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○福岡市屋台基本条例施行規則

平成25年８月29日 

規則第109号 

改正 平成27年３月30日規則第78号 

平成27年10月１日規則第118号 

平成28年２月１日規則第７号 

平成28年11月17日規則第162号 

平成30年10月29日規則第105号 

令和２年３月30日規則第61号 

令和２年11月２日規則第100号 

令和４年３月10日規則第24号 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 市道等における屋台営業（第４条―第９条） 

第３章 公園における屋台営業（第10条） 

第４章 是正措置等（第11条―第15条） 

第５章 公募（第16条―第32条） 

第６章 屋台営業に関するその他の事項（第33条・第34条） 

第７章 雑則（第35条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，福岡市屋台基本条例（平成25年福岡市条例第43号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は，条例の例による。 

（屋台営業者等の遵守事項） 
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第３条 条例第５条第１項に規定する規則で定める屋台営業者等（屋台営業者

及び屋台営業従事者をいう。以下同じ。）が屋台営業を行うに当たり遵守す

べき事項は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 屋台の設備等については，次のとおりとすること。 

ア 条例第32条の２に規定する設備の整備に協力すること。 

イ 電気，水道及び下水道の設備を適正に維持管理し，これらの使用に当

たっては歩行者等の安全な通行及び公園を利用する者の適正な公園の利

用を妨げないこと。 

ウ 屋台を利用する者（以下「利用者」という。）等が利用する便所の確

保に自ら努め，当該便所の場所を利用者の見やすい場所に明示するとと

もに，屋台の周辺における公衆便所の整備及び維持管理に協力するこ

と。 

(2) 屋台の外観を清潔に保つこと。 

(3) 料金の表示については，次のとおりとすること。 

ア 利用者の見やすい場所に明示すること。 

イ 当日の原材料の価格によって料金を変更する品目にあっては当日の料

金を，複数の料金体系がある品目にあってはそれぞれの料金を明示する

こと。 

(4) 屋台を適切な場所で保管すること。 

(5) 屋台営業に係るごみについては，事業活動に伴って生じた廃棄物とし

て適正に処理し，家庭から出るごみとして処理しないこと。 

第２章 市道等における屋台営業 

（市道等占用許可の申請書類） 

第４条 条例第８条に規定する規則で定める書類は，次に掲げるとおりとす

る。 

(1) 屋台営業届出書（様式第１号） 

(2) 屋台営業に関する法令，条例及び規則（以下「関係法令等」とい
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う。）を遵守する旨の誓約書 

(3) 第33条第２項に規定する講習会受講証の写し 

(4) 市道等占用許可を受けようとする場所の背後地の所有者の承諾書（背

後地を屋台の設置場所として利用する場合又は屋台を移転する場合であっ

て，市長が必要と認めるときに限る。） 

(5) 市道等占用許可を受けようとする者（次号及び次項において「申請

者」という。）の住民票の写し 

(6) 申請者の住民基本台帳カード，旅券，運転免許証その他官公署が発行

した免許証，許可証，資格証明書等であって申請者本人の写真が貼付され

たものの写し 

(7) 屋台営業候補者にあっては，第21条第１項に規定する通知書の写し 

(8) その他市長が必要と認める書類 

２ 条例第８条の規定による書類の提出は，申請者が自ら行わなければならな

い。ただし，申請者が自ら行うことができないやむを得ない事由がある場合

は，申請者は，代理人（申請者以外に屋台営業に従事しようとする者がある

場合は，その者に限る。）を定めて，その者に当該提出を行わせることがで

きる。 

３ 市長は，第１項の規定にかかわらず，同項第１号から第３号まで，第５号

及び第６号に掲げる書類のうち一部の書類の提出を要しないこととすること

ができる。 

（市道等占用許可の申請の期間） 

第５条 条例第９条第１項第２号アに該当する者（同号アに規定する現営業者

（以下単に「現営業者」という。）が死亡している場合に限る。）に係る同

項第４号に規定する規則で定める期間は，現営業者が死亡した日の翌日から

起算して２月以内とする。 

２ 条例第９条第１項第２号イに該当する者に係る同項第４号に規定する規則

で定める期間は，市長が指定する日から起算して２月以内とする。 
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（休止の届出をした場合の市道等占用許可の更新の基準） 

第６条 条例第10条第１項第２号に規定する規則で定める基準は，同条第１項

に規定する更新申請者の申請が休止の事由が発生した日から起算して１年６

月以内になされていることとする。 

（市道等占用許可の条件） 

第７条 条例第11条第１項の規定により附する市道等占用許可の条件は，次に

掲げるとおりとする。 

(1) 屋台の規格等については，次のとおりとすること。 

ア 屋台の規格については，客席，調理場及び器材置場並びに囲いを含め

て，間口（歩道にあっては，縦断方向とする。以下同じ。）３メートル

以内，奥行（歩道にあっては，横断方向とする。以下同じ。）2.5メー

トル以内とすること。 

イ 屋台の構造については，容易に移動することができるものとするこ

と。 

(2) 市道等占用許可を受けた場所（以下「占用場所」という。）の占用時

間については，屋台及び器材の搬入及び搬出を含めて，午後５時から翌日

の午前４時までとすること。 

(3) 屋台営業に必要な器材のうち屋台の規格内に設置することが困難なも

の（客席及び囲いを除く。）については，屋台の規格を含む間口５メート

ル，奥行３メートルの範囲内に，歩行者等の安全な通行の妨げとならない

ように設置すること。 

(4) 次に掲げる行為を行わないこと。 

ア 屋台の規格外に机（利用者に利用させることを目的として設置するも

のに限る。以下同じ。）若しくは客席を設置し，又は屋台の規格外で利

用者に対して飲食を提供すること。 

イ 占用場所及びその周辺の公共の場所（以下「占用場所等」という。）

に，車両（屋台を除く。以下同じ。）を放置すること。 
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ウ 占用時間以外の時間に，占用場所等に屋台，器材及び車両を放置する

こと。 

エ 占用場所等の清掃を行わず，汚損すること。 

オ 占用場所等に屋台営業に係る汚水を廃棄すること。 

（道路占用許可書等） 

第８条 条例第12条第１項の規定による道路占用許可書及び道路占用許可証の

交付は，道路占用許可書にあっては福岡市道路占用規則（昭和31年福岡市規

則第31号）第３条に規定する道路占用（／許可／回答／）書により，道路占

用許可証にあっては（／道路占用／公園占用等／）許可証（様式第２号）に

よりそれぞれ行うものとする。 

（変更又は廃止等の届出） 

第９条 条例第15条の規定による届出は，屋台営業（／変更／休止／廃止／）

届出書（様式第３号）を提出して行わなければならない。 

２ 第４条第２項の規定は，前項の規定による提出について準用する。 

第３章 公園における屋台営業 

第10条 条例第16条の規定により条例第２章第２節中の規定を準用する場合に

おいては，次の表の左欄に掲げる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に読み替えるものとする。 

第8条 道路法第32条第2項 都市公園法第6条第2項及び福

岡市公園条例第4条第2項 

第9条第1項及び第10

条第1項 

道路法第33条第1項 都市公園法第7条第7号及び福

岡市公園条例第4条第4項 

第10条第1項第1号ウ 第19条 第24条において準用する第19

条 

第11条第1項 道路法第87条第1項 都市公園法第8条及び福岡市公

園条例第4条第5項 

道路の構造を保全し，交 公園の管理の 
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通の危険を防止し，又は

円滑な交通を確保する 

第12条第1項 道賂占用許可書及び道路

占用許可証 

公園内行為許可書及び公園占

用許可書並びに公園占用等許

可証 

第12条第2項 受けた者（以下「市道等

許可占用者」という。） 

受けた者 

道路占用許可書 公園内行為許可書及び公園占

用許可書 

及び 並びに 

道路占用許可証 公園占用等許可証 

第13条 市道等に 公園に 

第13条から第15条ま

で 

市道等許可占用者 公園占用等許可を受けた者 

第14条 福岡市道路占用料徴収条

例（昭和28年福岡市条例

第44号） 

福岡市公園条例 

占用料 占用料及び使用料 

２ 前章（第４条第１項第４号を除く。）の規定は，公園における屋台営業に

ついて準用する。この場合において，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。 

第4条第1項及び第2項 条例第8条 条例第16条において準用する

条例第8条 

第4条第1項第5号及び

第7条 

市道等占用許可 公園占用等許可 

第5条 条例第9条第1項第2号ア 条例第16条において準用する
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条例第9条第1項第2号ア 

第6条 条例第10条第1項第2号 条例第16条において準用する

条例第10条第1項第2号 

第7条 条例第11条第1項 条例第16条において準用する

条例第11条第1項 

第7条第1号ア 歩道 園路 

第7条第3号 歩行者等の安全な通行 公園を利用する者の適正な公

園の利用 

第8条 条例第12条第1項 条例第16条において準用する

条例第12条第1項 

道路占用許可書及び道路

占用許可証 

公園内行為許可書及び公園占

用許可書並びに公園占用等許

可証 

道路占用許可書に 公園内行為許可書及び公園占

用許可書に 

福岡市道路占用規則（昭

和31年福岡市規則第31

号）第3条 

福岡市公園条例施行規則（昭

和33年福岡市規則第21号）第3

条及び第10条 

道路占用（／許可／回答

／）書 

許可書 

道路占用許可証に 公園占用等許可証に 

第9条第1項 条例第15条 条例第16条において準用する

条例第15条 

第４章 是正措置等 

（指導） 

第11条 条例第17条第２項の規定による注意書による指導は，次に掲げる場合

に，注意書（様式第４号）により行うものとする。 
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(1) 屋台営業以外の物品の販売その他の営業行為を行っているとき。 

(2) 屋台営業により占用場所等を汚損しているとき。 

(3) 複数回口頭による指導を受けたにもかかわらず，是正のための措置を行

わなかったとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか，これらに類するものとして市長が必要と

認めるとき。 

２ 条例第17条第２項の規定による警告書による指導は，次に掲げる場合に，

警告書（様式第５号）により行うものとする。 

(1) 占用時間以外の時間に，屋台営業を行い，又は占用場所等への屋台及

び器材の搬入及び搬出，車両の乗入れその他の屋台営業の準備若しくは後

片付けを行っているとき。 

(2) 屋台の規格が，第７条第１号ア（第10条第２項において準用する場合

を含む。）に規定する規格を超えているとき。 

(3) 屋台の規格外に机若しくは客席を設置し，又は屋台の規格外で利用者

に対して飲食を提供しているとき。 

(4) 第７条第３号（第10条第２項において準用する場合を含む。）に規定

する範囲外に器材を設置しているとき。 

(5) 屋台又は器材を設置した後の歩道の有効幅員が２メートル以上確保さ

れていないとき（公園における屋台営業の場合を除く。）。 

(6) 視覚障がい者誘導用ブロックが設置されている歩道にあっては，設置

した後の屋台又は器材が当該ブロックから0.6メートル以上離れていない

とき（公園における屋台営業の場合を除く。）。 

(7) 屋台営業を開始した後も占用場所等に車両を放置しているとき。 

(8) 占用時間以外の時間に，占用場所等に屋台，器材又は車両を放置して

いるとき。 

(9) 占用場所等に油脂分又は固形物を含む汚水を廃棄しているとき。 

(10) 屋台営業に係る汚水を処理するに当たり，グリース阻集器を有効な位
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置に設置せずに汚水桝を使用しているとき。 

(11) 条例第32条の２第１項に規定する設備を故意又は重大な過失により破

損し，滅失し，又は汚損し，市長が定める期日までに原状に復さないと

き。 

(12) 複数回注意書による指導を受けたにもかかわらず，是正のための措置

を行わなかったとき。 

(13) 前各号に掲げる場合のほか，これらに類するものとして市長が必要と

認めるとき。 

（公表の内容及び方法） 

第12条 条例第18条第１項の規定による公表は，屋台の名称及び所在地のほ

か，屋台営業者等に係る関係法令等の規定及びこれらの規定による許可に附

した条件並びに第３条に規定する事項の遵守状況のうち必要なものを福岡市

ホームページ等に掲載することによって行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか，市長は，屋台営業者等に対する指導状況並びに

市道等占用許可又は公園占用等許可の効力の停止及び取消しの状況につい

て，前項の規定の例により公表するものとする。 

（市道等占用許可の効力の停止の期間） 

第13条 条例第19条の規定により市道等占用許可の効力を停止する期間は，30

日以内で市長が定める期間とする。 

（市道等に関する工事等による屋台の移転等） 

第14条 市道等占用許可を受けた者は，条例第22条第１項の規定により屋台の

移転を命じられたときは，条例第８条の規定による市道等占用許可の申請そ

の他必要な手続を行い，移転する場所に係る市道等占用許可を受けた上で屋

台を移転しなければならない。 

２ 市道等占用許可を受けた者は，他の市道等の占用の許可を受けた者が行う

市道等における工事等の施行者から屋台の移転等の協議を求められたとき

は，これに誠実に応じるとともに，当該工事等の施行に協力するよう努めな
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ければならない。 

（公園における屋台に対する措置に係る準用に関する技術的読替等） 

第15条 条例第24条の規定により条例第３章第２節中の規定を準用する場合に

おいては，次の表の左欄に掲げる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に読み替えるものとする。 

第19条，第20条及び

第22条第1項 

市道等許可占用者 公園占用等許可を受けた者 

第19条，第20条及び

第23条 

道路法第71条第1項 都市公園法第27条第1項及び福

岡市公圏条例第22条第1項 

第20条第1号イ 第9条第1項第1号ア及びイ 第16条において準用する第9条

第1項第1号ア及びイ 

第20条第1号ウ 第13条第1項又は第2項 第16条において準用する第13

条第1項又は第2項 

第20条第1号エ 道路使用許可又は飲食店

営業許可 

飲食店営業許可 

第22条第1項 市道等に 公園に 

道路法第71条第2項 都市公園法第27条第2項及び福

岡市公園条例第22条第2項 

第22条第2項 第9条第1項の 第16条において準用する第9条

第1項の 

道路法第33条第1項 都市公園法第7条第7号及び福

岡市公園条例第4条第4項 

第9条第1項第1号及び第3

号（ウを除く。） 

第16条において準用する第9条

第1項第1号 

第23条 除却 除却及び公園からの退去 

第23条第1号 市道等を占用して 公園を占用し，又は屋台営業

を行って 
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２ 第13条及び第14条の規定は，公園における屋台に対する措置について準用

する。この場合において，次の表の左欄に掲げる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に読み替えるものとする。 

第13条 条例第19条 条例第24条において準用する

条例第19条 

第13条並びに第14条

第1項及び第2項 

市道等占用許可 公園占用等許可 

第14条第1項 条例第22条第1項 条例第24条において準用する

条例第22条第1項 

条例第8条 条例第16条において準用する

条例第8条 

第14条第2項 市道等の 公園の 

市道等に 公園に 

第５章 公募 

（指定場所） 

第16条 条例第25条第１項の規定により市長が指定する場所は，次の各号のい

ずれにも適合するものとする。 

(1) 屋台が連なり，福岡の風情ある景観として定着している場所であるこ

と。 

(2) 市民，観光客をはじめ多くの人々が訪れやすい場所であること。 

(3) 屋台営業に伴う臭気，騒音その他の生活環境に係る負担が，地域住民

その他関係者に過重なものとならない場所であること。 

２ 前項に定めるもののほか，市長は，福岡市屋台選定委員会（以下「委員

会」という。）が条例の目的を達成する上で適当であると認めた場所につい

て条例第25条第１項の規定による指定を行うことができる。 

（応募資格） 

第17条 条例第25条第１項に規定する屋台営業候補者の公募についての応募資
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格は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 応募時において，年齢満18歳以上の者であること。 

(2) 本市の市税に係る徴収金を滞納していないこと。 

(3) 本市以外の市町村の市町村民税を滞納していないこと。 

(4) 条例第10条第１項第１号ウに該当する屋台営業又は条例第19条の規定

による停止若しくは条例第20条の規定による取消しを受けた屋台営業に係

る屋台営業者（屋台営業者であった者を含む。）でないこと。 

(5) 応募時において屋台営業者であるものにあっては，条例第10条第１項

(条例第16条において準用する場合を含む。)及び条例第22条第２項(条例

第24条において準用する場合を含む。)の規定により受けようとする市道

等占用許可又は公園占用等許可の期間が市長が定める期間でないことが確

実であると認められるものであること。 

(6) 福岡市暴力団排除条例（平成22年福岡市条例第30号）第２条第２号に

規定する暴力団員でないこと。 

(7) 福岡市暴力団排除条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な

関係を有する者でないこと。 

(8) その他屋台営業者として社会通念上不適当と認められる者でないこ

と。 

２ 前項（第５号を除く。）の規定は，条例第27条第２項の規定による通算期

間の延長の申請の資格について準用する。この場合において，同項各号列記

以外の部分中「条例第25条第１項に規定する屋台営業候補者の公募について

の応募資格」とあるのは「条例第27条第２項の規定による申請の資格」と，

同項第１号中「応募時」とあるのは「申請時」と読み替えるものとする。 

（公募書類） 

第18条 条例第26条第１項の規定により屋台営業候補者の決定を受けようとす

る者（以下「公募申請者」という。）は，市長が定める期間内に，公募屋台

営業候補者応募申請書（様式第８号）及び次に掲げる書類を市長に提出しな
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ければならない。 

(1) 公募屋台営業計画書 

(2) 公募申請者の住民票の写し 

(3) 本市の市税に係る徴収金を滞納していないことを証する書類 

(4) 本市以外の市町村の市町村民税を滞納していないことを証する書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（選定基準） 

第19条 条例第26条に規定する規則で定める基準は，次に掲げるとおりとす

る。 

(1) 関係法令等を遵守し，安全で快適な公共空間及び良好な公衆衛生を確

保する具体的な取組が示されていること。 

(2) 市民，地域住民及び観光客に親しまれ，観光資源として福岡市を広報

することができる屋台を目指し，従来の福岡らしい屋台文化を守るととも

に，新たな魅力を創出するための創意工夫が見られること。 

(3) 地域の清掃活動に参加する等地域貢献に向けた具体的な取組が示され

ていること。 

(4) まちににぎわいや人々の交流の場を創出し，まちの魅力を高めようと

する意欲が感じられること。 

（書類の送付） 

第20条 市長は，条例第25条第３項の規定により委員会の意見を聴くときは，

第18条の規定により提出された公募屋台営業計画書その他屋台営業候補者の

決定に必要な書類を委員会に送付するものとする。 

（決定の通知） 

第21条 条例第26条第３項の規定による通知は，屋台営業候補者決定通知書

（様式第９号）により行うものとする。 

２ 市長は，屋台営業候補者として決定しないこととしたときは，屋台営業候

補者却下通知書（様式第10号）により公募申請者に通知するものとする。 
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（決定の辞退） 

第22条 前条の規定による決定通知書の送付を受けた者で当該決定を辞退しよ

うとするものは，速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

（決定の取消し） 

第23条 市長は，屋台営業候補者について次の各号のいずれかに該当するとき

は，条例第26条の規定による決定を取り消すことができる。 

(1) 公募屋台営業計画書その他提出された書類に虚偽の記載があるとき。 

(2) 第５条第２項に規定する期間内に，条例第８条(条例第16条において準

用する場合を含む。)に規定する申請書及び書類を市長に提出しないと

き。 

(3) 第17条第１項に規定する応募資格を失ったとき。 

(4) その他屋台営業候補者として不適当と認められるとき。 

（営業状況の報告） 

第24条 条例第33条に規定する報告は，屋台営業状況報告書（様式第11号）の

提出により行うものとする。 

（通算期間の延長申請等） 

第25条 条例第27条第２項の規定による申請は，通算期間の満了する日の６月

前までに，通算期間延長申請書（様式第12号）に当該期間の延長の理由を説

明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は，条例第27条第３項の規定による延長を行うときは通算期間延長決

定通知書（様式第13号）により，当該延長を行わないときは通算期間延長却

下通知書（様式第14号）により通算期間の延長を申請した公募屋台営業者

（以下「延長申請者」という。）に通知するものとする。 

（通算期間の延長に係る審査基準） 

第26条 市長は，条例第27条第３項の規定による延長を行うに当たっては，次

に掲げる事項を考慮するものとする。 
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(1) 延長申請者に対する条例第17条に規定する指導及び条例第19条又は第

20条に規定する措置の実施状況 

(2) 延長申請者の過去の営業状況 

(3) 第18条第１号の規定により提出された公募屋台営業計画書に記載され

た営業計画の実現の程度 

(4) その他屋台の効用を十分に発揮し，福岡の魅力を高めているものであ

るか。 

（委員会の組織及び委員） 

第27条 委員会は，委員13人以内をもって組織する。 

２ 委員の任期は，３年以内で市長が定める期間とする。ただし，任期中であ

ってもその本来の職を離れたときは，委員の職を失うものとする。 

３ 委員は，再任されることができる。 

４ 補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第28条 委員会に，委員長及び副委員長を置き，委員の互選によってこれを定

める。 

２ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠

けたときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第29条 委員会の会議は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。 

２ 委員長は，委員の２分の１以上が出席しなければ，会議を開くことができ

ない。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長

の決するところによる。 

４ 委員長は，必要があると認めるときは，関係人の出席を求めてその意見若

しくは説明を聴き，又は資料の提出を求めることができる。 
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（庶務） 

第30条 委員会の庶務は，経済観光文化局において処理する。 

（委員会の運営に関する委任） 

第31条 第27条から前条までに定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な

事項は，委員長が委員会に諮って定める。 

（委任） 

第32条 この規則に定めるもののほか，屋台の公募に関し必要な事項は，市長

が別に定める。 

第６章 屋台営業に関するその他の事項 

（講習会） 

第33条 条例第31条第１項の講習会は，年１回以上開催するものとする。 

２ 条例第31条第４項の規定による証明は，講習会受講証（様式第６号）によ

り行うものとする。 

（設備の使用料等） 

第34条 条例第32条の２第２項の規則で定める額は，別表のとおりとする。 

２ 条例第32条の２第８項の規定により同条第１項から第７項までの規定を準

用する場合においては，同条第１項中「市道等に」とあるのは「公園に」

と，同条第５項中「第20条」とあるのは「第24条において準用する第20条」

と読み替えるものとする。 

第７章 雑則 

第35条 条例第34条第２項に規定する証明書は，屋台立入調査従事職員証（様

式第７号）によるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成25年９月１日から施行する。ただし，附則第３項の規定

は，公布の日から施行する。 

（再配置対象屋台営業者に係る経過措置） 
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２ 条例附則第２項に規定する再配置対象屋台営業者が条例附則第７項の規定

による市道等占用許可を受けて行う屋台営業については，第11条第２項第５

号及び第６号の規定は，適用しない。 

（施行日前における公園の占用の許可） 

３ 条例附則第10項の規定による条例の施行の日前における同日以後の公園の

占用の許可については，この規則の規定の例による。 

 （応募資格の特例） 

４ 令和２年11月２日から令和４年２月１日までの間における第17条第１項の

規定の適用については，同項第２号中「市税に係る徴収金」とあるのは「市

税に係る徴収金（地方税法（昭和25年法律第226号）附則第59条第１項の規

定により現に徴収を猶予されているものを除く。次条第３号において同

じ。）」と，同項第３号中「市町村民税」とあるのは「市町村民税（地方税

法附則第59条第１項の規定により現に徴収を猶予されているものを除く。次

条第４号において同じ。）」とする。 

附 則（平成27年３月30日規則第78号） 

改正 平成27年10月１日規則第118号 

（施行期日） 

１ この規則は，平成27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福岡市屋台基本条例施行規則第34条及び別表の規

定は，福岡市屋台基本条例の一部を改正する条例（平成27年福岡市条例第37

号）による改正後の福岡市屋台基本条例第32条の２第１項に規定する設備の

供用が開始されていない場所において屋台営業を行う者については，当該設

備の供用が開始されるまでの間は，適用しない。 

附 則（平成27年10月１日規則第118号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 
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附 則（平成28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28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。 

  附 則（平成30年10月29日規則第105号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

  附 則（令和２年３月30日規則第61号） 

 （施行期日） 

１ この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の福岡市屋台基本条例施行規則第11条の規定は，こ

の規則の施行の日以後にした違反行為について適用し，同日前にした行為に

ついては，なお従前の例による。 

   附 則（令和２年11月２日規則第100号） 

 （施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の福岡市屋台基本条例施行規則第27条第２項の規定

は，この規則の施行の日以後に任命される委員について適用し，同日前に任

命された委員については，なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月10日規則第24号） 

この規則は，公布の日から施行する。ただし，第17条第１項第１号の改正規

定は，令和４年４月１日から施行する。 
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別表 

 

区分 単位 金額 

給水装置 1月 円 

1,200 

汚水桝 1月 1,200 

受電箱 1月 800 
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