査 

・外観調査 

・所有者等が不明の場合、固定資産税台帳等を利用した調査・確認 

 

（３）特定空家等の判断 

２次調査の結果、周辺に悪影響を及ぼしている空家等は、特定空家等と

認められるかの判断に移り、特定空家等に該当する場合は、措置の実施に

ついて検討します。（第６章 特定空家等に対する措置その他の特定空家

等への対処に関する事項を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区名 市街化区域 市街化調整区域 計 うち２次調査 

小川 131 17 148 12 

大河 31 57 88       4 

竹沢      6 24 30       2 

八和田      0 31 31       2 

東小川 15   － 15       1 

みどりが丘      9 －  9       0 

計 192 129 321 21 

１次調査（水道閉栓情報、聞き取
りに基づく外観調査） 

２次調査（周辺に悪影
響が見込まれる空家等

の調査） 

特定空家等 

の判断 
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（４）調査後の継続的な把握 

空家等の実態を継続的に把握するために、調査実施以降も自治会等から

の情報提供や、町職員の調査等によるフォローアップに努めていきます。 

また、調査結果を踏まえ、空家等に関するデータベースを整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
仙元山からの風景 
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  空家等は、法第３条において「空家等の所有者等は、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。」と規定

されているように、憲法で規定する財産権や、民法で規定する所有権に基づ

き、所有者等自らが適切に管理することが原則です。 

  しかしながら、空家等に関する問題は、建物の老朽化による倒壊の危険や

草木の繁茂、相続の複雑化など多種多様なものが存在するため、所有者等が

空家等の適切な管理を行うにあたって、どこに相談や依頼をすればよいのか

分からないといったことも考えられます。 

  そこで、町では空家等に対する総合窓口を設けるとともに、関係事業者団

体と連携した相談体制を整備し、空家等の所有者等による適切な管理を支援

していきます。（第７章 住民等からの空家等に関する相談への対応に関す

る事項を参照） 

 

 

 

 

  上記１で示したとおり、空家等は所有者等自らが適切に管理することが原

則ですが、経済的な事情や、遠方に居住しているため空家等の状況を把握し

ていないなどの理由により、自らの管理責任を全うしていない場合も考えら

れます。 

そのような場合においては、町において以下の対策を講ずることで空家等

の問題解決を図ります。 

 

 （１）予防対策（現況調査、意識啓発、利活用の支援） 

空家等は、放置された建物の老朽化や草木の繁茂が進むほど、除却等

に要するコストが増大し、また、放置年数が経つにつれて所有者等の把

握も困難になります。空家等対策については、問題が深刻化する前の早

期対応が重要であり、空家等の調査を行い、事前に実態を把握するとと

もに、所有者等への意識啓発を目的とした情報提供や、利活用の支援に

努めます。 

  

 （２）実施対策(改善の指導) 

特定空家等は、防災、衛生、景観などのさまざまな面において周辺の

生活環境に悪影響を生じさせることから、所有者等に対し、改善の指導

を講ずることで、特定空家等の解消に努めます。 

 

（３）法に基づく措置（行政代執行） 

   危険度の高い特定空家等については、危険排除と公費負担を行う公益性、

第４章 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 

１ 所有者責任の原則 

２ 町が実施する対策 
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公平性について充分な検討をしたうえで、法に基づく行政代執行による解

決を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

特定空家等 

管理不十分
な空家等 

潜在空家等 

適正に管理
されている
空家等 

空家等の発生の抑制 適正な管理の推進 

予防対策（現況調査、

意識啓発、利活用の支

援） 

実施対策（改善の指導） 

法に基づく措置（行政

代執行） 
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 特定空家等とならないための予防対策の一環として、利活用可能な空家等は

所有者等や入居希望者に対し活用を促します。 

また、空家等がやむを得ず除却された跡地は、町がその跡地を含めた地域資

源として有効に利活用されるように（移住促進のための住居等）、その方策を

検討することが必要です。 

そのため、下記の取組により、空家等の利活用対策を推進していきます。 

 

 

 

 

 （１）空家等の所有者等からの申し出がなければ利活用を推進することがで

きないため、固定資産税の納税通知書に利活用のパンフレットを同封す

る等して意識啓発を進めていきます。 

 

 （２）ホームページ等で情報発信を進めていきます。 

 

 

 

 

（１）空家等の所有者等から利活用の相談を受けた場合は、相談者の意向に

応じたアドバイスを行います。 

 

（２）行政区、ＮＰＯ法人、小川町移住サポートセンター等と連携します。 

 

 

 

 

  空家等に関する調査（第３章 空家等の調査に関する事項を参照）のデー

タベースを整備します。 

 

 
 （１）町が実施中の以下の補助金に加えて、新たな補助制度の創設を検討し

ていきます。 

小川町内産木材等利用リフォーム補助金 

 

 （２）国土交通省が所管する社会資本整備総合交付金の基幹事業である空き

家再生等推進事業を活用しての有効活用策を検討します。 

 

（３）埼玉県が実施する補助制度を紹介します。 

埼玉県多子世帯向け中古住宅取得・リフォーム補助制度（住宅課）等 

４ 補助金制度 

第５章 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

１ 空家等の利活用の意識啓発 

２ 利活用を促進するための情報提供 

３ 空家等情報の管理 
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 （１）利活用対策の検討 

    空家等の利活用対策については、庁内検討会（第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）が、検討を行う場として推進し

ていきます。 

    跡地についても、公的利用を含めて利活用することを検討します。 

 

 （２）小川町空き家情報バンク制度 

    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・定住を希望する方に対し、町内の空き家物件を紹介する制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）移住支援（移住サポートセンター事業） 

移住が円滑になることを目的に各種情報（空き家の情報、暮らしの情

報等）を集約し、移住希望者に情報提供を行います 。 

 

 （４）体験施設等として整備、活用 

    空き家を、居住環境の改善及び地域の活性化に資する滞在体験施設、

交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等として整備し、活

用します。 

 

（５）農業研修者及び従事者の居住環境の活用 

農業研修者及び従事者の就業を支援するため、空き家を活用します。 

 

小川町 

都市政策課 

空

き

家

所

有

者 

空

き

家

希

望

者 

仲介業者 

登録 情報提供 

見学・申込 物件調査 

契約交渉 契約交渉 

５ 利活用対策 
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  特定空家等とは、法第２条第２項に、 

 ・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 

  以上の状態にあると認められる空家等を特定空家等と規定されています。 

  空家等が上記の状態であるかの判断は、埼玉県空き家対策連絡会議が策定

した「特定空家等判定方法マニュアル」のうち、判断の参考基準として示さ

れた〔別紙１〕～〔別紙４〕に基づくチェックリストを活用して行います。 
  以下、チェックリストの様式例を記載します（「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」の一項目における例）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  特定空家等に該当するかどうかは、町職員による現地調査や空家等の所有

者等への事情把握等を踏まえた調査を経て、庁内検討会（第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）において特定空家等に該当する

かを協議し、判定します。

１ 特定空家等への該当を判断する際の基本的な考え方 

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
（１）建築物が倒壊等するおそれがある。
　イ　建築物の著しい傾斜

通行人や近隣
住民へ被害が
及ぶ可能性

1

2

3

4

5

6

特定空家等と判定（①②に○）

空家等と判定又は総合判定（Ｐ２１）に移る
（①が○、②が×）

Ｓ造建築物について、1/30超の傾斜（傾斜を生じた階の
上の階数が１階以下の場合）が確認できる。

Ｓ造建築物について、1/50超の傾斜（傾斜を生じた階の
上の階数が２階以上の場合）が確認できる。

〔別紙１〕「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」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

調査項目
①
判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

建築物の崩壊、落階、上階とのずれが目視で確認でき
る。

基礎が不同沈下または建築物の傾斜が目視で確認でき
る。

木造建築物について、1/20超の傾斜が確認できる。２階
以上の階が傾斜している場合も同様である。

写真1 写真2
写真3

第６章 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 

２ 特定空家等に対して必要な措置を講ずる際の具体的な手順等 
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その結果、特定空家等と判定された空家等は、法第１４条第１項の規定に

基づき、所有者等に対して助言又は指導します。 

以下、特定空家等に対して必要な措置を講ずる際の手順のフロー図です。 

事案の発生（町民からの相談、現地の実態） 

現地調査、所有者等の調査（法第９条、第１０条） 

所有者等の確知、事情の把握（法第１０条） 

管理が行
き届いて
いる 

適切な管
理の情報
提供等
（法第１２
条） 

経過観察 

管理が行き届いていない 

特定空家等の判定 ①特定空家等判定方法マ
ニュアルによる判定 ②庁内検討会の協議 

特定空家
等と判定
しない 

適切な管
理の情報
提供等
（法第１２
条） 

経過観察 

特定空家等と判定（法
第２条第２項） 

助言又は指導（法第１
４条第１項） 

改善され
た 

適切な管
理の情報
提供等
（法第１２
条） 

経過観察 

改善され
ない 

勧告（法第１４
条第２項） 

意見書等提出の
機会の付与（法
第１４条第４項～
第８項） 

命令、標識の設
置、公示（法第１
４条第２項、第１１
項、第１２項、第１
６条第１項） 

行政代執行（法第
１４条第９項、行政
代執行法） 

確知した所有
者等に措置を
講ずる権原が
ない 

過失がなくて措
置を命ぜられる
べき者を確知す
ることができな
い（法第１４条第
１０項） 

略式代執行（法
第１４条第１０項） 

所有者等不在等
（所有者等を確
知することがで
きない） 

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（法第１４条第
１０項） 

略式代執行（法
第１４条第１０項） 
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 空家等に関する相談の内容としては、例えば所有者等の自らによる今後の利

活用方針に関するものから、空家等が周辺に及ぼしている悪影響に関する近隣

住民からの相談、苦情まで幅広く考えられます。 

なお、所有者等の自らによる相談は、適切な管理や利活用方針を検討する際

の意思決定に関わるものであり、さらに、近隣住民からの相談、苦情は、生活

環境の保全や危険の未然防止に関わるため、各々の相談に迅速かつ適切に対応

します。 

 

町は、住民等からの空家等に関する相談に対して、空家等総合窓口（都市政

策課）を設け、空家等の全般の相談に応じるほか、内容に応じて担当課と調整

し、迅速な回答に努めていきます。 

また、担当課において対応が困難な空家等の専門的な相談は、各種関係事業

者団体と連携して対応します。 

 

専門的な相談を含め、幅広い相談内容に迅速かつ適切に対応できるよう体制

を整備していきます。 

以下、町における住民等からの空家等に関する相談の対応フロー図です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○小川町空家等総合窓口 

都市政策課 電話 0493-72-1221㈹(内線 254） 

各種関係事業者団体 

◆不動産団体 ◆建築設計団体 ◆建築建設団体 

◆法律団体    ◆その他の団体 等 

空家等 

所有者等 

住民等 

 

近隣 

住民 

移住・定

住希望者 

子育て 

世帯など 

相談等 相談応対 

専門相談窓口 

 

連携 

関係各課 

連絡 

報告 

第７章 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 
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 空家等の対策を実施するに際しては、庁内の様々な課に関係することから、

必要に応じて対策に関する協議を行い、実施の検討をします。 

空家等の対策を実施するうえでの検討組織は、町の庁内組織による「小川町

空家等対策庁内検討会」とします。 

また、特に関係する地域の代表者（区長等）と連携しながら情報交換を行い、

適切な対応が実施できる体制を整えていきます。 

なお、庁内検討会は下記の構成員により組織されています。 

 

 ○平成２９年３月まで 

 ・副町長 ・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 

 

 以下、町における担当課と役割の一覧です。 

空家等に関する対策の実施体制、役割 担当課 

防災に関すること 総務課 

防犯、寄附申込みに関すること 政策推進課 

固定資産の課税情報、住宅用地特例解除に関すること 税務課 

住民基本台帳及び戸籍に関すること 町民課 

ごみ等の放置、不法投棄に関すること 

環境農林課 
鳥獣害、害虫に関すること 

樹木、雑草等の繁茂に関すること 

農業施策としての利活用に関すること 

産業振興施策としての利活用に関すること 
にぎわい創出課 

定住促進対策としての利活用に関すること 

道路、河川に関すること 建設課 

庁内検討会の運営、連絡調整等に関すること 

都市政策課 管理不全な空家等に関すること 

空き家情報バンク、利活用に関すること 

水道の使用状況等に関すること 上下水道課 
 

 ○平成２９年４月から（機構改革のため、担当課等の変更） 

・副町長 ・政策推進課長 ・防災地域支援課長 ・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 

 

以下、町における担当課と役割の一覧です。 

空家等に関する対策の実施体制、役割 担当課 

寄附申込みに関すること 政策推進課 

防災、防犯に関すること 防災地域支援課 

固定資産の課税情報、住宅用地特例解除に関すること 税務課 

第８章 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 
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住民基本台帳及び戸籍に関すること 町民課 

ごみ等の放置、不法投棄に関すること 

環境農林課 
鳥獣害、害虫に関すること 

樹木、雑草等の繁茂に関すること 

農業施策としての利活用に関すること 

産業振興施策としての利活用に関すること 
にぎわい創出課 

定住促進対策としての利活用に関すること 

道路、河川に関すること 建設課 

庁内検討会の運営、連絡調整等に関すること 

都市政策課 管理不全な空家等に関すること 

空き家情報バンク、利活用に関すること 

水道の使用状況等に関すること 上下水道課 
 

 

 

 

 
 前述の第２章 計画期間や住宅・土地に関する調査の実施年と整合性を図り、
計画期限を迎えるごとに、町の空家等の状況の変化を踏まえ、計画内容の改定
等を検討します。 
 
 

第９章 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 
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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 

第１０章 資料編 
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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。



第１０章   

27 

 

（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 
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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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