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空家法における「特定空家等に対する措置」の手順フロー（案） 

 

事案の発生（市民相談、実態調査等） 

 

 

１ 現地及び所有者等の調査【第 9 条～第 10 条関係】 

■現地調査 

(1)現地調査による空家等の状態の把握 

(2)立入調査の実施 

(3)対応方策の検討 

■所有者等の調査 

(1)所有者等の特定 

 

                    

 

 

３ 助言又は指導【第 14 条第 1 項関係】  ２ 所有者等の事情の把握 

(1)助言又は指導の実施 

(2)助言又は指導の実施後の対応 

 (1)所有者等の事情の把握 

(2)所有者等の事情に応じた解決策の検討 

 

 

４ 勧告【第 14 条第 2 項関係】 

(1)勧告の実施 

(2)関係部局（税務、その他）への情報提供 

(3)勧告に従い措置が実施された場合の対応 

(4)勧告に従わなかった場合の対応 

(5)所有者等が変わった場合の対応 

 

 

５ 意見書等の提出の機会【第 14 条第 4 項～第 8 項関係】 

(1)措置を命じようとする者への事前の通知 

(2)公開による所有者等からの意見の聴取 

 

 

６ 命令 【第 14 条第 3 項関係】 

(1)命令の実施 

(2)標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める 

方法による公示 

(3)命令に従い措置が実施された場合の対応 

(4)過料の手続 

 

 

７ 行政代執行【第 14 条第 9 項関係】  ８ 略式代執行【第 14 条第 10 項関係】 

(1)実体的要件の明確化 

(2)文書による戒告 

(3)代執行令書による通知 

(4)執行責任者証の携帯及び提示 

(5)代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い 

(6)費用の徴収 

 (1)略式代執行を行うことができる要件の確認 

(2)事前の公告 

(3)略式代執行の対象となる特定空家等の中の 

動産の取扱い 

(4)費用の徴収 

所有者等を確知す

ることができない 

特定空家等と判定された場合 

・「特定空家等」の判断基準 

・丹波市被災住宅危険空き家判断基準表 

※現地調査と所有者等の調査の順序は事案 

に応じて判断する（同時並行も可） 

過失なく措置を命

ぜられるべき者を

確知することがで

きない場合 

確知できた所有者等に措置を 

講ずる権原がない 

資料５ 
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１ 現地及び所有者等の調査 

現地調査及び所有者等の調査は、以下の記載順によらず事案に応じて判断するものとする（同時

並行も可）。 

【実施手順】 

■現地調査 

（１）現地調査による空家等の状態の把握 

事案の発生を受け、当該事案に係る空家等が特定空家等に該当するか否かを判定するために

必要な調査を行う。 

①『特定空家等の判断基準表』の調査項目に係る状態を確認する。 

②予見される悪影響の範囲内に、周辺の建築物や通行人等が存在し、又は通行し得て被害が及

ぶ可能性を確認する。 

③悪影響の程度が社会通念上許容される範囲を超えるか否か、また、もたらされている危険等

について切迫性が高いか否か等を確認する。 

 

（２）立入調査の実施 

外観目視による調査では足りず、敷地内に立ち入って状況を確認する必要がある場合に限り

実施する。 

①法第９条第２項に基づく立入調査を実施する場合は、「２ 所有者の特定」を事前に行う。 

②確知した全ての所有者等に対し、５日前までに事前の通知を行う（所有者等に対し通知する

ことが困難な場合は不要）。 

※立ち入る日の前日から起算して５日前までに到達するよう発送する。 

③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、これを提示する。 

 

（３）対応方策の検討 

①以上による調査の結果を踏まえ、『特定空家等の判断基準表』により特定空家等に該当する

か否かの判定を行う。 

②①の結果、特定空家等に該当しないと判断した場合であっても、他法令に沿って必要な措置

が講じられる場合がないか検討する。 

・現に著しく保安上危険な既存不適格建築物に対する建築基準法に基づく措置 

・火災予防の観点からの消防法に基づく措置 

・立木等が道路に倒壊した場合に道路交通の支障を排除する観点からの道路法に基づく

措置 

・災害における障害物の除去の観点からの災害救助法に基づく措置 など 

 

■所有者等の調査 

（１）所有者等の特定 

次の方法により所有者等を特定する。 

・不動産登記簿情報による登記名義人の確認 

・住民票情報、戸籍謄本等による登記名義人や相続人の存否及び所在の確認等 
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・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（以下「固定資産

税情報」という。）の内部利用 

・必要に応じて地域住民への聞き取り調査等 

 

対応上のポイント 

◆現地調査による空家等の状態の把握 

○法第10条第１項に基づく情報の内部利用は、空家等に該当するか否かの判断においても

「法の施行の必要な限度」の範囲内として適用することが可能。 

○長屋等において、一部のみが使用されていない場合には空家等に該当しない。 

○すでに倒壊した状態のものや火災等により残材等が残る状態のものも建築物に該当する場

合があり、それが使用されていないことが常態であれば空家等に該当する（他法令による

対応を含め所管課と協議する）。 

○建築物等を住居としてではなく物品を保管する物置として現に意図をもって使用している

場合は、空家等に該当しない。ただし、所有者等が出入りすることが年間を通して無く、

あっても数年に一度というような場合は物品を放置しているに過ぎず「物置として使用し

ている」と認められない結果、空家等として認定され得る。 

○相続人不存在で国の管理する建築物になれば、法の対象から除外。 

 

◆立入調査の実施 

○事前通知は、確知したすべての所有者等に対し行う。建物所有者と土地所有者が異なる場

合は、両者に通知しなければならない。 

○物理的強制力の行使を伴わない立入調査は、所有者等の承諾は要しない。 

○通知した所有者等のいずれかから明示的な拒否がある場合は、物理的強制力※の行使によ

る立入調査を行う権限まで認められない（倒壊等の可能性の高さや緊急性の高さにかかわ

らない）。この場合の対処としては、法第16条第２項に基づき過料に処するか、法第14条

第１項に基づく助言又は指導を行う。 

※物理的強制力とは、例えば門扉の鍵を壊したり窓ガラスを割る等の行為が該当する。な

お、すでに壊れたり割れた状態で容易に立ち入れる場合あるいは門扉や塀を壊さず乗り

越えて立ち入るのであれば物理的強制力の行使に当たらない。 

○相手方が立入調査を拒否した場合等の過料が定められているが、相手方の抵抗を排除して

まで調査を行う権限を認めるものではない。 

○倒壊等の危険があるなどの場合に、門扉が閉じられている等敷地が閉鎖されていることの

みをもって敷地内に立ち入れないとなると法の目的が十分に達成できないおそれがあると

き、物理的強制力の行使により立ち入り調査の対象とする空家等を損壊させることのない

範囲内での立入調査は許容され得る。 

○立ち入った結果、建物内に占有者がいる等使用実態があることが判明した場合は、当該建

築物は「特定空家等」に該当しないこととなり、それ以降、立入調査を継続することはで

きない。なお、立ち入った時点において「空家等と認められる場所」であった以上、使用

実態があることが判明する以前の立入調査は適法な行為である。 

◆所有者等の特定 
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○個人情報保護条例などにより目的外利用が制限されている情報のうち、空家等の所有者等

の氏名、住所等の情報で、法に基づき各市町村が空家等対策のために必要となる情報につ

いては、法の施行のために必要な限度において、市町村長は法第10条第１項に基づき内部

で利用することが可能である。 

※同じ役所内であれば、法の主たる所管課以外にも法の施行に関係する部署に限り、内部利 

用が可能。 

○生活保護や滞納対応の担当部局が所有する情報のうち「氏名その他の空家等の所有者等に

関する物」であり、かつ「この法律の施行のために必要な限度において」内部利用するも

のであることを説明することができれば、内部利用の対象に含まれる。 

○電気・ガス・水道の使用状況について、法第10条第３項に基づき事業者に照会できるが、

どのような条件を付したとしても事業者側に何らかの応答を義務付けることはできない。 

○「所有者等を確知できない場合」とは、たとえば住民票情報、戸籍謄本等、不動産登記簿

情報、固定資産税情報などを利用し、法第９条に基づく調査を尽くした場合を想定してい

る。相続放棄の有無や国保等の死亡一時金等の受取人についても、可能な限り調査するの

が望ましい。 

○氏名は知り得ても所在を知り得ない場合は、「確知できない場合」に含まれる。 

○複数の法定相続人のうち１名を地方税法上の「家屋を現に有している者」として固定資産

税を賦課している場合でも、当該法定相続人のうち複数名が実態として当該空家等を所有

している場合には「所有者が複数存在する場合」に該当する。 

 

 

２ 所有者等の事情の把握 

【実施手順】 

（１）所有者等の事情の把握 

書面、訪問又は電話等の方法で所有者等に連絡し、事情を把握する。 

・当該空家等の現状を伝える。 

・当該空家等に関する今後の改善方策に対する考え、処分や活用等についての意向など、

所有者等の主張を含めた事情の把握に努める。 

 

（２）所有者等の事情に応じた解決策の検討 

当該空家等が「特定空家等」に該当する場合であっても、直ちに法に基づく立入調査や指

導等の手続を開始するのではなく、所有者等の事情を勘案し、対応方策を検討する。 

・状況に応じて、相談窓口や活用できる助成制度の紹介等により解決を図る 

 

対応上のポイント 

○危険が切迫している等、速やかに措置を講ずる必要があると認められる場合には、「４ 助

言又は指導」以降の措置を迅速に講ずることが考えられる。 

○所有者等への連絡の際に、法の「特定空家等に対する措置」について説明することにより、

自主的な管理及び改善措置を促す効果が期待できる。 

３ 助言又は指導 
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【実施手順】 

（１）助言又は指導の実施 

①次の事項について、所有者等に分かりやすく説明する。 

・どの建築物等が特定空家等として助言又は指導の対象となるか。 

・当該特定空家等が現状どのような状態になっているか。 

・周辺の生活環境にどのような悪影響をもたらしているか。 

②①を踏まえ、次の事項について、所有者等に告知する。 

口頭によることも許容されているが、改善しなかった場合の措置を明確に示す必要があ

る場合には、書面で行うことが望ましい。 

・当該助言又は指導の内容及びその事由 

※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、建築物等の除却を

除く（法第14条第１項括弧書き）。 

※勧告では、講ずべき措置の内容及びその事由をできる限り具体的に示す必要がある

ことを考慮し、状況に応じて指導内容を具体化する。 

・当該助言又は指導の責任者 

・助言又は指導に係る措置を実施した場合は、遅滞なく当該助言又は指導の責任者へ報

告すること 

・助言又は指導をしたにも関わらず、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認め

られるときは、市町村長は勧告を行う可能性があること 

・市町村長が勧告した場合は、地方税法の規定に基づき、当該特定空家等に係る敷地に

ついて固定資産税等のいわゆる住宅用地特例の対象から除外されることになること 

③確知できた所有者等全員に対し行う。 

 

（２）助言又は指導の実施後の対応 

①助言又は指導に従い措置を講じた場合、当該措置が完了したことを確認する。 

・現地確認（可能ならば所有者等立会で実施）を行い、履歴を記録する。 

・必要に応じて所有者等から報告書を提出させる。 

②助言又は指導に従わなかった場合、再度助言又は指導の実施か勧告を検討する。 

 

対応上のポイント 

○助言又は指導は、口頭によることも許容され、電話での対応も含まれる。なお、改善しな

かった場合の措置を明確に示す必要がある場合には、電話対応記録ではなく、措置の内容

を明確に記述した書面で行うことが望ましい。 
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４ 勧告 

【実施手順】 

（１）勧告の実施 

①次の事項を書面により明示する。 

・当該勧告に係る措置の内容及びその事由 

・当該勧告の責任者（法を所管する課の課長等） 

・措置の期限 

※措置の内容は、所有者等が具体的に何をどうすればよいか理解できるよう明確に示

し、周辺の生活環境の保全を図るという規制目的を達成するために必要かつ合理的な

範囲内のものとしなければならない。 

②措置の履行に係る猶予期間は、物件の整理や工事の施工に要する期間を合計したものを標

準とする。 

③確知できた所有者等全員に対し勧告を行う。 

④確実に相手方へ到達するよう、的確な送達の方法を選択する。 

・郵送の場合は、配達証明郵便又は配達証明かつ内容証明の郵便とすることが望ましい。 

※勧告は、相手方に到達することによって効力を生じ、相手方が現実に受領しなくとも

相手方が当該勧告の内容を了知し得るべき場所に送達されたら到達したとみなされ

るため、的確な送達方法を選択する。 

 

（２）関係部局（税務、その他）への情報提供 

・当該特定空家等対する勧告に係る情報をデータベースに入力するなどして、速やかに税

務課その他関係部局に提供し、情報を共有する。 

 

（３）勧告に従い措置が実施された場合の対応 

①所有者等から完了の報告を受け、勧告を撤回する（必要に応じて書面で行う。）。 

②現地調査を実施し、措置が実施されたことを確認する）。 

③措置が実施され勧告を撤回した旨の情報をデータベースに入力するなどして、速やかに税

務課その他関係部局に提供する。 

 

（４）勧告に従わなかった場合の対応 

①相手方が勧告に従い措置を講ずる意思の有無、正当な理由の有無を確認する。 

※単に措置を行うために必要な金銭がないことは「正当な理由」とはならない。 

②①の状況を踏まえ、再度勧告を行うか、命令を行うか判断する。 

 

（５）所有者等が変わった場合の対応 

①勧告を受けた特定空家等の建物部分とその敷地のいずれかが売買等された結果、一部の所

有者等が変わった場合、当該勧告に伴う効果は継続する。なお、新たに所有者等となった

者に対しては、できる限り迅速に、改めて助言又は指導を経て勧告を行う。 

②前述の場合において、すべての所有者等が変わってしまった場合、当該勧告は失効するこ

とから、新たに所有者等となった者に対し、できる限り迅速に、改めて助言又は指導を経
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て勧告を行う。 

※勧告の失効により、固定資産税等の住宅用地特例の適用関係に影響を与えることか

ら、税務課と十分連携を図る。 

 

対応上のポイント 

○「相手方が当該勧告の内容を了知し得る場所」とは、たとえば相手方の郵便受け等。 

○勧告の措置の内容が敷地内の小屋や倉庫等のみの場合でも、当該「特定空家等」の敷地は

住宅用地特例から除外される。 

○地方税法上の賦課処分は行政不服審査法に基づき市町村長に対し不服申立てが可能。固定

資産税等の住宅用地特例の対象から除外された点について地方税法に基づく不服申立てを

提起された場合には、それに対応するのは市町村の税務部局となる。 

○法に基づく特定空家等に対する勧告は、空家法に基づく権利・義務の変動を相手方に生じ

させるものではないため、勧告にあたり弁明の機会付与は不要とされている。 

○勧告、命令に係る措置の猶予期間について、次の例が参考として挙げられる。 

建築基準法に基づく是正措置命令の猶予期間について、 

・木造住宅の全部除却命令について３１日 

・木造住宅の一部除却命令について１３８日 

としたものがある。また、都市計画法に基づく除却命令の相当の期限について、 

・鉄骨１階建ての倉庫（いわゆるコンテナ）３棟の全部除却命令について４３日 

・鉄骨２階建ての事務所・工場の全部除却命令について１１２日 

としたものがある。 

○勧告に係る措置が講じられ、特定空家等に該当しなくなったときは、当該特定空家等の所

有者等に対し勧告を撤回した旨が分かるよう通知する必要がある。 

○勧告に係る措置を行う権原がない所有者等に対して命令を行うことはできない。所有者等

が複数人いる場合であって、すべての所有者等に権限がない又は確知できない場合には、

法第14条第10項による略式代執行を検討する。建物所有者と土地所有者が異なる場合であ

って、土地所有者のみ確知でき、かつ、当該土地所有者に権限がない場合も同様となる。 

 

 

５ 意見書等の提出の機会 

【実施手順】 

（１）措置を命じようとする者への事前の通知 

次の事項を書面により通知する。 

・命じようとする措置の内容（勧告に係る措置） 

・措置を命ずるに至った事由 

・意見書の提出先及び提出期限 

※行政手続法第15条第１項（聴聞の通知の方式）を踏まえ、提出期限は意見書や証拠の

準備をするのに足りると認められる期間を設定しなければならない。 

 

（２）公開による所有者等からの意見の聴取 
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①命令に係る通知書を交付した日から５日以内に請求があった場合に行う。 

※交付日の翌日から起算して５日以内。 

②所有者等から請求があった場合、次の事項を意見聴取の期日の３日前までに通知及び公

告する。 

・命じようとする措置 

・意見の聴取の期日及び場所 

※通知は意見聴取日の前日から起算して３日前までに相手方に到達しなければならな

い。 

③措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求め、公開による意見の聴取を行う。 

・措置を命じようとする者又はその代理人は、意見の聴取に際し、証人を出席させ、か

つ、自己に有利な証拠を提出させることができる。 

・市町村長は、意見聴取の円滑な進行のため、承認の人数を制限し、また証拠の選択を

させることは差支えない。 

 

対応上のポイント 

○命令については、勧告に対し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

に実施できるとされており、確知している所有者等全員のうち「正当な理由の無い、措置

を行う権原がある者」に対して行う。単に措置を行うために必要な金銭がないことは「正

当な理由」とはならない。 

○土地所有者に措置を行う権原がある場合とは、特定空家等に該当する「立木その他の土地

に定着する物」の所有権を土地所有者が有している場合等が該当する。 

○命令の対象者が「非公開による意見の聴取」を希望した場合には、希望に沿って非公開と

することを妨げない（法第14条第６項は命令の対象者が自己に有利となる意見を表明する

機会を付与することを目的とするものであることから）。傍聴者の取扱いについては特段

の定めはないので、市町村において判断する。 

 

 

６ 命令 

【実施手順】 

（１）命令の実施 

①次の場合において、法第14条第３項の規定に基づき命令を実施する。 

・事前の通知に示した意見書の提出期限までに意見書の提出がなかった場合 

・事前の通知書の交付を受けた日から５日以内に意見の聴取の請求がなかった場合 

・意見書又は意見聴取を経てもなお当該命令措置が不当でないと認められた場合 

②命令は書面（ガイドライン参考様式４）により行い、次の事項を明示する。 

・当該命令に係る措置※の内容及びその事由 

※命じようとする措置は、法第14条第２項に基づき行った「勧告に係る措置」であり、

措置の内容は明確に示さなければならない。 

・当該命令の責任者（法を所管する課の課長等） 

・措置の期限 
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③命令書には、合わせて行政不服審査法第57条第１項の規定に基づく教示を記載する。 

・当該処分につき不服申立てをすることができる旨 

・不服申立てをすべき行政庁 

・不服申立てをすることができる期間 

④確実に相手方へ到達するよう、的確な送達の方法を選択する。 

・勧告を実施する場合に準じる。 

 

（２）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る公示 

①命令した旨の標識（ガイドライン参考様式５）を設置する。 

・標識の設置は、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、最も適

した場所を選定する。 

・標識は、当該命令に係る特定空家等に設置することができる（社会通念上標識の設置

のために必要と認められる範囲に限る）。それ以外で適当な場所があるときは、当該

場所の管理者等の了承を得る。 

※当該特定空家等に隣接する住民や接道を通行する通行人等に見える場所を選定す

る。このとき、当該特定空家等の複数面が道路に面している場合には、必要な限度

において、各面に標識を設置する等、第三者の視認性を考慮する。 

②次の方法により、命令した旨を公示する。 

・市町村の公報への掲載 

・インターネットの利用 

・その他市町村が適切と認める方法 

 

（３）命令に従い措置が実施された場合の対応 

勧告に係る措置が実施された場合に準じる。 

 

（４）過料の手続 

過料に処せられるべき者の住所地を管轄する地方裁判所に通知する。 

・違反事実を証する資料（過料に処せられるべきものの住所地を確認する書類、命令書

又は立入調査を拒んだ際の記録等）を添付 

 

対応上のポイント 

○法第16条に規定する過料の徴収手続については、非訟事件手続法の規定による。手続開始

は裁判所の職権によるが、裁判所が職権探知により事件を立件することは事実上不可能で

あり、一般的には行政庁からの通知を受けて手続が開始される。このため、裁判所の職権

の発動を促すため、違反事実を証する資料（過料に処せられるべきものの住所地を確認す

る書類、命令書又は立入調査を拒んだ際の記録等）を添付して、過料事件の通知を管轄地

方裁判所に行う。 
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７ 代執行 

（１）実体的要件の明確化 

①次のいずれかの場合は、代執行できることとされている。 

・法第１４条第３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 

②代執行できる措置として、次の２つの要件を満たす必要がある。 

・代執行できる措置は他人が代わってすることのできる義務（代替的作為義務）に限ら

れること 

・当該特定空家等による周辺の生活環境等の保全を図るという規制目的を達成するため

に必要かつ合理的な範囲内のものとしなければならないこと 

 

（２）文書による戒告 

①代執行をなすにあたり、次の事項を予め文書により戒告する。 

・相当の履行期限 

・その期限までに義務の履行がなされないときは、代執行をなすべき旨 

※戒告は、その時点において命令に係る措置の履行がなされていないことを前提とし、

義務者が自ら措置を行うよう督促する意味を持つことから、履行期限は当該措置を

履行することが社会通念上可能な期限でなければならない。 

※戒告を命令と同時に行うことを必ずしも妨げない。 

②戒告書には、具体的にどのような措置を代執行することとなるのかを明確に記載する。 

③戒告書には、合わせて行政不服審査法第５７条第１項の規定に基づく教示を記載する。 

・当該処分につき不服申立てをすることができる旨 

・不服申立てをすべき行政庁 

・不服申立てをすることができる期間 

④確実に相手方へ到達するよう、的確な送達の方法を選択する。 

・勧告を実施する場合に準じる。 

⑤義務者が義務を履行した場合の対応は、勧告に係る措置が実施された場合に準じる。 

⑥戒告書に定めた期限までに義務者自ら措置を履行しないときは、再戒告によって義務者

自ら履行する機会を与えるべきか否か検討する。 

・再戒告するか代執行を実行するかは、客観的事情と義務者による履行が期待され得る

か等の状況により判断する。 

 

（３）代執行令書による通知 

①執行責任者を決定する。 

②次の事項を、代執行令書により義務者に通知する。 

・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 

・代執行に要する費用の概算による見積額 
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※特定空家等の除却を行う場合には、義務者が当該特定空家等から動産を搬出するた

めの猶予を与えることが望ましい。 

③非常の場合又は危険切迫の場合であって、戒告及び代執行令書による通知の手続をとる

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。 

 

（４）執行責任者証の携帯及び提示 

①執行責任者に対し、執行責任者証を交付する。 

②執行責任者証を携帯し、相手方や関係人から求めがあるときはこれを提示する。 

 

（５）代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い 

特定空家等の中に相当の価値のある動産が存在する場合、次の手続を踏む。 

・所有者に運び出すよう連絡 

・連絡が無い場合は保管し、期間を定めて引き取りに来るよう連絡 

・保管期間は法務部局と協議 

 

（６）費用の徴収 

代執行の終了後に、文書（納付命令書）において次の事項を定め、その納付を命じる。 

・実際に要した費用の額 

・納期日 

※義務者から徴収すべき金額は代執行の手数料ではなく、実際に要した費用である。

義務違反の確認のために要した調査費等は含まれない。 

 

対応上のポイント 

○法第１４条第９項の要件を満たせば、行政代執行法第２条の要件の該当性を判断すること

なく代執行が可能。これは、市町村長が法に基づく命令に至るまでの過程で行政代執行法

第２条の補充性・公益性について十分検討しており、また、命ぜられた措置が履行されな

いこと自体が著しく公益性に反する状況といえるため。 

○特定空家等の中に残置された動産の保管期間について法の規定はないが、建築物の解体工

事の代執行に関し、動産の保管期間を１４日とした事例がある。所有者が動産を放棄した

ときは、廃棄することができる。 

 

 

８ 過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合（略式代執行） 

（１）略式代執行を行うことができる要件の確認 

次の各要件に該当することを確認する。 

①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こと 

②その措置が、他人が代わってすることができる作為義務（代替的作為義務）であること 

※住民票情報、戸籍謄本等、不動産登記簿情報、固定資産税情報等を活用せずに、所有

者等を特定できなかった場合、「過失がない」とは言い難い。 
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（２）事前の公告 

①次の事項を、相当の期限を定めて、あらかじめ公告する。 

・当該措置を行うべき旨 

・その期限までに当該措置を行わないときは、市町村長又はその措置を命じた者若しくは

委任した者がその措置を行うべき旨 

②原則として、市町村の掲示板に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に１回以上掲

載する。 

※ただし、相当と認められるときは、官報への掲載に代えて市町村の「広報」・「公報」

等への掲載をもって足りる。 

③公告の期間は、最後に官報等に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から２週

間を経過した日までとする。 

 

（３）略式代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い 

特定空家等の中に相当の価値のある動産が存在する場合、次の手続を踏む。 

・所有者に運び出すよう公示 

・連絡が無い場合は保管し、期間を定めて引き取りに来るよう公示 

・保管期間は法務部局と協議 

 

（４）費用の徴収 

義務者が後で判明したときは、その時点でその者から任意で費用を徴収する。 

※略式代執行は行政代執行法の規定によらないものであり、代執行に要した費用につい

て義務者が任意の支払いに応じない場合、強制徴収することはできず、市町村は民事

訴訟を提起し、民事執行法に基づく強制執行に訴えることとなる。 

 

対応上のポイント 

○勧告に係る措置を行う権原がない所有者に対しては助言・指導、勧告までの手続を行い、

法第14条第10項の略式代執行を行うことが可能となる。（所有者が複数人いる場合は、す

べての所有者に権限がない又は確知できない場合に限る。） 

○本項の公告は、民事訴訟法上の「公示送達」とは異なる。 

○略式代執行の対象となる特定空家等は所有者等を確知することができない特殊な状態のも

のであるため、たとえば不動産としての価値がほぼ無いものや、不動産に関連付けられる

複数の債務が残存するものなど、売却することで債権が十分に回収できないものもある。

このような状況を考慮し、相続財産管理人を選任するか否かは、個別の事案に即して市町

村が判断。 


