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○大阪市営住宅条例施行規則 

平成９年４月１日 

規則第61号 

大阪市営住宅条例施行規則（昭和35年大阪市規則第23号）を次のように改正する。 

大阪市営住宅条例施行規則 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 市営住宅の設置及び管理 

第１節 市営住宅の設置（第３条） 

第１節の２ 設置の基準（第３条の２） 

第２節 入居者の選考及び入居手続等（第４条―第11条） 

第３節 家賃及び敷金（第12条―第19条） 

第４節 収入超過者等の認定等（第20条―第24条） 

第５節 市営住宅の明渡し（第25条―第27条） 

第３章 公営住宅の社会福祉事業等への活用（第28条） 

第３章の２ 駐車場の設置及び管理（第28条の２―第28条の９） 

第４章 補則（第29条―第31条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 大阪市営住宅条例（平成９年大阪市条例第39号。以下「条例」という。）の施行について

は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

第２章 市営住宅の設置及び管理 

第１節 市営住宅の設置 

（市営住宅の名称及び位置） 

第３条 条例第３条の規定による市営住宅の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

第１節の２ 設置の基準 

（住戸の基準） 

第３条の２ 条例第３条の８第１項の市規則で定める面積は、25平方メートルとする。 

第２節 入居者の選考及び入居手続等 

（入居者の公募の方法） 

第４条 条例第４条第１項の規定による入居者の公募は、市営住宅の所在地、種別、構造、戸数、

規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法、入居予定時期その他必要な事項の概略を示し

て、次に掲げる２以上の方法により行う。 

(1) 新聞 

(2) ラジオ又はテレビジョンによる放送 

(3) 市役所又は区役所の掲示場その他適当な場所における掲示 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法 

（特別賃貸住宅等の入居者の収入基準） 

第５条 条例第10条第１項（条例第６条第３項及び第８条第３項において準用する場合を含む。）

の規定により特定賃貸住宅及び特別賃貸住宅に入居することができる者の収入は、特定優良賃貸

住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成５年建設省令第16号。以下「特優賃法施行規則」

という。）第６条に定める所得の基準の下限額（収入の上昇が見込まれる者で市長が別に定める

基準に該当するものにあっては、123,000円）以上で、特優賃法施行規則第７条第１号に定める

所得の上限額以下とする。 

（入居の申込み） 

第６条 条例第13条第１項の規定による入居の申込みは、１回の公募につき、１世帯１回限りとす

る。 
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２ 入居の申込みをする者は、別に定める入居申込書を提出しなければならない。この場合におい

て、市長は、申込者及び同居の親族に関し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。 

(1) 居住を証する書類 

(2) 収入の額を証する書類 

(3) 住宅に困窮していることを証する書類 

(4) 婚姻（婚姻の予約を含む。）を証する書類 

(5) 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（以下「暴力団員」という。）でない旨の誓約書 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（優先選考） 

第７条 市長は、条例第13条第３項の規定により次に掲げる世帯（第２号、第15号ウ又は第16号に

掲げる世帯が単身者世帯である場合を除く。）を優先的に選考することができる。 

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第６条第６項に規定する配偶者の

ない者で現に児童を扶養しているもの及び当該児童を含むその者の子のみからなる世帯 

(2) 海外からの引揚者のみからなる世帯 

(3) 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法（昭和34年法律第199号）第２条第２項に

定める炭鉱離職者を構成員とする世帯 

(4) 60歳以上の者のみからなる世帯 

(5) 60歳以上の者及びその親族で次のいずれかに該当するもののみからなる世帯 

ア 配偶者 

イ 18歳未満の児童 

ウ 市長が定める60歳未満の者 

(6) 精神の障害を有する者を構成員とする世帯 

(7) 身体の障害を有する者を構成員とする世帯 

(8) 国土交通大臣の承認を受けたシルバーハウジング・プロジェクト事業計画（以下「シルバ

ーハウジング・プロジェクト事業計画」という。）に係る住宅に配置される生活援助員を構成

員とする世帯 

(9) 大阪市住宅供給公社（以下「公社」という。）の賃貸住宅の建替えに伴う家賃の急激な上

昇により家賃負担が困難となる世帯 

(10) 18歳未満の児童が３人以上いる世帯 

(11) 住環境整備事業又は市街地再開発事業の施行地域内に居住する世帯で、当該事業の施行に

より建設される市営住宅へ入居しようとするもの 

(12) 夫婦を中心とする世帯又はその親を構成員とする世帯（60歳以上の者又はその配偶者のみ

からなるものに限る。）で、他方の世帯と同一区内に居住できることを目的とする市営住宅へ

入居しようとするもの 

(13) 入居の申込みをした日の属する月の前年同月の１日以降に婚姻（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場合を含む。以下同じ。）をした者（当該入居の申込みを

した市営住宅にその配偶者と同居するものに限る。）又は婚姻の予約者があり、入居の承認を

受ける日までに婚姻をする者（当該入居の申込みをした市営住宅に当該婚姻の予約者と同居す

る予定であるものに限る。）を構成員とする世帯 

(14) 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者を構成員とする世帯 

(15) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号。以下こ

の号において「法」という。）第１条第２項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者を

構成員とする世帯 

ア 法第３条第３項第３号の規定による一時保護若しくは法第５条の規定による保護又は本市

が行う法第１条第２項に規定する被害者の緊急時における一時保護が終了した日から起算し

て５年を経過していない者 

イ 法第10条第１項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力

を生じた日から起算して５年を経過していない者 

ウ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第38条に規定する母子生活支援施設による保護が終
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了した日から起算して５年を経過していない者 

(16) 犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号）第２条第１項に規定する犯罪等（以下この

号において「犯罪等」という。）により収入が減少し、又は居住している住宅若しくはその付

近で犯罪等が発生した同条第２項に規定する犯罪被害者等のみからなる世帯 

(17) 市営住宅入居申込回数が、別に定める基準に達した世帯 

（入居手続） 

第８条 条例第15条第１項の規定による入居決定の通知を受けた者は、市営住宅使用承認申請書そ

の他市長が指定する書類を提出して、入居の承認を受けなければならない。 

（保証人） 

第９条 条例第15条第２項第１号及び第18条の２第２項に定める保証人は、独立の生計を営む者で

なければならない。 

（同居の承認） 

第10条 市営住宅の入居者は、条例第17条第１項の規定による承認（以下「同居承認」という。）

を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の市営住宅同居承認申請書の提出があった場合は、条例第17条第２項に規定する

場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、入居者の３親等以内の親族について、同居

承認をするものとする。 

(1) 同居承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、公営住宅の入居者にあっては

条例第５条第１項第２号に定める金額、改良住宅の入居者（条例第７条第１項の規定による入

居者を除く。）にあっては同条第２項において準用する条例第５条第１項第２号に定める金額

を超えるとき 

(2) 当該入居者が条例第46条第１項各号（第５号を除く。）のいずれかに該当するとき 

(3) 新たに同居させようとする者が、未納の家賃又は市営住宅若しくは共同施設に係る損害賠

償金がある者であるとき 

(4) 新たに同居させようとする者が、条例第46条第１項（第２号、第５号及び第７号を除

く。）の規定による請求を受けて市営住宅を明け渡した者であって、その明渡しの日の翌日か

ら起算して５年を経過していないものであるとき 

３ 市長は、市営住宅の入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入

居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるとき（条例第17条第２項

に規定する場合を除く。）は、前項の規定にかかわらず、同居承認をするものとする。 

４ 市営住宅の入居者が出生を原因として同居承認を受けようとするときは、その旨を記載した届

出書を市長に提出しなければならない。この場合においては、当該届出書（条例第17条第２項に

規定する場合において提出されたものを除く。）の受理をもって当該出生に係る同居承認とみな

す。 

（入居者の地位の承継） 

第11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、条例第18条第１項の規定により

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しようとするときは、その事実の発

生後速やかに市長が適当と認める保証人が連署した市営住宅名義変更承認申請書を市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項に定める市営住宅名義変更承認申請書

に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項の市営住宅名義変更承認申請書の提出があった場合は、条例第18条第２項に規

定する場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同条第１項の規定による承認をする

ものとする。 

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が１年に満たないとき（当該承

認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除

く。） 

(2) 当該承認を受けようとする者（公営住宅の入居者と同居していた者に限る。）に係る当該

承認の後における収入が公営住宅法施行令（昭和26年政令第240号。以下「令」という。）第

９条第１項に定める金額を超えるとき 
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(3) 当該入居者が条例第46条第１項各号（第５号を除く。）のいずれかに該当する者であった

とき 

４ 市長は、市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、当該入居者と同居していた

者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居していた者を引き続き当

該市営住宅に居住させることが必要であると認めるとき（条例第18条第２項に規定する場合を除

く。）は、前項の規定にかかわらず、条例第18条第１項の規定による承認をするものとする。 

第３節 家賃及び敷金 

（事業主体の定める数値） 

第12条 条例第19条第２項（条例第20条第２項において準用する場合を含む。）の事業主体が定め

る数値は、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して

0.7以上１以下で別に定める。 

（再開発住宅等の家賃） 

第13条 条例第21条及び第22条の規定による家賃の月額は、別表第１のとおりとする。 

（家賃の納付の期限及び方法） 

第14条 家賃は、毎月分を、１月から11月までの各月にあってはその月の末日、12月にあっては翌

年の１月４日（これらの日が土曜日又は民法（明治29年法律第89号）第142条に定める休日（以

下「休日」という。）に当たるときは、その日後最初に到来する土曜日及び休日以外の日）まで

に別に定める納入通知書による市営住宅監理員への持参、市長が指定する場所への持参又は口座

振替の方法により納付しなければならない。 

（収入額の認定に対する意見） 

第15条 条例第23条第４項の規定による意見陳述は、同条第３項の通知があったときから１月以内

に、書面で行わなければならない。 

２ 前項の書面には、入居者に係る収入を証する書類を添付しなければならない。 

（敷金） 

第16条 条例第25条第１項の規定による敷金は、当該市営住宅の入居時における３月分の家賃に相

当する金額とする。 

（家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予） 

第17条 条例第27条第１項第１号の収入が著しく低額であるとき及び同項第３号の著しく生活が困

難な状態にあるときとは、生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受けて生計を維持

しているとき及び市長がこれに準ずると認めたときとする。 

第18条 市営住宅の入居者は、条例第27条第１項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予

を受けようとするときは、所定の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別

の事由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 家賃の減免の期間は、１年以内とし、家賃及び敷金の徴収猶予の期間は、３月以内とする。た

だし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 

（公聴会） 

第19条 市長は、条例第28条第２項の規定による公聴会を開催するときは、開催日の３日前までに

公聴会において意見を聴こうとする案件、期日及び場所を公告するものとする。 

第４節 収入超過者等の認定等 

（収入超過者等に対する通知） 

第20条 条例第33条第１項の通知は、収入超過者となっている事実、条例第34条の規定により当該

市営住宅の明渡し努力義務が発生している事実並びに条例第35条第１項の規定により当該収入超

過者が支払うべき家賃の額及び納付すべき期間その他必要な事項を示して行う。 

２ 条例第33条第２項の通知は、高額所得者となっている事実、条例第36条第１項の規定により当

該公営住宅の明渡しを請求することになること、条例第37条第１項の規定により当該高額所得者

が支払うべき近傍同種の住宅の家賃の額及び納付すべき期間その他必要な事項を示して行う。 

（収入超過者等に関する認定に対する意見） 

第21条 条例第33条第３項の規定による意見陳述は、入居者の収入の額が同条第１項又は第２項に

定める金額を超えなくなったときから１月以内に、書面で行わなければならない。 

２ 前項の書面には、入居者の収入の変動の事実を証する書類を添付しなければならない。 
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（改良住宅の収入超過者に対する家賃） 

第22条 条例第35条第１項第２号の市規則で定める額は、次の表の(1)欄に掲げる入居者の収入の区

分に応じ、同表の(2)欄に掲げる算定方法の例により算出した額（当該額が条例第20条第１項に

定める限度額に同表の(3)欄に掲げる倍率を乗じて得た額（10円未満の端数が生じるときは、こ

れを切り捨てた額）を超える場合にあっては、当該乗じて得た額）とする。 

(1) 入居者収入 (2) 算定方法 (3) 倍率 

158,000円を超え191,000円以下の場合 令第8条第2項に定める方法 1.5 

191,000円を超える場合 1.8 

（高額所得者に対する明渡し期限の延長） 

第23条 高額所得者は、条例第36条第４項の規定による明渡し期限の延長を申し出ようとするとき

は、市営住宅明渡期限延長申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の市営住宅明渡期限延長申請書の提出があった場合は、２年を限度として明渡し

期限を延長することができる。 

（高額所得者に対する明渡し期限到来後に徴収する金銭） 

第24条 条例第37条第２項の市規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の２倍に相当する額とす

る。 

第５節 市営住宅の明渡し 

（親子ペア住宅等の立退き） 

第25条 条例第41条の管理上必要があると認めるときとは、次に掲げるとおりとする。 

(1) 夫婦を中心とする世帯及びその親を構成員とする世帯（60歳以上の者又はその配偶者のみ

からなるものに限る。）とが隣接して居住できるように２戸を１組として設計された住宅に入

居する世帯のうち、いずれかの世帯が当該住宅を使用しなくなったとき 

(2) 身体障害者用に設計された住宅に入居する身体障害者が、当該住宅を使用しなくなったと

き 

(3) シルバーハウジング・プロジェクト事業計画に係る住宅で単身者世帯向けのものに入居す

る者が、単身で居住しなくなったとき又はシルバーハウジング・プロジェクト事業計画に係る

住宅で単身者世帯以外の世帯向けのものに入居する者が、単身で居住することとなったとき 

（公営住宅建替事業による明渡し期限到来後に徴収する金銭） 

第26条 条例第42条第３項の市規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の２倍に相当する額とす

る。 

（市営住宅の明渡し期限到来後に徴収する金銭） 

第27条 条例第46条第３項の市営住宅（公営住宅及び改良住宅を除く。）について近傍同種の住宅

の家賃に対応するものとして市規則で定める額は、当該市営住宅の家賃とする。 

２ 条例第46条第３項及び第４項の近傍同種の住宅の家賃の２倍に相当する額以下で市規則で定め

る額は、近傍同種の住宅の家賃の２倍に相当する額（同条第１項第２号の規定に該当することに

より同項の請求を受けた入居者又はその同居者が、当該請求の日において失職、病気等の事由に

より生活が困難な状態にあると市長が認める場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃に相当する

額）とする。 

第３章 公営住宅の社会福祉事業等への活用 

（社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用手続） 

第28条 条例第48条第１項の規定による許可を受けようとする者は、公営住宅使用許可申請書、同

申請書の記載事項を証する書類その他市長が定める書類を市長に提出しなければならない。 

第３章の２ 駐車場の設置及び管理 

（駐車場の名称及び位置） 

第28条の２ 条例第53条の２の規定による駐車場の名称及び位置は、別表第２のとおりとする。 

（使用の申込み） 

第28条の３ 条例第53条の４第１項の規定による使用の申込みをする者は、別に定める使用申込書

を提出しなければならない。この場合において、市長は、次に掲げる書類の提出を求めることが

できる。 

(1) 駐車しようとする自動車の自動車検査証の写し 
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(2) その者及びその者と市営住宅に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でない旨の

誓約書 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（使用手続） 

第28条の４ 条例第53条の５第１項の規定による使用決定の通知を受けた者は、市営住宅附帯駐車

場使用承認申請書その他市長が指定する書類を提出して、使用の承認を受けなければならない。 

（使用料） 

第28条の５ 使用料の月額は、12,600円とする。ただし、別表第３の左欄に掲げる駐車場の同表の

中欄に掲げる数の区画の使用料の月額は、同表の右欄に定める額とする。 

（使用料の納付の期限及び方法） 

第28条の６ 使用料は、毎月分を、１月から11月までの各月にあってはその月の末日、12月にあっ

ては翌年の１月４日（これらのの日が土曜日又は休日に当たるときは、その日後最初に到来する

土曜日及び休日以外の日）までに別に定める納入通知書による市営住宅監理員への持参、市長が

指定する場所への持参又は口座振替の方法により納付しなければならない。 

（保証金） 

第28条の７ 条例第53条の10第１項の規定による保証金は、３月分の使用料に相当する金額とす

る。 

（使用料及び保証金の減免又は徴収猶予の期間及び手続） 

第28条の８ 使用者は、条例第53条の12第１項の規定による使用料及び保証金の減免又は徴収の猶

予を受けようとするときは、所定の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特

別の事由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 使用料の減免の期間は、１年以内とし、使用料及び保証金の徴収猶予の期間は、３月以内とす

る。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 

（駐車場の明渡し期限到来後に徴収する金銭） 

第28条の９ 条例第53条の15第３項の条例第53条の８に規定する使用料の２倍に相当する額以下で

市規則で定める額は、同条に規定する使用料の２倍に相当する額とする。 

第４章 補則 

（市営住宅監理員の職務） 

第29条 市営住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。 

(1) 入居者及び使用者の確認に関すること 

(2) 家賃、使用料その他の金銭の徴収及び徴収状況の報告に関すること 

(3) 市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）の使用についての入居者及び使用

者に対する必要な指導に関すること 

(4) 入居者及び使用者からの申請又は届出の受理に関すること 

(5) 入居者又は使用者が、市営住宅又は駐車場を返還する場合における当該市営住宅及び駐車

場の検査及び引継ぎに関すること 

(6) 不正入居の防止に関すること 

(7) 承認のない模様替、増築、用途変更、工作物の設置の防止に関すること 

(8) 市営住宅等の敷地の不法占拠の防止に関すること 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項に関すること 

（指定申請の公告事項） 

第29条の２ 条例第56条の３第５号の市規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 条例第56条の２に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）の指定の申請（以

下「指定申請」という。）を受け付ける期間（以下「受付期間」という。） 

(2) 指定申請に必要な書類 

(3) 条例第56条の５各号のいずれかに該当する法人等（法人その他の団体をいう。以下同

じ。）のした指定申請は、無効とする旨 

（指定申請の方法） 

第29条の３ 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、所定の指定管理者指定申請書に法人等

の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先を記載して、受付
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期間内にこれを市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書

類） 

(2) 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含

む。）の名簿及び履歴書 

(3) 指定申請の日の属する事業年度の前３事業年度における財産目録及び貸借対照表（法人以

外の団体にあっては、これらに相当する書類）。ただし、指定申請の日の属する事業年度に設

立された法人等にあっては、その設立時における財産目録（法人以外の団体にあっては、これ

に相当する書類）とする。 

(4) 指定申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書（法人以外の団体にあ

っては、これらに相当する書類） 

(5) 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

(6) 指定申請に関する意思の決定を証する書類 

(7) 条例第56条の５各号のいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類 

(8) 指定管理者の指定を行おうとする期間に属する各年度ごとの市営住宅等の管理に関する事

業計画書及び収支予算書 

(9) 市営住宅等の管理の業務を安定的に行うことができることを示す書類 

（資料の提出の要求等） 

第29条の４ 市長は、条例第56条の６の規定により指定管理者の指定を受けるべきものを選定する

ため必要があると認めるときは、指定申請をした法人等に対し、必要な資料の提出及び説明を求

めることができる。 

（事業報告書の記載事項等） 

第29条の５ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第７項の事業報告書（以下「事業報告

書」という。）には、次に掲げる事項を記載し、指定管理者の代表者がこれに記名押印しなけれ

ばならない。 

(1) 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先 

(2) 年度の区分。ただし、指定管理者の指定を受けた期間が当該年度の一部の期間であるとき

は、当該期間を併せて記載すること 

(3) 市営住宅等の管理の業務の実施状況 

(4) 市営住宅等の管理に要した経費等の収支の状況 

(5) その他市長が必要と認める事項 

２ 指定管理者は、毎年度終了後（地方自治法第244条の２第11項の規定により指定管理者の指定の

取消しを受けた場合にあっては、当該取消しの日後）２月以内に市長に事業報告書を提出しなけ

ればならない。ただし、やむを得ない理由により当該２月以内に事業報告書の提出をすることが

できない場合には、あらかじめ市長の承認を得て当該提出を延期することができる。 

（管理の特例についての読替規定） 

第30条 条例第57条第１項の規定により公社に公営住宅又は共同施設の管理を行わせる場合におけ

る第２章第２節（第５条を除く。）、第20条、第23条、第27条、第３章の２（第28条の２、第28

条の５及び第28条の７を除く。）又は第29条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げるこ

れらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第6条第2項、第28条の

3、第28条の6、第28条

の8第2項ただし書及び

第29条 

市長 公社の理事長 

第7条 市長は 公社の理事長は 

条例第13条第3項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第13条第3項 

第8条 条例第15条第1項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第15条第1項 
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市長 公社の理事長 

第9条 第18条の2第2項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第18条の2第2項 

第10条第1項 条例第17条第1項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第17条第1項 

市長 公社の理事長 

第10条第2項 市長 公社の理事長 

前項 第30条の規定により読み替えられた前項 

条例第17条第2項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第17条第2項 

条例第46条第1項各号 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第46条第1項各号 

、条例第46条第1項 、条例第57条第2項の規定に読み替えられ

た条例第46条第1項 

第10条第3項 市長 公社の理事長 

条例第17条第2項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第17条第2項 

前項 第30条の規定により読み替えられた前項 

第10条第4項 市長 公社の理事長 

条例第17条第2項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第17条第2項 

第11条第1項 条例第18条第1項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第18条第1項 

市長に 公社の理事長に 

第11条第2項及び第23条

第2項 

市長 公社の理事長 

前項 第30条の規定により読み替えられた前項 

第11条第3項 市長 公社の理事長 

、第1項 、第30条の規定により読み替えられた第1

項 

条例第18条第2項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第18条第2項 

同条第1項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第18条第1項 

条例第46条第1項各号 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第46条第1項各号 

第11条第4項 市長 公社の理事長 

条例第18条第2項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第18条第2項 

前項 第30条の規定により読み替えられた前項 

条例第18条第1項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第18条第1項 

第20条第2項 条例第36条第1項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第36条第1項 

第23条第1項 条例第36条第4項 条例第57条第2項の規定に読み替えられた

条例第36条第4項 

市長 公社の理事長 

第27条 条例第46条第3項 条例第57条第2項の規定により読み替えら

れた条例第46条第3項 

第28条の4 条例第53条の5第1項 条例第57条第2項の規定により読み替えら
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れた条例第53条の5第1項 

市長 公社の理事長 

第28条の8第1項 条例第53条の12第1項 条例第57条第2項の規定により読み替えら

れた条例第53条の12第1項 

市長 公社の理事長 

第28条の9 条例第53条の15第3項 条例第57条第2項の規定により読み替えら

れた条例第53条の15第3項 

条例第53条の8 条例第57条第2項の規定により読み替えら

れた条例第53条の8 

同条 条例第57条第2項の規定により読み替えら

れた条例第53条の8 

（施行の細目） 

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 平成10年４月１日前にこの規則による改正前の大阪市営住宅条例施行規則の規定によってした

請求、手続その他の行為は、この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則の相当規定によ

ってしたものとみなす。 

附 則（平成９年６月26日規則第93号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年８月21日規則第100号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年９月11日規則第101号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年４月１日規則第53号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前において、大阪市営住宅条例（平成９年大

阪市条例第39号。以下「条例」という。）第46条第１項第２号の規定に該当することにより同項

の請求（条例附則第８項の規定により条例第46条第１項の請求とみなされるものを含む。次項に

おいて「明渡請求」という。）を受けた入居者又はその同居者に対するこの規則による改正後の

大阪市営住宅条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）第27条第２項の規定の適用につい

ては、同項中「当該請求の日」とあるのは「平成10年４月１日」とする。 

３ 前項の規定により読み替えて適用される改正後の規則第27条第２項の規定にかかわらず、明渡

請求の日の翌日から施行日の前日までの期間について、条例第46条第４項の規定により前項の入

居者（市営住宅（公営住宅及び改良住宅を除く。）の入居者に限る。）から徴収すべき金銭の額

は、当該市営住宅の家賃の２倍に相当する額とする。 

附 則（平成11年４月30日規則第69号） 

この規則は、平成11年５月１日から施行する。 

附 則（平成11年７月１日規則第92号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成11年10月15日規則第114号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年１月28日規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年４月１日規則第107号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年７月28日規則第147号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年11月17日規則第162号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成12年12月28日規則第170号） 

この規則は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成13年２月１日規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年４月１日規則第72号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年５月７日規則第94号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年６月29日規則第107号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年10月12日規則第134号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年11月９日規則第140号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年12月28日規則第150号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年３月31日規則第79号） 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年７月５日規則第114号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年10月18日規則第138号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年12月27日規則第158号） 

１ この規則は、平成15年１月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則の規定は、平成15年１月以後の月分の家賃

について適用し、平成14年12月分までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成15年３月28日規則第40号） 

１ この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則の規定は、平成15年４月以後の月分の家賃

について適用し、同年３月分までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成15年８月22日規則第107号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年10月３日規則第124号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年10月24日規則第127号） 

この規則は、平成15年11月１日から施行する。 

附 則（平成16年１月９日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年３月31日規則第61号） 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則の規定は、平成16年４月以後の月分の家賃

について適用し、同年３月分までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成16年10月15日規則第121号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月28日規則第27号） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則の規定は、平成17年４月以後の月分の家賃

について適用し、同年３月分までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成17年７月１日規則第116号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成17年12月27日規則第207号） 

この規則は、平成18年１月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日規則第137号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年９月29日規則第219号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第７条第14号の改正規定及び別表特定賃貸住宅

の表の改正規定は、平成18年10月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則別表特定賃貸住宅の表の規定は、平成18年

10月以後の月分の家賃について適用し、同年９月分までの家賃については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成19年２月23日規則第20号） 

この規則は、平成19年３月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月22日規則第26号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第115号） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。ただし、別表店舗・作業場及び物置の表の改正

規定は、平成19年７月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）別表

（店舗・作業場及び物置の表を除く。）の規定は、平成19年４月以後の月分の家賃について適用

し、同年３月分までの家賃については、なお従前の例による。 

３ 改正後の規則別表店舗・作業場及び物置の表の規定は、平成19年７月以後の月分の家賃につい

て適用し、同年６月分までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成19年７月27日規則第168号） 

この規則は、平成19年８月１日から施行する。 

附 則（平成19年８月31日規則第177号） 

この規則は、平成19年９月１日から施行する。 

附 則（平成19年10月24日規則第201号） 

この規則は、平成19年11月１日から施行する。 

附 則（平成19年11月30日規則第205号） 

この規則は、平成19年12月１日から施行する。 

附 則（平成19年12月28日規則第214号） 

この規則は、平成20年１月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月21日規則第25号） 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則の規定は、平成20年４月以後の月分の家賃

について適用し、同年３月分までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成20年５月30日規則第102号） 

この規則は、平成20年６月１日から施行する。 

附 則（平成20年８月29日規則第136号） 

１ この規則は、平成20年９月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則の規定は、平成20年９月以後の月分の家賃

について適用し、同年８月分までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成20年12月26日規則第196号（平成24年３月30日規則第39号大阪市営住宅条例施

行規則等の一部を改正する規則第２条）） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成21年１月１日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成21年４月１

日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）第10条

第２項第３号及び第４号の規定は、この規則の施行の日以後に同条第１項に規定する市営住宅同
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居承認申請書を提出する場合について適用し、同日前に当該申請書を提出した場合については、

なお従前の例による。 

３ 平成21年４月１日前から引き続き改良住宅に居住している者に係る改正後の規則第22条の規定

の適用については、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの間に限り、同条の表中

「158,000円」とあるのは「200,000円」と、「191,000円」とあるのは「242,000円」と、「令第

２条」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19年政令第391号）による改

正前の令（以下「旧令」という。）第２条」と、「令第８条第２項」とあるのは「旧令第８条第

２項」とする。 

附 則（平成21年３月27日規則第45号） 

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則第５条第２項の規定は、この規則の施行の

日以後に開始された特定賃貸住宅及び特別賃貸住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みのあっ

た場合について適用し、同日前に開始された市営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みのあ

った場合については、なお従前の例による。 

附 則（平成21年７月10日規則第113号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年８月28日規則第123号） 

この規則は、平成21年９月１日から施行する。 

附 則（平成21年11月27日規則第150号） 

この規則は、平成21年12月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月26日規則第21号） 

１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則の規定は、平成22年４月以後の月分の家賃

について適用し、同年３月分までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成22年５月21日規則第90号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年６月18日規則第101号） 

この規則は、平成22年６月23日から施行する。ただし、別表第１公営住宅の表中小宮住宅の項及

び今市住宅の項を削る改正規定並びに別表第２の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年７月23日規則第108号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年８月27日規則第111号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第２中長吉長原西第３駐車場の項の次に１項

を加える改正規定は、平成22年９月17日から施行する。 

附 則（平成22年10月22日規則第124号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年12月３日規則第144号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年12月24日規則第148号） 

この規則は、平成22年12月31日から施行する。 

附 則（平成23年２月18日規則第４号） 

この規則は、平成23年２月28日から施行する。ただし、別表第２中敷津浦駐車場の項の次に１項

を加える改正規定は、平成23年２月24日から施行する。 

附 則（平成23年３月25日規則第21号） 

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(1) 別表第１改良住宅の表の改正規定、別表第１特別賃貸住宅の表中北加賀屋住宅の項の次に

１項を加える改正規定及び別表第１店舗・作業場及び物置の表の改正規定 公布の日 

(2) 別表第１公営住宅の表の改正規定、別表第１特別賃貸住宅の表中加島南第３住宅の項の次

に１項を加える改正規定及び別表第２新高駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成23年
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４月６日 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則別表第１再開発住宅の表及び特定賃貸住宅

の表の規定並びに特別賃貸住宅の表の規定（新三国住宅及び敷津浦第２住宅に係る部分を除

く。）は、平成23年４月以後の月分の家賃について適用し、同年３月分までの家賃については、

なお従前の例による。 

附 則（平成23年４月28日規則第80号） 

この規則は、平成23年５月１日から施行する。 

附 則（平成23年５月27日規則第82号） 

この規則は、平成23年６月１日から施行する。 

附 則（平成23年６月10日規則第86号） 

この規則は、平成23年６月13日から施行する。 

附 則（平成23年７月１日規則第93号） 

この規則は、平成23年７月５日から施行する。 

附 則（平成23年８月26日規則第104号） 

この規則は、平成23年８月29日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(1) 別表第１公営住宅の表中にしはま住宅の項の次に１項を加える改正規定及び別表第２中日

本橋西２駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成23年８月30日 

(2) 別表第２中大和田第１―１駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成23年８月31日 

附 則（平成23年９月９日規則第107号） 

この規則は、平成23年10月４日から施行する。 

附 則（平成23年10月14日規則第117号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年11月11日規則第121号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１公営住宅の表新三国住宅の項の改正規定

は、平成23年11月28日から施行する。 

附 則（平成23年12月９日規則第135号） 

この規則は、平成23年12月16日から施行する。 

附 則（平成24年１月13日規則第３号） 

この規則は、平成24年１月20日から施行する。 

附 則（平成24年２月10日規則第12号） 

この規則は、平成24年２月29日から施行する。ただし、別表第２中城北３駐車場の項の次に１項

を加える改正規定は、同年２月17日から施行する。 

附 則（平成24年３月９日規則第13号） 

この規則は、平成24年３月16日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日規則第39号） 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(1) 第１条中大阪市営住宅条例施行規則別表第２の改正規定（矢田住道第２駐車場の項の次に

１項を加える部分に限る。） 平成24年４月６日 

(2) 第１条中大阪市営住宅条例施行規則別表第２の改正規定（豊里５駐車場の項の次に１項を

加える部分に限る。） 平成24年４月13日 

(3) 第１条中大阪市営住宅条例施行規則別表第２の改正規定（加島南第４駐車場の項の次に１

項を加える部分に限る。） 平成24年５月１日 

(4) 第１条中大阪市営住宅条例施行規則第22条の表の改正規定及び第２条の規定 平成25年４

月１日 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則別表第１再開発住宅の表、特定賃貸住宅の

表及び特別賃貸住宅の表の規定は、平成24年４月以後の月分の家賃について適用し、同年３月分

までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成24年４月27日規則第102号） 
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この規則は、平成24年５月１日から施行する。 

附 則（平成24年６月15日規則第112号） 

この規則は、平成24年６月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(1) 別表第２中両国－２駐車場の項を削る改正規定 平成24年６月26日 

(2) 別表第２中矢田住道－第１駐車場の項を削る改正規定 平成24年６月30日 

附 則（平成24年10月12日規則第230号） 

この規則は、平成24年10月15日から施行する。 

附 則（平成24年12月７日規則第248号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年１月11日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年２月８日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

(1) 別表第２中北津守駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成25年２月15日 

(2) 別表第１公営住宅の表の改正規定及び別表第２中城北４駐車場の項の次に１項を加える改

正規定 平成25年２月22日 

(3) 別表第２中小宮―１駐車場の項の次に１項を加える改正規定及び同表中浪速第３駐車場の

項を削る改正規定 平成25年２月28日 

附 則（平成25年３月15日規則第19号） 

この規則は、平成25年３月21日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日規則第130号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日規則第131号） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(1) 別表第２中矢田中―１駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成25年４月５日 

(2) 別表第２中高殿南駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成25年４月10日 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則別表第１再開発住宅の表、特定賃貸住宅の

表及び特別賃貸住宅の表の規定は、平成25年４月以後の月分の家賃について適用し、同年３月分

までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成25年４月30日規則第139号） 

この規則は、平成25年５月１日から施行する。 

附 則（平成25年５月31日規則第151号） 

この規則は、平成25年６月７日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(1) 別表第１公営住宅の表の改正規定並びに別表第２中生江―１・２駐車場の項、生江―３・

４・５駐車場の項、生江―６駐車場の項及び津守東駐車場の項を削る改正規定 平成25年６月

18日 

(2) 別表第２中横堤北―１駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成25年６月27日 

(3) 別表第２中両国―第３駐車場の項を削る改正規定 平成25年６月30日 

附 則（平成25年８月23日規則第165号） 

この規則は、平成25年８月29日から施行する。 

附 則（平成25年10月４日規則第177号） 

この規則は、平成25年10月17日から施行する。 

附 則（平成25年12月13日規則第185号） 

この規則は、平成25年12月20日から施行する。 

附 則（平成26年１月24日規則第１号） 

この規則は、平成26年１月31日から施行する。 
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附 則（平成26年２月14日規則第６号） 

この規則は、平成26年２月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(1) 別表第２中長吉長原西第２駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成26年２月27日 

(2) 別表第１公営住宅の表中木川第２住宅の項の次に１項を加える改正規定及び別表第２中木

川第１駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成26年２月28日 

附 則（平成26年３月28日規則第35号） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。ただし、別表第２中日之出―第６駐車場の項を

削る改正規定は、同年３月31日から施行する。 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則別表第１再開発住宅の表、特定賃貸住宅の

表及び特別賃貸住宅の表の規定は、平成26年４月以後の月分の家賃について適用し、同年３月分

までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成26年５月28日規則第139号） 

この規則は、平成26年６月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(1) 別表第２中浅香―第19駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成26年６月16日 

(2) 別表第１公営住宅の表の改正規定及び別表第２中加島東駐車場の項を削る改正規定 平成

26年６月20日 

附 則（平成26年８月１日規則第151号） 

この規則は、平成26年８月６日から施行する。 

附 則（平成26年９月25日規則第155号） 

この規則は、平成26年９月26日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(1) 別表第１公営住宅の表中神崎橋住宅の項を削る改正規定 平成26年10月２日 

(2) 別表第１改良住宅の表の改正規定、別表第１店舗・作業場及び物置の表の改正規定及び別

表第２の改正規定 平成26年10月８日 

附 則（平成26年９月30日規則第196号） 

この規則は、平成26年10月１日から施行する。 

附 則（平成26年10月31日規則第204号） 

この規則は、平成26年11月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(1) 別表第１公営住宅の表の改正規定 平成26年11月18日 

(2) 別表第２中豊里第２―17駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成26年11月28日 

附 則（平成26年11月28日規則第209号） 

この規則は、平成26年12月１日から施行する。ただし、別表第２中井高野第５―３駐車場の項の

次に１項を加える改正規定は、平成27年１月１日から施行する。 

附 則（平成27年１月23日規則第８号） 

この規則は、平成27年１月30日から施行する。ただし、別表第２中毛馬南駐車場の項の次に１項

を加える改正規定は、平成27年２月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月13日規則第19号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月27日規則第46号） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(1) 別表第２中日之出―第17駐車場の項及び南方―第２―２駐車場の項を削る改正規定 公布

の日 

(2) 別表第２の改正規定（池島―１駐車場及び池島南１駐車場に係る部分に限る。） 平成27

年４月17日 

(3) 別表第２中加島―12駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成27年４月24日 

２ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則別表第１再開発住宅の表、特定賃貸住宅の
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表及び特別賃貸住宅の表の規定は、平成27年４月以後の月分の家賃について適用し、同年３月分

までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成27年４月24日規則第168号） 

この規則は、平成27年５月１日から施行する。 

附 則（平成27年５月29日規則第173号） 

この規則は、平成27年６月１日から施行する。ただし、別表第１公営住宅の表の改正規定は、同

年７月３日から施行する。 

附 則（平成27年７月31日規則第197号） 

１ この規則は、平成27年８月１日から施行する。 

２ この規則の施行により設置される公営住宅（大阪市営住宅条例（平成９年大阪市条例第39号）

第２条第２号に規定する公営住宅をいう。）及び特別賃貸住宅（同条第６号に規定する特別賃貸

住宅をいう。）並びに共同施設（同条第７号に規定する共同施設をいう。）に関し、この規則の

施行の日前に大阪府営住宅条例施行規則（昭和35年大阪府規則第34号）の規定に基づいて大阪府

知事が行い、又は大阪府知事に対して行われた処分、手続その他の行為は、この規則による改正

後の大阪市営住宅条例施行規則の相当する規定に基づいて市長が行い、又は市長に対して行われ

た処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成27年９月29日規則第201号） 

この規則は、平成27年10月１日から施行する。 

附 則（平成27年10月30日規則第212号） 

この規則は、平成27年11月１日から施行する。ただし、別表第２中長吉出戸南第１―４駐車場の

項の次に１項を加える改正規定は、平成27年11月20日から施行する。 

附 則（平成27年11月27日規則第214号） 

この規則は、平成27年12月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月25日規則第224号） 

この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

附 則（平成28年１月29日規則第３号） 

この規則は、平成28年２月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(1) 別表第２中伝法駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成28年２月15日 

(2) 別表第２中大和田第３駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成28年２月18日 

(3) 別表第２中瓜破東－２駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成28年２月29日 

附 則（平成28年２月26日規則第６号） 

この規則は、平成28年３月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月25日規則第23号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（府規則に基づく手続等の取扱い） 

２ この規則の施行により設置される公営住宅（大阪市営住宅条例（平成９年大阪市条例第39号）

第２条第２号に規定する公営住宅をいう。）及び共同施設（同条第７号に規定する共同施設をい

う。）に関し、この規則の施行の日前に大阪府営住宅条例施行規則（昭和35年大阪府規則第34

号）の規定に基づいて大阪府知事が行い、又は大阪府知事に対して行われた処分、手続その他の

行為は、この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則の相当する規定に基づいて市長が行

い、又は市長に対して行われた処分、手続その他の行為とみなす。 

（経過措置） 

３ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則別表第１再開発住宅の表、特定賃貸住宅の

表及び特別賃貸住宅の表の規定は、平成28年４月以後の月分の家賃について適用し、同年３月分

までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成28年６月３日規則第118号） 

この規則は、平成28年６月７日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 
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(1) 別表第１公営住宅の表中西喜連住宅の項を削る改正規定及び別表第２中西喜連駐車場の項

を削る改正規定 平成28年６月14日 

(2) 別表第２中鶴町駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成28年６月20日 

(3) 別表第２中相川駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成28年６月21日 

附 則（平成28年７月22日規則第129号） 

この規則は、平成28年７月28日から施行する。 

附 則（平成28年９月９日規則第131号） 

この規則は、平成28年９月28日から施行する。ただし、別表第１公営住宅の表中鶴町第４住宅の

項を削る改正規定は同年９月15日から施行する。 

附 則（平成28年11月25日規則第161号） 

この規則は、平成28年12月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(1) 別表第１公営住宅の表中加島南第４住宅の項の次に１項を加える改正規定及び別表第２中

加島南第４駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成28年12月15日 

(2) 別表第１公営住宅の表中春日出中住宅の項の次に１項を加える改正規定及び別表第２中春

日出中駐車場の項の次に１項を加える改正規定 平成28年12月16日 

附 則（平成29年１月20日規則第２号） 

この規則は、平成29年１月24日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日規則第47号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

（府規則に基づく手続等の取扱い） 

２ この規則の施行により設置される公営住宅（大阪市営住宅条例（平成９年大阪市条例第39号）

第２条第２号に規定する公営住宅をいう。）及び共同施設（同条第７号に規定する共同施設をい

う。）に関し、この規則の施行の日前に大阪府営住宅条例施行規則（昭和35年大阪府規則第34

号）の規定に基づいて大阪府知事が行い、又は大阪府知事に対して行われた処分、手続その他の

行為は、この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則の相当する規定に基づいて市長が行

い、又は市長に対して行われた処分、手続その他の行為とみなす。 

（経過措置） 

３ この規則による改正後の大阪市営住宅条例施行規則別表第１再開発住宅の表、特定賃貸住宅の

表及び特別賃貸住宅の表の規定は、平成29年４月以後の月分の家賃について適用し、同年３月分

までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成29年４月14日規則第97号） 

この規則は、平成29年４月18日から施行する。ただし、別表第２中東淡路駐車場の項の次に１項

を加える改正規定は、平成29年４月19日から施行する。 

附 則（平成29年４月28日規則第100号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年６月９日規則第115号） 

この規則は、平成29年６月14日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(1) 別表第１公営住宅の表中勝山住宅の項の次に１項を加える改正規定及び別表第２中勝三駐

車場の項の次に１項を加える改正規定 平成29年６月27日 

(2) 別表第１公営住宅の表の改正規定（四貫島住宅、天津橋住宅及び岸之里住宅に係る部分に

限る。）及び別表第２の改正規定（天津橋駐車場及び岸之里駐車場に係る部分に限る。） 平

成29年７月12日 

附 則（平成29年９月29日規則第139号） 

この規則は、平成29年10月４日から施行する。 

附 則(平成29年12月15日規則第149号) 

この規則は、平成29年12月19日から施行する。 

   附 則(平成30年１月19日規則第３号) 
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この規則は、平成30年１月22日から施行する。ただし、別表第２中井高野第３－１駐車場の項の

次に１項を加える改正規定は、平成30年１月30日から施行する。 

   附 則(平成30年２月23日規則第５号) 

この規則は、平成30年２月27日から施行する。ただし、別表第１中西三国第２住宅の項の次に１

項を加える改正規定及び別表第２中西三国第２駐車場の項の次に１項を加える改正規定は、平成30

年２月28日から施行する。 

   附 則(平成30年３月23日規則第13号) 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

   附 則(平成30年３月30日規則第55号) 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

（府規則に基づく手続等の取扱い） 

２ この規則の施行により設置される公営住宅（大阪市営住宅条例（平成９年大阪市条例第39号）

第２条第２号に規定する公営住宅をいう。）及び共同施設（同条第７号に規定する共同施設をい

う。）に関し、この規則の施行の日前に大阪府営住宅条例施行規則（昭和35年大阪府規則第34

号）の規定に基づいて大阪府知事が行い、又は大阪府知事に対して行われた処分、手続その他の

行為は、この規則による改正後の大阪市営条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）の相

当する規定に基づいて市長が行い、又は市長に対して行われた処分、手続その他の行為とみな

す。 

（経過措置） 

３ 改正後の規則別表第１再開発住宅の表、特定賃貸住宅の表及び特別賃貸住宅の表の規定は、平

成30年４月以後の月分の家賃について適用し、同年３月分までの家賃については、なお従前の例

による。 


