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●物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例に盛り込む
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・１月は定例記者会見の予定はありません。 



平成２８年１２月１３日 

区 長 記 者 会 見 資 料  

 
 

物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例 

に盛り込むべき主な内容（素案）について 

 

中野区内において、いわゆる「ごみ屋敷」と称されるような、家屋や敷地、私道など私有

地での、物品の蓄積、植栽の繁茂、建築物ではない工作物の放置、動物への無秩序、不適切

な給餌などによって、近隣住民の生活環境に支障が及んでいる状態が散見されており、今後

もその増加が懸念されます。 

区は、これまでも高齢者等の孤立解消や見守り支援を地域での支えあいネットワークを軸

に推進してきましたが、より一層高齢者等の孤立解消、安心、安全の見守り支援を強化して

いくとともに、近隣住民の生活環境に支障が及ぶ事態が生じた場合への対策が必要となって

います。 

このため中野区は、「ごみ屋敷」等に関する新たな対策の検討を進めてきましたが、この

度、「ごみ屋敷」等対策のための条例の素案として、当該条例に盛り込むべき主な内容（素

案）を取りまとめました。 

 

１ 条例に盛り込むべき主な内容の概要（詳細は別紙のとおり） 

(1) 対象 

物品の集積、植栽の繁茂、工作物の放置、動物への無秩序、不適切な給餌により、悪

臭や害虫等の発生や火災等の危険性の増加など、近隣住民の生活環境及び良好な景観形

成に支障を及ぼしている家屋や敷地、私道などの私有地、並びにその発生者を対象とし

ます。 

なお、他の法令で規制可能な場合は、当該法令の適用を優先します。 

(2) 区民、所有者等及び区の責務について 

不良な生活環境の解消や予防に関する、区民、私有地や建築物等を所有、占有又は管 

理する者及び区の責務を明らかにします。 

(3) 区による調査等について 

区は、不良な生活環境の解消に必要な範囲において、私有地や発生者に関し、調査が 

できることを明確にします。 

また、関係機関や地域住民と協働して不良な生活環境の解消を図るため、必要な範囲 

内でそれらの者に対し調査結果を提供できることを規定します。 

(4) 指導・勧告について 

不良な生活環境の発生と原因が特定できた場合、区が発生者に対して不良な生活環境 

解消のための指導及び勧告を行うことについて規定します。 

(5) 命令・代執行について 

発生者が、正当な理由なく指導や勧告に従わない場合について、区が不良な生活の解 

消を命令することとします。 



また、改善命令に理由なく従わない場合、他者が代わって行える命令内容であれば、 

代執行を行い、費用徴収できることを規定します。 

(6) 緊急安全措置について 

きわめて切迫した事態においては、勧告、命令等の手続きを踏まずに必要最小限の措 

置を取ることができることを規定します。 

(7) 代執行にかかる費用の減額免除について 

発生者に資力がない場合や、代執行にかかる費用負担が発生者の今後の生活再建を著

しく阻害するなどの場合に、別に定める基準に基づき、費用を減額、免除できることを

規定します。 

(8) 審査会の設置について 

区が行う対策内容について公正性・公益性を確保するため、学識経験者から構成され 

る審査会を設置します。 

(9) 罰則等について 

立入調査について正当な理由なく拒否や妨害した場合、また、代執行ができない命令 

内容等の場合について罰則及び氏名等の公表を規定します。 

 

２ 今後の予定 
平成２８年１２月 
○ 区民との意見交換会実施（４回）               

第１回 12月 20日（火）   19時～21時 中野区保健所 

第２回 12月 21日（水）   19時～21時 野方区民活動センター 

第３回 12月 22日（木）   19時～21時 南中野区民活動センター 

第４回 12月 23日（金・祝） 14時～16時 中野区保健所 

平成２９年 

○ 中野区議会平成２９年第１回定例会 
  「意見交換会の結果」「不良な生活環境対策(案)」報告 
○ パブリック・コメント実施 
○ 中野区議会平成２９年第２回定例会 
    「パブリック・コメント実施結果」報告、条例案提案 

問合わせ先 

環境部副参事（生活環境担当） 浅川 電話 03-3382-2424 
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中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例に盛り込

むべき主な内容（素案） 

１ 目的 

地域における、物品の蓄積等による不良な生活環境の解消を目的とする。 

２ 対象 

物品の集積、植栽の繁茂、工作物の放置、動物への無秩序、不適切な給餌によ

り、悪臭や害虫等の発生や火災等の危険性の増加など、近隣住民の生活環境及び

良好な景観形成に支障を及ぼしている家屋や敷地、私道などの私有地、並びにそ

の発生者を対象とする。 

なお、空家等対策の推進に関する特別措置法など他の法令で規制可能な場合は、

当該法令の適用を優先する。 

３ 区民、所有者等及び区の責務について 

不良な生活環境の解消や予防に関する、区民、私有地や建築物等を所有、占有

又は管理する者及び区の責務を明らかにする。 

○ 区民の責務として、良好な生活環境の維持保全に努めることとする。

○ 所有者等は良好な生活環境の保全維持のため、適切に私有地等を管理してい

く責務があることを明確にする。 

私有地や建築物等の管理義務は、第一義的には所有者にある。発生者が所有

者から当該私有地を借用している場合などにおいては、所有者が自ら発生者に

良好な状態への回復を求めることになる。 

○ 区は発生者に対して不良な生活環境の解消に向けて指導や勧告をするなど、良
好な生活環境の確保に取り組むことを明確にする。 

○ 不良な生活環境の解消にあたって、区は関係機関や地域住民とも協働して取

り組むものとする。 

４ 区による調査等について 

区は、不良な生活環境の解消に必要な範囲において、私有地や発生者に関し、

調査ができることを明確にする。 

○ 調査に当たっては、職員が私有地や建築物等に立ち入ることや、また発生者

や所有者等の関係者に対し事情聴取が必要になる。このため、必要な限度にお

いて、職員がこうした立入調査及び発生者や関係者への事情聴取ができること

を明確にする。 

別紙

資料
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○ 不良な生活環境の解消にあたっては発生者の親族との連携や、発生者の資産、

保健福祉サービスの利用状況等の確認が必要になる場合がある。このため、関

係機関等に対して必要な情報について報告を求めることができることとする。 

５ 調査結果の外部提供について 

 関係機関や地域住民と協働して不良な生活環境の解消を図るため、必要な範囲

内でそれらの者に対し区による調査結果を外部提供できることを規定する。 

○ 警察・消防等に協力を要請する場合において、発生者や私有地等の情報を共

有する必要があるため、必要な範囲で情報を提供できることとする。 

６ 指導・勧告について 

不良な生活環境の発生と原因が特定できた場合、その発生者に対して不良な生

活環境の解消のための指導及び勧告について規定する。 

○ 調査結果により、地域における不良な生活環境の発生と原因が認められた場

合、その発生者に対して物品の適切な保管や廃棄その他の改善措置を、職員が

指導できることとする。 

○ 発生者が指導に従わない場合は、発生者に対して期限を定めて改善措置を行

うよう、文書で勧告することとする。 

７ 命令・代執行について 

 発生者が、正当な理由なく指導や勧告に従わない場合について、命令により、

不良な生活の解消を命じることとする。またそうした改善命令に対して正当な理

由なく従わない場合、命令した行為が代替可能な場合については、代執行を行う

ことを規定する。 

○ 不良な生活環境の解消は、区による指導や勧告により発生者が自主的に行う

ことが原則である。しかし、発生者が正当な理由なく指導や勧告に従わない場

合においては、期限を定めて必要な措置を取ることを命令することができるこ

ととする。 

○ 命令を受けた発生者が、正当な理由なく必要な措置を講じない場合において

は、命令した行為が代替可能な場合については、行政代執行法の規定による代

執行を行い、命令を受けた者に対して費用徴収ができることとする 

○ 上記の命令や代執行は、行政処分として特にその公正性・公益性を確保する

必要があるため、予め後述の審査会の意見を聴くこととする。 
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８ 緊急安全措置について 

きわめて切迫した事態においては、勧告、命令等の手続きを踏まずに必要最小

限の措置を取ることができることを規定する。 

○ 特に緊急に改善措置を講じないと、区民の安全や衛生に重大な支障が及ぶ場

合においては、区が必要最小限の措置を取ることができることを規定する。 

○ この場合において措置実施後に審査会に報告をすることとする。

９ 代執行にかかる費用の減額免除について 

発生者が個人の場合であって、資力のない場合や、代執行にかかる費用負担が

発生者の今後の生活再建を著しく阻害するなどの場合に、代執行にかかる費用を

別に定める基準に基づき減額、免除できることを規定する。 

１０ 公正性・公益性を確保するための審査会の設置について 

 命令等の公正性・公益性を確保するため、学識経験者から構成される審査会を

設置する。 

１１ 罰則等について 

職員による立入調査を正当な理由なく拒否した場合や妨害した場合、また、命

令の内容に代替性が無く、代執行ができない場合について罰則及び氏名等の公表

を規定する。 

○ 調査に応じないケースでは、その後の解決の著しい支障となると想定される

ことから、悪質な場合は罰則として過料を規定するほか、氏名等の公表ができ

ることとする。また、過料は動物への無秩序、不適切な給餌など代執行の対象

とならない命令に違反した場合についても適用する。 

○ 発生者が命令された措置を講じない原因が、精神や身体的要因、または地域

社会との関係の希薄さである場合など、必ずしも不良な生活環境の解消に結び

つく有効な手段とはならない場合には氏名等の公表は適用しない。 



平成２８年１２月１３日 

区 長 記 者 会 見 資 料  

 
 

広町遺跡発掘調査見学会について 

 
（仮称）弥生町六丁目公園の整備に先立ち、平成２６年度に行った埋蔵文化財試掘調査

の結果に基づいて、平成２８年９月から平成２９年２月末までの予定で、現地にて本発掘

調査を実施しています。 

本発掘調査の現地見学会を下記のとおり実施します。 

 

記 

 

１ 広町遺跡とは 

中野区弥生町六丁目のほぼ全域と南台五丁目の西半分にわたって所在する「向田遺跡

群」の中のひとつです。詳細は別紙１「広町遺跡の概要について」をご覧ください。 

 

２ 実施場所 

中野区弥生町六丁目１番 

 

３ 実施日程 

平成２８年１２月１７日（土）、１２月１８日（日） 

 

４ 実施時間 

   各日 午前の部９：４５～１１：３０、午後の部１３：００～１５：００ 

文化財担当が調査状況の解説を行います。（別紙２ チラシ参照） 

 

４ その他 

（１）雨天の場合、出土品のみの見学とします。 

（２）荒天の場合は、中止する場合もあります。ただし、現地に人を配置し、展示物紹介

や資料配布など、見学者への対応ができる体制をとります。 

 

問合せ先 

  見学会について 

都市基盤部副参事（都市基盤整備担当）千田 電話 03-3228-8848 

  埋蔵文化財について 

   健康福祉部副参事（健康・スポーツ担当） 宇田川 電話 03-3228-5565   



遺構の様子 《《  HH19~20 年年度の調査で出土したもの》  
旧石器時代後期 

礫群６基、焼土跡 1 箇所 
縄文時代中期 

竪穴住居跡 2 軒、土坑６基 
弥生時代後期 

竪穴住居跡 104 軒、土坑６基 
環濠１条 

～ 広町遺跡の概要について ～ 
広広町遺跡について （広町遺跡発掘調査報告書より）

広町 E

ひろまち

A遺跡は、中野区弥生町六丁目のほぼ全域と南台五丁目の西半分にわたって所在する「 A

E向田 E

むかいだ

A遺跡群」の中のひとつとして、弥生町六丁目１番地付近一帯に位置しています。平成
19～20 年度には、コーシャハイム中野弥生町の建設に伴って、広町遺跡の発掘調査が行われ
ました。約 4500 ㎡の調査範囲におい
て、旧石器時代や縄文時代などの遺跡
も調査されましたが、弥生時代の遺跡
が圧倒的に多く、弥生時代後期の住居
跡が 104 軒、土坑（陥し穴やお墓、
物を貯蔵するための掘り込み）が６基
確認されました。これらのことから、
この用地一帯では、弥生時代に大規模
集落が形成されていたことが確認さ
れています。今回はその南側部分の調
査をご見学いただけます。 

弥生時代後期の遺構には、重複する住居跡が多く、
もっとも多いところで 7 軒重なり合っていました。こ
れらは、のちに広町編年（広町 1 期～4 期）を組み立
てるひとつの基準となりました。また、鉄鏃（鉄で作
られた矢じり）1 点・棒状鉄製品 4 点・板状鉄製品 2 点の計 7 点の出土は特筆され、関東地
方における弥生時代後期の鉄製品の研究に新しい視座を開くものとされました。今回の調査
地は、この平成 19～20 年度の調査地の南側に隣接しており、同様の規模のものが発掘され
ると考えられます。 

小・中学生を対象とした現地見学会について
見学会でご覧になれるものとしては、弥生時代後期の住居跡や土器・鉄製品・土製

品などが想定されます。当日は、説明用パネルを設置し、区の学芸員や調査会社調査
員が遺跡に関する説明を行いながら、今回の調査で出土品が並んだ展示スペースで土
器などに触れたり、実際に調査員たちが発掘作業を行っている様子をご覧いただけま
す。調査地内での見学は、できるだけ住居跡などの遺構の近くまで見学できるルート
にしたいと思っています。なお、発掘現場においては、見学者に対してトラロープなど
で囲った通路を確保します。

●見学会の流れのイメージ（見学時間 約40分）

●詳細事項
・ご希望の場合は、11月下旬～12 月中旬頃の平日９～１５時の間での実施であれば対応可能です。
・１グループの見学時間は40分程度、見学者数は50人程度が限度となります。
・当日、特に用意していただくものはございません。 
・当日の展示品や調査風景など、カメラによる撮影は可能です。
・足場が良くないので、歩きやすいお履物でお越しいただくようになります。（サンダル、ハイヒール等は不可）
・小雨の場合、状況により出土品の見学のみとなります。
荒天の場合、原則中止といたします。
・荒天時の見学会実施の可否については、ご連絡いたします。
・バス等でのご来場の場合は、駐車場を確保いたしますので、事前にご連絡お願いいたします。
・その他ご質問等ございましたら、随時、下記担当までご連絡をお願いいたします。

見学会実施のご要望のある学校がございましたら、11 月 4 日（金）17 時までに下記担当宛てに
ご連絡をお願いいたします。 

調査作業の見学 （10

出土遺物の展示見学・歴史概要説明 （10

広町遺跡

向田遺跡 

周辺の地形図 

見学会に関すること] 中野区 都市基盤部 都市基盤整備分野 公園整備担当（03-3228-5553
文化財に関すること] 中野区 健康福祉部 健康・スポーツ分野 文化財担当（03-3228-8731

旧石器時代 

平成 20 年出土石器 

縄文時代 縄文時代

平成 20年出土土器 

弥生時代 弥生時代

平成 20年出土 

別紙１



※

 

広町遺跡見学会のご案内 

◇日 程 平成 28 年 12 月 17 日(土)、18 日(日)
◇入 場 時 間 

各日 午前の部  9：45～11：30 
※調査状況の解説(約 30 分) 10：00、10：30、11：00 

午後の部 13：00～15：00 
※調査状況の解説(約 30 分) 13：00、13：30、14：00、14：30 

 
◇会 場 

国家公務員弥生宿舎跡地 (弥生町６－１) 

◇注 意 ※定員は特にございませんが、混み合う場合は少々お待ちいただく場合があります。 
※雨天の場合、出土品の見学のみとなります。 

荒天の場合、中止させていただく場合があります。 
※足場が良くないので、当日は歩きやすいお履物でお越しください。（サンダル、ハイヒール等は不可） 
※車椅子でお越しの場合は、事前にご連絡をお願いいたします。 

（事前連絡先→〔受託者〕共和開発㈱ 担当：斎藤 090-1428-4040） 
※駐車場はありませんので、車でのご来場はできません。 
※ご質問等ございましたら、下記担当までお問合せくださいますようお願いいたします。 

《問合せ先》〔見学会に関すること〕中野区 都市基盤部 都市基盤整分野 公園整備担当（03-3228-5553） 
〔文化財に関すること〕 中野区 健康福祉部 健康・スポーツ分野 文化財担当（03-3228-8731） 

見
学
範
囲

《 広町
ひ ろ ま ち

遺跡とは？ 》 
広町遺跡は、中野区弥生町六丁目のほぼ全域と南

台五丁目の西半分にわたって所在する「向田
むかいだ

遺跡群」
の中のひとつとして、弥生町六丁目１番地付近一帯
に位置しています。コーシャハイム中野弥生町の建
設に伴い平成 19～20 年に行われた発掘調査では、弥
生時代後期の住居跡が 104 軒確認されるなど、この
用地一帯では、弥生時代の大規模集落が形成されて
いたと確認されています。今回は、その南側部分の
調査をご見学いただけます。 

★参加費無料。当日、会場にて随時受け付けます。 

方 南 
り通 

弥生町6－1 

広町住宅(京王バス) 

平成 20 年出土土器 

平成 20 年出土 

別紙２
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