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○千葉県教職員住宅管理規則（昭和39年4月1日教育委員会規則第6号） 

千葉県教職員住宅管理規則 

昭和三十九年四月一日 

教育委員会規則第六号 

  

改正 昭和四七年 五月二六日教育委員会規則

第一一号 

昭和五三年 四月 一日教育委員会規則

第二号 

 

   昭和六〇年 四月 一日教育委員会規則

第九号 

昭和六〇年一二月二三日教育委員会規則

第二五号 

 

   昭和六一年 四月二五日教育委員会規則

第八号 

昭和六一年 七月三〇日教育委員会規則

第一一号 

 

   平成 元年 一月二六日教育委員会規則

第二号 

平成 二年 三月三一日教育委員会規則

第五号 

 

   平成 七年 三月三一日教育委員会規則

第七号 

平成一〇年 四月 一日教育委員会規則

第四号 

 

   平成一二年 二月二九日教育委員会規則

第三号 

平成一四年 三月二九日教育委員会規則

第一五号 

 

   平成一五年 三月二八日教育委員会規則

第六号 

   

千葉県教職員住宅管理規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、千葉県教職員住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第二条 この規則において、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。 

一 教職員 千葉県教育委員会（以下「教育委員会」という。）の事務局及び教育機関の職員並び

に市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）第一条及び第二条に規定する

職員をいう。 

二 教職員住宅 県が教職員の厚生施設として教職員及びその家族を入居させるために設置する住

宅及びその附帯施設をいう。 

三 共同施設 児童遊園、集会所その他教職員住宅に入居する者が共同で使用する施設をいう。 

四 自動車 自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十五号）第二条第

一号に規定する自動車をいう。 

五 自動車保管場所 教職員住宅の附帯施設のうち自動車の保管場所として使用させるための施設

をいう。 

（入居者の資格） 

第三条 教職員住宅に入居することができる者は、教職員又は教育委員会が特に必要があると認めた

者であつて次の各号に掲げる条件を備えるものでなければならない。 

一 現に同居し、又は同居しようとする同一の生計を営む親族（婚姻の届け出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。）があること。ただし、教育委員会が教

職員住宅の管理上支障がないと認める場合は、この限りでない。 

二 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 

三 この規則に基づいて定める貸付料を支払う能力があること。 

（入居者の募集） 

第四条 教育委員会は、必要に応じ、所属長を通じて教職員住宅の入居者を募集するものとする。 

（入居の申請） 

第五条 第三条に規定する入居の資格がある者で教職員住宅に入居することを希望するものは、教職

（現行） 
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員住宅入居承認申請書（別記第一号様式）に世帯全員の居住関係を証明する市区町村長の発行する

書類を添え、所属長を経由して教育委員会に提出しなければならない。 

（入居者の決定） 

第六条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該書類を審査し、住宅困窮の順

位に従つて入居者を決定するものとする。この場合において、住宅困窮の順位の定め難い者につい

ては、抽選によりその順位を決定することがある。 

２ 前項の規定により、入居者を決定する場合において、教育委員会は、貸付けの公正を図るため、

教育庁の本庁の企画管理部教育総務課長、企画管理部福利課長及び教育振興部教職員課長並びに教

育委員会が委嘱する教職員二名をもつて構成する教職員住宅貸付審査委員会を設け、入居者の決定

についてその意見を聴くものとする。 

（入居補欠者） 

第七条 教育委員会は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居者として決定された

者のほかに入居順位及びその資格の有効期間を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることが

ある。 

２ 教育委員会は、入居者として決定された者が第十条の規定による取消しを受けたとき、又は入居

者が教職員住宅を退去したときは、前項の規定により定めた入居補欠者のうちから入居順位に従い

入居者を決定するものとする。この場合において、入居補欠者がないときは、教育委員会は、入居

の申請をした者のうちから入居者を決定するものとする。 

３ 教育委員会は、前項の規定による入居者の決定については、教職員住宅貸付審査委員会の意見を

きかないことがある。 

（入居手続） 

第八条 教職員住宅の入居の承認の通知を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に入居しな

ければならない。 

２ 教職員住宅の入居の承認を受けた者は、前項に規定する期限までに入居することができないとき

は、あらかじめ教職員住宅入居延期承認申請書（別記第二号様式）を教育委員会に提出してその承

認を受けなければならない。 

３ 教職員住宅に入居した者は、直ちに教職員住宅入居届（別記第三号様式）及び連帯保証人と連署

した誓約書（別記第四号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

（承継入居） 

第九条 入居者がその同居の親族を残して死亡した場合（同居の親族に教職員である者がいる場合に

限る。）において、当該同居の親族である教職員がその他の同居の親族とともに引き続きき当該教

職員住宅に入居しようとするときは、教職員住宅承継入居申請書（別記第五号様式）を承継の理由

となるべき事実の発生後十日以内に教育委員会に提出してその承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定により教育委員会の承認を受けた者は、すみやかに連帯保証人と連署した誓約書を教

育委員会に提出しなければならない。 

（入居の承認の取消し） 

第十条 教育委員会は、教職員住宅の入居の承認を受けた者が第八条第一項に規定する期限（第八条

第二項の規定により入居延期の承認を受けた場合は、その期限）までに入居しないときは、入居の

承認を取り消すことがある。 

（貸付料） 

第十一条 貸付料の額は、教育委員会が別に定める。 

２ 月の中途において教職員住宅に入居し、又は退去した場合におけるその月の貸付料の額は、日割

により計算した額とする。 

第十二条 入居者は、貸付料を毎月二十五日（その日が土曜日に当たる場合にあつては、その日後に

おいて最も近い日曜日又は休日（国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規

定する休日をいう。以下同じ。）でない日）までに納付しなければならない。ただし、月の中途に

おいて退去するときは、その退去の日（その日が土曜日に当たる場合にあつては、その日後におい

て最も近い日曜日又は休日でない日）までに納付しなければならない。 

２ 入居者が第二十一条に規定する手続を経ないで教職員住宅を退去したときは、教育委員会が退去

した日を認定するものとする。 
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３ 教育委員会は、入居者が災害により著しい損害を受けたとき、入居者又はその同居の親族が病気

にかかつたときその他必要があると認めたとき、入居者の申請により貸付料を減免し、又は貸付料

の納付を猶予することがある。 

（入居者が負担すべき費用） 

第十三条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めたとき

は、第一号に規定する費用の一部を教育委員会が負担することがある。 

一 畳、建具その他の造作の修理に要する費用 

二 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料 

三 汚物及びごみ処理に要する費用 

四 共同施設の使用に要する費用 

（入居者の保管の義務） 

第十四条 入居者は、貸付けを受けた教職員住宅及び共同施設について善良な管理者の注意を払い、

これらを正常な状態において維持しなければならない。 

（損害の賠償） 

第十五条 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により、貸付けを受けた教職員住宅又は共同施設を

滅失し、又は汚損したときは、教育委員会の命ずるところに従い、これを原状に回復し、又は損害

を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠

償額の全部又は一部を免除することがある。 

（転貸等の禁止） 

第十六条 入居者は、貸付けを受けた教職員住宅又はその敷地を他人に転貸し、又は入居の権利を他

人に譲渡してはならない。 

（同居者の異動） 

第十七条 入居者は、現に同居する者以外の者を同居させようとするとき（出産による場合を除

く。）は、教職員住宅同居承認申請書（別記第六号様式）を教育委員会に提出してその承認を受け

なければならない。 

２ 前項に規定する場合を除くほか、入居者は、同居する者に異動があつたときは、直ちに教職員住

宅同居者異動届（別記第七号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

（増改築等の承認） 

第十八条 入居者は、次の各号の一に該当するときは、教職員住宅増改築等承認申請書（別記第八号

様式）を教育委員会に提出してその承認を受けなければならない。 

一 教職員住宅を増築し、改築し、又は造作の取替えその他の模様替えをしようとするとき。 

二 教職員住宅の敷地内に建築物を建築しようとするとき。 

三 教職員住宅の一部を住居以外の用途に使用しようとするとき。 

四 教職員住宅の敷地の原状を著しく変更しようとするとき。 

（退去の請求） 

第十九条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該入居者に対して教職

員住宅から退去すべきことを求めることがある。 

一 貸付料を三月以上滞納したとき。 

二 入居の承認を受けた教職員住宅を特別の理由なく継続して一月以上使用しないとき。 

三 この規則又はこれに基づく教育委員会の指示命令に従わないとき。 

四 住宅に困窮することがなくなつたと教育委員会が認めたとき。 

（退去） 

第二十条 入居者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該入居者（入居者が第二号

の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつたときにおいて入居者と同居し

ていた者。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。）は、第一号から第四号までに該当する

こととなつた場合は十五日以内に、第五号に該当することとなつた場合は教育委員会が別に指定す

る期日までに教職員住宅を退去しなければならない。 

一 教職員でなくなつたとき。 

二 死亡したとき。 

三 職務上居住すべき公舎に入居を命じられたとき。 
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四 前条の規定により退去の請求をされたとき。 

五 教職員住宅を廃止する必要が生じたため、入居者がその明渡しを請求されたとき。 

２ 入居者は、前項に規定する期限までに教職員住宅を退去することができないときは、遅滞なく教

職員住宅退去猶予承認申請書（別記第九号様式）を教育委員会に提出してその承認を受けなければ

ならない。 

３ 入居者は、第一項に規定する期限（前項の規定により退去猶予の承認を受けた場合は、その期

限）までに教職員住宅を退去しないときは、貸付料のほか、退去すべき日の翌日から退去した日ま

での期間に応ずる貸付料の三倍に相当する額の範囲内で教育委員会が定める額の違約金を支払わな

ければならない。 

（退去届） 

第二十一条 入居者は、教職員住宅を退去しようとするときは、退去予定日の七日前までに教職員住

宅退去届（別記第十号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

（検査） 

第二十二条 入居者は、教職員住宅を退去しようとするときは、教育委員会の指定する職員の検査を

受けなければならない。 

（立入検査） 

第二十三条 教育委員会は、教職員住宅及び共同施設の管理上必要があると認めたときは、当該職員

を教職員住宅又は共同施設に立ち入らせて検査をさせることができる。 

２ 前項の検査をする場合において現に入居者のある教職員住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該

教職員住宅の入居者の承認を得るものとする。 

（身分証明書） 

第二十四条 前二条の規定により検査に当たる職員は、身分証明書（別記第十一号様式）を携帯し、

関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

（教職員住宅管理人） 

第二十五条 教育委員会は、教職員住宅及び共同施設の管理事務を行なわせるため、教職員住宅管理

人を置く。 

２ 教育委員会は、教職員住宅管理人の行なう事務を補助させるため補助員を置くことがある。 

（教職員住宅台帳） 

第二十六条 教育庁企画管理部福利課長は、教職員住宅台帳（別記第十二号様式）を備えつけ、記載

事項に異動があつたときは、直ちに整理して置かなければならない。 

（自動車保管場所の使用者の資格、使用手続等） 

第二十七条 自動車保管場所を使用することができる者は、入居者であつて、その者又はその同居者

が保有者（自動車の保管場所の確保等に関する法律第二条第二号に規定する保有者をいう。）であ

る自動車の保管場所を必要としているものとする。 

２ 自動車保管場所を使用しようとする者は、教職員住宅自動車保管場所使用承認申請書（別記第十

三号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

３ 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、当該申請書に係る自動車保管場所の使用を承認

するかどうかの決定をしなければならない。 

４ 教育委員会は、前項の決定をしたときは、第二項の申請書を提出した者に対し、教職員住宅自動

車保管場所使用承認（不承認）決定通知書（別記第十四号様式）を交付して使用の承認又は不承認

の通知をするものとする。 

５ 前項の規定により使用の承認の通知を受け、自動車保管場所を使用している者は、教職員住宅を

退去しようとするときその他自動車保管場所の使用を終了しようとするときは、使用終了予定日の

七日前までに自動車保管場所使用終了届（別記第十五号様式）を教育委員会に提出しなければなら

ない。 

（自動車保管場所の使用料） 

第二十八条 第十一条及び第十二条の規定は、自動車保管場所の使用料について準用する。この場合

において、第十一条第一項中「貸付料」とあるのは「自動車保管場所の使用料」と、同条第二項中

「教職員住宅に入居し」とあるのは「自動車保管場所の使用を開始し」と、「退去した」とあるの

は「その使用を終了した」と、「貸付料」とあるのは「自動車保管場所の使用料」と、第十二条第
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一項中「貸付料」とあるのは「自動車保管場所の使用料」と、「退去する」とあるのは「その使用

を終了する」と、「退去の日」とあるのは「使用終了の日」と、同条第二項中「第二十一条」とあ

るのは「第二十七条第五項」と、「教職員住宅を退去した」とあるのは「自動車保管場所の使用を

終了した」と、「退去した日」とあるのは「その使用を終了した日」と、同条第三項中「貸付料」

とあるのは「自動車保管場所の使用料」と読み替えるものとする。 

（補則） 

第二十九条 この規則に定めるもののほか、教職員住宅の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別

に定める。 

附 則 

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。 

附 則（昭和四十七年五月二十六日教育委員会規則第十一号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県教職員住宅管理規則の規定は、昭和四十七年四

月一日から適用する。 

附 則（昭和五十三年四月一日教育委員会規則第二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六十年四月一日教育委員会規則第九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六十年十二月二十三日教育委員会規則第二十五号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県教職員住宅管理規則の規定は昭和六十年七月一

日から適用する。 

附 則（昭和六十一年四月二十五日教育委員会規則第八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六十一年七月三十日教育委員会規則第十一号） 

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。 

附 則（平成元年一月二十六日教育委員会規則第二号） 

この規則は、平成元年二月一日から施行する。 

附 則（平成二年三月三十一日教育委員会規則第五号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二年四月一日から施行する。 

附 則（平成七年三月三十一日教育委員会規則第七号） 

この規則は、平成七年四月一日から施行する。 

附 則（平成十年四月一日教育委員会規則第四号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十二年二月二十九日教育委員会規則第三号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前の千葉県教職員住宅管理規則の規定により調製した用紙は、この規

則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成十四年三月二十九日教育委員会規則第十五号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成十五年三月二十八日教育委員会規則第六号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前の千葉県教職員住宅管理規則の規定により、調製した用紙は、この

規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

別 記 
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第一号様式 

（第五条） 

第二号様式 

（第八条第二項） 

第三号様式 

（第八条第三項） 

第四号様式 

（第八条第三項） 

第五号様式 

（第九条第一項） 

第六号様式 

（第十七条第一項） 

第七号様式 

（第十七条第二項） 

第八号様式 

（第十八条） 

第九号様式 

（第二十条第二項） 

第十号様式 

（第二十一条） 

第11号様式 

第12号様式 

第十三号様式 

（第二十七条第二項） 

第十四号様式 

（第二十七条第四項） 

第十五号様式 

（第二十七条第五項） 


