
○和歌山市改良住宅条例 

平成９年１０月８日 

条例第７０号 

改正 平成１１年３月２６日条例第１９号 

平成１２年９月２８日条例第１３１号 

平成１３年３月２８日条例第２５号 

平成１５年３月２４日条例第２０号 

平成１７年１０月５日条例第９１号 

平成１８年３月２８日条例第２３号 

平成１８年７月３日条例第３９号 

平成１８年１０月３日条例第４６号 

平成２０年３月２５日条例第２８号 

平成２２年１２月２０日条例第４９号 

平成２４年３月２３日条例第４号 

平成２４年３月２３日条例第２５号 

平成２４年１２月２０日条例第７３号 

平成２５年３月２６日条例第６５号 

平成２５年６月２８日条例第７５号 

平成２８年３月２８日条例第３７号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、改良住宅及び地区施設の設置及び管理について、住宅地区改良法（昭和３

５年法律第８４号。以下「法」という。）及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）並びに

これらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（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、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１） 改良住宅 法第１７条の規定により市が建設する住宅（店舗を含む。）及びその附帯

施設並びに国土交通大臣の承認を受けた建替計画に基づく改良住宅の建替えに係る事業によ

り市が建設する住宅（店舗を含む。）及びその附帯施設をいう。 

（２） 住宅地区改良事業 法第２条第１項に規定する事業で市が施行するものをいう。 

（３） 改良地区 法第４条の規定により指定された土地の区域をいう。 

（４） 地区施設 市が改良住宅の入居者のために設置する法第２条第７項及び住宅地区改良

法施行令（昭和３５年政令第１２８号。以下「令」という。）第２条に規定する施設をいう。 
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（５） 公営住宅 和歌山市営住宅条例（平成９年条例第６８号。以下「市営住宅条例」とい

う。）第２条第１号に規定する住宅をいう。 

（６） 市営住宅 市営住宅条例第２条第２号に規定する住宅をいう。 

（７） 収入 公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）第１条第３号に規定する収入

をいう。 

（名称及び位置） 

第３条 改良住宅の名称及び位置は、別表第１から別表第３までのとおりとする。 

第２章 住宅地区改良事業の施行による入居の手続 

（入居することができる者） 

第４条 改良住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で住宅に困窮していると市長が認

めるものでなければならない。 

（１） 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの 

ア 法第４条の規定により改良地区に指定された日（以下この条において「改良地区指定日」

という。）から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区指定日後に別世

帯を構成することとなった者を除く。 

イ アただし書に該当する者及び改良地区指定日後に改良地区内に居住することとなった者

で次条の規定により市長が承認するもの 

ウ 改良地区指定日後にア又はイに該当する者と同一の世帯に属することとなった者 

（２） 前号ア、イ又はウに該当する者で改良地区指定日後に改良地区内において災害により

住宅を失ったもの 

（３） 前２号に掲げる者と同一の世帯に属する者 

（入居者資格の承認等） 

第５条 前条第１号イに規定する市長の承認を得ようとする者は、市長に申請しなければならな

い。 

２ 市長は、次のいずれかに該当するときは、前項に規定する承認をしないものとする。 

（１） 住宅地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数が、前項の規定による

申請の際前条の規定による改良住宅に入居させるべき者と市長が認める者の世帯数を超えな

いとき。 

（２） 前項の規定により申請をした者が別世帯を構成し、又は改良地区内に居住することと

なったことが、専ら改良住宅へ入居することのみを目的とすると市長が認めるとき。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、速やかに、承認又は不承認の決定をし、

その旨を当該申請をした者に通知するものとする。 

（入居の申込み） 

第６条 第４条の規定により改良住宅に入居することができる者で改良住宅に入居しようとする
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ものは、入居の申込みをしなければならない。 

（入居者の選考） 

第７条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者のうちから改良住宅の入居者を決定し、

当該改良住宅の入居者として決定した者に対して、その旨を通知するものとする。 

（入居の手続） 

第８条 前条の規定により通知を受けた者は、市長が指定する期日までに規則で定める資格を有

する連帯保証人が連署した請書を市長に提出し、市長が指定する期間内に改良住宅へ入居しな

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認める者に対しては、同項に規定す

る請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。 

３ 市長は、第１項の規定による請書を提出せず、又は同項に規定する期間内に改良住宅へ入居

しない者に対して、前条の規定による入居の決定を取り消すことができる。 

第３章 公募による入居の手続 

（公募による入居の手続） 

第９条 第４条の規定により改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくな

った改良住宅への入居に関しては、前章の規定にかかわらず、この章に定めるところによる。 

（入居者の公募方法） 

第１０条 市長は、改良住宅の入居者を公募するものとする。 

２ 前項の規定による公募は、市の広報紙への掲載及び市庁舎その他市の区域内の適当な場所に

おける掲示により行うものとする。 

３ 第１項の規定による公募に当たっては、市長は、改良住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、

入居者資格、申込方法、決定方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。 

（公募の例外） 

第１１条 市長は、前条第１項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に係る者については、公募

を行わずに改良住宅に入居させることができる。 

（１） 災害による住宅の滅失 

（２） 不良住宅の撤去 

（３） 公営住宅の借上げに係る契約の終了 

（４） 公営住宅建替事業による公営住宅の除却 

（５） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条の規定に基づく都市計画事業、土

地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３条第４項若しくは第５項の規定に基づく土

地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭

和５０年法律第６７号）に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法（昭和４４年法律第３

８号）に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却 
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（６） 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条（同法第１３８条第１項において

準用する場合を含む。）の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関

する特別措置法（昭和３６年法律第１５０号）第２条に規定する特定公共事業の執行に伴う

住宅の除却 

（７） 現に改良住宅に入居している者（以下この号において「既存入居者」という。）の同

居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常

生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとし

ている改良住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。 

（８） 改良住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。 

（入居者資格） 

第１２条 第１０条第１項及び前条の規定による改良住宅の入居者は、次に掲げる条件を備える

者でなければならない。 

（１） 市内に住所又は勤務場所を有すること。 

（２） 現に同居し、又は同居しようとする者のうちに親族（婚姻の届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第１５条第２号に

おいて同じ。）以外の者を含まないこと。 

（３） その者の収入が１５８，０００円を超えないこと。 

（４） 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 

（５） その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

（６） その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が市税、市が賃貸する住宅の家賃

及び第２７条において準用する市営住宅条例第１８条に掲げる費用で市が徴収するものを滞

納していないこと。 

（入居者資格の特例） 

第１３条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第

４４条第３項の規定による公営住宅の用途廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする者

が、当該明渡しに伴い改良住宅への入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号

に掲げる条件を備える者とみなす。 

（１人でも入居することができる住宅の指定） 

第１３条の２ 市長は、必要があると認めるときは、規模、設備、間取りその他の事情を勘案し

て、入居の際現に同居し、又は同居しようとする者がない者であっても入居することができる

改良住宅を指定することができる。 

（入居の申込み） 

第１４条 第１２条及び第１３条に規定する入居者資格のある者で改良住宅に入居しようとする
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ものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。 

（入居予定者の決定） 

第１５条 市長は、前条の入居の申込みをした者（以下この条において「申込者」という。）の

うちから、改良住宅の入居予定者を決定するものとする。この場合において、申込者の数が公

募する改良住宅の戸数を超えるときは、次の各号のいずれかに該当する申込者のうちから公開

抽選により入居予定者を決定するものとする。 

（１） 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態に

ある住宅に居住している者 

（２） 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同

居することができない者 

（３） 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住

状態にある者 

（４） 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者（自

己の責に帰するべき事由に基づく場合を除く。） 

（５） 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住することを余儀なくされている者

又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者 

（６） 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者 

（入居者の決定） 

第１５条の２ 市長は、前条の規定により決定した入居予定者について、入居の資格を調査した

上、改良住宅の入居者を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により改良住宅の入居者を決定したときは、当該入居者として決定した

者（以下「入居決定者」という。）に対して、その旨を通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の入居者の決定に関して、和歌山市営住宅入居者選考委員会条例（平成２５

年条例第６５号）第１条に規定する和歌山市営住宅入居者選考委員会の意見を聴くことができ

る。 

（補欠入居予定者） 

第１６条 市長は、第１５条の規定により、改良住宅の入居予定者を決定する場合において、入

居予定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の補欠入居予定者を決定するこ

とができる。 

２ 市長は、入居決定者が改良住宅に入居しない場合において、前項の規定により補欠入居予定

者を決定したときは、当該補欠入居予定者のうちから入居順位に従い改良住宅の入居者を決定

するものとする。 

３ 前条の規定は、前項の入居者の決定について準用する。 

４ 第１項に規定する補欠入居予定者としての資格の有効期限は、当該補欠入居予定者の申込み
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の対象となる改良住宅の全部について、入居決定者及び当該補欠入居予定者より先順位の補欠

入居予定者が次条第１項各号に掲げる手続を完了したときまでとする。 

（入居の手続） 

第１７条 入居決定者は、第１５条の２第２項の規定による入居の決定の通知を受けた日から１

４日を超えない範囲内で市長が指定する期日までに、次に掲げる手続をしなければならない。 

（１） 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。 

（２） 第１８条第１項及び第２項に規定する敷金を納付すること。 

２ 入居決定者がやむを得ない事情により前項各号に掲げる手続を同項に規定する期日までにす

ることができないときは、同項の規定にかかわらず、当該入居決定者は、市長が当該事情を勘

案して別に定める期日までに、同項各号に掲げる手続をしなければならない。 

３ 第８条第２項の規定は、第１項第１号に規定する請書について準用する。この場合において、

同条第２項中「前項」とあるのは、「第１７条第１項」と読み替えるものとする。 

４ 市長は、入居決定者が第１項又は第２項に規定する期日までに第１項各号に掲げる手続をし

ないときは、第１５条の２第２項の規定による入居の決定を取り消すことができる。 

５ 市長は、入居決定者が第１項各号に規定する手続を完了したときは、当該入居決定者に対し

て、速やかに、改良住宅への入居可能日を通知するものとする。 

６ 入居決定者は、前項に規定する入居可能日から市長が定める期日までに、改良住宅に入居し

なければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。 

（敷金） 

第１８条 市長は、入居決定者から、次条第１項の規定により決定された入居時における家賃の

３月分に相当する金額の敷金を徴収する。 

２ 第２１条の規定は、前項に規定する敷金について準用する。 

３ 第１項に規定する敷金は、改良住宅の入居者が当該改良住宅を明け渡したときは、無利息で

これを還付する。ただし、当該入居者に家賃の滞納その他の債務の不履行があるときは、市長

は、当該債務の内訳を明示した上で、当該敷金のうちからこれを控除する。 

第４章 改良住宅の管理 

（家賃の決定） 

第１９条 改良住宅（店舗を除く。以下この項及び次条において同じ。）の家賃は、法第２９条

第３項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律（平成８年法

律第５５号）による改正前の公営住宅法（以下「旧公営住宅法」という。）第２条第４号に規

定する第２種公営住宅に係る旧公営住宅法第１２条及び第１３条並びに令第１３条の２の規定

によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令（平成８年政令第２

４８号）による改正前の公営住宅法施行令第４条の規定による算定方法により算出した額（以

下「法定限度額」という。）以下で、毎年度、入居者の収入（次条第２項の規定により認定し
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た収入（同条第３項又は第４項の規定により更正した場合にあっては、更正後の収入）をいう。

第２３条第１項において同じ。）に基づき、公営住宅法施行令第２条の規定による家賃の算定

方法の例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

２５条第１項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないと

きは、当該改良住宅の家賃は、法定限度額に１００分の１８０を乗じて得た額とする。 

２ 市営住宅条例第１２条第２項の規定は、前項に規定する家賃について準用する。この場合に

おいて、同条第２項中「令」とあるのは、「公営住宅法施行令」と読み替えるものとする。 

３ 店舗の家賃は、別表第２のとおりとする。 

（収入の申告等） 

第２０条 改良住宅の入居者は、毎年度、市長に対して、前年の収入に関する申告をしなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、改良住宅の入居者の収入を認定し、当該入

居者に対して、当該認定した収入を通知するものとする。 

３ 前項の規定による認定の通知を受けた者は、当該認定について、異議を申し出ることができ

る。この場合において、市長は、その異議の内容を審査し、当該異議を正当と認めるときは、

当該認定を更正するものとする。 

４ 改良住宅の入居者は、収入が減少し、又は同居者の人数の増減その他の事由により第２項の

規定により認定された収入に変更が生じたときは、当該認定の更正を請求することができる。

この場合において、市長は、その請求の内容を審査し、当該請求を正当と認めるときは、当該

認定を更正するものとする。 

（家賃の減免又は徴収猶予） 

第２１条 市長は、次に掲げる場合においては、家賃の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対

して、当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。 

（１） 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。 

（２） 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 

（３） 入居者又は同居者が入院又は安静を要する病気にかかっているとき。 

（４） その他特別の事情があるとき。 

（家賃の納付） 

第２２条 市長は、改良住宅の入居者から、第１７条第５項に規定する入居可能日から当該入居

者が改良住宅を明け渡す日（第２６条第１項の規定による明渡しの請求をする場合は、当該明

渡しの請求の日）までの間、家賃を徴収する。 

２ 改良住宅の入居者は、毎月末日までに、当該月分の家賃を納付しなければならない。ただし、

新たに改良住宅に入居する場合の当該月分の家賃は第８条第１項又は第１７条第１項各号に規

定する手続と同時に、改良住宅を明け渡す場合の当該月分の家賃は明け渡す日に納付しなけれ
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ばならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、同項の規定による家賃の納付期限が休日（国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、日曜日並びに１月２日、同月３日及び１２

月３１日をいう。以下この項において同じ。）又は土曜日に当たるときは、その日後において

その日に最も近い休日又は土曜日でない日を納付期限とみなす。 

４ 入居決定者が新たに改良住宅に入居した場合又は改良住宅の入居者が当該改良住宅を明け渡

した場合において、その月の使用期間が１月に満たないときは、当該月分の家賃は、日割計算

による。 

５ 市長は、改良住宅の入居者が第２７条において準用する市営住宅条例第３９条に規定する手

続を経ないで当該改良住宅を立ち退いたときは、第１項の規定にかかわらず、当該改良住宅の

明渡しの日を認定し、当該明渡しの日までの家賃を徴収する。 

（収入超過者等に関する認定） 

第２３条 市長は、改良住宅に引き続き３年以上入居している入居者で、当該入居者の収入が第

１２条第３号に規定する金額を超えるものを収入超過者と認定し、当該入居者に対して、その

旨を通知するものとする。 

２ 前項の規定による認定の通知を受けた者は、当該認定について異議を申し出ることができる。

この場合において、市長は、その異議の内容を審査し、当該異議を正当と認めるときは、当該

認定を更正するものとする。 

３ 改良住宅の入居者は、収入が減少し、又は同居者の人数の増減その他の事由により第２０条

第２項の規定により認定された収入に変更が生じ、第１項に規定する条件に該当しなくなった

ときは、同項の規定による認定の更正を請求することができる。この場合において、市長は、

その請求の内容を審査し、当該請求を正当と認めるときは、当該認定を更正するものとする。 

（収入超過者に対する家賃） 

第２４条 収入超過者は、第１９条第１項の規定にかかわらず、前条第１項の規定により認定を

受けた期間（当該入居者がその期間中に改良住宅を明け渡す場合にあっては、当該認定の効力

の生じる日から当該明渡しの日までの期間）、毎月、当該収入超過者の収入を勘案し、法定限

度額に１００分の１８０を乗じて得た額以下で規則で定める額を家賃として支払わなければな

らない。 

２ 第２１条（第１号を除く。）及び第２２条の規定は、前項に規定する家賃について準用する。 

（収入状況の報告の請求等） 

第２５条 市長は、第１９条第１項若しくは前条第１項の規定による家賃の決定、第２１条（第

１８条第２項又は前条第２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敷金

の減免若しくは徴収猶予又は第２７条において準用する市営住宅条例第３２条の規定による住

宅のあっせん等に関し必要があると認めるときは、改良住宅の入居者の収入状況について、当
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該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書

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 市長は、前項に規定する権限を市職員に行わせることができる。 

３ 市長又は前項に規定する市職員は、前２項の規定により職務上知り得た秘密を漏らし、又は

自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。 

（住宅の明渡し請求） 

第２６条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、改良住宅の入居者に対して、当該

改良住宅の明渡しを請求することができる。 

（１） 入居者が不正の行為によって入居したとき。 

（２） 入居者が家賃を３月以上滞納したとき。 

（３） 入居者が改良住宅又は地区施設を故意に損傷したとき。 

（４） 入居者が正当な理由によらないで引き続き１５日以上生活の本拠として改良住宅を使

用しないとき。 

（５） 入居者が第２７条において準用する市営住宅条例第１９条から第２６条までの規定に

違反したとき。 

２ 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに、当該改良住宅を明け渡さなければならない。 

３ 市長は、第１項第１号に該当する入居者に同項の規定による請求をしたときは、当該入居者

から、入居の日から請求の日までの期間にあっては法定限度額に１００分の１８０を乗じて得

た額とそれまでに納付を受けた家賃との差額に年５分の割合による納付期限後の利息を付した

額の金銭を、請求の日の翌日から当該入居者が改良住宅を明け渡す日までの期間にあっては毎

月、法定限度額に１００分の１８０を乗じて得た額の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入居者に同項の規定による請求をし

たときは、当該入居者から、請求の日の翌日から当該入居者が改良住宅を明け渡す日までの期

間については、毎月、法定限度額に１００分の１８０を乗じて得た額の２倍に相当する額以下

の金銭を徴収することができる。 

（指定管理者による管理） 

第２６条の２ 改良住宅（別表第３に掲げるものに限る。次条において同じ。）及びその共同施

設の管理は、指定管理者（地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以

下同じ。）に行わせるものとする。 

（指定管理者が行う業務） 

第２６条の３ 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。ただし、市長に専属する権利

を行うことはできない。 

（１） 改良住宅及びその共同施設の維持管理に関する業務 
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（２） 改良住宅に係る入居者の募集、入退居等の手続に関する業務 

（３） 改良住宅に係る駐車場の使用の申込み等の手続に関する業務 

（市営住宅条例の準用） 

第２７条 改良住宅及び地区施設の管理については、前各条に定めるもののほか、改良住宅を市

営住宅と、地区施設を共同施設とみなして市営住宅条例第１７条から第２６条まで、第２８条、

第３２条、第３９条及び第６１条から第６３条までの規定を準用する。この場合において、同

条例第３９条第２項中「第２５条第１項ただし書」とあるのは、「第２７条において準用する

和歌山市営住宅条例第２５条第１項ただし書」と読み替えるものとする。 

２ 自動車駐車場の使用については、市営住宅条例第５３条から第５８条までの規定を準用する。 

第５章 補則 

（規則への委任） 

第２８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（和歌山市改良住宅条例の廃止） 

２ 和歌山市改良住宅条例（昭和４４年条例第３０号。以下「旧条例」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例（以下「新条例」という。）第１０条から第２６条まで並びに第２７条において準

用する市営住宅条例第１９条から第２６条まで、第２８条及び第３２条の規定は、平成１０年

３月３１日までの間は適用せず、旧条例第９条並びに第１０条において準用する和歌山市営住

宅条例（昭和２７年条例第２７号。以下この項において「旧市営住宅条例」という。）第４条

から第７条まで、第８条の２から第９条の４まで、第９条の８、第１２条から第１５条まで及

び第１６条の３（同条第１項第２号中割増賃料に関する部分を除く。）の規定は、なおその効

力を有する。この場合において、旧市営住宅条例の規定中「法」とあるのは「公営住宅法の一

部を改正する法律（平成８年法律第５５号）による改正前の公営住宅法」と、「令」とあるの

は「公営住宅法施行令の一部を改正する政令（平成８年政令第２４８号）による改正前の公営

住宅法施行令」とする。 

４ 新条例第１９条第１項又は第２４条第１項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他

の行為は、前項の規定にかかわらず、平成１０年３月３１日以前においても、新条例の例によ

りすることができる。 

５ 平成１０年４月１日において現に改良住宅に入居している者の平成１０年度から平成１２年

度までの各年度の家賃は、その者に係る新条例第１９条第１項又は第２４条第１項の規定によ

る家賃が旧条例第９条の規定による家賃を超える場合には、新条例第１９条第１項又は第２４
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条第１項の規定による家賃から旧条例第９条の規定による家賃を控除して得た額に次の表の左

欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第９条

の規定による家賃を加えて得た額とする。 

年度の区分 負担調整率 

平成１０年度 ０．２５ 

平成１１年度 ０．５ 

平成１２年度 ０．７５ 

６ 平成１０年４月１日前に旧条例の規定によりなされた処分、請求、手続その他の行為は、新

条例中これに相当する規定があるときは、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１１年３月２６日 平成１１．７．１施行、規則４５の２） 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。 

附 則（平成１２年９月２８日）抄 

１ この条例は、平成１２年１２月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月２８日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１５年３月２４日 平成１５．７．１施行、規則８４） 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。 

附 則（平成１７年１０月５日） 

この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法

等の一部を改正する法律（平成１７年法律第３４号）の施行の日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２８日 平成１８．７．１施行、規則７０） 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。 

ただし、別表その１共栄の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年７月３日） 

この条例は、平成１８年８月１日から施行する。 

附 則（平成１８年１０月３日）抄 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２５日） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年１２月２０日） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２３日）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２３日） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月２０日） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２６日）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年６月２８日） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２８日 平成２８．８．１施行、規則７２） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、別表第１に次のように加える改正規

定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

名称 位置 建設年

度 

構造 

高千穂 三沢町４丁目１８番地 ４３ 中層耐火 

グレース雄松 雄松町５丁目１０番地 １２ 高層耐火 

東和 杭ノ瀬８４番地の３ ４６ 中層耐火 

東和第２ 田尻１４９番地の１ ４７ 中層耐火 

４８ 耐火平家 

汐見 汐見町１丁目３３番地 ４８ 高層耐火 

６０ 

平井 平井４６４番地の３ ４８ 中層耐火 

ひまわり 汐見町１丁目３番地 ４９ 中層耐火 

５０ 

コスモス 冬野１３２４番地 ５１ 耐火２階 

見橋第２ 冬野１３７５番地 ５１ 耐火２階 

島崎第３ 島崎町５丁目２８番地の２ ５１ 中層耐火 

５２ 耐火平家 

12/14 



共栄第２ 雄松町５丁目１１番地 ５２ 中層耐火 

三沢第２ 三沢町３丁目２０番地の１ ５２ 中層耐火 

５４ 

５６ 

平井第２ 市小路２５５番地の２ ５３ 耐火２階 

白樫 雄松町６丁目３８番地 ５３ 中層耐火 

善明寺第５ 善明寺３３３番地の３ ５７ 耐火２階 

ひまわり第２ 汐見町１丁目１番地の１ ５７ 中層耐火 

三沢第３ 三沢町２丁目１１番地の２ ５８ 中層耐火 

三沢町２丁目５８番地 ６０ 

６１ 

三沢第４ 三沢町３丁目１２番地 ５９ 高層耐火 

高千穂第３ 三沢町４丁目８番地の２ ６１ 高層耐火 

島崎第４ 島崎町５丁目２０番地 ６１ 高層耐火 

６２ 中層耐火 

ひまわり第３ 三沢町１丁目３番地 ２ 中層耐火 

共栄第４ 雄松町６丁目２番地の１ ２ 高層耐火 

三沢第９ 三沢町３丁目８番地の２ ３ 高層耐火 

さつき 島崎町６丁目２９番地の１ ６ 中層耐火 

もみじ 雄松町４丁目１番地の２ ６ 中層耐火 

あさがお 汐見町１丁目７番地の１ ６ 高層耐火 

けやき 南片原２丁目８番地 ８ 高層耐火 

はまなす 南片原２丁目１３番地 ８ 中層耐火 

くすのき 島崎町５丁目２４番地の４ １５ 中層耐火 

あけぼの 田尻１７８番地の５ ２８ 高層耐火 

別表第２（第３条、第１９条関係） 

名称 建設年度 月額家賃（１平方メートル当たり） 

宮前 ４３ A ２３０円 

B １８０円 

４４ A ２３０円 

B １８０円 

東和第２ ４８ １００円 

島崎第３ ５２ １００円 
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三沢第３ ５８ １００円 

６０ １００円 

６１ １００円 

島崎第４ ６１ １００円 

三沢第９ ３ １００円 

別表第３（第３条、第２６条の２関係） 

名称 位置 建設年度 構造 

宮前 手平３丁目４番 ４３ 中層耐火 

４４ 

堀止 堀止東１丁目３番 ５４ 中層耐火 
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