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トップページ くらし 生活環境・住まい 空き家対策 熊谷市空家等対策協議会

Tweet
 

Like 0 更新日：2020年7月29日

熊谷市空家等対策協議会

令和2年度　第1回熊谷市空家等対策協議会を開催いたしました。

令和2年度　第1回熊谷市空家等対策協議会　会議記録（PDF：96KB）

【議題】（非公開）
・令和元年度空家対策事業について
・特定空家等の現状について
・特定空家等の今後の措置について
・今後の日程について

令和元年度　第3回熊谷市空家等対策協議会を開催いたしました。

令和元年度　第3回熊谷市空家等対策協議会　会議記録（PDF：172KB）

【議題】（非公開）
・特定空家等について
・熊谷市空き家対策総合実施計画（素案）について

令和元年度　第2回熊谷市空家等対策協議会を開催いたしました。

令和元年度　第2回熊谷市空家等対策協議会　会議記録（PDF：161KB）

【議題】
・行政代執行の措置について（非公開）

令和元年度　第1回熊谷市空家等対策協議会を開催いたしました。

令和元年度　第1回熊谷市空家等対策協議会　会議記録（PDF：49KB）

【議題】
・副会長の選出について
・専門部会の部会員及び部会長について
・特定空家等の今後の措置について（非公開）

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC（旧Adobe Reader）が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

安心安全課空家対策係

電話：048-524-1111 内線332　ファクス：048-521-0520

この担当課にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか？

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

空き家対策

熊谷市空き家等除却補助金
について(受付終了）

行政代執行について

空家等対策の推進に関する
特別措置法に基づく命令に
ついて

熊谷市空家等対策協議会

熊谷市空家等対策計画を策
定しました！！

埼玉県北部地域空き家バン
ク制度

埼玉県北部地域における空
き家の利活用等に関する協
定

空き家について

相続した空き家の譲渡所得
の特別控除について

熊谷市空き家等の適正管理
に関する協定（熊谷市造園
業協力会）

熊谷市空き家等の適正管理
に関する協定（公益社団法
人熊谷市シルバー人材セン
ター）

このページを見ている人
はこんなページも見てい
ます

空き家について

文化会館・市民ギャラリー
の使用料はいつ支払えばよ
いですか。

出来島八坂神社あばれみこ
し



この情報は皆さまのお役に立ちましたか？

評価： 役に立った  どちらとも言えない  役に立たなかった

送信

熊谷市役所 庁舎のご案内

〒360-8601　埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1 市役所地図

開庁時間：月曜から金曜まで（8時30分から17時15分まで） 一部土曜開庁

熊谷市ホームページの考え方 個人情報取り扱いの考え方

電話：048-524-1111　FAX：048-520-2870

Copyright © Kumagaya City. All rights reserved.
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