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○練馬区立区民農園条例施行規則 

平成13年10月26日 

規則第81号 

改正 平成15年10月31日規則第108号 

平成17年３月31日規則第62号 

平成18年１月13日規則第３号 

平成19年３月29日規則第21号 

平成20年１月23日規則第２号 

平成28年３月24日規則第73号 

令和元年10月28日規則第43号 

注 平成17年３月から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、練馬区立区民農園条例（平成13年３月練馬区条例第20号。

以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（世帯を単位としない利用） 

第２条 条例第４条ただし書の規定に基づき、つぎに掲げるものは、練馬区立区

民農園（以下「区民農園」という。）を利用することができる。 

(1) 構成員の過半数が練馬区の区域内（以下「区内」という。）に住所を有す

る者で構成されている区内の団体 

(2) 福祉または教育を目的とする区内の団体で区長が認めるもの 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が特に認めるもの 

（利用期間） 

第３条 条例第５条に規定する区民農園の利用期間は、23月間とし、区長が指定

する年の３月１日をその開始日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、

同項の利用期間を短縮し、または同項に規定する利用期間の開始日以外の日を

利用期間の開始日とすることができる。 

(1) 第５条第５項の規定により決定を受けた利用予定者について利用を承認

するとき。 
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(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。 

（休園日および利用時間） 

第４条 区長は、つぎに掲げる場合は、条例第６条第１項ただし書の規定に基づ

き、区民農園を臨時に休園とすることができる。 

(1) 農地の天地返しを行う必要があると認めたとき。 

(2) 施設の補修等を行う必要があると認めたとき。 

(3) その他管理上休園する必要があると認めたとき。 

２ 条例第６条第２項に規定する区民農園の利用時間は、日の出から日没までと

する。ただし、休憩施設については日の出から午後５時まで、広場については

午前零時から午後12時までとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めたときは、前項の

利用時間を変更することができる。 

（令元規則43・一部改正） 

（募集および利用予定者の決定） 

第５条 区民農園の利用を希望する者の募集方法は、公募とする。 

２ 前項の公募の方法、公募の時期その他公募について必要な事項は、区長が定

める。 

３ 区長は、第１項の公募により区民農園の利用を希望する者から応募があった

ときは、応募内容に基づき、利用予定者を決定する。この場合において、応募

数が貸出農地の区画数を超えるときは、抽選により利用予定者を決定する。 

４ 区長は、前項後段の規定に基づいて利用予定者を決定する場合は、併せて必

要と認める数の補欠者およびその順位を定める。 

５ 区長は、利用予定者として決定を受けた者が第７条第１項の手続をしないと

き、第14条の規定による利用の辞退があったとき、または条例第12条の規定に

よる利用の承認の取消しがあったときは、前項の補欠者のうちからその順位に

従い、利用予定者を決定する。 

（公募の例外） 

第６条 前条の規定にかかわらず、区長は、つぎの各号のいずれかに該当すると

きは、公募によらないで、区民農園を利用させることができる。 
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(1) 区内に住所を有する身体障害者、知的障害者または精神障害者を含む世帯

が、おおむね20平方メートルの区画を利用しようとするとき。 

(2) 第２条第２号に掲げる団体が利用しようとするとき。 

(3) 区民等（区内に住所を有する者、区内に存する事務所もしくは事業所に勤

務する者または区内に存する学校に在学する者をいう。以下同じ。）である

身体障害者、知的障害者または精神障害者を含む団体（前号に掲げる団体を

除く。）が、おおむね20平方メートルの区画を利用しようとするとき。 

（令元規則43・一部改正） 

（利用の手続） 

第７条 第５条第３項または第５項の規定により決定を受けた利用予定者は、区

民農園を利用しようとするときは、区長が指定する期日までに、区民農園利用

申請書（第１号様式）に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなけ

ればならない。 

２ 区長は、前項の申請について利用を承認したときは、区民農園利用承認書（第

２号様式）により利用予定者に通知する。 

３ 前２項の規定は、前条の規定により区民農園を利用しようとするものについ

て準用する。 

（利用の不承認） 

第８条 区長は、つぎの各号のいずれかに該当すると認めたときは、条例第８条

の規定に基づき、利用の承認をしない。 

(1) 利用予定者が重複して利用申請をしたとき（区長が特に必要があると認め

たときを除く。）。 

(2) 利用予定者が他人名義により利用申請をしたときその他不正な方法によ

り区民農園を利用しようとするとき。 

２ 区長は、条例第８条の規定により利用の承認をしないときは、その理由を付

し、区民農園利用不承認通知書（第３号様式）により利用予定者に通知する。 

（平18規則３・令元規則43・一部改正） 

（利用者証の交付） 

第８条の２ 区長は、第７条の規定により区民農園の利用の承認を受けた者（以
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下「利用者」という。）に対し、区民農園利用者証（第３号様式の２）を交付

する。 

（令元規則43・一部改正） 

（使用料の納入等） 

第９条 利用者は、利用承認後、区長が指定する期日までに、条例第10条に規定

する使用料を第３条第１項に規定する利用期間について12月分および11月分を

それぞれまとめて納入しなければならない。 

２ 第３条第２項の規定により利用を開始する利用者の使用料の納入期日および

納入方法は、前項の規定に準じて区長が定める。 

３ 区民農園の利用開始日が月の中途に当たるときの当月分の使用料の額は、日

割り計算により算出した額とし、その額に１円未満の端数があるときはこれを

切り捨てる。 

（使用料の減免） 

第10条 条例第11条の規定により使用料を減額し、または免除することができる

場合は、つぎに掲げるとおりとする。 

(1) 区が主催し、または共催する事業で利用するとき。 免除 

(2) 区内の団体が行政への協力等の目的のために利用するとき。 免除 

(3) 区内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校または特別支援学校が教育目的

のために利用するとき。 免除 

(4) 区が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。 ５割減額 

(5) 幼稚園、小学校、中学校および特別支援学校以外の区内の学校が教育目的

のために利用するとき。 ５割減額 

(6) 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者の区民等が

占める10人以上の団体が利用するとき。 ５割減額 

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。 免除

または５割減額 

（平19規則21・令元規則43・一部改正） 

（使用料の減免手続） 

第11条 前条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、区民
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農園使用料減額・免除申請書（第４号様式）に区長が必要と認める書類を添え

て、区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請に基づき、使用料の減額または免除を承認したときは、

区民農園使用料減額・免除承認書（第５号様式）により通知する。 

（使用料減免理由の変更届出） 

第12条 前条第２項の規定により使用料の減額または免除の承認を受けた者は、

当該減額または免除の理由に変更が生じたときは、区長にその旨を遅滞なく届

け出なければならない。 

（利用承認の取消し等） 

第13条 区長は、条例第12条の規定により利用の承認を取り消し、または利用を

制限し、もしくは停止するときは、その理由を付し、区民農園利用承認取消等

通知書（第６号様式）により利用者に通知する。 

（利用の辞退届） 

第14条 利用者は、利用期間内に利用をやめようとするときは、区民農園利用辞

退届（第７号様式）を区長に提出しなければならない。 

（使用料の還付等） 

第15条 条例第14条ただし書の規定により使用料の全部または一部を還付する場

合の特別の理由およびその還付金額は、つぎのとおりとする。 

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により連続して15日以上貸出農

地の全部を利用できなかったとき 利用できなかった期間（利用できなかっ

た日数につき30日を１月として算定し、30日未満の端数については、その日

数が15日以上のときは１月とし、14日以下のときはこれを切り捨てる。次号

において同じ。）に相当する使用料の額 

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により連続して15日以上貸出農

地の一部を利用できなかったとき 利用できなかった期間に相当する使用料

の額に利用できなかった面積の貸出農地の面積に対する割合を乗じて得た額 

(3) 利用者が前条の規定により利用をやめたとき（利用期間の残余期間が６月

以上ある場合に限る。） 利用をやめた日の属する月の翌月以降の月分に相

当する使用料の額 
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２ 前項に規定する還付金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。 

３ 第１項の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、区民農園使

用料還付請求書（第８号様式）により区長に申請しなければならない。 

（委任） 

第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。 

付 則 

この規則は、平成14年３月１日から施行する。ただし、第５条から第13条まで、

第15条（第１項第３号を除く。）および第17条の規定は、平成13年11月１日から

施行する。 

付 則（平成15年10月規則第108号） 

１ この規則は、平成16年３月１日から施行する。ただし、第８条のつぎに１条

を加える改正規定および第３号様式のつぎに１様式を加える改正規定は、平成

15年11月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の練馬区立区民農園条例施行規則の規定は、平成16年

３月１日以後の利用に係る分について適用し、同日前の利用に係る分について

は、なお従前の例による。 

付 則（平成17年３月規則第62号） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区立区民農園条例施行規

則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用す

ることができる。 

付 則（平成18年１月規則第３号） 

この規則は、平成18年３月１日から施行する。ただし、第４号様式および第５

号様式の改正規定は、公布の日から施行する。 

付 則（平成19年３月規則第21号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

付 則（平成20年１月規則第２号） 

１ この規則は、平成20年３月１日から施行する。 
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２ この規則の施行の際この規則による改正前の練馬区立区民農園条例施行規則

の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用する

ことができる。 

付 則（平成28年３月規則第73号） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区立区民農園条例施行規

則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用す

ることができる。 

付 則（令和元年10月規則第43号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年３月１日から施行する。ただし、第６条、第８条第１

項、第８条の２、第10条、第１号様式、第２号様式および第３号様式の２の改

正規定ならびに付則第３項および第４項の規定は、令和元年11月１日から施行

する。 

（練馬区市民農園条例施行規則の廃止） 

２ 練馬区市民農園条例施行規則（平成４年８月練馬区規則第80号）は、廃止す

る。 

（経過措置） 

３ この規則による改正後の練馬区立区民農園条例施行規則第６条、第８条第１

項、第８条の２および第３号様式の２の規定は、令和２年３月１日以後に練馬

区立区民農園を利用する者について適用し、同日前に練馬区立区民農園を利用

する者については、なお従前の例による。 

４ この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区立区民農園条例施行規

則第１号様式および第２号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正

を加えて、なお使用することができる。 
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第１号様式（第７条関係） 

（令元規則43・全改） 

第２号様式（第７条関係） 

（令元規則43・全改） 

第３号様式（第８条関係） 

（平28規則73・全改） 

第３号様式の２（第８条の２関係） 

（令元規則43・全改） 

第４号様式（第11条関係） 

（平18規則３・平19規則21・一部改正） 

第５号様式（第11条関係） 

（平18規則３・平19規則21・一部改正） 

第６号様式（第13条関係） 

（平28規則73・全改） 

第７号様式（第14条関係） 

第８号様式（第15条関係） 

 


