
   

滝上町ちょっと暮らし住宅貸付事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、滝上町（以下「町」という。）への移住に関心のある者に

対して、町内での生活を体験する機会を提供し、移住・交流人口の増加を図る

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

⑴  移住体験希望者 町への移住に関心のある者のうち、町の移住相談窓口

を通じて移住体験しようとする者をいう。ただし、転勤又は婚姻による転

入者は除く。 

⑵ ちょっと暮らし住宅 日常生活を営むための家具、家電製品等を備え, 

手軽に生活体験ができるための町所有の住宅をいう。 

（利用対象者） 

第３条 ちょっと暮らし住宅（以下「住宅」という。）の利用対象者は、短期の

移住体験を目的として利用を希望する者の他、町長が特に認める者とする。 

（利用申請） 

第４条 住宅の利用を希望する移住体験希望者（以下「利用者」という。）は、

「滝上町ちょっと暮らし住宅利用申請書」（様式第１号。以下「申請書」とい

う。）を町長に提出しなければならない。 

（利用許可） 

第５条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審

査し、支障がないと認めたときは、「滝上町ちょっと暮らし住宅利用許可書」

（様式第２号）を交付する。 

（契約） 

第６条 許可書の交付を受けた利用者は、「滝上町ちょっと暮らし住宅賃貸借契

約書」（様式第３号。以下「契約書」という。）により町長と締結し、住宅を

利用できるものとする。 

（利用日数） 

第７条 住宅の利用日数は、７日以上30日以内とする。ただし、町長が特に認め

た場合は上記以外の期間においても利用できるものとする。 

（利用料） 

第８条 住宅の利用料は日額1,000円とする。 

２ 利用者は、前項の利用料を契約と同時に町に納めなければならない。 



３ 第１項の利用料には、住宅の使用料及び光熱水費（電気、ガス、灯油代及び 

上水道料など）を含むものとし、これ以外に係る費用（日常生活にかかる消耗 

品等）は利用者の負担とする。 

４ 第２項により納めた料金は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と 

認めた場合には、その全部又は一部を還付することができる。 

（利用者の遵守事項） 

第９条 利用者は、前条第１項による料金を納めた後に、町長から住宅の鍵を受

け取り、住宅の利用ができるものとする。この場合には、利用者は次の各号に

掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 留守や就寝時には施錠するなどし、鍵を紛失したときは速やかに町長に 

  その旨を報告すること。 

⑵ 火気の取り扱い及び水道の開閉・水落としに十分注意するとともに、備え

付けの備品等を適切に取り扱うこと。 

⑶ 利用者は周辺環境の除草を適宜行うなどの環境整備を行うこと。 

⑷ ごみは、町の定める方法により適切に排出すること。 

⑸ 利用者は、住宅の利用期間が満了したときには、直ちに町長へ鍵を返却 

すること。 

⑹ その他、住宅の利用に関し、町長が必要と認める事項 

（制限される行為） 

第10条 利用者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

⑴ 物品の販売、その他営利を目的とする行為を行うこと。 

⑵ 住宅内において、喫煙すること。 

⑶ 住宅敷地内において、ペット等の動物を飼養すること。 

⑷ 展示会、その他これに類する催しを開催すること。 

⑸ 文書、図書、その他の印刷物を貼付すること。 

⑹ 政治、宗教の普及や勧誘、儀式、その他これに類する行為を行うこと。 

⑺ 近隣に騒音、悪臭等迷惑を及ぼす行為をすること。 

⑻ 住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。 

⑼ その他住宅の借用にふさわしくない行為をすること。 

（利用許可の取り消し） 

第11条 町長は、利用者に前２条の規定に違反する行為があったと認めたときは、

住宅の利用許可を取り消すことができる。 

（明渡し） 

第12条  利用者は、利用期間が終了する日までに住宅から退去しなければなら

ない。 

 



２ 第11条の規定に基づき利用許可が取り消された場合にあっては、直ちに住宅

から退去しなければならない。 

３ 明渡しにおいて利用者は、通常使用に伴い生じた損耗を除いて住宅を原状回

復しなければならない。 

４ 利用者は、利用期間終了に伴う明渡しを行うときは、明渡し日を事前に町長 

へ通知しなければならない。 

５ 町長は、第３項の規定に基づく原状回復の内容及び方法について、利用者と 

協議によるものとする。 

（立入り） 

第13条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造保全その他住宅の管理上特に必

要があるときには、利用者の許可なく住宅内に立ち入ることができるものとす

る。 

２ 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立ち入りを拒 

否することはできない。 

（損害賠償） 

第14条 利用者は、故意又は過失により住宅及び設備を破損、汚損及び滅失した

ときは速やかに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。 

２ 損害賠償額については町長と利用者と協議するものとする。 

（事故免責） 

第15条  住宅等が有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅 

周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。 

（管轄裁判所） 

第16条 訴訟等が生じたときは、住宅の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判

所とする。 

（その他） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

滝上町ちょっと暮らし住宅利用申請書 

 

平成  年  月  日 

 

滝 上 町 長  様 

申請者 住 所            

 

氏 名         印  

 

 滝上町ちょっと暮らし住宅を借用したいため、滝上町ちょっと暮らし住宅貸

付事業実施要綱第４条の規定により、次のとおり申請いたします。 

利用希望期間 平成   年   月   日から平成   年   月   日まで 

電話（自宅）  携  帯  

メールアドレス  

使用者氏名 年齢 職業 続柄 備考 

     

     

     

     

     

住宅を利用希望するにあたっ

ての質問等があればご記入く

ださい。 

 

住宅利用料算定 

※記入しないでください。 
1,000 円×     日＝        円 

 



様式第２号（第５条関係） 

滝上町ちょっと暮らし住宅利用許可書 

平成  年  月  日 

          様 

滝上町長 

 

滝上町ちょっと暮らし住宅貸付事業実施要綱第５条の規定に基づき、下記とおり住宅の

利用を許可します。 

但し、下記の事項を遵守してください。 

 

１．利用許可期間 

平成   年   月   日から平成   年   月   日まで（   日間） 

 

２．遵守事項 

（１）留守や就寝時には施錠するなどし、鍵を紛失したときは速やかに町長にその旨を報

告すること。 

（２）火気の取り扱いに十分注意するとともに、備え付けの備品等を適切に取り扱うこと。 

（３）利用者は周辺環境の除草を適宜行うなどの環境整備を行うこと。 

（４）ごみは、町の定める方法により適切に排出すること。 

（５）利用者は、住宅の利用期間が満了したときには、直ちに町長へ鍵を返却すること。 

（６）その他、住宅の利用に関し、町長が必要と認める事項 

３．禁止事項 

（１）物品の販売、その他営利を目的とする行為を行うこと。 

（２）住宅内において、喫煙すること。 

（３）住宅敷地内において、ペット等の動物を飼養すること。 

（４）展示会、その他これに類する催しを開催すること。 

（５）文書、図書、その他の印刷物を貼付すること。 

（６）政治、宗教の普及や勧誘、儀式、その他これに類する行為を行うこと。 

（７）近隣に騒音、悪臭等迷惑を及ぼす行為をすること。 

（８）住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。 

（９）その他住宅の借用にふさわしくない行為をすること。 

４．損害賠償 

利用者は、故意又は過失により住宅及び設備を破損、汚損及び滅失したときは速やかに

町長に報告し、その損害を賠償しなければなりません。 

様式第３号（第６条関係） 

 



滝上町ちょっと暮らし住宅賃貸借契約書 

 

（契約の締結） 

第１条 貸主滝上町（以下「甲」という。）と借主       （以下「乙」という。） 

は、第２条に掲げる滝上町ちょっと暮らし住宅（以下「住宅」という）の賃貸について、 

以下の条項により借地借家法（以下「法」という。）第３８条に規定する定期建物賃貸 

借契約を締結する。 

 

（建物） 

第２条 甲は、町が所有する次に掲げる住宅を乙に貸し付けるものとする。 

名称 住所 建築年 構造 床面積 

滝上町ちょっと

暮らし住宅 

滝上町字 

滝ノ上原野10線北3番地 

昭和60年 

（平成26年改修） 

木造平屋建 

3LDK 
61.13㎡ 

 

（契約期間） 

第３条 賃貸借の期間は、平成   年   月   日から平成   年   月   日までとする。 

ただし、滝上町ちょっと暮らし住宅貸付事業実施要綱（以下「要綱」という。）第７条

に規定する利用日数の範囲内において契約期間を延長する場合は、乙は甲に速やかに協

議を申し出ることとする。 

 

（利用料） 

第４条 住宅および設置備品の利用料は、契約条項第3条の期間において下記のとおりとし、 

乙は本契約と同時に甲へ支払うものとする。 

利用日数 利用料 適  用 

日 円 住宅利用料：日額1,000円 

２ 乙は、前項の利用料を本契約日までに納入しなければならない。 

３ 要綱第３条に定めた利用契約に基づいた利用料については、住宅借上料、光熱水費（電

気料、ガス、灯油代及び上水道料）、消費税を含むものとする。ただし、これ以外に係

る費用（日常生活にかかる消耗品等）は乙の負担とする。 

 

（維持管理） 

第４条 乙は、借り受けた住宅を善良な良識をもって維持管理しなければならない。 

２ 乙は、乙の責に帰すべき理由により、住宅を滅失又は毀損させた場合は、甲乙協議の

上、その損害の範囲又は金額を決定し、原状に回復するか又はこれに要する一切の費用

を弁償しなければならない。 

３ 乙の使用により生じた軽微な修繕については、乙がそのすべてを負担するものとする。 

 

（乙の遵守事項） 

第５条 乙は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 留守や就寝時には施錠するなどし、鍵を紛失したときは速やかに町長にその旨を

報告すること。 

（２） 火気の取り扱いに十分注意するとともに、備え付けの備品等を適切に取り扱うこ

と。 

（３） 周辺環境の除草を適宜行うなどの環境整備を行うこと。 

（４） ごみは、町の定める方法により適切に排出すること。 

（５） 住宅の利用期間が満了したときには、直ちに町長へ鍵を返却すること。 

（６） その他、住宅の利用に関し、町が必要と認める事項 

 



（禁止事項） 

第６条 乙は、甲の承諾がなければ、次の事項をしてはならない。 

（１） 物品の販売、その他営利を目的とする行為を行うこと。 

（２） 住宅内において、喫煙すること。 

（３） 住宅敷地内において、ペット等の動物を飼養すること。 

（４） 展示会、その他これに類する催しを開催すること。 

（５） 文書、図書、その他の印刷物を貼付すること。 

（６） 政治、宗教の普及や勧誘、儀式、その他これに類する行為を行うこと。 

（７） 近隣に騒音、悪臭等迷惑を及ぼす行為をすること。 

（８） 住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。 

（９） その他住宅の借用にふさわしくない行為をすること。 

 

（契約の解除） 

第7条 甲は、乙が本契約書に規定する事項に反した場合、本契約を直ちに解除することが 

できる。 

 

（利用料の返還） 

第８条 甲が支払いを受けた利用料は、契約期間中に乙が賃貸物件を放棄または、契約解

除した場合でも乙に返還はしない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その全部又

は一部を還付することができる。 

 

（明渡し） 

第９条 乙は、本契約の終了まで及び第７条の規定に基づき本契約が解除された場合にあ

っては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使

用に伴い生じた損耗を除き、住宅の原状回復をしなければならない。 

 

（合意管轄） 

第１０条 甲と乙は、本契約から生じる紛争について、甲の住居地を管轄する裁判所を第

一審の裁判所とすることに合意する。 

 

（協議） 

第１１条 甲と乙は、相互にこの契約の各条項を誠実に履行するものとし、この契約各条

項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義を生じたとき

は、互いに誠意をもって協議の上解決する。 

 

甲及び乙は、本契約成立の証として、本書を２通作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞ

れ１通を保管する。 

 

平成   年   月   日 

 

貸主（甲） 住所 紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地 

氏名 滝上町長            印 

 

借主（乙） 住所 

氏名                 印 


