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議案第１８号 

 

   淡路市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定    

の件 

 

 淡路市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

  平成３０年３月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例    

 

 淡路市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路市条例第１９８号）

の一部を次のように改正する。 

第１３条中「第１０条第２項」を「第１１条第２項」に改める。 

第１４条中「第１１条第２項」を「第１２条第２項」に改める。 

第１５条に次の１項を加える。 

４ 法第１６条第４項に規定する入居者に該当する者が第１項に規定する収入の

申告をすること及び第３９条第１項の規定による請求に応じることが困難な事

情にあると認められるときは、第１項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住

宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規

模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以

下で令第２条に規定する方法により算出した額とする。 

第１６条第２項中「第８条」を「第７条」に改める。 

第３４条第３項中「第１項」の右に「及び前項」を加え、同項を同条第４項とし、

同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 法第１６条第４項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第７条第１項

第２号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き３年以上入居し

ている場合において、第１５条第１項に規定する収入の申告をすること及び第３

９条第１項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められると

きは、第１５条第４項の規定及び第１項の規定にかかわらず、当該入居者の市営

住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃

以下で、令第８条第３項に規定する方法により算出した額とする。 
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第３６条第１項中「及び」の右に「第４項並びに」を、「第３４条第１項」の右

に「及び第３項」を加え、同条第２項中「以下で、規則で定める額」を削る。 

第３９条第１項中「第１５条第１項」の右に「若しくは第４項」を、「第３４条

第１項若しくは」の右に「第３項若しくは」を加え、「第３４条第３項」を「第３

４条第４項」に改める。 

第４２条中「第１５条第１項」の右に「若しくは第４項」を、「第３４条第１項」

の右に「若しくは第３項」を加え、「第１１条」を「第１２条」に改める。 

第４３条中「第１５条第１項」の右に「若しくは第４項」を、「第３４条第１項」

の右に「若しくは第３項」を加え、「第１１条」を「第１２条」に改める。 

第４５条第１項中「対し」の右に「て、その入居許可を取り消し」を加え、同条

第３項及び第４項中「以下」を削る。 

第４８条中「第１０条」を「第１１条」に改める。 

第４９条中「第１１条」を「第１２条」に改める。 

第５４条第２項中「等の使用者として」の右に「許可することを」を加え、同項

中「当該使用者として」を「当該」に、「使用決定者」を「店舗等の使用者」に改

める。 

第５６条第１項中「使用決定者」を「使用者」に改め、同条第２項中「使用決定

者」を「店舗等の使用者」に改め、同条第３項から第５項までの規定中「使用決定

者」を「使用者」に改める。 

第５７条第１項中「を使用する者」を「の使用者」に改める。 

第６０条第１項中「使用決定者」を「使用者」に改める。 

第６４条中「店舗使用者」を「店舗等の使用者」に改める。 

第６５条中「使用者」を「店舗等の使用者」に改める。 

第６６条中「店舗入居者」を「店舗等の使用者」に改める。 

第６７条中「店舗使用者」を「店舗等の使用者」に改める。 

第６８条第１項を次のように改める。 

第４５条第１項の規定は、店舗等の使用者について、これを準用する。こ

の場合において、同項各号列記以外の部分中「入居者」とあるのは「店舗等の使

用者」と、「当該入居者」とあるのは「当該使用者」と、「入居許可」とあるのは

「使用許可」と、「市営住宅」とあるのは「店舗等」と、同項第１号中「入居」

とあるのは「使用」と、同項第２号中「家賃」とあるのは「使用料」と、同項第

３号及び第４号中「市営住宅」とあるのは「店舗等」と、同項第５項中「第１３

条、第１４条又は第２５条から第３０条」とあるのは「第６２条から第６７条」

と、同項第６号中「第３１条」とあるのは「第６９条」と、同項第７号中「市営

住宅の借上げ」とあるのは「店舗等の使用」と、同項第９号中「入居者又は同居

者」とあるのは「店舗等の使用者又はその役員若しくは使用人」と読み替えるも
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のとする。 

第６８条第３項中「以下で規則で」を「の」に改める。 

第６９条を次のように改める。 

（店舗等の管理上必要な指示） 

第６９条 市長は、店舗等の管理上必要があると認めるときは、店舗等の使用

者に対して店舗等の修繕その他必要な事項を指示することができる。 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 



淡路市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
 

- 117 - 
 

 

（同居の承認） 

第１３条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅

への入居の際に同居親族以外の者を同居さ

せようとするときは、公営住宅法施行規則

（昭和２６年建設省令第１９号。以下「省令」

という。）第１０条第２項に規定するところ

により、市長の承認を得なければならない。 

（入居の承継） 

第１４条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退

去した場合において、その死亡時又は退去時

に当該入居者と同居していた者が引き続き

当該市営住宅に居住を希望するときは、当該

入居者と同居していた者は、省令第１１条第

２項に規定するところにより、市長の承認を

得なければならない。 

（家賃の決定） 

第１５条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、

次条第３項の規定により認定された収入（同

条第４項の規定により更正された場合には、

その更正後の収入。第３２条において同じ。）

に基づき、近傍同種の住宅の家賃（第３項の

規定により算出されたものをいう。以下同

じ。）以下で令第２条に規定する方法により

算出した額とする。ただし、入居者からの収

入の申告がない場合において、第３９条第１

項の規定による請求を行ったにもかかわら

ず、市営住宅の入居者が、その請求に応じな

いときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種

の住宅の家賃とする。 

２・３ （略） 

 

 

 

 

 

（同居の承認） 

第１３条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅

への入居の際に同居親族以外の者を同居さ

せようとするときは、公営住宅法施行規則

（昭和２６年建設省令第１９号。以下「省令」

という。）第１１条第２項に規定するところ

により、市長の承認を得なければならない。 

（入居の承継） 

第１４条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退

去した場合において、その死亡時又は退去時

に当該入居者と同居していた者が引き続き

当該市営住宅に居住を希望するときは、当該

入居者と同居していた者は、省令第１２条第

２項に規定するところにより、市長の承認を

得なければならない。 

（家賃の決定） 

第１５条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、

次条第３項の規定により認定された収入（同

条第４項の規定により更正された場合には、

その更正後の収入。第３２条において同じ。）

に基づき、近傍同種の住宅の家賃（第３項の

規定により算出されたものをいう。以下同

じ。）以下で令第２条に規定する方法により

算出した額とする。ただし、入居者からの収

入の申告がない場合において、第３９条第１

項の規定による請求を行ったにもかかわら

ず、市営住宅の入居者が、その請求に応じな

いときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種

の住宅の家賃とする。 

２・３ （略） 

４ 法第１６条第４項に規定する入居者に該

当する者が第１項に規定する収入の申告を

すること及び第３９条第１項の規定による

請求に応じることが困難な事情にあると認
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（収入の申告等） 

第１６条 入居者は、毎年度、市長に対し、

収入の申告をしなければならない。 

２ 前項の規定による収入の申告は、省令第８

条に規定する方法によるものとする。 

３・４ （略） 

 

（収入超過者に対する家賃） 

第３４条 第３２条第１項の規定により収入

超過者と認定された入居者は、第１５条第

１項の規定にかかわらず、当該認定に係る

期間（当該入居者が当該期間中に市営住宅

を明け渡した場合にあっては、当該認定の

効力が生じる日から当該明渡しの日まで

の間）毎月、次項に規定する方法により算

出した額を家賃として支払わなければな

らない。 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

められるときは、第１項の規定にかかわら

ず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は、

毎年度、当該入居者の収入及び当該市営住宅

の立地条件、規模、建設時からの経過年数そ

の他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の

家賃以下で令第２条に規定する方法により

算出した額とする。 

（収入の申告等） 

第１６条 入居者は、毎年度、市長に対し、

収入の申告をしなければならない。 

２ 前項の規定による収入の申告は、省令第７

条に規定する方法によるものとする。 

３・４ （略） 

 

（収入超過者に対する家賃） 

第３４条 第３２条第１項の規定により収入

超過者と認定された入居者は、第１５条第

１項の規定にかかわらず、当該認定に係る

期間（当該入居者が当該期間中に市営住宅

を明け渡した場合にあっては、当該認定の

効力が生じる日から当該明渡しの日まで

の間）毎月、次項に規定する方法により算

出した額を家賃として支払わなければな

らない。 

２ （略） 

３ 法第１６条第４項に規定する入居者に該

当する者の収入の額が第７条第１項第２号

の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住

宅に引き続き３年以上入居している場合に

おいて、第１５条第１項に規定する収入の申

告をすること及び第３９条第１項の規定に

よる請求に応じることが困難な事情にある

と認められるときは、第１５条第４項の規定

及び第１項の規定にかかわらず、当該入居者

の市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入
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３ 第１７条から第１９条までの規定は、第１

項の家賃について準用する。 

 

（高額所得者に対する家賃等） 

第３６条 第３２条第２項の規定により高額

所得者と認定された入居者は、第１５条第１

項及び第３４条第１項の規定にかかわらず、

当該認定に係る期間（当該入居者が当該期間

中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、

当該認定の効力を生じる日から当該明渡し

の日までの間）、毎月、近傍同種の住宅の家

賃を支払わなければならない。 

 

２ 前条第１項の規定による請求を受けた

高額所得者が同項の期限が到来しても市

営住宅を明け渡さないときは、市長は、同

項の期限が到来した日の翌日から当該市

営住宅の明渡しを行う日までの期間につ

いて近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に

相当する額以下で、規則で定める額の金銭

を徴収することができる。 

３ （略） 

 

（収入状況の報告の請求等） 

第３９条 市長は、第１５条第１項、第３４

条第１項若しくは第３６条第１項の規定

による家賃の決定、第１７条（第３４条第

３項又は第３６条第３項において準用す

る場合を含む。）の規定による家賃若しく

は金銭の減免若しくは徴収の猶予、第２１

条第２項の規定による敷金の減免若しく

は徴収の猶予、第３５条第１項の規定によ

居者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃

以下で、令第８条第３項に規定する方法によ

り算出した額とする。 

４ 第１７条から第１９条までの規定は、第１

項及び前項の家賃について準用する。 

 

（高額所得者に対する家賃等） 

第３６条 第３２条第２項の規定により高額

所得者と認定された入居者は、第１５条第１

項及び第４項並びに第３４条第１項及び第

３項の規定にかかわらず、当該認定に係る期

間（当該入居者が当該期間中に市営住宅を明

け渡した場合にあっては、当該認定の効力を

生じる日から当該明渡しの日までの間）、毎

月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければ

ならない。 

２ 前条第１項の規定による請求を受けた

高額所得者が同項の期限が到来しても市

営住宅を明け渡さないときは、市長は、同

項の期限が到来した日の翌日から当該市

営住宅の明渡しを行う日までの期間につ

いて近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に

相当する額の金銭を徴収することができ

る。 

３ （略） 

 

（収入状況の報告の請求等） 

第３９条 市長は、第１５条第１項若しくは

第４項、第３４条第１項若しくは第３項若

しくは第３６条第１項の規定による家賃

の決定、第１７条（第３４条第４項又は第

３６条第３項において準用する場合を含

む。）の規定による家賃若しくは金銭の減

免若しくは徴収の猶予、第２１条第２項の

規定による敷金の減免若しくは徴収の猶



淡路市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
 

- 120 - 
 

る明渡請求、第３７条の規定によるあっせ

ん等又は第４１条の規定による市営住宅

への入居の措置に関し必要があると認め

るときは、入居者の収入の状況について、

当該入居者若しくはその雇主、その取引き

先その他の関係人に報告を求め、又は官公

署において必要な書類を閲覧させ、若しく

はその内容を記録させることを求めるこ

とができる。 

２・３ （略） 

 

（市営住宅建替事業に係る家賃の特例） 

第４２条 市長は、前条の規定による申出に

より市営住宅の入居者を新たに整備され

た市営住宅に入居させる場合において、新

たに入居する市営住宅の家賃が従前の家

賃を超えることとなり、当該入居者の居住

の安定を図るため必要があると認められ

るときは、第１５条第１項、第３４条第１

項又は第３６条第１項の規定にかかわら

ず、令第１１条に規定するところにより、

当該入居者の家賃を減額するものとする。 

 

（市営住宅の用途の廃止による他の市営

住宅への入居の際の家賃の特例） 

第４３条 市長は、法第４４条第３項の規定

による市営住宅の用途の廃止による市営

住宅の除却に伴い、当該市営住宅の入居者

を他の市営住宅に入居させる場合におい

て、新たに入居する市営住宅の家賃が従前

の市営住宅の家賃を超えることとなり、当

該入居者の居住の安定を図るため必要が

あると認められるときは、第１５条第１

項、第３４条第１項又は第３６条第１項の

規定にかかわらず、令第１１条に規定する

予、第３５条第１項の規定による明渡請

求、第３７条の規定によるあっせん等又は

第４１条の規定による市営住宅への入居

の措置に関し必要があると認めるときは、

入居者の収入の状況について、当該入居者

若しくはその雇主、その取引き先その他の

関係人に報告を求め、又は官公署において

必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容

を記録させることを求めることができる。 

２・３ （略） 

 

（市営住宅建替事業に係る家賃の特例） 

第４２条 市長は、前条の規定による申出に

より市営住宅の入居者を新たに整備され

た市営住宅に入居させる場合において、新

たに入居する市営住宅の家賃が従前の家

賃を超えることとなり、当該入居者の居住

の安定を図るため必要があると認められ

るときは、第１５条第１項若しくは第４

項、第３４条第１項若しくは第３項又は第

３６条第１項の規定にかかわらず、令第１

２条に規定するところにより、当該入居者

の家賃を減額するものとする。 

（市営住宅の用途の廃止による他の市営

住宅への入居の際の家賃の特例） 

第４３条 市長は、法第４４条第３項の規定

による市営住宅の用途の廃止による市営

住宅の除却に伴い、当該市営住宅の入居者

を他の市営住宅に入居させる場合におい

て、新たに入居する市営住宅の家賃が従前

の市営住宅の家賃を超えることとなり、当

該入居者の居住の安定を図るため必要が

あると認められるときは、第１５条第１項

若しくは第４項、第３４条第１項若しくは

第３項又は第３６条第１項の規定にかか
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ところにより、当該入居者の家賃を減額す

るものとする。 

 

 

（入居許可の取消し等） 

第４５条 市長は、入居者が次の各号のいず

れかに該当するときは、当該入居者に対

し、当該市営住宅の明渡しを請求すること

ができる。 

(１) 不正の行為により入居したとき。 

(２) 家賃を３か月以上滞納したとき。 

(３) 当該市営住宅又は共同施設を故意

にき損したとき。 

(４) 正当な理由によらないで１５日以

上市営住宅を使用しないとき。 

(５) 第１３条、第１４条又は第２５条か

ら第３０条までの規定に違反したとき。 

(６) 第３１条の規定による市長の指示

に従わないとき。 

(７) 市営住宅の借上げの期間が満了す

るとき。 

(８) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を

及ぼす行為をしたとき。 

(９) 入居者又は同居者が暴力団員であ

ることが判明したとき。 

２ （略） 

３ 市長は、第１項第１号の規定に該当する

ことにより同項の規定による請求を行っ

たときは、当該請求を受けた者に対して、

入居した日から請求の日までの期間につ

いては、近傍同種の住宅の家賃の額とそれ

までに支払を受けた家賃の額との差額に、

年５パーセントの割合による支払期後の

利息を付した額の金銭を、請求の日から当

該市営住宅の明渡しを行う日までの期間

わらず、令第１２条に規定するところによ

り、当該入居者の家賃を減額するものとす

る。 

 

（入居許可の取消し等） 

第４５条 市長は、入居者が次の各号のいず

れかに該当するときは、当該入居者に対し

て、その入居許可を取り消し、当該市営住

宅の明渡しを請求することができる。 

 (１) 不正の行為により入居したとき。 

(２) 家賃を３か月以上滞納したとき。 

(３) 当該市営住宅又は共同施設を故意

にき損したとき。 

(４) 正当な理由によらないで１５日以

上市営住宅を使用しないとき。 

(５) 第１３条、第１４条又は第２５条か

ら第３０条までの規定に違反したとき。 

(６) 第３１条の規定による市長の指示

に従わないとき。 

(７) 市営住宅の借上げの期間が満了す

るとき。 

(８) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を

及ぼす行為をしたとき。 

(９) 入居者又は同居者が暴力団員であ

ることが判明したとき。 

２ （略） 

３ 市長は、第１項第１号の規定に該当する

ことにより同項の規定による請求を行っ

たときは、当該請求を受けた者に対して、

入居した日から請求の日までの期間につ

いては、近傍同種の住宅の家賃の額とそれ

までに支払を受けた家賃の額との差額に、

年５パーセントの割合による支払期後の

利息を付した額の金銭を、請求の日から当

該市営住宅の明渡しを行う日までの期間
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については、毎月、近傍同種の住宅の家賃

の額の２倍に相当する額以下の金銭を徴

収することができる。 

４ 市長は、第１項第２号から第５号までの

規定に該当することにより同項の規定に

よる請求を行ったときは、当該請求を受け

た者に対し、請求の日の翌日から当該市営

住宅の明渡しを行う日までの期間につい

ては、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の

２倍に相当する額以下の金銭を徴収する

ことができる。 

５・６ （略） 

 

（同居の承認） 

第４８条 コミュニティ住宅の入居者は、当

該コミュニティ住宅への入居の際に同居

親族以外の者を同居させようとするとき

は、省令第１０条で定めるところにより市

長の承認を得なければならない。ただし、

第４６条第１項に規定する入居者にあっ

ては、省令第１０条第１項第１号の規定を

適用しないものとする。 

（入居の継承） 

第４９条 コミュニティ住宅の入居者が死

亡し、又は退去した場合において、その死

亡時又は退去時に当該入居者と同居して

いた者が引き続き当該コミュニティ住宅

に居住を希望するときは、当該入居者と同

居していた者は省令第１１条で定めると

ころにより市長の承認を得なければなら

ない。ただし、第４６条第１項に規定する

入居者にあっては、省令第１１条第１項第

２号の規定を適用しないものとする。 

 

（使用の申込み） 

については、毎月、近傍同種の住宅の家賃

の額の２倍に相当する額の金銭を徴収す

ることができる。 

４ 市長は、第１項第２号から第５号までの

規定に該当することにより同項の規定に

よる請求を行ったときは、当該請求を受け

た者に対し、請求の日の翌日から当該市営

住宅の明渡しを行う日までの期間につい

ては、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の

２倍に相当する額の金銭を徴収すること

ができる。 

５・６ （略） 

 

（同居の承認） 

第４８条 コミュニティ住宅の入居者は、当

該コミュニティ住宅への入居の際に同居

親族以外の者を同居させようとするとき

は、省令第１１条で定めるところにより市

長の承認を得なければならない。ただし、

第４６条第１項に規定する入居者にあっ

ては、省令第１１条第１項第１号の規定を

適用しないものとする。 

（入居の継承） 

第４９条 コミュニティ住宅の入居者が死

亡し、又は退去した場合において、その死

亡時又は退去時に当該入居者と同居して

いた者が引き続き当該コミュニティ住宅

に居住を希望するときは、当該入居者と同

居していた者は省令第１２条で定めると

ころにより市長の承認を得なければなら

ない。ただし、第４６条第１項に規定する

入居者にあっては、省令第１２条第１項第

２号の規定を適用しないものとする。 

 

（使用の申込み） 
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第５４条 店舗等を使用しようとする者は、市

長に使用の申込みをし、許可を受けなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定により、使用の申込み

をした者を店舗等の使用者として決定した

場合は、その旨を当該使用者として決定した

者（以下「使用決定者」という。）に対し通

知するものとする。 

 

（使用の手続） 

第５６条 店舗等の使用決定者は、当該通知を

受けた日から１０日以内に次に掲げる手続

をしなければならないものとする。 

(１) （略） 

(２) 店舗等の使用決定者にあっては、第

６０条第１項に規定する保証金を納付

すること。 

(３) （略） 

２ 使用決定者は、やむを得ない事情により前

項に規定する手続を同項に規定する期間内

にすることができないときは、同項の規定に

かかわらず、市長が別に指示する期間内に同

項に規定する手続をしなければならない。 

 

３ 市長は、店舗等の使用決定者が第１項又

は前項に規定する期間内に第１項に規定

する手続をしないときは店舗等の使用の

決定を取り消すことができる。 

４ 市長は、店舗等の使用決定者が第１項に

規定する手続をしたときは、当該使用決定

者に対して、速やかに店舗等の使用開始日

を通知しなければならない。 

５ 店舗等の使用決定者は、前項の規定によ

り通知された使用開始日から１４日以内

に店舗等の使用を開始しなければならな

第５４条 店舗等を使用しようとする者は、市

長に使用の申込みをし、許可を受けなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定により、使用の申込み

をした者を店舗等の使用者として許可する

ことを決定した場合は、その旨を当該決定し

た者（以下「店舗等の使用者」という。）に

対し通知するものとする。 

 

（使用の手続） 

第５６条 店舗等の使用者は、当該通知を受け

た日から１０日以内に次に掲げる手続をし

なければならないものとする。 

(１) （略） 

(２) 店舗等の使用者にあっては、第６０

条第１項に規定する保証金を納付する

こと。 

(３) （略） 

２ 店舗等の使用者は、やむを得ない事情によ

り前項に規定する手続を同項に規定する期

間内にすることができないときは、同項の規

定にかかわらず、市長が別に指示する期間内

に同項に規定する手続をしなければならな

い。 

３ 市長は、店舗等の使用者が第１項又は前

項に規定する期間内に第１項に規定する

手続をしないときは店舗等の使用の決定

を取り消すことができる。 

４ 市長は、店舗等の使用者が第１項に規定

する手続をしたときは、当該使用者に対し

て、速やかに店舗等の使用開始日を通知し

なければならない。 

５ 店舗等の使用者は、前項の規定により通

知された使用開始日から１４日以内に店

舗等の使用を開始しなければならない。た
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い。ただし、市長の承認を得たときは、こ

の限りでない。 

（使用料） 

第５７条 店舗等を使用する者は、規則で定め

る使用料を納付しなければならない。 

２ （略） 

 

（保証金等） 

第６０条 市長は、店舗等の使用決定者から

３か月分の使用料に相当する金額を保証

金として徴収することができる。 

２ （略） 

 

（営業業種の変更） 

第６４条 店舗使用者は、営業業種を変更する

ときは、あらかじめ届け出て、市長の許可を

得なければならない。 

（模様替） 

第６５条 使用者は、店舗を模様替えしてはな

らない。ただし、原状回復又は撤去が容易で

ある場合において市長の承認を得たときは、

この限りでない。 

２ 市長は、前項の承認を行うに当たり、店舗

を明け渡すときは、使用者の費用で原状回復

又は撤去を行うべきことを条件とするもの

とする。 

（店舗の内装及び工作物の変更） 

第６６条 店舗入居者は、店舗の内装及び工作

物の変更をするときは、市長の許可を得なけ

ればならない。ただし、軽微なものについて

は、この限りでない。 

（店舗の権利の承継） 

第６７条 店舗使用者が死亡し、又はその他の

理由により営業継続困難と認められる場合

において、親族が引き続き店舗を営業しよう

だし、市長の承認を得たときは、この限り

でない。 

（使用料） 

第５７条 店舗等の使用者は、規則で定める使

用料を納付しなければならない。 

２ （略） 

 

（保証金等） 

第６０条 市長は、店舗等の使用者から３か

月分の使用料に相当する金額を保証金と

して徴収することができる。 

２ （略） 

 

（営業業種の変更） 

第６４条 店舗等の使用者は、営業業種を変更

するときは、あらかじめ届け出て、市長の許

可を得なければならない。 

（模様替） 

第６５条 店舗等の使用者は、店舗を模様替え

してはならない。ただし、原状回復又は撤去

が容易である場合において市長の承認を得

たときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の承認を行うに当たり、店舗

を明け渡すときは、店舗等の使用者の費用で

原状回復又は撤去を行うべきことを条件と

するものとする。 

（店舗の内装及び工作物の変更） 

第６６条 店舗等の使用者は、店舗の内装及び

工作物の変更をするときは、市長の許可を得

なければならない。ただし、軽微なものにつ

いては、この限りでない。 

（店舗の権利の承継） 

第６７条 店舗等の使用者が死亡し、又はその

他の理由により営業継続困難と認められる

場合において、親族が引き続き店舗を営業し
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とするときは、市長の許可を得なければなら

ない。 

（使用許可の取消し等） 

第６８条 市長は、店舗等の使用者が使用料

を滞納したときその他の規則で定める理

由に該当するときは、店舗等の使用許可を

取り消し、又はその明渡しを請求すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

３ 市長は、第１項の規定により店舗等の明

渡しを請求した場合においては、当該請求

を受けた者に対して、請求の日の翌日から

当該店舗等の明渡しを行うまでの期間に

ついては、毎月、その使用料の額の２倍に

相当する額以下で規則で金銭を徴収する

ことができる。 

（店舗等の管理） 

第６９条 店舗等の管理については、第４４条

及び第４５条の規定の例による。 

 

 

ようとするときは、市長の許可を得なければ

ならない。 

（使用許可の取消し等） 

第６８条 第４５条第１項の規定は、店舗等

の使用者について、これを準用する。この

場合において、同項各号列記以外の部分中

「入居者」とあるのは「店舗等の使用者」と、

「当該入居者」とあるのは「当該使用者」と、

「入居許可」とあるのは「使用許可」と、「市

営住宅」とあるのは「店舗等」と、同項第１

号中「入居」とあるのは「使用」と、同項第

２号中「家賃」とあるのは「使用料」と、同

項第３号及び第４号中「市営住宅」とあるの

は「店舗等」と、同項第５項中「第１３条、

第１４条又は第２５条から第３０条」とある

のは「第６２条から第６７条」と、同項第６

号中「第３１条」とあるのは「第６９条」と、

同項第７号中「市営住宅の借上げ」とあるの

は「店舗等の使用」と、同項第９号中「入居

者又は同居者」とあるのは「店舗等の使用者

又はその役員若しくは使用人」と読み替える

ものとする。 

２ （略） 

３ 市長は、第１項の規定により店舗等の明

渡しを請求した場合においては、当該請求

を受けた者に対して、請求の日の翌日から

当該店舗等の明渡しを行うまでの期間に

ついては、毎月、その使用料の額の２倍に

相当する額の金銭を徴収することができ

る。 

（店舗等の管理上必要な指示） 

第６９条 市長は、店舗等の管理上必要があ

ると認めるときは、店舗等の使用者に対し

て店舗等の修繕その他必要な事項を指示

することができる。 

 


