
音更町子育て世帯等向け民間賃貸住宅家賃補助事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、町の公営住宅に入居を希望する子育て世帯等に対し、出産、子育て

等に適した民間の賃貸住宅をあっせんし、一定の期間その家賃の一部を補助すること等

により、子育て世帯等の居住の安定及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）子育て世帯等 音更町公営住宅条例（平成９年音更町条例第２号。以下「条例」と

いう。）第６条第１項に規定する町の公営住宅の入居条件を具備する者の世帯であって、

次のいずれかに該当するものをいう。           

  ア 子ども（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある被扶養者に限

る。以下同じ。）を含む親子のみで構成される世帯 

  イ 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１６条第１項に規定する母子健康手

帳の交付を受けた妊婦（以下「妊婦」という。）、妊婦及び配偶者（婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）又は妊婦を含

む親子（親が妊婦である場合に限る。）のみで構成される世帯 

  ウ 夫婦（入居申込み時点において、配偶者を得てから５年以内で、夫婦のいずれも

が５０歳未満の夫婦に限る。）のみで構成される世帯 

（２）家賃補助住宅 町内に所在する賃貸住宅で、子育て世帯等に町が家賃の一部を補助

する住宅として登録したものをいう。 

（３）家賃 賃貸借契約書に定められた月額の賃借料（管理費、共益費、駐車場使用料、

光熱水費その他居住部分の賃借料と認められない費用を除く。）をいう。 

（４）仲介手数料 家賃補助住宅の賃貸借契約が成立した際に入居予定者が当該賃貸借契

約を仲介した宅地建物取引業者に支払う報酬をいう。 

（家賃補助住宅の募集） 

第３条 町長は、必要に応じて家賃補助住宅として登録しようとする出産、子育て等に適

した民間の賃貸住宅を募集するものとする。 

（家賃補助住宅の登録）  

第４条 賃貸住宅の所有者又は当該所有者から委任を受けて賃貸住宅をあっせんし、若し

くは管理する者（以下これらを「所有者等」という。）で当該住宅を家賃補助住宅とし

て登録しようとするものは、家賃補助住宅登録申請書（別記第１号様式）に次に掲げる

書類を添えて町長に申請しなければならない。 

（１）図面（付近見取図及び平面図） 

（２）賃貸借契約書案 



２ 家賃補助住宅として登録しようとする住宅は、次の要件を具備するものでなければな

らない。 

（１）家賃が、近傍の類似する住宅の家賃と均衡を逸しないもので、６万円（１戸建て住

宅にあっては７万円）を超えないものであること。 

（２）礼金、保証金、更新料等の名目で敷金以外の権利金を徴収しないものであること。 

（３）敷金が家賃の２か月分以下であること。 

（４）占用部分の床面積が５０平方メートル以上で、２以上の寝室があること。 

（５）台所、浴室、収納スペース及び水洗便所を有し、給湯設備があること。 

（６）敷地内に専用の自動車保管場所があること。 

３ 町長は、第１項の規定による申請があった場合において、審査の上、登録することと

したときは、家賃補助住宅登録台帳（別記第２号様式）に登録するものとする。 

４ 町長は、前項の審査の結果について、家賃補助住宅登録審査結果通知書（別記第３号

様式）により当該申請をした者に通知するものとする。 

５ 町長は、第２項の規定にかかわらず、申請のあった賃貸住宅の立地その他の条件によ

り家賃補助住宅として登録をしないことができるものとする。 

６ 家賃補助住宅の登録期間は、最初の入居者が入居した日の属する月から起算して６０

月（６０月に満たない間に最初の入居者が退去した場合にあっては当該退去した月）を

経過する月に満了する。 

７ 前項の場合において、登録期間の満了した家賃補助住宅の所有者等は、再度第１項の

規定による申請をすることができる。 

 （家賃補助住宅の登録の変更） 

第５条 前条の規定により登録した家賃補助住宅の所有者等は、登録した内容を変更しよ

うとするときは、家賃補助住宅登録事項変更申請書（別記第４号様式）により町長に申

請しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があった場合において、審査の上、変更を認めること

としたときは、家賃補助住宅登録台帳の内容を変更するものとする。 

３ 町長は、前項の審査結果について、家賃補助住宅登録事項変更審査結果通知書（別記

第５号様式）により当該申請をした者に通知するものとする。 

（家賃補助住宅の登録の抹消） 

第６条 家賃補助住宅の所有者等は、この要綱によらずに賃貸する等の理由により、当該

家賃補助住宅の登録の取消しを求めようとするときは、家賃補助住宅登録抹消承認申請

書（別記第６号様式）により町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上で登録抹消の可

否を決定し、家賃補助住宅登録抹消承認（不承認）通知書（別記第７号様式）により当

該申請をした家賃補助住宅の所有者等に通知するものとする。 

３ 町長は、前項の規定にかかわらず、家賃補助住宅として登録しておくことが適当でな



いと認めたときは、登録を抹消することができるものとする。 

４ 町長は、前項の規定により家賃補助住宅の登録を抹消したときは、家賃補助住宅登録

抹消通知書（別記第８号様式）により当該家賃補助住宅の所有者等に通知するものとす

る。 

（入居者の資格） 

第７条 家賃補助住宅に入居することができる者は、次の要件を具備する者でなければなら

ない。ただし、家賃補助住宅に現に入居している者で自己の責に帰すべき事由によらず

に当該家賃補助住宅の入居を継続できないもの又は家賃補助住宅に過去に入居していた

者で自己の責に帰すべき事由によらずに当該家賃補助住宅の入居を継続できなかったも

のについては、第３号に掲げる要件を除くものとする。 

（１）公営住宅に入居申込みをしている子育て世帯等に属する者であること。 

（２）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条に規定する被保護者でないこと。 

（３）過去にこの要綱の規定による補助金の交付の決定を受けた者でないこと。 

（４）家賃補助住宅への入居後、当該地区の町内会に加入すること。 

（入居希望者の把握） 

第８条 町長は、前条の要件を具備する者に対し、家賃補助住宅への入居の希望を調査す

るものとする。 

２ 前項の規定による調査に対し、町の公営住宅への入居申込み中に家賃補助住宅の入居

が可能になった場合には当該公営住宅の入居申込みを取り下げ、当該家賃補助住宅へ入

居しようとする者は、家賃補助住宅入居希望届出書（別記第９号様式）により町長に届

け出なければならない。 

（入居世帯の募集等） 

第９条 町長は、第４条第３項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る家賃補助

住宅の間取り、家賃その他の賃貸条件、補助金の額等を示して、入居者の募集をするも

のとする。 

２ 前条第２項の規定により届出をした者で、入居者を募集する家賃補助住宅への入居を

希望するものは、町長に応募の申出をするものとする。 

（入居予定者の選定） 

第１０条 町長は、家賃補助住宅に対する応募者があった場合は、当該応募者を入居予定

者とする。ただし、応募者が別に定める世帯人数に応じた家賃補助住宅の最低必要面積

の水準に満たない住宅に応募した場合は、当該応募者を入居予定者としないことができ

る。 

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、現に家賃補助住宅に入居している者で自己の責に

帰すべき事由によらずに当該家賃補助住宅の入居を継続できないものが入居者を募集し

ようとする家賃補助住宅に入居を希望する場合は、その者を入居予定者とすることがで

きる。 



３ 町長は、入居予定者を選定した場合は、家賃補助住宅入居予定者選定通知書（別記第

１０号様式）により当該入居予定者及びその者が入居する家賃補助住宅の所有者等に通

知するものとする。 

（入居に係る審査及び契約） 

第１１条 家賃補助住宅の所有者等は、入居予定者について、必要に応じて入居審査をす

るものとする。 

２ 前項の入居審査において入居が可能であるときは、家賃補助住宅の所有者等及び当該

家賃補助住宅の入居予定者は、賃貸借契約を締結しなければならない。この場合におい

て、入居予定者は、公営住宅の入居申込みを取り下げたものとみなす。 

（仲介手数料補助に係る補助金の額等） 

第１１条の２ 家賃補助住宅の仲介手数料の補助（以下「仲介手数料補助」という。）に

係る補助金の額は、仲介手数料に４分の３を乗じて得た額（当該額に１，０００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、５万円を上限とする。ただし、当該

仲介手数料に対して、この要綱による補助金以外の補助金等の交付を受け、又は受けら

れる見込みのある場合は補助の対象としない。 

２ 仲介手数料補助に係る補助金の交付を受けようとする者は、第１３条第２項に規定す

る補助金交付申請書に仲介手数料を支払ったことを証する書類を添付して町長に交付申

請をしなければならない。 

３ 町長は、前項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査の上で交付の可

否を決定し、第１４条第１項に規定する補助金交付（不交付）決定通知書により当該申

請をした者に通知するものとする。 

４ 仲介手数料補助に係る補助金は、前項の規定による交付決定をした日から３０日を経

過する日までに交付するものとする。 

（家賃補助に係る補助金の額及び交付期間） 

第１２条 家賃補助住宅の家賃の補助（以下「家賃補助」という。）に係る補助金の月額

は、家賃に３分の１を乗じて得た額（当該額に１，０００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）とし、１５，０００円を上限とする。ただし、当該家賃に対して、

この要綱による補助金以外の補助金等の交付を受け、又は受けられる見込みのある場合

は、当該家賃については補助の対象としない。 

２ 前項の補助金の交付期間は、家賃補助住宅に入居した日（家賃補助住宅を住み替えた

場合にあっては最初の家賃補助住宅に入居した日とする。以下同じ。）の属する月から

起算して６０月までとする。ただし、次の各号に該当する場合にあっては、それぞれ当

該各号に定める月までとする。 

（１）入居した日の属する月から起算して６０月に満たない間に、賃貸借契約が満了して

当該契約の更新をしなかった場合 当該賃貸借契約の満了する月 

（２）入居者の世帯に属する最年少の子どもが１８歳に達する日後の最初の４月１日を迎



えたことにより、子育て世帯等に該当しなくなった場合 当該月の前月 

（３）配偶者との離別により、子育て世帯等に該当しなくなった場合 離別の日の属する

月 

（４）第２条第１号イの要件を具備して入居した者が出産をしなかったことにより、子育

て世帯等に該当しなくなった場合 入居した日の属する月から起算して３６月（３６

月以内に離別により、妊婦であった者以外の者のみが入居する場合にあっては離別の

日の属する月） 

（５）その他の事由により子育て世帯等に該当しなくなった場合 町長が適当と認める月 

（家賃補助に係る補助金の交付申請） 

第１３条 家賃補助に係る補助金の交付を受けようとする入居者は、前条第２項に規定す

る交付期間中においては、毎年度交付申請をしなければならない。 

２ 前項の交付申請は、入居した年度は入居開始の日から起算して３０日を経過する日、

入居した年度の翌年度以降は６月３０日までに補助金交付申請書（別記第１１号様式）

に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。 

（１）収入申告書（別記第１２号様式） 

（２）賃貸借契約書の写し（入居した年度に限る。） 

（３）町内会費領収書の写しその他の町内会への加入が確認できる書類 

（４）その他町長が必要と認めるもの 

（家賃補助に係る補助金の交付決定等） 

第１４条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上で交付の

可否を決定し、補助金交付（不交付）決定通知書（別記第１３号様式）により当該申請

をした者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定による審査において次の各号のいずれかに該当するときは、当該

申請の全部又は一部について交付決定をしないことができる。 

（１）入居後３年を経過した後に条例第６条第１項第２号に規定する収入基準を超過した

場合 

（２）第１２条第２項ただし書の規定に該当する場合 

（家賃補助に係る補助金の交付時期） 

第１５条 家賃補助に係る補助金の交付時期は、７月、１０月、翌年１月及び４月（以下

「交付月」という。）とし、交付月の前３月分（交付対象となる月数が３月に満たない

ときは、当該月数分）について交付するものとする。ただし、家賃に未納がある月につ

いては交付しないものとする。 

２ 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「家賃補助決定者」という。）

は、前項の交付月のうち、７月、１０月及び翌年１月に係る補助金の交付については補

助金の概算払の申請を、翌年４月に係る補助金の交付については補助金の精算払の請求

をしなければならない。 



３ 前項に規定する概算払の申請及び精算払の請求については、補助金概算払申請書兼補

助金精算払請求書（別記第１４号様式）に家賃の納入が確認できる書類を添えて提出し、

町長の承認を受けなければならない。 

４ 第１項ただし書の規定による補助金を交付しなかった月に係る補助金は、当該年度内

に限り交付することができる。この場合における補助金の交付については、前２項の規

定を準用する。 

５ 町長は、第３項に規定する承認をした場合には、家賃補助決定者に対して補助金概算

払（精算払）決定通知書（別記第１５号様式）により通知するものとする。前項の規定

による交付についても同様とする。 

（世帯異動等に伴う届出） 

第１６条 家賃補助決定者は、次の各号に掲げる事由があるときは、当該各号に定める文

書により町長に届け出なければならない。 

（１）世帯に異動があったとき 家賃補助住宅世帯異動届（別記第１６号様式） 

（２）家賃補助住宅を退去するとき 家賃補助住宅退去届（別記第１７号様式） 

（３）賃貸借契約の内容が変更となるとき 家賃補助住宅賃貸借契約内容変更届（別記第

１８号様式） 

（家賃補助に係る補助金の額又は補助期間の変更） 

第１７条 町長は、前条の規定による届出を受理した場合において家賃補助に係る補助金

の額又は補助期間に変更を生じるときは、当該額又は補助期間を変更し、補助金額等変

更通知書（別記第１９号様式）により家賃補助決定者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、家賃補助決定者について家賃補助に係る補助金の

額又は補助期間を変更すべき事由があると認めるときは、当該額又は補助期間を変更し、

当該家賃補助決定者に通知するものとする。 

３ 家賃補助に係る補助金の額は、減額する場合にあっては当該事実が発生した日の属す

る月から、増額する場合にあっては届け出のあった日の属する月から変更するものとする。 

（家賃補助の承継） 

第１８条 家賃補助決定者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時

に当該家賃補助決定者と同居していた者で引き続き当該家賃補助住宅に居住し家賃補助

を受けようとするものは、家賃補助事業承継承認申請書（別記第２０号様式）により町

長に申請しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上で補助事業承継の承認の可

否を決定し、家賃補助事業承継承認（不承認）通知書（別記第２１号様式）により当該

申請をした者に通知するものとする。 

３ 町長は、前項の審査に当たっては、当該申請をした者が引き続き居住することを当該

住宅の所有者等が認めない場合は、承認することができないものとする。 

（補助交付決定の取消し） 



第１９条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）第１２条第２項ただし書の規定に該当したとき。 

（２）虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたとき。 

（３）正当な理由がなく補助金交付申請者その他の書類の提出がなく、又はその提出が著

しく遅いとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取

消通知書（別記第２２号様式）により当該交付決定を取り消した者に通知するものとす

る。 

３ 町長は、第１項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合にお

いて、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還

を求めるものとする。 

（公営住宅入居申込みの制限） 

第２０条 家賃補助住宅に入居している者は、次の各号に定める日のうち、いずれか早い

日を迎えるまでの間は、町の公営住宅への入居申込みができないものとする。 

（１）入居の日の属する月から５７月を経過した日 

（２）入居者の世帯に属する最年少の子どもが１８歳に達する日の属する年度の１２月３

１日 

 （委任） 

第２１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、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱による改正後の第１１条の２の規定は、この要綱の施行の日以後に支払わ

れた仲介手数料に係る補助について適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の音更町子育て世帯等向け民間賃貸住宅家賃補助事業実施要綱の規定は、こ

の要綱の施行の日以後に家賃補助住宅に係る賃貸借契約を締結する者について適用

する。 



３ 前項の規定にかかわらず、改正後の第２条第１号、第１２条第２項、第１４条第２

項、第１９条第１項第１号及び第２０条第２号の規定は、改正前の音更町子育て世帯

向け民間賃貸住宅家賃補助事業実施要綱の規定により補助金の交付決定を受けている者

についても適用する。 


