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日付：令和1年12月3日

ダウンロード 

○千葉県職員住宅管理規則（昭和35年10月18日規則第53号） 

千葉県職員住宅管理規則 

昭和三十五年十月十八日 

規則第五十三号 

  

改正 昭和三八年 五月 七日規則第三三号 昭和四三年 九月一七日規則第五七号  

   昭和五三年 四月 一日規則第一八号 昭和六〇年一二月二三日規則第七三号  

   昭和六一年 七月三〇日規則第五〇号 平成 元年 一月二六日規則第八号  

   平成 五年 三月三〇日規則第二〇号 平成一二年 二月二二日規則第四号  

   平成一五年 三月二四日規則第三一号    

千葉県職員住宅管理規則 

（趣旨） 

第一条 千葉県職員住宅（以下「職員住宅」という。）の貸付け及び管理については、別に規定があ

るもののほかこの規則の定めるところによる。 

（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、それぞれ当該各号の定めるところによ

る。 

一 職員 県の執行機関の事務部局又は議会の事務局に勤務する一般職の職員（教育委員会の事務

局の職員及び県警察の職員並びに臨時職員を除く。）をいう。 

二 職員住宅 県が職員の厚生施設として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 職員寮 職員住宅のうち配偶者を有しない職員を入居させるために設置するものをいう。 

四 共同施設 児童遊園、集会所、共同炊事場、共同洗たく場、共同洗面所、共同浴場、共同便所

その他職員住宅に入居する者が共同で使用する施設をいう。 

一部改正〔平成一二年規則四号〕 

（入居者の資格） 

第三条 職員住宅（職員寮を除く。）に入居できる者は、職員又は知事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者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の婚姻の予約者を含む。）があること。ただし、知事が職員住

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。 

２ 職員寮に入居できる者は、配偶者を有しない職員であつて前項第二号及び第三号に掲げる条件を

備える者でなければならない。 

一部改正〔平成一五年規則三一号〕 

（入居者の募集） 

第四条 知事は、職員住宅を建設したときは、所属長を通じて職員住宅の入居者（以下「入居者」と

いう。）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資格のある者で職員住宅に入居することを希望するものは、職員住宅

入居承認申請書（別記第一号様式）に住民票の謄本を添付のうえ所属長を経て知事に提出しなけれ

ばならない。 

全部改正〔昭和三八年規則三三号〕 

（入居者の決定） 

第六条 知事は、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。ただし、住宅困窮の順位の定め難い者については、抽せんによ
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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、知事は、貸付の公正を図るため、職員住宅入

居者選考委員会（以下「選考委員会」という。）を設け、入居者の決定についてその意見を聞くも

のとする。 

３ 選考委員会は、委員五人以内で組織する。この場合において、委員のうち二人は、職員を代表す

る者でなければならない。 

４ 委員は、関係職員のうちから知事が指名する。 

一部改正〔昭和三八年規則三三号・四三年五七号〕 

（入居補欠者） 

第七条 知事は、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 知事は、入居者として決定された者が職員住宅に入居しないとき、又は入居者が職員住宅を退去

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。ただし、入居補欠者がないときは、知事は、第五条の規定により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 知事は、前項の規定による入居者の決定については、選考委員会の意見を聞かないことがある。 

一部改正〔昭和三八年規則三三号〕 

（入居手続） 

第八条 知事は、入居者を決定したときは、入居申請者に対して、職員住宅入居決定通知書（別記第

二号様式）を交付して入居の承認又は不承認の通知をするものとする。この場合において、前条の

規定により入居補欠者として決定された者に対しては、その旨を通知するものとする。 

２ 前項の規定により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、

直ちに第二条第一号に規定する者で知事が適当と認める連帯保証人一名と連署した請書（別記第三

号様式）を知事に提出しなければならない。 

３ 第一項の規定により入居の承認を受けた者が、前項に規定する期日までに入居することができな

い場合には、あらかじめ職員住宅入居延期承認申請書（別記第四号様式）を知事に提出して、その

承認を受けなければならない。この場合において、知事はその理由がやむを得ないものと認めたと

きは、入居すべき日を指定して、これを承認することがある。 

（入居の承認の取消し） 

第九条 知事は、入居の承認を受けた者が次の各号の一に該当する場合においては、入居の承認を取

り消すことがある。 

一 前条第二項又は第三項に規定する期日までに入居しないとき。 

二 貸付料を三月以上滞納したとき。 

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

四 この規則又はこれに基づく知事の指示命令に違反したとき。 

五 住宅に困窮することがなくなつたと知事が認めたとき。 

（貸付料） 

第十条 貸付料の額は、知事が別に定める。 

２ 月の中途において入居し、又は退去した場合におけるその月の貸付料は、入居した日から又は退

去した日までの日割により計算した額とする。 

３ 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。 

４ 入居者が第十七条に規定する手続を経ないで退去したときは、知事が退去した日を認定するもの

とする。 

５ 知事は、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るときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず貸付料を減免し、

又は徴収の猶予をすることがある。 
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一部改正〔昭和六一年規則五〇号・平成元年八号・一五年三一号〕 

（入居者の費用負担義務の範囲） 

第十一条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、知事が必要と認めるときは、第

一号に規定する修繕に要する費用の一部を県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） 

第十二条 入居者は、当該職員住宅又は共同施設の使用について善良な管理者の注意を払い、これら

をその使用の目的に従つて正常な状態において維持しなければならない。 

２ 入居者が自己の責に帰すべき理由により、貸付けを受けた職員住宅又は共同施設を滅失し、損傷

し、又は汚損したときは、知事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、知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部又は全部

を免除することがある。 

（転貸等の禁止） 

第十三条 入居者は、当該職員住宅及びその敷地を他の者に転貸し、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） 

第十四条 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（出生による場合を除く。）

は、職員住宅同居承認申請書（別記第五号様式）を知事に提出し、その承認を得なければならない。 

２ 前項に規定する場合のほか、入居者は、同居者に異動のあつたときは、直ちに職員住宅同居者異

動届（別記第六号様式）を知事に提出しなければならない。 

（模様替え又は増改築等の承認） 

第十五条 入居者は、次の各号の一に該当する場合には、職員住宅模様替え等承認申請書（別記第七

号様式）を知事に提出してその承認を受けなければならない。 

一 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。 

二 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。 

三 当該職員住宅の敷地内に建築物を建設しようとするとき。 

２ 知事は、前項の承認を与えるときは、その承認に条件を付することがある。 

（職員住宅の退去） 

第十六条 入居者が第九条の規定により入居の承認を取り消された場合又は次の各号のいずれかに該

当するに至つた場合には、当該入居者（入居者が第二号の規定に該当することになつた場合には、

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）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日以内、第五号に該当することとなつた場合は知事が別に指定する日

までに職員住宅を退去しなければならない。ただし、第一号から第四号までに該当することとなつ

た場合で十日以内に退去することができないときは、遅滞なく知事に退去猶予の申請をしなければ

ならない。この場合において、知事はその理由がやむを得ないものと認めたときは、六月を超えな

い範囲内で退去すべき日を指定して、これを承認することがある。 

一 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。 

四 職員寮の入居者が結婚したとき。 

五 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 入居者又はその同居者が、前項の規定に反して職員住宅を退去しないときは、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五倍に相当する額の範囲内で知事が定める額の損害

賠償金を支払わねばならない。 

一部改正〔平成一五年規則三一号〕 

（退去届） 

第十七条 入居者は、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職員住宅退去



4/6  

届（別記第八号様式）を知事に提出しなければならない。 

（検査） 

第十八条 入居者は、職員住宅を退去しようとするときは、知事の指定する職員の検査を受けなけれ

ばならない。 

２ 知事は、前項のほか必要があると認めるときは、前項の職員をして職員住宅に立ち入り、実地検

査をさせることができる。 

３ 前各項の検査において、現に入居者のある職員住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該職員住宅

の入居者の承諾を得なければならない。 

４ 第一項及び第二項の規定により検査に当たる職員は、身分証明書（別記第九号様式）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。 

一部改正〔平成五年規則二〇号〕 

（職員住宅管理人） 

第十九条 知事は、職員住宅及び共同施設の管理事務を行なわせるため職員住宅管理人（以下「管理

人」という。）を置く。 

２ 知事は、管理人の行なう管理事務を補助させるため、補助員を置くことができる。 

３ 管理人及び補助員に関し必要な事項は知事が定める。 

（職員住宅台帳） 

第二十条 知事は、職員住宅台帳（別記第十号様式）を備えつけ、記載事項に変動があつたときは、

直ちにこれを台帳に記載するものとする。 

一部改正〔昭和四三年規則五七号〕 

（自動車保管場所の使用者の資格、使用手続等） 

第二十一条 第二条第二号に規定する附帯施設のうち、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。以下同じ。）の保

管場所（同条第三号に規定する保管場所をいう。以下同じ。）として入居者に使用させるための施

設（以下「自動車保管場所」という。）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（同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、職員住宅自動車保管場所使用承認申請書（別記第十一

号様式）を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、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 知事は、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、職員住宅自動車保管場

所使用承認（不承認）決定通知書（別記第十二号様式）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、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（別記第十三号様式）を知事に提出しなければならない。 

追加〔平成五年規則二〇号〕 

（自動車保管場所の使用料） 

第二十二条 第十条の規定は、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、同条

第一項中「貸付料」とあるのは「自動車保管場所の使用料」と、「建設費等」とあるのは「土地の

時価等」と、同条第二項中「入居し」とあるのは「その使用を開始し」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、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、「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、同条第四項中「第十七条」とあるのは

「第二十一条第五項」と、「退去した」とあるのは「その使用を終了した」と、同条第五項中「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。 

追加〔平成五年規則二〇号〕 

（自動車保管場所に係る委任） 

第二十三条 前二条に規定するもののほか、自動車保管場所に関し必要な事項は、知事が別に定める。 
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追加〔平成五年規則二〇号〕 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 千葉県会計規則（昭和二十九年千葉県規則第五十九号）の一部を次のように改正する。 

次のよう（略） 

３ 千葉県公舎管理規則（昭和三十三年千葉県規則第二十六号）の一部を次のように改正する。 

次のよう（略） 

４ この規則施行の際、現に職員住宅に入居している者は、この規則により当該職員住宅に入居した

ものとみなす。 

５ 当分の間、平成十二年三月三十一日に職員住宅に入居している職員（地方分権の推進を図るため

の関係法律の整備等に関する法律（平成十一年法律第八十七号。以下「法」という。）第一条の規

定による改正前の地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）附則第八条に規定する職員である者

に限る。）であつて、同年四月一日に法の施行により第十六条第一項第一号に該当し、職員住宅を

退去すべきこととなる者の同項の規定の適用については、同項中「六月をこえない範囲内で退去す

べき日を指定して、これを」とあるのは、「これを」とする。 

追加〔平成一二年規則四号〕 

附 則（昭和三十八年五月七日規則第三十三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十三年九月十七日規則第五十七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十三年四月一日規則第十八号） 

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規則第七十三号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県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（昭和六十一年七月三十日規則第五十号） 

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規則第八号） 

この規則は、平成元年二月一日から施行する。 

附 則（平成五年三月三十日規則第二十号） 

この規則は、平成五年四月一日から施行する。 

附 則（平成十二年二月二十二日規則第四号） 

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成十五年三月二十四日規則第三十一号） 

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 

第一号様式 

（第五条） 

全部改正〔昭和38年規則33号〕、一部改正〔昭和53年規則18号・60年73号・平成５年20号〕 

第二号様式 

（第八条第一項） 

一部改正〔平成５年規則20号〕 

第三号様式 

（第八条第二項） 

一部改正〔昭和53年規則18号・平成５年20号〕 

第四号様式 

（第八条第三項） 

一部改正〔昭和53年規則18号・平成５年20号〕 

第五号様式 

（第十四条第一項） 

一部改正〔昭和53年規則18号・平成５年20号〕 
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第六号様式 

（第十四条第二項） 

一部改正〔昭和53年規則18号・平成５年20号〕 

第七号様式 

（第十五条第一項） 

一部改正〔昭和53年規則18号・平成５年20号〕 

第八号様式 

（第十七条） 

一部改正〔昭和53年規則18号・平成５年20号〕 

第九号様式 

（第十八条第四項） 

一部改正〔平成５年規則20号〕 

第十号様式 

（第二十条） 

一部改正〔平成５年規則20号〕 

第十一号様式 

（第二十一条第二項） 

追加〔平成５年規則20号〕 

第十二号様式 

（第二十一条第四項） 

追加〔平成５年規則20号〕 

第十三号様式 

（第二十一条第五項） 

追加〔平成５年規則20号〕 


