
 令和元年度第１回空家等対策協議会議案 

 

 

日時：令和元年 12月 24日(火) 

午後１時 30分～ 

場所：役場２階中会議室 

 

 

  １ 会 長 挨 拶 

 

 

２ 議     題 

  （１）空家等立入調査実施結果について（資料１） 

 

 

    （２）特定空家等の認定に関する意見について 

                      

 

  （３）浦幌町特定空家等解体補助金交付要綱（素案）について（資料２） 

 

 

  （４）その他 

                   

 

３ 閉     会 



【資料１】

所　在　地 所有者等

1 字末広町
個人（土地

所有者）
✕

2 字幸町 法人 〇 10月16日 8 特定空家等

3 字幸町 法人 〇 10月16日 6 特定空家等

4 字美園 個人 〇 10月25日 3 特定空家等

5 字富川
個人

（相続人）
〇 10月25日 9 特定空家等

6 字川上 個人 〇 10月25日 9 特定空家等

7 字留真
個人

（相続人）
✕

8 字共栄 個人 〇 10月9日 8 特定空家等

9 字吉野 個人 〇 10月9日 9 特定空家等

10 字吉野 不明 〇 10月9日 7 特定空家等

11
字チプネオコッ

ペ
個人 〇 10月16日 8 特定空家等

12
字チプネオコッ

ペ

個人（相続

人）
〇 10月16日 8 特定空家等

特定空家等の認定

関する意見

解体

後日解体

解体

浦幌町特定空家等判定調査票による判定結果（令和元年度）

№
調査建物

調査 調査日 備考
状態が

著しい
判定調査票



【資料２】 

浦幌町特定空家等解体補助金交付要綱（素案） 

令和２年 月 日告示第○号  

 （目的） 

第１条 この告示は、浦幌町空家等対策計画に基づき、町内にある特定空家等と判定された 

空家等を解体するものに対して、危険な空家等の解消などを進め、防災や衛生などの町民 

の生活環境の保全を図ることを目的とする。 

（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） 特定空家等 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２条第１項に規定する空家等で、町が認定したものをいう。 

（２） 所有者等 登記簿（未登記である場合にあっては、固定資産税課税台帳）に記録され 

ている所有者又は当該所有者の相続人その他これを管理すべき者をいう。 

 （３） 解体事業者等 建設業法（昭和 24年法律第 100号）別表第１の下欄に掲げる土木工 

事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けた者又は建 

設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104号）第 21条第１項 

に規定する解体工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けた者で、浦幌町内に事務所 

又は営業所を有するものをいう。 

 （補助対象空家等） 

第３条 補助の対象となる空家等は、次のいずれにも該当するものとする。 

（１）  町内に存する特定空家等であること。 

（２）  次条に規定する補助対象者が所有し、又は管理していること。 

（３）  所有権以外の権利が設定されていないこと。 

（補助対象者） 

第４条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する 

ものとする。 

  （１） 前条に規定する補助対象物件の所有者等であること。 

 （２） 現に居住する市区町村の市町村民税又は特別区民税（以下「市区町村民税」という。） 

及び浦幌町の固定資産税を滞納していないこと。 

（３） 本人及びその者が属する世帯全員が、暴力団員でないこと。 

（４） 過去に浦幌町特定空家等解体補助金を受けていないこと。 

 （補助対象事業） 

第５条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、特定空家等を解体することにより、 

特定空家等にある状況を解消し、又は解体後の敷地を不動産流通させることができるもので、 

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 （１） 補助対象者又はその１親等以内の親族が、解体後１年以内に、当該敷地に建築物を 



建築し、又は当該敷地を収益を得て賃貸する目的で行う解体でないもの。 

 （２） 敷地内の補助対象物件全てを解体する工事で、補助事業に係る経費（廃棄物処理料 

その他必要な費用を含む。）が、30万円以上であること。 

 （３） 浦幌町暴力団排除条例（平成 25年条例第１号）第２条第１項に規定する暴力団又は同 

   条第３号に規定する暴力団関係事業者に該当しない解体事業者等に請け負わせるもの 

 （４） 公共工事に伴う物件移転補償等を受けて行うものでないもの 

 （補助金交付申請） 

第６条 浦幌町特定空家等解体補助金交付申請書（様式第○号）に次に掲げる書類を添えて、 

町長に申請するものとする。 

（１） 補助対象者の住民票（世帯全員分） 

（２） 町税納入状況等調査同意書（第○号様式） 

（３） 現に居住している市区町村の納税証明書 

（４） 工事請負契約書の写し 

（５） 工事見積書の写し 

（６） 補助事業開始前写真 

（７） 暴力団員でないことの誓約書（第○号様式） 

（８） その他町長が必要と認める書類 

 （補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助事業に係る経費に２分の１を乗じて得た額（当該額に 1,000円未 

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、50万円を上限とする。 

 （交付決定等） 

第８条 町長は、前条第１項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の適否を 

決定し、浦幌町特定空家等解体補助金交付（不交付）決定通知書（以下「決定通知書」とい 

う。）（様式第○号）により交付申請者に通知する。 

２ 町長は、決定通知書により通知するときは、必要な条件を付することができる。 

３ 決定通知書を受けた交付申請者（以下「補助事業者」という。）は、補助金を受ける権利を第 

三者に譲渡してはならない。 

 （工事の着手） 

第９条 工事の着手は、前条第１項の規定による交付決定を受けた後に行わなければならな 

い。 

 （変更及び中止） 

第 10条 補助事業者は、交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）に関して、次の各 

 号に掲げる変更をしようとするときは、浦幌町特定空家等解体補助金交付変更承認申請書 

（様式第○号）により町長に申請し、承認を受けなければならない。 

（１） 工事内容の変更 

（２） 工事金額の変更（ただし、工事金額に対して 10パーセント未満の金額の変更の場合 

は不要とする。） 

 （３） 施工業者の変更 



２ 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、速やかに浦幌町特定空家等解体補 

助金交付中止届（様式第○号）に決定通知書を添えて町長に届け出なければならない。 

３ 町長は、第１項の届出を受けたときは、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定し、 

浦幌町特定空家等解体補助金交付変更承認（不承認）通知書（様式第○号）により当該 

申請した補助事業者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第 11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、30日以内に浦幌町特定空家等解体補 

助金工事完了実績報告書（様式第○号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に届け出 

て、確認審査を受けなければならない。 

 （１） 補助事業完了後の写真 

 （２） 補助事業に係る領収書の写し 

 （３） その他町長が必要と認めるもの 

２ 町長は、特に必要があると認めるときは、工事の状況について実地調査を行うことができる。 

３ 前項の規定による報告は、第８条第１項の規定による補助金交付決定のあった年度の３月 

15日までにしなければならない。 

 （交付額の確定） 

第 12条 町長は、前条第１項に規定する届出があり、申請内容と相違がないと認め補助金の 

交付額を確定したときは、浦幌町特定空家等解体補助金交付額確定通知書（様式第○号） 

により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第 13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに浦幌町特定空家等 

解体補助金交付請求書（様式第○号）により、町長に補助金の交付を請求するものとする。 

 （補助金の交付） 

第 14条 町長は、前条の請求を受けたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するもの 

とする。 

 （交付決定の取消し） 

第 15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交 

付決定を取り消し、又は補助金を既に交付している場合は期限を定めて、補助事業者に補 

助金の返還を命ずることができるものとする。 

（１） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（２） 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。 

（３） 補助事業の完了が見込めないとき。 

（４） この告示の規定に違反したとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、浦幌町特定空家等解体 

補助金交付取消決定通知書（様式第○号）により通知するものとする。 

 （委任） 

第 16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 

 この告示は、令和２年４月１日から施行する。 



関係資料 

①浦幌町空家等対策計画（抜粋版） 

②「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（ガイドライン）【概要】 

③浦幌町空家等の適正管理に関する条例 



 

 

 

 

 

 

 

 

浦幌町空家等対策計画（抜粋版） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年２月 

浦  幌  町 
 

 

 

 



1 

 

第 1章 計画策定の目的と基本的な方針 
 

 

１ 背景と目的 

全国的な少子高齢化の進行、既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、各地で空家等

問題が深刻化してきており、その中でも適切に管理が行われていない空家等が、防災・衛

生・景観等において地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。 

このような状況に対処するため、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下

「法」という。）を制定し、平成27年５月に全面施行され、これを契機として、本町においても

平成 30年３月に「浦幌町空家等の適正管理に関する条例」を制定したところです。 

この計画は、これらの法令に基づき、空家等の発生の抑制や危険な空家等の解消などの

対策を総合的かつ計画的に進め、防災や衛生などの生活環境の保全を図ることを目的に

策定するものです。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」として位置づけることとし、国の

「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指針」に即して策定する

計画です。 

 

３ 空家等対策に関する基本方針 

適切な管理が行われていない空家等がもたらす問題を解消するためには、第一義的に

は空家等の所有者等が自らの責任により的確に対応することが前提となりますが、所有者

等の意識や経済的な事情などから空家等の管理を十分に行うことができず、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ます。 

このため、倒壊等の事故や火災、犯罪等を未然に防止し、町民が安全で安心して暮らす

ことができる生活環境を確保するとともに、地域の活性化を目指し、空家等の状況に応じて

①空家等の発生の抑制、②空家等の活用の促進、③管理不全な空家等の防止・解消、④

空家等対策に係る実施体制の整備等を柱とした「総合的な空家等対策」を推進します。 

 

４ 計画期間 

計画期間は、平成31年度～平成35年度までの５年間とします。 

ただし、社会情勢や本町の状況等の変化などを踏まえ、必要に応じて見直しを行うことと

します。 
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５ 対象とする空家等の種類 

法で定める「空家等（特定空家等を含む。）」とします。 

 

＊「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（概ね１年以上使用されていないもの）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。 

 

＊「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います。 

 

６ 対象地区 

本計画の対象とする地区は、町内全域とします。 
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第３章 空家等に関する対策 
 

３ 特定空家等の除却（解体）の支援 

倒壊等の危険性のある空家等であっても、それらは個人の財産であり、所有者等が責任

を持って対応しなければなりませんが、所有者等が置かれている状況は様々であり、なかに

は除却工事費用を用意することが困難な所有者等もいます。 

そのため、町民の安全で安心な生活環境を確保し、所有者等の自発的な除却を促進す

るため倒壊や建築部材等の飛散などの危険性のある空家等の除却をする場合に、その工

事費用の一部を補助する支援制度を創設します。 

 
 
 
 
第４章 特定空家等の認定及び措置 
 

１ 特定空家等の認定基準 

認定基準は法第２条第２項において、以下の項目に該当する空家等が対象となっていま

す。 

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 

②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 

③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 

④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 

 

これらに該当する空家等の判定は、国が平成27年５月に示した「『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（ガイドライン）」（以下「ガイドライン」という。）

の判定項目の基準と、平成28年６月に北海道から示されている「市町村による特定空家の判

断の手引き」を参考に作成する判定調査票の結果及び浦幌町空家等対策協議会の意見を

踏まえ最終的に町長が認定します。 

 

２ 特定空家等認定までの調査 

現地調査や地域からの情報を基に、住環境を悪化させている緊急性の高い空家等である

かを調査します。場合によって立入調査も実施しますが、その際はガイドラインに基づき関係

職員が実施します。 

 

３ 特定空家等に認定された場合 

空家等のうち、特定空家等に該当するおそれのあるものについては、速やかな改善が求め



4 

 

られることから、早期に助言又は指導を行うことが必要です。 

特定空家等と認定された場合、所有者等に連絡をとるための調査を実施し、判明した所

有者等には以下の手続きを行い、自らの管理を促します。 

①助言・指導 

②勧告 

③命令 

④行政代執行  

これらの措置の手続きについては、ガイドラインに基づき実施していきますが、各行政処分

は浦幌町空家等対策協議会の意見を踏まえ総合的に判断します。 

 
 



「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（ガイドライン）【概要】

市町村が「特定空家等」の判断の参考となる基準等及び「特定空家等に対する措置」に係る手続について、参考となる考え方を示すもの。

１ １

１．法に定義される「空家等」及び「特定空家等」
２．具体の事案に対する措置の検討
（１）「特定空家等」と認められる空家等に対して法の規定を適用した場合の効果等

・固定資産税等の住宅用地特例に関する措置
（２）行政関与の要否の判断
（３）他の法令等に基づく諸制度との関係
３．所有者等の特定

１．適切な管理が行われていない空家等の所有
者等の事情の把握

２．「特定空家等に対する措置」の事前準備
（１）立入調査

・明示的な拒否があった場合に、物理的強制
力を行使してまで立入調査をすることはでき
ない。
・空家等を損壊させるようなことのない範囲内
での立入調査は許容され得る。

（２）データベース（台帳等）の整備と関係部局へ
の情報提供

・税務部局に対し、空家等施策担当部局から
常に「特定空家等」に係る最新情報を提供

（３）特定空家等に関係する権利者との調整

・抵当権等が設定されていた場合でも、命令
等を行うに当たっては、関係権利者と必ずし
も調整を行う必要はない。

３．特定空家等の所有者等への助言又は指導
（１）特定空家等の所有者等への告知
（２）措置の内容等の検討

・「特定空家等に関する措置」を講ずるか否かについては、（１）を参
考に、（２）及び（３）に示す事項を勘案して、総合的に判断。

（１）「特定空家等」の判断の参考となる基準

・空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を別紙に示す。
（２）周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか
否か

（３）悪影響の程度と危険等の切迫性

第1章 空家等に対する対応

第3章 特定空家等に対する措置

第2章 「特定空家等に対する措置」を講ずるに
際して参考となる事項

４．特定空家等の所有者等への勧告
（１）勧告の実施

・固定資産税等の住宅用地特例から除外され
ることを示すべき。
・勧告は書面で行う。
・措置の内容は、規制目的を達成するために
必要かつ合理的な範囲内

（２）関係部局への情報提供
５．特定空家等の所有者等への命令
（１）所有者等への事前の通知
（２）所有者等による公開による意見聴取の請求
（３）公開による意見の聴取
（４）命令の実施
・命令は書面で行う。

（５）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

６．特定空家等に係る代執行
（１）実体的要件の明確化
（２）手続的要件
（３）非常の場合又は危険切迫の場合

（４）執行責任者の証票の携帯及び呈示
（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

７．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

（１）「過失がなくて」「確知することができない」場合

・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。

（２）事前の公告
（３）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

・義務者が後で判明したときは、その者から費用を徴収
できる。

８．必要な措置が講じられた場合の対応

・所有者等が、勧告又は命令に係る措置を実施し、当
該勧告又は命令が撤回された場合、固定資産税等の
住宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地は、特例の
適用対象となる。
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空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を示すもの。以下は例示であり、これによらない場合も適切に判断していく必要

１ １

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

・基礎に不同沈下がある ・柱が傾斜している 等
ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等

・基礎が破損又は変形している ・土台が腐朽又は破損している 等
（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。

・屋根が変形している ・屋根ふき材が剥落している
・壁体を貫通する穴が生じている ・看板、給湯設備等が転倒している
・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している 等

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。

・擁壁表面に水がしみ出し、流出している 等

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合し
ていない状態となっている。

・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計
画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合して
いない状態となっている。
・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態と
なっている。 等

（２）その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態で
ある。

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま
放置されている。
・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。 等

（１）建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。
・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域
住民の日常生活に支障を及ぼしている。
・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を
及ぼしている。

（２）ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。

・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生
活に影響を及ぼしている。
・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、
地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。

〔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

〔別紙２〕 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

（１）立木が原因で、以下の状態にある。

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げてい
る。 等

（２）空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。
・動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の
日常生活に支障を及ぼしている。
・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境
に悪影響を及ぼすおそれがある。 等

（３）建築物等の不適切な管理が原因で、以下の状態にある。
・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易
に侵入できる状態で放置されている。 等

〔別紙３〕 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

〔別紙４〕 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
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○浦幌町空家等の適正管理に関する条例 

平成30年３月16日条例第２号 

浦幌町空家等の適正管理に関する条例 

（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127号。以下「法」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めることにより、町民が安全で安心して暮らすことのでき

る生活環境の保全を図ることを目的とする。 

（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、当該各号に定めるところによる。 

(１) 空家等 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) 特定空家等 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。 

(３) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。 

（所有者等の責務） 

第３条 所有者等は、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当該空家等

を適正に管理しなければならない。 

（町の責務） 

第４条 町は、第１条の目的を達するための空家等対策計画の策定及びこれに基づく施策を総合的

かつ計画的に実施するものとする。 

（町民による情報提供） 

第５条 町民は、空家等が危険な状態であると認められるときは、町長に当該空家等に関する情報

を提供するよう努めるものとする。 

（関係機関への要請） 

第６条 町長は、第１条の目的を達成するため必要があると認める場合は、町の区域を管轄する警

察署その他の関係機関に、当該関係機関の権限に基づく必要な措置を要請することができる。 

（空家等対策協議会の設置） 

第７条 法第７条の規定に基づき、浦幌町空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 町長は次に掲げる事項について、協議会の意見を聴くものとする。 

(１) 特定空家等の認定に関すること。 

(２) 特定空家等の所有者等に対する措置に関すること。 

(３) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。 

(４) 空家等対策に関して町長が必要と認めること。 

（組織） 

第８条 協議会は、副町長のほか委員４名以内をもって組織し、学識経験のある者その他町長が必

要と認める者のうちから町長が委嘱する。 

（委員の任期） 
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第９条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第10条 協議会に、会長を置く。 

２ 会長は、副町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、その会議の議長となる。 

４ 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

（協議会の招集） 

第11条 協議会の会議は、会長が招集する。 

（会議） 

第12条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

２ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（委員以外の出席） 

第13条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。 

（報酬） 

第14条 委員の報酬は、非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例（昭和31年浦幌町条例第19号）

別表その他の委員会・協議会の委員に相当する額を支給する。 

（費用弁償） 

第15条 委員が会議等に出席したとき又は公務により旅行したときは、非常勤特別職の職員の報酬

等に関する条例第２条の例により費用弁償を支給する。 

（庶務） 

第16条 協議会の庶務は、町民課において処理する。 

（委任） 

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 


