東京都板 橋区条 例第７１号
東京都板 橋 区老朽建築物 等対策 条例
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付則
第１ 章

総則

（目的）
第１条

この条 例は 、空家等対策 の推進 に関する特別 措置法 （平 成２６

年法律第１ ２７号。 以下「法」と いう 。） に基づく空 家等に 関 する施
策 の 推進に 関し 必要 な事項及び老 朽建築 物の適正な管 理に関 し 必要な
事項を定め 、老朽建 築物等に関す る施策 を総合的かつ 計画的 に 推進す
ることによ り 、 板橋 区（以下「区 」とい う 。） におけ る区民 の良好な
生活環境の 確保を図 り、もって 安 心・安 全で快適なま ち の実 現に資す
ることを目 的とする 。
（用語の定 義）
第２条

この条 例に おいて、次の 各号に 掲げる用語の 意義は 、それぞれ

当該各号に 定めると ころによる。
⑴

空家等

法第 ２ 条第１項に規 定する 空家等をいう 。

⑵

特定空家等

法 第２条第２項 に規定 する特定空家 等をい う。

⑶

老朽建築物

老 朽化が進んで いる建 築物又はこれ に 付 属 する工作

物 及びそ の敷地（ 立 木その他の土 地に定 着する物を含 む 。） のうち 、
空 家等以 外の もの 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。
⑷

特定老朽建築 物

老朽建築物 のうち 、 周囲の日常 生活に 重大な悪

影響を与 えている 状 態（廃棄物等 に起因 する管理不全 状態の ものを
含む 。） と 区が認 定 したものをい う。
⑸

老朽建築物等

空家等、特定 空家等 、老朽建築物 及び特 定老朽建

築 物をいう。
⑹

所有者等

⑺

居住者

所 有 者又は管理者 をいう 。
建築 物 の所有の有無 にかか わらず老朽建 築物に 居住する

者 又は その 占有 者を いう。
⑻

周囲の日常生 活 に重大な悪影 響を与 えている状態

次の いずれか

に掲げる状態を いう 。
ア

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

イ

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

ウ

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

エ

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

⑼

廃棄物等に起 因 する管理不全 状態

次のいずれか に掲げ る状態を

い う。
ア

みだり に放 置された廃棄 物の処 理及び清掃に 関する 法律（昭和
４５年法律 第１３７ 号）第２条第 １項に 規定する廃棄 物 （ 以 下「
放置廃棄物 」という 。） に起因し て火災 を発生させ、 又は放 置廃
棄物が飛散 するおそ れがある状態

イ

放置廃 棄物 に起因する悪 臭、ね ずみ、害虫等 の発生 又は草木の
著しい繁茂 若しくは 枯死により、 周辺の 生活環境に著 しい障 害を
及ぼし、又 は及ぼす おそれがある 状態

（板橋区老 朽建築物 等対策計画）
第３条

区長は 、老 朽建築物等の 対策を 計画的かつ効 果的に 推進するた

め、老朽建 築物等に 関する対策に ついて 板橋区老朽建 築物等 対策計画
（以下「対 策計画」 という 。） を 定める ものとする。

２

区長は、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。

（所有者等 の責務）
第４条

空家等 の所 有者等又は老 朽建築 物の所有者等 若しく は 居住者 は、

周辺の生活 環境に悪 影響を及ぼさ ないよ う、自らの責 任にお いて空家
等又は老朽 建築物の 適正な管理に 努める ものとする。
（区の責務 ）
第５条

区は、 安心 ・安全で快適 なまち を実現するた め、所 有者等及び

居 住 者によ る老朽建 築物等の適正 な管理 及び利活用の 促進に 関して、
対策計画に 基づ く 対 策を実施する よう努 めるものとす る。
（区民の責 務）
第６条

区民は 、居 住してい る地 域又は 事業活動を行 ってい る地域に空

家 等 又は老朽建築 物 が存在 すると きは、 区に情報提供 を行う とともに、
特 定 空家等又は特 定 老朽建 築物に ならな いよう、近隣 の区民 及び町会・
自 治 会等の地域活 動 団体と 相互に 協力す るよう努める ものと する。
（板橋区老 朽建築物 等対策協議会 ）
第７条

対策計 画の 策定及び変更 並びに 老朽建築物等 に関す る施策の推

進 に 関する 事項を 協 議する ため、 区長の 付属機関とし て、 板 橋区老朽
建築物等対 策協議会 （以下「協議 会」と いう 。） を設 置する 。
２

協議会は、 次に 掲げる事項に ついて 、区長の諮問 に応じ て協議し、
区 長 に対し 意見を述 べるものと す る。
⑴

対策計画の策 定 及び変更に関 する事 項

⑵

老朽建築物等 の 取扱いに関す る事項

⑶

前２ 号に掲げ るもののほか 、老朽 建築物等に関 する施 策の推進に
関 する事項

３

協 議会は、 区 議会議員、法 務、不 動産、建築、 福祉等 に関する 学識
経験者、警察 職員 、消防職員、 区職員 その他区長が 必要と 認める者の
う ち から、 区 長が 委嘱 又は 任命 する 委 員 １ ７人以内 をもっ て組織する。

４

委員の任期 は ２年とし、再 任を妨 げない。ただ し、補 欠の委員の任

期は、前任者 の残 任期間とする 。
５

前 各 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、板
橋区規則（以 下「 規則」という 。） で 定める。
第２章

空家等 の対 策

（空家等の 立入調査 等）
第８条

区長は 、法 第９条第１項 の規定 により、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 法及びこ
の条例の施 行のため に必要な調査 を行う ことができる 。
２

区長は、法 第９ 条第２項の規 定によ り、法第１４ 条第１ 項から第３
項までの規 定の施行 に必要な限度 におい て、区職員又 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

区長は、前 項の 規定 により区 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、法第９ 条第３ 項の規定
により、そ の５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２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、法第９ 条第４項 の規定により 、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２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。

（特定空家 等の 認定 ）
第９条

区長は 、空 家等が周囲の 日常生 活に重大な悪 影響を 与えている

状態と認め られると きは、当該空 家等を 特定空家等 と して認 定 するこ
とができる 。
２

区長は、前 項の 規定による 認 定を し よう とする場 合に お いて は、あ
ら か じめ、 協議会に 意見を聴くこ とがで きる。

（特定空家 等に対す る措置の助言 又は指 導）

第１０条

区長 は、 法第１４条第 １項の 規定により、 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 。次条第 １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。
（特定空家 等に対す る措置の勧告 ）
第１１条

区長 は、 前条の規定に 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、 法第１４
条第２項の 規定によ り、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。
２

区長は、前 項の 規定による勧 告をし ようとする場 合に お いて は、あ
ら か じめ、 協議会に 意見を聴くこ とがで きる。

３

区長は、特 定空 家等の所有者 等に対 して、第１項 の 規定 による 勧告
を し ようと する 場合 は、あらかじ め、そ の勧告を しよ う とす る者に 対
し 、弁明の 機会を与 え ることがで きる 。

（特定空家 等に対す る措置の命令 ）
第１２条

区長 は、 前条第１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、法第１ ４条第 ３項の規定に より、 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。
２

区長は、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。

３

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５日以
内に、区長 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。

４

区長は、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１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。

５

区長は、前 項の 規定による意 見の聴 取を行う場合 におい ては、第１
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３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。

６

第４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。

７

区長は、第 １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 の他法 第１４条 第１１項 に定 めると ころ により、 その 旨 を公示し
なければな らない。

８

区長は、第 １項 の規定による 命令を しようとする 場合に おいては、
あ ら かじめ 、協議会 に意見を聴く ことが できる。

（特定空家等に 対す る措置の行政 代執行 ）
第１３条

区長 は、 前条第１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、法 第１４条第９ 項の規 定により、行 政代執 行法（昭
和２３年法 律第４３ 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。
２

前 条 第１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１０条の助 言若し くは指導又は 第１１ 条 第１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 め前条 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、区 長は、法

第１４条第 １０項の 規定により、 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、 区長又 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 。
３

区 長は 、前 ２項 の規定による 措置を 行おうとする 場合 に おいて は、
あ ら かじめ 、協議会 に意見を聴く ことが できる。
第３章

老朽 建築物 の対策

（老朽建築 物の立入 調査 等）
第１４条

区長 は、 老朽建築物の 所在並 びに老朽建築 物の所 有者等及び

居住者を把 握するた めの調査その 他老朽 建築物に関し この条 例の施行
のために必 要な調査 を行うことが できる 。
２

区長は、第 １６ 条 及び第 １７ 条の規 定の施行に必 要な限 度に おいて、
区 職 員又は その委任 した者 に、老 朽建築 物と認められ る場所 に立ち入
っ て調査 さ せること ができる。た だし、 住居に立ち入 る場合 において
は 、あらか じめ 、 当 該老朽建築物 の 居住 者 の承諾を得 なけれ ばならな
い。

３

前 項の規定 によ り 老朽建築物 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。

４

第２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。

（特定老朽 建築物の 認定 ）
第１５条

区長 は、 老朽建築物が 周囲の 日常生活に重 大な悪 影響を与え

ている状態 （廃棄物 等に起因する 管理不 全状態のもの を含む 。） と認
められると きは、当 該老朽建築物 を特定 老朽 建築物 と して認 定 するこ
とができる 。
２

区長は、前 項 の 規定による 認 定を し よう とする場 合 にお いて は、あ

ら か じめ、 協議会に 意見を聴くこ とがで きる。
（特定老朽 建築物に 対する措置の 助言又 は指導）
第１６条

区長 は、 特定老朽建築 物の所 有者等又は 居 住者に 対し、当該

特定老朽建 築物に関 し、除却、修 繕、立 木竹の伐採、 放置廃 棄物の適
切な処理そ 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 老朽建 築物につ
い て は、建 築物の除 却を除く。次 条第１ 項 及び第１８ 条第１ 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。
（特定老朽 建築物に 対する措置の 勧告）
第１７条

区長 は、 特定老朽建築 物の所 有者等又は居 住者に 対し 、相当

の猶予期限 を付けて 、除却、修繕 、立木 竹の伐採、放 置廃棄 物の適切
な処理その 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。
２

区長は、前 項の 規定による勧 告をし ようとする場 合に お いて は、あ
ら か じめ、 協議会に 意見を聴くこ とがで きる。

（特定老朽 建築物に 対する措置の 命令）
第 １ ８条

区長 は、 特定老朽建築 物が規 則で定める場 合 に該 当する場合

において、 特に必要 があると認め るとき は、当該特定 老朽建 築物の所
有 者 等又は 居住者に 対して、相当 の猶予 期限を付けて 、除却 、修繕、
立木竹の伐 採、放置 廃棄物の適切 な処理 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 とを命 ずることがで きる。
２

区長は、 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 。

３

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３日以
内 に 、区長に対し 、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 。
４

区長は、 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１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。

５

区長は、前 項の 規定による意 見の聴 取を行う場合 におい ては、第１
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２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 。

６

第４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。

７

区長は、 第１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 規則 に 定 めるところに より、 その 旨を公示 しなけ ればならな
い。

８

区長は、 第１項 の規定による 命令を しようとする 場合に おいて は、
あ ら かじめ 、協 議 会に意見を聴 くこと ができる。

９

第１項の 規定に よる命令につ いては 、東京都板橋 区行政 手続条例（
平成７年条例第 ３ １号）第３章 （第１ ２条及び第１ ４条を 除く 。） の
規定は適用しな い 。

（特定老朽 建築物に 対する措置の 行政代 執行）
第１９条

区長 は、 前条第１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。
２

前 条 第１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 ず、
かつ、その 措置を行 わず放置する ことが 著しく公益に 反する と認めら
れ る ときは 、区長は 、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 、区長又はそ 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。
３

区長は、前 ２項 の規定による 措置を 行お うとする 場合 に おいて は、
あ ら かじめ 、協議会 に意見を聴く ことが できる。
第４章

支援・緊 急 安全 措置 等

（支援）
第２０条

区長 は、 特定空家等及 び特定 老朽建築物の 所有者 等に対し、

周囲の日常 生活に重 大な悪影響を 与えて いる状態の改 善に関 する必要
な支援を行 うことが できる。
（ 緊 急 安全 措置 ）
第２１条

区長 は、 老朽建築物等 が、人 の生命、身体 又は財 産に危害が

及ぶことを 避けるた め緊急の必要 がある と認められる ときは 、当該老
朽建築物等 の所有者 等 又は 居住者 の負担 において、こ れを避 けるため
に必要最小 限の措置 を自ら行い、 又は命 じた者 若しく は委任 した者に
行わせるこ とができ る。
２

区長は、前 項の 措置を講じた ときは 、当該 老朽建 築物等 の所在地及
び措置の内 容を老朽 建築物等の所 有者等 又は居住者に 通知し なければ
ならない。 ただし、 所有者等 若し くは 居 住者又はその 連絡先 を確知す
ることがで きない場 合に お いては 、その 旨を公告する ことを もって こ
れに代える ことがで きる 。

３

第１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、
関係者の請 求があっ たときは、こ れを提 示しなければ ならな い。

（軽微な措 置）
第２２条

前条 （第 ２項を除く 。） の規 定は、特定空 家 等に ついて、開

放されてい る窓の閉 鎖、草刈りそ の他規 則で定める軽 微な措 置をとる
こ と により 、周辺 の 生活環境の保 全を図 る上での支障 を除去 し、又は
軽減するこ とができ ると認 められ る場合 について準用 する。

第５章

補則

（過料）
第２３条
⑴

次 の いず れかに該当す る者は 、５万円以下 の過料 に処する。

第１４条 第２ 項 の規定 による 立入 調 査 を拒み、妨 げ、 又 は忌避 し
た者

⑵

第１８条 第１ 項 の規定による 命令に 違反した者

（委任）
第２４条
付

この条例 の施行に関し 必要な 事項は、規則 で定め る。
則

１

この条 例は、公 布の日 から施 行す る 。

２

この条例の 施行 後最初に委嘱 又は任 命 する 板橋区 老朽建 築物等対策
協 議 会の委 員の任期 は、第７条第 ４項の 規定にかかわ らず、 平成２９
年 １ １月８ 日までと する。

