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利根町パブリックコメント実施結果表 

 

１.パブリックコメント実施の概要 

政策等の名称 利根町空家等の適正管理に関する条例（案） 

意見等募集期間 令和２年１１月１２日（木）から令和２年１２月１１日（金） 

意見等提出者数及び

整理番号 
４名 （ＮＯ．１－７ ～ ＮＯ．２－５ ～ ＮＯ．３－１１ ～ ＮＯ．４－１５） 

意見等提出件数 ３８件 

２．意見等の概要と実施機関の考え方 

ＮＯ 
ページ・ 

該当箇所 
提出された意見等の概要 

・意見等に対する実施機関の考え方 

・提出された意見等に基づき政策等の案を修正した場合の修正内容

及び修正理由 

1-1 Ｐ１ 

 条例の題名 

 

利根町空家等の適正管理に関する条例（案）の題名について「利根

町空家等対策の推進に関する条例（案）」にした方が良いと思います

が。 

 （理由） 

１．法律「空家等対策の推進に関する特別措置法」と「利根町空家 

 等対策計画」の名称との関連性が判り易いため。 

２．今後，空家等の対策が切迫してくることが予測されることに鑑 

み，空家対策の３要素「予防」「活用」「適正管理」の推進が余 

儀なくされる。これらを踏まえた条例制定が必然的になると予想 

されるため。 

 

この条例（案）については，今回あくまで空家等の適正管理に関

しての条例と考えております。 

空家等がもたらす問題等に総合的に対応するため，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。）が制定され，法的に対応できるようになりました。予防，

活用，適正管理については，空家対策を推進するうえで必ず必要な

ことであります。これらについては，利根町総合振興計画，利根町

都市計画マスタープラン，利根町まち・ひと・しごと創生総合戦略，

利根町空家等対策計画の中で方針や施策について規定されており，

事業が展開されていますので，原文どおりとします。 

 

1-2 Ｐ1 

（趣旨）第１条 

 （趣旨）の見出しを（目的）にした方が良いと思いますが。 

 （理由） 

 目的規定にした方が，直接の目的だけでなく究極的に大きな公益に

資する旨を明記したりすることで，その法律の必要性や意義を強調す

る手段とも成りうるため。 

・具体的な記述についての提案 

 国の特別措置法とガイドライン（指針）に基づき作成された，利根

町空家等対策計画の第１章（１）計画策定の背景にその内容が記述さ

れているので，これからまとめたらいかがでしょうか。 

 

 

 目的と趣旨について各々使い分けされて使用されています。ここ

では，法に基づき適正管理に関して主なねらいとしてこの条例（案）

を制定しているため趣旨としています。また，具体的な記述につい

ては，利根町空家等対策計画に記載されており，簡潔に作成する観

点から原文どおりとします。 
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1-3 Ｐ１  

（情報の提供）

第５条 

第５条第１項を第２項とし，第１項に次の内容を追加する。 

町は，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なけ

ればならない。 

（理由） 

１．情報は，双方向からあるのが望ましいと思う。 

２．本条例の目玉としている（緊急安全措置）の実行性を担保する 

うえでも，実行のプロセスの一つである「情報提供」の条文を充 

実したらいかがでしょうか。 

３．「特別措置法」第１２条を準拠とする。 

 

ここで言う情報の提供は，空家等の情報を町民等に提供してもら

うことで，地域の方に空家等に関心を持ってもらうとともに，適正

に管理されていない空家等がそのまま放置されることを防ぐ効果

にもつながっています。 

この意見については，条例（案）第４条（町の責務）の中に含ま

れると考えますので，３－５により条文を修正し規定します。  

1-4 P２ 

（緊急安全措

置）第８条 

 

第８条第１項の最後の行に以下の内容を記述した方が良いと思い

ますが。 

８条第１項 ・・・・（以下「緊急安全措置」という。）を講ずる

ことができる。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。 

（理由） 

・「緊急安全措置」を実行しようとする本気度が現わされるため。 

・法（立入調査等）第９条を準拠。 

 

空家等の所有者等の責務が，条例（案）第３条に規定されており，

行為事態は，所有者等が実施すべきもので緊急時に所有者等の対応

がすぐに行えない，又は連絡が取れないなど危険な状態をすぐに回

避する行為を規定しているため所有者等の行為は規定せず原文ど

おりとします。 

 

1-5 Ｐ２ 

（緊急安全措

置）第８条 

 

第８条第３項を第５項とし，次の２項を追加する。 

第３項 前項の措置を行おうとする者は，その身分を示す証明書を 

携帯し，関係者から要求があったときは，これを提示しなけ 

ればならい。 

第４項 第２項を講じたときは，所有者等に通知又は公告をしなけ 

ればならない。 

第５項 現第３項条文 

（理由） 

・上記の２項目を追加することで具体性が明確になるため。 

・法（立入調査等）第９条を準拠。 

 

 

 

 

行為事態は，１－４と同じ考え方で所有者等から同意を得て実施

するものであり，あくまで応急的に危険な状態を回避する措置で

す。実施したことを所有者等に通知等で知らせるとともに費用のか

かったものについては，請求いたしますので，原文どおりとします。 
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1-6 Ｐ２～Ｐ３ 

（協議会の組

織）第１１条第

２項 

 

第１１条第２項の委員の名称について，以下のようにした方が良い

のでは。 

（２）区長会役員を区長会 

（３）弁護士を弁護士会 

（４）司法書士を司法書士会 

（６）宅地建物取引士を宅地建物取引業者会 

（７）建築士を建築士会 

第１１条第２項第９号に商工会を追加する。 

（理由） 

・空家対策は，幅広く業界団体の協力が不可欠なため。 

・民間企業や地域団体との協力が特に重要なため。 

 

確かに空家等の対策を推進するうえで，業界団体・民間企業等の

協力が重要であります。現在の委員については，各団体からの推薦

等により選出していただいていますが，利根町に居住又は関わりが

あるなどのケースを考えると団体を限定せずに専門職として規定

していきたいと考えております。又商工会を追加することについて

は，法第７条第２項の中で専門職の中には含まれておらず，条例

（案）第１１条第２項第９号の中で必要と認めれる者と規定されて

いるので必要に応じて委員に加えていきたいと考えておりますの

で，原文どおりとします。 

 

1-7 Ｐ２～Ｐ３ 

（協議会の組

織）第１１条 

 

 第１１条に第３項を追加する。 

第３項 前２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。 

・協議会運営規則，又は要領を作成する必要があるのでは。 

（理由） 

・特措法第７条第３項を準用するため。 

 

協議会の運営に関しては，条例（案）第１８条に規定されており

ますので，原文どおりとします。 

2-1 Ｐ１ 

 

この「利根町空家等の適正管理に関する条例（案）」は，空家等対

策の推進に関する特別措置法」（平成２６年）をうけて作成した「利

根町空家等対策計画」の条例化と思われます。 

 しかし，全体的にみると「対策計画」よりはばが狭まり，「緊急安

全措置」を盛り込むためのものとなっています。空家等の管理を目的

とする初めての条例の制定であるならば，現在の利根町の空き家状況

や今後の空家対策を踏まえた町の活性化につながる条例であるべき

です。 

 

１－１と同じ考えで，空家等の適正管理に関しての条例と考えて

おります。 

町の活性化も含め方針や施策については，利根町総合振興計画，

利根町都市計画マスタープラン，利根町まち・ひと・しごと創生総

合戦略，利根町空家等対策計画に規定されており，事業が展開され

ております。また，空家等対策全般に関しては，法に準じて実施し

てまいりますので，原文どおりとします。 

 

2-2 Ｐ１ 

 条例の題名 

 

 「利根町空家等の適正管理に関する条例」を「利根町空家等の活用・

適正管理に関する条例」に変更。 

条例の題名の変更については，１－１と同じ考え方となりますの

で，原文どおりとします。 

2-3 Ｐ１ 

第１条・２条の

後に追加 

 

 

第３条の（所有者等の責務）の前に（基本理念）を追加する。 

 空家等の対策は，空家等の問題が安心・安全で良好な生活環境およ

び景観に多大な影響を与える地域社会全体の問題であることに鑑み，

次に掲げる基本理念に基づき，推進するものとする。 

・ 建築物の次世代への継承ならびに良好な町並み景観の維持を 

 この条例（案）は，法の目的に基づいて制定しており，改めて基

本理念は不要と考えています。また，町の方向性については，利根

町総合振興計画，利根町都市計画マスタープラン，利根町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略，利根町空家等対策計画に規定されている

ため基本理念は規定いたしません。 
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図る。 

  ・ 空家等および跡地を地域の限られた資源として捉え，積極的な 

活用や流通を図る。 

・ 所有者等による適正な管理，町による適正な指導等により，管 

理不全状態の改善を図り，地域コミュニティの活性化を図る。 

 

 条文について，今後各種計画等の中で参考にさせていただきま

す。 

 

2-4 Ｐ２～Ｐ４ 

（利根町空家

等対策協議会）

第１０条～（協

議会の庶務）第

１９条 

 

第１０条から第１９条は，協議会・調整部会についての条項である

が，空家やその管理状況の把握は，行政の業務である。まずは第１５

条で規定している調整部会を構成している町職員の調査・検討が先に

あり，そこで専門的な見地から助言や指導が必要なときに協議会があ

る。調整部会が協議会の下部組織になっているのはおかしい。 

 

 町としての考えは，協議会は各々の専門職の方々で構成されてい

ることから，計画や方針，方向性などのご意見をいただき空家等対

策を進めて行きたいと考えております。条例（案）では専門部会は

補助機関とされていますが，協議事項の中の資料には調査や検討し

た町の考えが含まれています。 

 条文については，４－１２のとおり修正して規定します。 

 

2-5 

 

追加条項 

 

条例の題名に「空家等の活用」を掲げたら。以下の条項を追加する。 

・空家等の活用の相談に応じるとともに支援する。 

・空家等の活用等を総合的に推進する体制の整備。 

・空家等の発生の予防の措置。 

・空家等の流通の促進の措置。 

・空き家をまちづくりの活動に活用する取り組みに支援の措置。 

民事による解決を追加する。 

 空家等は，本来憲法で規定する財産権や，民法で規定する所有権に

基づき所有者が適切に管理することが原則であり，その権利は保障さ

れるが義務も負う。したがって，空家等の所有者等及び当該空家等が

適切な管理が行わないことにより被害を受けるおそれがある者は，民

事によりその解決を図ることを原則とする。 

 

１－１と同じ考えにより，活用についてはこの条例（案）には規

定いたしません。 

 

3-1 １Ｐ 第 1条  この条例の「目的」を追加すること。 

 空家等の増加が地域の生活に多くの問題を生じさせている現状に

鑑み，空家等の発生の予防，活用及び適正な管理に関し必要な事項を

定めることにより，安心かつ安全な生活環境の確保，地域コミュニテ

ィの活性化，まちづくりの促進及び地域の良好な景観の保全に寄与す

ることを目的とする。 

 

 

 

 

１－２と同じ考え方により，原文どおりとします。 
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3-2 １Ｐ 

（趣旨）第１条 

 

空家に関する様々な取組みを進めるうえでの基本的な考え方「基本

理念」を条項に追加すること。 

 ① 利根町にある建築物はそのひとつひとつがこの町を構成する 

重要な要素であり，安心安全な生活環境の確保や良好な景観の保 

全などの公共的価値の実現に大きな役割を担っているというこ 

とから，その利用や管理が図られること。 

 ② 空家等はまちづくりの有用な資源として積極的な活用が図ら 

れること。 

 ③ 既存の建築物の保全や活用する見地から，空家等の活用は推進 

されること。 

 ④ 空家等の発生の予防や活用は，地域コミュニティの活性化を図 

る観点から推進されること。 

 

２－３と同じ考え方となります。 

条文について，今後各種計画等の中で参考にさせていただきま

す。 

 

3-3 １Ｐ 

（所有者の責

務）第３条 

 

建築物の所有者を指導する意味合いからも「適正な管理」について

利根町空家等の適正管理に関する条例逐条解説（案）にある説明文を

条文に追加すること。あるいは，所有者の責務を「空家等の発生の予

防」と捉え，以下の条文に変更すること。 

 「建築物の所有者は，当該建築物の老朽化その他将来において空家

等の発生の原因となるおそれがある事実があるときは，その建築物の

改修その他空家等の発生を予防するために，必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。」 

 

適正管理についての説明は，法第３条及び条例（案）第３条で所

有者等の責務として要約して規定しており，条例逐条解説（案）及

び利根町空家等対策計画の１５ページに詳細が掲載されており，条

例を簡潔に作成する観点から追加いたしません。条例逐条解説（案）

を活用していただくことで，ご理解をお願いします。 

3-4 １Ｐ 

（町の責務）第

４条 

 

空家等に関する「必要な措置」について具体的に「所有者に対して，

空家等の管理方法の改善その他の必要な措置を講ずるよう，助言・指

導及び勧告または公告をするものとする。」と条文に追加すること。 

必要な措置については，個々に措置内容が異なることや利根町空

家等対策計画第３章・第４章で内容が規定されています。特定空家

等になっていないものについての指導・助言は随時行って改善を促

してまいります。特定空家等については，法に基づき指導・助言、

勧告と手続きをして行きますので，原文どおりとします。 

 

3-5 １Ｐ 

（情報の提供） 

第５条 

 

以下の理由で，本文は削除すること。 

 ① そもそも特措法には，地域住民の通報や情報提供の規定はな 

い。 

 ② 空家及びその管理状況の把握については，行政の空き家対策 

  担当課の業務であって，職員による町内の巡回，目視による空家 

  等の状況確認がそのスタートである。 

 ③ 空家等の適正管理への対応があたかも町民の「通報」を起点と 

することになれば，「通報」が推奨され「通報」が町民の努力義 

法では，全国的に統一して空家等対策を推進・実施して行くため

の基礎を定めており，対策に向けて各自治体が法に基づき対策を展

開しております。空家等を把握するには，どうしても町のパトロー

ルだけでは把握できない部分があり，町民等の皆様からの情報が一

番大事だと思っております。 

 表現的に強要につながるととらえられるのであれば，「町民等は，

適正な管理が行われていない空家等があると認めるときは，町に当

該空家等の情報を提供することができる。」に修正いたします。 
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務とされる運用が危惧される。通報が町民の責務化に及べば，監 

視社会を推し進め，同調性の強要につながる。 

   また，一般的には隣地の立地状況の変化については不快感が生 

じるものではあるが，通報の条文化により問題の当事者間での解 

決努力をせず，軽微な管理不備まで通報したり，誤認や誤解によ 

る通報が起きるなどで，住民の分断とコミュニティの破壊をもた 

らすおそれが大いに懸念される。 

 以上，本条文は非常に危険を孕む内容であり，削除すべきである。 

 

 

3-6 １Ｐ 

（空家等の調

査）第６条 

 

① 「前条の規定による情報の提供があったときその他」を削除す 

ること。 

 ② 調査について，「実態調査に必要な限度において，町職員と 

  して当該空家等に立ち入り，調査し，質問などの立入調査をさせ 

ることができる。」と変更すること。 

 ③ 「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。」の文言を追加すること 

 

①については，３－５で述べた通りで情報がなくては調査も行え

ないので削除いたしません。また，②・③の意見の調査についてで

すが，特定空家等の認定に向けての調査を指していると思われま

が，これは，法第９条第２号第５号に規定されておりますので原文

どおりとします。 

 

3-7 ２Ｐ 

（緊急安全措

置）第８条 

 

「必要最低限の措置」について，以下の具体的事例を追加すること。 

 「必要最低限の措置とは，近隣住民に危険を知らせる看板やバリケ

ードの設置，建物等への防護ネットの設置，倒れそうな樹木のロープ

による補強等の軽易な行為をいう。」 

 

条例（案）第８条第１項に規定する必要最小限の措置については，

ケースバイケースにより個々に措置内容が異なり，条例逐条解説

（案）に詳細が明記されており，条例を簡潔に作成する観点から追

加いたしません。ご理解をお願いいたします。 

 

3-8 ２Ｐ 

（緊急安全措

置）第８条 

 

 「安全代行措置」の条項を追加すること。 

 「特定空家等の所有者等は，やむを得ない事情により法第１４条第

１項の規定による助言又は指導に係る必要な措置を講じることがで

きないときは，町長に対し，自己の負担において当該必要な措置を代

行することを依頼することができる。町長は，依頼を受けた場合にお

いて必要があると認めるときは，その措置を代行することができる。」 

 

法第１４条につきましては，特定空家等に認定されたものに対す

る措置で，特定空家等に認定されるまでには，所有者等に適正管理

を促して改善を求めております。自らの対応が難しい等の相談に対

しては，随時対応策等のアドバイスを行ってまいります。 

町が自ら改善に対する代行を行うことはいたしませんので，安全

代行措置の条項は追加いたしません。 

 

3-9 Ｐ２～Ｐ３ 

（協議会の組

織）第１１条第

２項 

 

 委員について，以下を追加すること。 

 ① 公募による地域住民２名以上。 

 ② 環境対策課長（空家対策担当）。 

 

委員の追加について①について，条例（案）第２項第２号で町民

の代表として区長会役員から選出されていると理解をお願いいた

します。また，②については，条例（案）第１９条の規定により事

務局のため委員としては，ふさわしくないと考えます。 
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3-10 Ｐ３ 

（会議）第１４

条 

 

 第６項に以下を追加すること。又は条例施行規則に追加すること。 

 ① 会議の開催について，町ホームページ，町情報メール等で町民 

に周知する。 

 ② 会議議事録を公開する。 

 

①意見について，条例（案）第１４条第６項に会議は原則公開と

なっておりますので，会議開催のお知らせをしていきたいと思いま

す。ただし，会議の公正又は公益その他の利益が害されるおそれが

あるときは，非公開とさせていただきます。 

②会議録については利根町情報公開条例に基づき公開をいたし

ます。 

 

3-11 Ｐ３～Ｐ４ 

（調整部会） 

第１５条 

「調整部会」は協議会から外し，条文を削除すること。又は「調整部

会」の位置づけを変更すること。 

 調整部会は町の空家等対策の推進体制の根幹をなす７つの課の課

長で構成されている。これは町本来の職務を遂行する組織であり，庁

内の町長直属の空家対策連携チームとして位置づけられるもので，協

議会の補助機関として外出しすべきものではない。 

 

２－４と同じ考え方となります。 

4-1 Ｐ１ 

 条例の題名 

 

「利根町空家等の適正管理に関する条例（案）に係るパブリックを実

施します」という町からのお知らせを見ると，前書きの第２段目に「利

根町においても利根町空家等対策計画を策定し，空家等対策を推進し

てまいりました。」とあります。調べてみると，「利根町空家等対策

計画（以下「計画」と略）」が，平成３０年４月から実施されていま

す。この「計画」は，利根町における空家等の対策について，具体的

な方向性を示すものです。この「計画」が現にあり，実施されている

ことを前提にして，パブリックコメントを書くことも許されるのでは

ないかと考えます。 

 現在実施されている「計画」は，「利根町空家等対策協議会条例」

に基づいて設置された「利根町空家等対策協議会」が，専門知も入れ

て議論した結果であり，町や町民にとってひとつの財産であると思い

ます。「空家等」にかかわる条例を制定するとき，この貴重な財産（「計

画」）の中身を新条例の中に盛り込まなければとてももったいないこ

とだと思います。 

 そこで素朴な疑問なのですが，パブリックコメントに付された条例

（案）の名称が，なぜ「適正管理」に限定される名称となっているの

でしょうか。「計画」の第３章 空家等対策に係る基本的な方針（１）

基本的な方針（「計画」１４ページ)で，①「空家等の適切な管理の

推進」として，「空家等の予防」，「空家等の適正管理」，「特定空

家等及び特定空家等となるおそれのある空家等への対応」をあげ，②

では「空家等の活用の促進」をうたっています。このことから空家等

１－１でも述べましたが，この条例（案）ついては，空家等の適

正管理に関しての条例と考えております。利根町総合振興計画，利

根町都市計画マスタープラン，利根町まち・ひと・しごと創生総合

戦略，利根町空家等対策計画の中で方針や施策について規定されて

おり，事業が展開されておりますので原文どおりとします。 
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の対策には，「予防」，「適正管理」，「活用」の３点が必要となっ

てくることが理解できました。 

 ちなみに美浦村では，平成３０年に「美浦村空家等対策の推進に関

する条例」を制定し，「予防」，「適正管理」，「活用」について条

例化しています。 

 空家等の対策は，今後さらに重要になってくると推測しています。

現時点でしっかりとした対策を盛り込んだ条例を作っておく必要が

あるのではないでしょうか。 

 

4-2 １Ｐ 

(趣旨)第１条 

 

他の市町村の空家等の対策にかかわる条例を見ると取手市・阿見

町・八千代町・稲敷市・牛久市・土浦市・水戸市など県内の空家等対

策に関する条例，先進的であろう京都市の条例などを参考にみてみま

した。私の見た限りという限定付きでありますが，どの条例を見ても

第１条を「目的」としています。利根町では，あえて第１条を「趣旨」

とした理由を教えてください。通常「目的」とするときは，条文が「こ

の条例は，・・・・・・・することを目的とする。」という形にする

ことが多いようですが，利根町の条例(案)第１条の末尾を「・・・・

を定めるものとする。」とした理由について教えてください。行政関

係の法律や条例についてよくわからないので，一般町民にもわかるよ

うご説明ください。 

 

１－２と同じ考え方により，原文どおりとします。 

末尾については，通常の法令用語の義務づけとして使用しており

ます。原則や方針を示す場合に使われております。 

4-3 １Ｐ 

(趣旨)第１条 

 

第１条の条文に「空家等の適正な管理に関し，必要な事項を定める」

とあります。「利根町空家等の適正管理に関する条例逐条解説(案)（以

下「逐条解説」と略）を見ると，第１条は「空家等対策の推進に関す

る特別措置法の規定に基づき本町における空家等に関する対策の実

施，その他の空家等に関する措置について同法の規定の範囲内におい

て必要な事項を定めたものです。」とあります。最初にふれた町から

の「お知らせ」には，「今回制定する条例は，法の中にない『緊急安

全措置』の条項を盛り込み」とあります。この「緊急安全措置」は「逐

条解説」がいう「同法（特別措置法）の規定の範囲内ということにな

るのでしょうか。どこまでが「範囲内」で，どこからが「範囲外」と

なるのでしょうか。目安のようなものがあれば教えてください。国の

法律に基づいて条例を制定するとき，それぞれの自治体がカスタマイ

ズ（ユーザー自身の使い勝手に合わせて変えること）が必要であり，

条例を制定するときに，いわゆる「上乗せ」の規定や「横だし」の規

定もありうるということを最近知りました。どうかこの辺のところを

ご意見のとおり，法の中では緊急安全措置については規定されて

おりませんが，空家等対策を推進するうえで必要であり，この措置

を行うことで所有者等に不利益をもたらすものではないと考えて

おります。 

 法で定められた規定に明らかに反している事項については，範囲

外と解釈していただければと思います。 
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わかりやすくご説明ください。また，この条例（案）がどの範囲まで

の対策を想定しているのか教えてください。 

 

4-4 １Ｐ 

（定義）第２条 

 

第２条第３号で「町民等」が定義されていますが，この中の「滞在

し，」は，具体的にはどの範囲の人まで想定しているのでしょうか。

「逐条解説」を見ても具体的な「滞在」の範囲が解説されておらずわ

かりません。例えばたまたま車に乗って利根町内を通過するだけの人

も含まれますか。それとも一定時間利根町にとどまっていることを要

しますか。ご解説をお願いします。 

 

この条例（案）での具体的にはどの範囲の人まで想定しているの

かとのことですが，町民の方，町内の会社に勤務している方，大学

等に通学している方，一定期間町内にお住まいになっている方にな

ります。 

 

4-5 １Ｐ 

（所有者等の

責務）第３条，

（町の責務）第

４条 

 

第３条（所有者等の責務），第４条（町の責務）とそれぞれ責務が

書かれていますが，第３条では末尾は「努めなければならない。」と

して，はっきりと努力義務があることを説明しています。それに対し

て第４条の末尾は「講ずるものとする。」となっています。「（ねば）

ならない。」と「・・ものとする。」この違いがあるのはどうしてで

しょうか。何か約束事があって「ならない」と「ものとする」を使い

分けているのでしょうか。一般に法律の解釈において，ちょっとした

文言の違いが解釈の結果の違いをもたらすようです。私は法の世界に

おいては言葉を大切にしなければならないと考えています。「ものと

する。」と末尾が終える条文がやたらと目につきます。「ものとする。」

で締めくくることの意味をきちんと説明してほしと思います。私は，

「（ねば）ならない。」と「ものとする。」は，微妙に責任の度合い

が違ってくるように思えてならないのです。 

 「特別措置法」の第３条，第４条ともに末尾は「努めるものとする。」

で，それぞれの努力義務を明示しています。 

 

法第３条・第４条の末尾で「努めるものとする。」と規定されて

おり，条例（案）第３条では「努めなければならない」，第４条で

は「講ずるものとする。」としています。 

まず「努めるものとする。」と「努めなければならない。」の違

いですが，どちらも努力義務として使用しております。後者は努力

を強く求める意味合いが含まれております。「講ずるものとする。」

については，町としての行為の義務付けとして使用しています。 

 

 

4-6 １Ｐ 

（情報の提供）

第５条 

 

第５条について「逐条解説」を見ると，この規定による通報によっ

て「適正な管理が行われていない空家等がそのままそのまま放置され

ることを防ぐ効果も期待してます。」とあります。第５条は「情報の

提供」ですが，空家等の対策として条例の中に位置づけているという

ことでしょうか。言いかえると対策の法的効果として位置づけるとい

うことでしょうか。だとしたら空家等が特定空家等に進行することを

「予防」するという意味合いもあるはずです。単なる「期待」ではな

いとすれば情報の提供を受けた後の対策は，極めて重要であるはずで

す。その対策について，条例の中で【第６条の規定はありますが】も

うちょっと詳しく規定してもいいように思うのですが。 

町は空家等の情報を得たことにより，現地で調査を行い所有者等

に適正な管理を促すことで放置を防ぐことができると思っていま

す。条例の中に位置づけることで，町民等の皆様には日ごろから空

家等の管理に意識してもらえること，町はその情報を元に対策を実

施してまいります。条文ですが，３－５の修正のとおりといたしま

す。 
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4-7 １Ｐ 

（空家等の調

査等）第６条 

 

条例（案）第６条の「調査等」は第５条の町民等から情報提供があ

った場合に行うことは理解できます。この場合，第６条は「法第９条

の規定する調査」としています。ところが条例案第７条第１項には「法

第９号条第２項の規定による調査結果」を踏まえ，町長は当該空家等

について「特定空家等の認定をするものとする。」とあります。第６

条の「調査等」と第７条の第１項の「調査」はどのような違いがあり，

両者の関係はどのようなものなのでしょうか。具体的な手続きをあげ

て説明していただけると理解できそうなのですが。「逐条解説」を見

てもピンときません。「立入調査」の可否が関係してくるのでしょう

か。 

 「計画」の１７ページに「特定空家等に対する指導フロー図」があ

ります。その図の中央の流れを上から２番目の「現地調査（職員）」

が条例案第６条の「調査等」に当たり，上から６番目の「立入調査」

が第７条第１項の「法第９条第２項の規定による調査」になるんでし

ょうか。このフロー図を用いて両者の違いや関係についてご説明くだ

さい。 

 

まず初めに条例逐条解説（案）」第７条の解説で「・・法第９条

第２項に基づく立入調査を実施し，・・」とありますが立入調査の

実施は条例（案）第６条での調査となり，法第９条第２項は調査結

果を基にと訂正したします。誤解を招く記載について深くお詫び申

し上げます。 

第６条の調査についてですが，利根町空家等対策計画１７ページ

フロー図の現地調査（職員）では，町民等から情報の提供があり，

空家等の外観を調査また，所有者等を確定し，管理に関して改善す

るところがあれば改善を促します。立入調査については，特定空家

等に認定するか否かにするため敷地内に入り，詳細な調査を実施い

たします。 

4-8 １Ｐ～２Ｐ 

（特定空家等

の認定）第７条

第２項 

 

条例（案）第７条第２項は「町長は…特定空家等の認定をしようと

するときは，あらかじめ第１０条に規定する利根町空家等対策協議会

の意見を聴くものとする。」となっています。「・・ものとする。」

という表現なんですが私のわずかばかりの知識では，「・・する」と

言い切る表現よりも「…ものとする」の方が，たとえば契約書などで

は，義務感の軽重の程度が異なります。「・・・ものとする」のほう

が「・・・する」と言いきるより義務感が軽く解釈されるようです。

特定空家等の認定に当たって，町長は空家等対策協議会に「必ず聴く」

のでしょうか。場合によっては，聴かないこともあるという含みを持

たせた「ものとする」なのでしょうか。特定空家等の認定というのは，

所有者等にとって重大なことでもあるような気がします。この第７条

第２項は「聴くものとする」よりは「聴かなければならない」とした

方が良いと思います。それでは不都合が生じるならば具体的な例をあ

げてご説明ください。 

 

確かに末尾の言い方で義務感が変わってきます。ご意見のとおり

「・・ものとする。」の方が「・・なければならない。」より弱い

義務付けとしてされておりますが，特定空家等に認定する場合は，

協議会の意見を聴き，最終的な判断は，町長がすることになってお

りますので，原文どおりとします。 

 

4-9 ２Ｐ 

（緊急安全措

置）第８条 

 

第８条の規定は「特別措置法」にはないもので，自治体独自のカス

タマイズ（条例制定時の「横だし」規定）だと理解しています。必要

だと思います。前記「計画」の１７ページの「指導フロー図」を見る

と，２つの時点で緊急が起きた場合を想定し，「緊急応急措置（本条

 条例逐条解説（案）で，倒壊，建築材の飛散等により，通行人や

近隣住民の生命，身体及び財産に危害を及ぼすおそれがあるなど緊

急の措置を講ずる必要が生じ，危険を回避する措置で，明確に判断

基準を作成することも大事ではあると思います。ただ個々により判
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例案での「緊急安全措置」）が講じられるようです。この条例第８条

第１項にある「適正な管理が行われない空家等が危険な状態であり，

かつ，これを放置することにより人の生命，身体又は財産に危害を及

ぼすおそれがある」という判断はどのように判断するのでしょうか。

前記「フロー図」にも判断のための調査などもなく，またその手続き

について「条例施行規則案」の中にもないようです。どのような手続

き，調査によって「緊急安全措置」が（たぶん町長の最終的な判断が

必要になってくると思いますが）講ぜられるのかを明確にしておいた

方がいいと思います。 

断が違うことが想定され，ある程度の基準の判断はできると思いま

すが，実績を積み重ね作成していきたいと考えております。 

手続きについては，空家等の所有者等を確定し，連絡をいたします。

その際すぐに行えない場合，同意書により措置を実施いたします。

ただし，所有者等が判明しないとき又は所有者等の居所が不明であ

るときは除きます。 

 

4-10 ２Ｐ 

（利根町空家

等対策協議会）

第１０条 

 

平成２８年に「利根町空家等対策協議会条例」が制定され，今まで

機能してきました。それなのに今回新たに制定される「適正管理に関

する条例」の中に組み込まれてしまうのはなぜなのでしょうか。新条

例制定にあたって「空家等対策協議会条例」を合わせてひとつにする

というコンパクト化のためでしょうか。ここでひとつにコンパクト化

することがいいのかどうかという疑問がわいてきます。本条例（案）

第１条は「空家等の適正な管理に関し，必要な事項を定めるものとす

る。」としています。「適正な管理」という文言を文字通りだとすれ

ば，本条例案が規定する範囲は「空家等の適正な管理に関して必要な

事項」のみに限定されるはずです。ところが「空家等対策協議会」の

機能や役割は，「適正な管理」を超えて空家等の予防やその活用につ

いてまで議論し「計画」を作っています。「適正な管理」の枠内には

おさまらないと思います。「適正な管理に関する条例」と「空家等対

策協議会条例」をそれぞれ独立した条例として，併存させている自治

体の例も複数見ました（例えば美浦村）。もし，「適正な管理」とい

う言葉に「空家等にならないように予防をおこなう」や「空家等の活

用を推進していく」ということも含まれるのだとしたら，私たちが日

常使う言葉の「適正な管理」が持つ意味合いをはるかに超えています。

もし，そうした広い意味で「適正管理」という文言を使用しているの

だとしたら第２条（定義）の中でその旨の規定をすべきだと思います。 

 

 空家対策を推進するうえで計画は，法に基づいて策定されており

ます。また，条例（案）としては適正管理に必要な事項を条例で定

めており，協議会での意見や助言が必要であり，適正管理の枠を超

えているとは思いません。また，別々に制定するよりまとめた方が

わかりやすいためひとつにしました。 

  

 

4-11 ２Ｐから３Ｐ 

（協議会の組

織）第１１条第

２項 

 

第１１条第２項各号に町長以外の「対策協議会」の構成委員となり

うる候補者が列挙されています。第１号・第２号については特定でき

ますが，第３号の「弁護士」，第４号の「司法書士」，第５号の「法

務局職員」，第６号の「住宅建物取引士」，第７号の「建築士」につ

いては，大雑把すぎるように思います。「逐条解説」には「法第７条

第２項の規定に基づき構成員を定めたもの」とありますが，法律の規

 １－６と同じ考え方になります。 
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定をそのまま条例に落とし込むのではなく，あくまでも条例制定時に

利根町に合うようカスタマイズしてもいいのではないかと思います。

実際「計画」の中の「協議会」の構成委員を見ると（「計画」の２１

ページ）法務については「茨城県弁護士会」，「茨城県司法書士会」，

「水戸地方法務局」というように，それぞれの団体から選出された委

員が構成メンバーになっています。また，不動産関係では「茨城県宅

地建物取引業協会」，建設関係では「茨城県建築士会」から委員が選

出されています。このような具体的な団体名を条例に書き込むのは不

都合との考え方もあります。確かにそれぞれの団体から委員を出して

くれるかも不確実と考えればそうですが，現在の「計画」の策定には

実際に委員を出してくれているという実績もあり，それによって「縁」

ができているわけです。「士」の有資格者でことたりるというもので

はないと思います。業界団体を代表する方が委員になってくれるとい

うのは大きな意味があります。今後「まちづくり」の関係で，町の商

工会からも委員を出していただいた方が良いように思います。 

 

4-12 ３Ｐ 

（調整部会）第

１５条 

 

第１５条は「必要があると認めたときは協議会の補助機関として，

利根町空家等対策調整部会を置くことができる。」としています。反

対解釈として，「必要があると認めなければ調整部会を置かなくても

いい」ということになります。現「計画」（２０ページ）を見ると，

空家等対策に関わる課長らで構成される調整部会が設置されている

ようです。空家等の対策は，ひとつの課ががんばってもなかなか良い

結果につながらないと思います。「縦割りの弊害」ということが言わ

れますが，残念ながら利根町役場にもそれはあるように思います。そ

の「縦割りの弊害」をなくす意味でも調整部会は必置の補助機関とす

べきだと思います。情報を共有し，向かうべきベクトルの方向性をひ

とつにすべきだと思います。 

 

 ご意見を踏まえ条例（案）第１５条第１項を次のように修正いた

します。（現利根町空家等対策協議会条例第８条第１項と同じ） 

「協議会の補助機関として，利根町空家等対策調整部会（以下「調

整部会」という。）を置く。」と修正いたします。 

 

4-13 ４Ｐ 

（調整部会）第

１５条第２項 

 

第１５条第２項は「調整部会は，会長が指名する者をもって組織す

る。」としています。この時の「会長」がどこの会長なのか，一瞬「調

整部会の会長？」と思ってしまいました。冷静に前後の条文との関係

また，この段階では調整部会は組織されていないということを考えれ

ば「協議会の会長」であるとわかるのですが，私たち「素人」は判断

に迷うこともあります。そこで「会長」を「協議会の会長」としてい

ただけないかをお願いするものです。 

 

条例（案）第１３条第１項で，協議会に会長，副会長を置くとな

っています。条例（案）第１５条第３項で調整部会に部会長を置き

と区別されていますので，原文どおりとします。 
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4-14 ４Ｐ 

（附則）第２項 

 

附則第２項は「利根町空家等対策協議会条例は廃止する。」とだけ

規定しています。現在実施している「計画」は令和４年度まで有効な

ものです。この「計画」は，「空家等対策協議会条例」の廃止によっ

て法的根拠を失うように思えるですが，「計画」は法的根拠がなくな

っても有効であり続けるというような「法的根拠」があるのでしょう

か。あるいは，新条例の制定によって「計画」の法的根拠が自動的に

「空家等対策協議会条例」から新条例に移るのでしょうか。やはり，

附則に「経過措置」の規定を設け，「空家等対策協議会条例」の廃止

後も「計画」は有効に存続すること，新条例第１０条の「協議会」に

よって策定されたものとみなす。などの規定を入れた方が良いと思い

ます。 

 

利根町空家等対策計画は，利根町空家等対策協議会条例ではなく

法第６条に基づいて作成したものであり，利根町空家等対策協議会

条例の廃止により空家等対策計画の効力を失うものではありませ

ん。 

4-15 条例（案）全体 

 

「空家等の予防」，「空家等の適正管理」，「空家等の活用の推進」

この３点を含む「空家等対策の推進」をめざす条例の整備が必要なの

ではないかと強く思っています。このような条例を作るためには，複

数の課の情報共有・連携が必要になってきます。関係する課が一緒に

なって条例案を練り上げていく作業は，役場職員の仕事への向き合い

方も変えていくものとなるはずです。 

 

空家等対策を推進するうえで，ご意見のとおり予防，適正管理，

活用は一体であると考えております。関係課が一緒になり推進して

いかなければ調査や対策等にも支障をきたしてくると思っており

ます。また，職員だけでなく地域の方々や各種団体等のいろいろな

協力も不可欠であります。 

    

 


