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○二本松市営住宅設置条例 

平成17年12月１日条例第165号 

改正 

平成18年９月21日条例第44号 

平成19年３月26日条例第18号 

平成19年６月21日条例第28号 

平成19年９月20日条例第35号 

平成20年２月13日条例第１号 

平成20年９月26日条例第41号 

平成21年９月24日条例第34号 

平成24年９月28日条例第21号 

平成25年６月21日条例第17号 

平成26年３月27日条例第10号 

平成26年６月26日条例第17号 

平成27年９月29日条例第37号 

平成28年３月25日条例第10号 

平成28年９月30日条例第30号 

平成28年12月22日条例第38号 

平成29年３月24日条例第19号 

平成29年９月29日条例第31号 

平成30年３月22日条例第16号 

平成30年９月28日条例第37号 

二本松市営住宅設置条例 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条第１項の規定に基づき、市民生活の安定と社会

福祉の増進を図るため、市営住宅及び共同施設を設置する。 

（市営住宅の名称、位置及び戸数） 

第２条 市営住宅の名称、位置及び戸数は、別表第１から別表第４までのとおりとする。 

（共同施設の名称及び位置） 

第３条 共同施設の名称及び位置は、別表第５のとおりとする。 
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附 則 

この条例は、平成17年12月１日から施行する。 

附 則（平成18年条例第44号） 

この条例は、平成18年10月１日から施行する。 

附 則（平成19年条例第18号） 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年条例第28号） 

この条例は、平成19年７月１日から施行する。 

附 則（平成19年条例第35号） 

この条例は、平成19年10月１日から施行する。 

附 則（平成20年条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の二本松市営住宅設置条例の規定は、平成20年４月１

日から適用する。 

附 則（平成20年条例第41号） 

この条例は、平成20年10月１日から施行する。 

附 則（平成21年条例第34号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年９月28日条例第21号） 

この条例は、平成24年10月１日から施行する。 

附 則（平成25年６月21日条例第17号） 

この条例は、平成25年７月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月27日条例第10号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年６月26日条例第17号） 

この条例は、平成26年９月１日から施行する。 

附 則（平成27年９月29日条例第37号） 

この条例は、平成27年10月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月25日条例第10号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年９月30日条例第30号） 
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この条例は、平成28年11月１日から施行する。 

附 則（平成28年12月22日条例第38号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（二本松市営住宅管理条例の一部改正） 

２ 二本松市営住宅管理条例（平成17年二本松市条例第166号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（二本松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

３ 二本松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年二本松市条例第39号）の一部を次

のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成29年３月24日条例第19号） 

この条例は、平成29年５月１日から施行する。 

附 則（平成29年９月29日条例第31号） 

この条例は、平成29年10月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月22日条例第16号） 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年９月28日条例第37号） 

この条例は、平成30年10月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

公営住宅法（昭和26年法律第193号）に基づく市営住宅 

名称 位置 戸数 

若宮団地 二本松市若宮一丁目91番地１ ３ 

若宮二丁目団地 二本松市若宮二丁目158番地20 12 

本町団地 二本松市本町一丁目183番地 12 

金色団地 二本松市金色415番地12 12 

亀谷団地 二本松市亀谷二丁目105番地１ 12 
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竹田団地 二本松市竹田二丁目96番地 12 

変電所前団地 二本松市根崎一丁目309番地２ 19 

陣場団地 二本松市根崎一丁目350番地 １ 

一番丁団地 二本松市根崎二丁目139番地１ ６ 

一番丁団地 二本松市根崎二丁目129番地 20 

郭内団地 二本松市郭内一丁目142番地１ ４ 

表団地 二本松市表一丁目150番地３ ９ 

表団地 二本松市表一丁目150番地４ 11 

表団地 二本松市表一丁目150番地５ 20 

表団地 二本松市表一丁目271番地２ 23 

塩沢町団地 二本松市塩沢町一丁目17番地７ 10 

塩沢町一丁目団地 二本松市塩沢町一丁目28番地１ 10 

塩沢団地 二本松市塩沢町一丁目238番地２ １ 

下平団地 二本松市下平47番地２ ８ 

下山田団地 二本松市新座40番地１ 96 

茶園団地 二本松市茶園一丁目31番地１ 40 

岳温泉二丁目団地 二本松市岳温泉二丁目65番地17 ５ 

原セ諏訪団地 二本松市原セ諏訪117番地１ 66 

原セ大畑団地 二本松市原セ大畑193番地 10 

舘野団地 二本松市舘野一丁目156番地４ 10 

赤井沢団地 二本松市沖一丁目507番地１ 12 

岡ノ内団地 二本松市岡ノ内166番地１ 10 

宮久保団地 二本松市渋川字宮久保30番地２ １ 

二本柳団地 二本松市渋川字谷地橋85番地14 ４ 

松葉団地 二本松市油井字松葉31番地 ２ 

台団地 二本松市油井字台75番地２ ５ 

上払川団地 二本松市渋川字上払川30番地３ ６ 

大森団地 二本松市渋川字大森越121番地２ 30 

下川崎団地 二本松市下川崎字町畑22番地 10 
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上川崎団地 二本松市小沢字馬場102番地８ 10 

前作団地 二本松市油井字前作186番地１及び二本松市油井字前作

166番地 

30 

渋川団地 二本松市渋川字下黒沼１番地１ 30 

藤町１団地 二本松市小浜字藤町32番地１ ４ 

芳池２団地 二本松市小浜字芳池75番地 12 

芳池３団地 二本松市小浜字芳池73番地 12 

芳池４団地 二本松市小浜字芳池51番地 ８ 

芳池５団地 二本松市小浜字芳池178番地 ８ 

芳池６団地 二本松市小浜字芳池171番地１ ８ 

芳池７団地 二本松市小浜字芳池３番地10 ６ 

新殿１団地 二本松市西新殿字野竹内194番地 ４ 

新殿２団地 二本松市西新殿字野竹内194番地 ４ 

字町団地 二本松市針道字町144番地４ ４ 

字町団地 二本松市針道字佐勢ノ宮178番地 ６ 

中野団地 二本松市太田字沢木屋66番地 ２ 

別表第２（第２条関係） 

特定公共賃貸住宅 

名称 位置 戸数 

天月堂団地 二本松市油井字天月堂16番地２ 12 

反町団地 二本松市小浜字反町538番地 ６ 

芦堰団地 二本松市太田字芦堰20番地１ 12 

別表第３（第２条関係） 

定住促進住宅 

名称 位置 戸数 

あだち団地 二本松市油井字川口１番地１ 60 

別表第４（第２条関係） 

その他の市営住宅（単独住宅） 

名称 位置 戸数 



6/6 

変電所前団地 二本松市根崎一丁目309番地２ １ 

下山田団地 二本松市新座40番地41 ２ 

行部内団地 二本松市上長折字行部内３番地３ ２ 

藤町学校上団地 二本松市小浜字藤町143番地 ５ 

芳池８団地 二本松市小浜字芳池３番地11 ４ 

下町団地 二本松市百目木字町10番地 ４ 

上町団地 二本松市百目木字町144番地 ２ 

菅田団地 二本松市田沢字菅田21番地 ２ 

佐勢ノ宮１団地 二本松市針道字佐勢ノ宮177番地 ８ 

佐勢ノ宮２団地 二本松市針道字佐勢ノ宮５番地５ １ 

佐勢ノ宮２団地 二本松市針道字佐勢ノ宮５番地６ １ 

佐勢ノ宮２団地 二本松市針道字佐勢ノ宮５番地７ １ 

佐勢ノ宮２団地 二本松市針道字佐勢ノ宮５番地10 １ 

佐勢ノ宮２団地 二本松市針道字佐勢ノ宮５番地11 １ 

佐勢ノ宮２団地 二本松市針道字佐勢ノ宮５番地12 １ 

合戸団地 二本松市針道字合戸144番地 ８ 

大平団地 二本松市木幡字大平40番地１ １ 

別表第５（第３条関係） 

共同施設 

名称 位置 

原セ諏訪集会所 二本松市原セ諏訪117番地１ 

あだち団地集会所 二本松市油井字川口１番地１ 

あだち団地第１駐車場 二本松市油井字川口２番地１ 

あだち団地第２駐車場 二本松市油井字野辺下條132番地１ 

 


