
青森県県営住宅規則新旧対照表 

現行 改正案 

（入居承認の申請） 

第二条 条例第五条の規定により県営住宅の入居

の承認を受けようとする者（以下「入居申込

者」という。）は、県営住宅入居申込書（第一号

様式）に次に掲げる書類を添えて知事に提出し

なければならない。 

一 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳

法（昭和四十二年法律第八十一号）による住

民票の写し（以下「住民票の写し」という。） 

二 入居申込者及び同居予定者が県税を滞納し

ていないことを証明する書類 

三 入居申込者又は同居予定者が所得金額（公

営住宅法施行令（昭和二十六年政令第二百四

十号。以下「政令」という。）第一条第三号に

規定する所得金額をいう。以下同じ。）を有す

る者である場合にあつては、これらの者に係

る次に掲げる書類 

イ 当該入居の申込みをしようとする日の区

分に応じ、次に掲げる書類 

（１） 当該入居の申込みをしようとする

日が一月から六月までの間にある場合 

その日の属する年の前前年の所得に関す

る税務署長又は市町村長の証明書（以下

「所得証明書」という。）及びその日の属

する年の前年の所得金額を明らかにする

源泉徴収票の写しその他の書類 

（２） 当該入居の申込みをしようとする

日が七月から十二月までの間にある場合 

その日の属する年の前年の所得証明書 

ロ イに掲げる書類に基づき収入（政令第一

条第三号に規定する収入をいう。以下同

じ。）を同号に規定するところにより算定す

るのに必要な控除対象配偶者等に関する事

項を明らかにする書類 

四 その他知事が必要と認める書類 

 

 

 

 

（入居承認の申請） 

第二条 条例第五条の規定により県営住宅の入居

の承認を受けようとする者（以下「入居申込

者」という。）は、県営住宅入居申込書（第一号

様式）に次に掲げる書類を添えて知事に提出し

なければならない。 

一 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳

法（昭和四十二年法律第八十一号）による住

民票の写し（以下「住民票の写し」という。） 

二 入居申込者及び同居予定者が県税を滞納し

ていないことを証明する書類 

三 入居申込者又は同居予定者が所得金額（公

営住宅法施行令（昭和二十六年政令第二百四

十号。以下「政令」という。）第一条第三号に

規定する所得金額をいう。以下同じ。）を有す

る者である場合にあつては、これらの者に係

る次に掲げる書類 

イ 当該入居の申込みをしようとする日の区

分に応じ、次に掲げる書類 

（１） 当該入居の申込みをしようとする

日が一月から六月までの間にある場合 

その日の属する年の前前年の所得に関す

る税務署長又は市町村長の証明書（以下

「所得証明書」という。）及びその日の属

する年の前年の所得金額を明らかにする

源泉徴収票の写しその他の書類 

（２） 当該入居の申込みをしようとする

日が七月から十二月までの間にある場合 

その日の属する年の前年の所得証明書 

ロ イに掲げる書類に基づき収入（政令第一

条第三号に規定する収入をいう。以下同

じ。）を同号に規定するところにより算定す

るのに必要な控除対象配偶者等に関する事

項を明らかにする書類 

四 その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、入居申込者（桜町団

地に係る入居申込者を除く。）は、個人番号（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（平成二十五年法律第二十七



 

 

 

 

 

 

（所得に関する事項の申告） 

第七条 条例第十条第一項の規定による所得に関

する事項の申告は、毎年七月末日までに、当該

申告をしようとする日の属する年の前年の所得

に関する所得金額等申告書（第七号様式）に次

に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなけ

ればならない。 

一 入居者又は同居者が所得金額を有する者で

ある場合にあつては、これらの者に係る次に

掲げる書類 

イ 当該申告をしようとする日の属する年の

前年の所得証明書 

ロ イに掲げる書類に基づき収入を政令第一

条第三号に規定するところにより算定する

のに必要な控除対象配偶者等に関する事項

を明らかにする書類 

二 その他知事が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

（家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の申請等） 

第九条 条例第十三条又は第十四条第四項の規定

により家賃又は徴収猶予を受けようとする者

は、県営住宅家賃（敷金）減免（徴収猶予）申

請書（第十三号様式）にその理由を証明する書

類を添えて知事に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。以

下同じ。）を個人番号届出書（第二号様式）により

知事に届け出た場合において、知事が別に定める

場合に該当するときは、前項第一号に掲げる書類

並びに同項第三号及び第四号に掲げる書類のうち

知事が別に定めるものを添えないことができる。 

（所得に関する事項の申告） 

第七条 条例第十条第一項の規定による所得に関

する事項の申告は、毎年七月末日までに、当該

申告をしようとする日の属する年の前年の所得

に関する所得金額等申告書（第七号様式）に次

に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなけ

ればならない。 

一 入居者又は同居者が所得金額を有する者で

ある場合にあつては、これらの者に係る次に

掲げる書類 

イ 当該申告をしようとする日の属する年の

前年の所得証明書 

ロ イに掲げる書類に基づき収入を政令第一

条第三号に規定するところにより算定する

のに必要な控除対象配偶者等に関する事項

を明らかにする書類 

二 その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する申告

（桜町団地に係る申告を除く。）は、個人番号を個

人番号届出書（第二号様式）により知事に届け出

た場合において、知事が別に定める場合に該当す

るときは、同項各号に掲げる書類のうち知事が別

に定めるものを添えないで行うことができる。 

（家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の申請等） 

第九条 条例第十三条又は第十四条第四項の規定に

より家賃又は徴収猶予を受けようとする者は、県

営住宅家賃（敷金）減免（徴収猶予）申請書（第

十三号様式）にその理由を証明する書類を添えて

知事に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者

（桜町団地に係る者を除く。）は、個人番号を個人

番号届出書（第二号様式）により知事に届け出た

場合において、知事が別に定める場合に該当する

ときは、同項各号に規定する書類のうち知事が別

に定めるものを添えないことができる。 



２ 知事は、前項の申請があつたときは、その減

免又は徴収猶予の可否を決定し、県営住宅家賃

（敷金）減免（徴収猶予）決定通知書（第十四

号様式）により通知するものとする。 

（同居承認の申請） 

第十三条 法第二十七条第五項（条例第二十八条

の二において準用する場合を含む。）の規定によ

り知事の承認を得ようとする者（以下「同居承

認申請者」という。）は、県営住宅同居承認申請

書（第十九号様式）に次に掲げる書類を添えて

知事に提出しなければならない。 

一 新たに同居させようとする者の住民票の写

し 

二 同居承認申請者、同居者及び新たに同居さ

せようとする者が県税を滞納していないこと

を証明する書類 

三 同居承認申請者、同居者又は新たに同居さ

せようとする者が所得金額を有する者である

場合にあつては、これらの者に係る次に掲げ

る書類 

イ 当該申請をしようとする日の区分に応

じ、次に掲げる書類 

（１） 当該申請をしようとする日が一月

から六月までの間にある場合 その日の

属する年の前前年の所得証明書及びその

日の属する年の前年の所得金額を明らか

にする源泉徴収票の写しその他の書類 

（２） 当該申請をしようとする日が七月

から十二月までの間にある場合 その日

の属する年の前年の所得証明書 

ロ イに掲げる書類に基づき収入を政令第一

条第三号に規定するところにより算定する

のに必要な控除対象配偶者等に関する事項

を明らかにする書類 

四 その他知事が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

３ 知事は、第一項の申請があつたときは、その減

免又は徴収猶予の可否を決定し、県営住宅家賃

（敷金）減免（徴収猶予）決定通知書（第十四号

様式）により通知するものとする。 

（同居承認の申請） 

第十三条 法第二十七条第五項（条例第二十八条

の二において準用する場合を含む。）の規定によ

り知事の承認を得ようとする者（以下「同居承

認申請者」という。）は、県営住宅同居承認申請

書（第十九号様式）に次に掲げる書類を添えて

知事に提出しなければならない。 

一 新たに同居させようとする者の住民票の写

し 

二 同居承認申請者、同居者及び新たに同居さ

せようとする者が県税を滞納していないこと

を証明する書類 

三 同居承認申請者、同居者又は新たに同居さ

せようとする者が所得金額を有する者である

場合にあつては、これらの者に係る次に掲げ

る書類 

イ 当該申請をしようとする日の区分に応

じ、次に掲げる書類 

（１） 当該申請をしようとする日が一月

から六月までの間にある場合 その日の

属する年の前前年の所得証明書及びその

日の属する年の前年の所得金額を明らか

にする源泉徴収票の写しその他の書類 

（２） 当該申請をしようとする日が七月

から十二月までの間にある場合 その日

の属する年の前年の所得証明書 

ロ イに掲げる書類に基づき収入を政令第一

条第三号に規定するところにより算定する

のに必要な控除対象配偶者等に関する事項

を明らかにする書類 

四 その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、同居承認申請者

（桜町団地に係る同居承認申請者を除く。）は、

個人番号を個人番号届出書（第二号様式）によ

り知事に届け出た場合において、知事が別に定

める場合に該当するときは、同項第一号に掲げ

る書類並びに同項第三号及び第四号に掲げる書



 

 

（入居継続承認の申請） 

第十四条 法第二十七条第六項（条例第二十八条

の二において準用する場合を含む。）の規定によ

り知事の承認を受けようとする者（以下「入居

継続承認申請者」という。）は、入居者の死亡又

は退去の日から一月以内に、県営住宅入居継続

承認申請書（第二十号様式）に次に掲げる書類

を添えて知事に提出しなければならない。 

一 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の

写し 

二 入居継続承認申請者及び同居者が県税を滞

納していないことを証明する書類 

三 入居継続承認申請者又は同居者が所得金額

を有する者である場合にあつては、これらの

者に係る次に掲げる書類 

イ 当該申請をしようとする日の区分に応

じ、次に掲げる書類 

（１） 当該申請をしようとする日が一月

から六月までの間にある場合 その日の

属する年の前前年の所得証明書及びその

日の属する年の前年の所得金額を明らか

にする源泉徴収票の写しその他の書類 

（２） 当該申請をしようとする日が七月

から十二月までの間にある場合 その日

の属する年の前年の所得証明書 

ロ イに掲げる書類に基づき収入を政令第一

条第三号に規定するところにより算定する

のに必要な控除対象配偶者等に関する事項

を明らかにする書類 

四 入居者の死亡に係る申請の場合にあつて

は、入居者の死亡を証明する書類 

五 その他知事が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

類のうち知事が別に定めるものを添えないこと

ができる。 

（入居継続承認の申請） 

第十四条 法第二十七条第六項（条例第二十八条

の二において準用する場合を含む。）の規定によ

り知事の承認を受けようとする者（以下「入居

継続承認申請者」という。）は、入居者の死亡又

は退去の日から一月以内に、県営住宅入居継続

承認申請書（第二十号様式）に次に掲げる書類

を添えて知事に提出しなければならない。 

一 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の

写し 

二 入居継続承認申請者及び同居者が県税を滞

納していないことを証明する書類 

三 入居継続承認申請者又は同居者が所得金額

を有する者である場合にあつては、これらの

者に係る次に掲げる書類 

イ 当該申請をしようとする日の区分に応

じ、次に掲げる書類 

（１） 当該申請をしようとする日が一月

から六月までの間にある場合 その日の

属する年の前前年の所得証明書及びその

日の属する年の前年の所得金額を明らか

にする源泉徴収票の写しその他の書類 

（２） 当該申請をしようとする日が七月

から十二月までの間にある場合 その日

の属する年の前年の所得証明書 

ロ イに掲げる書類に基づき収入を政令第一

条第三号に規定するところにより算定する

のに必要な控除対象配偶者等に関する事項

を明らかにする書類 

四 入居者の死亡に係る申請の場合にあつて

は、入居者の死亡を証明する書類 

五 その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、入居継続承認申請

者（桜町団地に係る入居継続承認申請者を除

く。）は、個人番号を個人番号届出書（第二号様

式）により知事に届け出た場合において、知事

が別に定める場合に該当するときは、同項第一

号に掲げる書類並びに同項第三号及び第五号に

掲げる書類のうち知事が別に定めるものを添え



 

（社会福祉事業に係る使用許可の申請） 

第十八条 条例第二十条第一項の規定による県営

住宅の使用の許可（以下「県営住宅の使用の許

可」という。）を受けようとする者は、県営住宅

使用許可申請書（第二十四号様式）に次に掲げ

る書類を添えて知事に提出しなければならな

い。 

 一 条例第二十条第一項の規定による社会福祉

事業に基づき共同生活を営むため県営住宅を

住居とする者（以下、「被援護者」という。）

が所得金額を有するものである場合にあつて

は、これらの者に係る第十三条第三号イ及び

ロに掲げる書類 

二 略 

２ 略 

（特例入居に係る県営住宅の管理） 

第二十六条 条例第二十六条第一項に規定する中

堅所得者が県営住宅に入居する場合における第

二条、第三条、第十三条及び第十四条の規定の

適用については、第二条中「第五条」とあるの

は「第二十六条第一項」と、「県営住宅入居申込

書」とあるのは「県営住宅特例入居申込書」

と、「公営住宅法施行令（昭和二十六年政令第二

百四十号。以下「政令」という。）第一条第三

号」とあるのは「特定優良賃貸住宅の供給の促

進に関する法律施行規則（平成五年建設省令第

十六号。以下「省令」という。）第一条第三号」

と、「収入（政令第一条第三号に規定する収入」

とあるのは「所得（省令第一条第三号に規定す

る所得」と、第三条第一項中「条例第六条又は

第七条第二項」とあるのは「条例第二十八条第

二項において準用する青森県特定公共賃貸住宅

条例（平成九年三月青森県条例第六号）第七条

又は第八条第二項」と、「県営住宅入居承認書」

とあるのは「県営住宅特例入居承認書」と、同

条第二項中「条例第七条第一項」とあるのは

「条例第二十八条第二項において準用する青森

県特定公共賃貸住宅条例第八条第一項」と、第

十三条第三号ロ及び第十四条第三号ロ中「収入

を政令第一条第三号」とあるのは「所得を省令

ないことができる。 

（社会福祉事業に係る使用許可の申請） 

第十八条 条例第二十条第一項の規定による県営

住宅の使用の許可（以下「県営住宅の使用の許

可」という。）を受けようとする者は、県営住宅

使用許可申請書（第二十四号様式）に次に掲げ

る書類を添えて知事に提出しなければならな

い。 

 一 条例第二十条第一項の規定による社会福祉

事業に基づき共同生活を営むため県営住宅を

住居とする者（以下、「被援護者」という。）

が所得金額を有するものである場合にあつて

は、これらの者に係る第十三条第一項第三号

イ及びロに掲げる書類 

 二 略 

２ 略 

（特例入居に係る県営住宅の管理） 

第二十六条 条例第二十六条第一項に規定する中

堅所得者が県営住宅に入居する場合における第

二条第一項、第三条、第十三条第一項及び第十

四条第一項の規定の適用については、第二条第

一項中「第五条」とあるのは「第二十六条第一

項」と、「県営住宅入居申込書」とあるのは「県

営住宅特例入居申込書」と、「公営住宅法施行令

（昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政

令」という。）第一条第三号」とあるのは「特定

優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規

則（平成五年建設省令第十六号。以下「省令」

という。）第一条第三号」と、「収入（政令第一

条第三号に規定する収入」とあるのは「所得

（省令第一条第三号に規定する所得」と、第三

条第一項中「条例第六条又は第七条第二項」と

あるのは「条例第二十八条第二項において準用

する青森県特定公共賃貸住宅条例（平成九年三

月青森県条例第六号）第七条又は第八条第二

項」と、「県営住宅入居承認書」とあるのは「県

営住宅特例入居承認書」と、同条第二項中「条

例第七条第一項」とあるのは「条例第二十八条

第二項において準用する青森県特定公共賃貸住

宅条例第八条第一項」と、第十三条第一項第三

号ロ及び第十四条一項第三号ロ中「収入を政令



第一条第三号」とする。 

 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第三十五条 青森県指定管理者による公の施設の

管理に関する条例（平成十七年三月青森県条例

第六号）第二条の規定により同条に規定する指

定管理者に県営住宅の団地及びその共同施設、

設備等の維持管理に関することその他県営住宅

の団地及びその共同施設に関し必要な業務を行

う。 

 

 

第１号様式（第２条、第２６条関係） 

（略） 

注意事項 

１ 次の書類を添付すること。 

 

 

 

⑴ 住民票の写し 

⑵ 入居申込者及び同居予定者が県税を滞納し

ていないことを証明する書類 

⑶ 所得金額を有する者にあつては、１月から

６月までの申込みの場合は前前年の所得証明

書（税務署長又は市町村長の発行のもの）及

び前年の所得金額を明らかにする書類（例：

源泉徴収票の写し）、７月から１２月までの

申込みの場合は前年の所得証明書とこれらの

書類に基づき収入（所得）を算定するための

控除対象配偶者等に関する事項を明らかにす

る書類（例：源泉徴収票の写し） 

２・３ 略 

 

第２号様式 削除 

 

 

 

 

 

 

 

第一条第三号」とあるのは「所得を省令第一条

第三号」とする。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第三十五条 青森県指定管理者による公の施設の

管理に関する条例（平成十七年三月青森県条例

第六号）第二条の規定により同条に規定する指

定管理者に県営住宅の団地及びその共同施設、

設備等の維持管理に関することその他県営住宅

の団地及びその共同施設に関し必要な業務（個

人番号届出書（第二号様式）の受理を除く。）を

行う。 

 

第１号様式（第２条、第２６条関係） 

（略） 

注意事項 

１ 次の書類を添付すること。ただし、個人番号

を届け出たときは、⑴の書類及び⑶の書類のう

ち一部の書類を添付しないことができる場合が

ある。 

⑴ 住民票の写し 

⑵ 入居申込者及び同居予定者が県税を滞納し

ていないことを証明する書類 

⑶ 所得金額を有する者にあつては、１月から

６月までの申込みの場合は前前年の所得証明

書（税務署長又は市町村長の発行のもの）及

び前年の所得金額を明らかにする書類（例：

源泉徴収票の写し）、７月から１２月までの

申込みの場合は前年の所得証明書とこれらの

書類に基づき収入（所得）を算定するための

控除対象配偶者等に関する事項を明らかにす

る書類（例：源泉徴収票の写し） 

２・３ 略 

 

第２号様式（第２条、第７条、第９条、第１３

条、第１４条関係） 

（表） 

個人番号届出書 

年  月  日 

青森県知事 殿 

       住   所 

       届出者氏名 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          電話番号（自宅） 

                    

（勤務先） 

       団 地 名            

住宅の番号   棟  号 

下記のとおり個人番号を届け出ます。 

フリガナ 

氏 名 

続  

柄 

個   人   番   号   

 本人             

              

              

              

              

              

１ 個人番号を届け出た者で、知事が個人番号を

利用して道府県民税又は市町村民税に関する情

報を取得することに同意するものは、裏面の同

意書に署名すること。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とす

る。 

（裏） 

同 意 書 

 

青森県知事 殿 

 

下記の者は、知事が公営住宅法又は青森県県営

住宅条例に基づく事務を処理する場合に限り、個

人番号を利用して道府県民税又は市町村民税に関

する情報を取得することに同意します。 

記 

同意者 

続柄 
フ リ ガ ナ  
氏 名 

 
本人 

届出日の属する年の前年１月１

日現在の住所地 

（都道府県市区町村名） 

 

届出日の属する年の前前年１月

１日現在の住所地 

（都道府県市区町村名） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７号様式（第７条関係） 

（略） 

注意事項 

１ 所得金額を有する者にあつては、次の書類を

添付すること。 

 

 

  （１） 前年の所得証明書（税務署長又は市

同意者 

続柄 
フ リ ガ ナ  
氏 名 

 
 

届出日の属する年の前年１月１

日現在の住所地 

（都道府県市区町村名） 

 

届出日の属する年の前前年１月

１日現在の住所地 

（都道府県市区町村名） 

 

同意者 

続柄 
フ リ ガ ナ  
氏 名 

 
 

届出日の属する年の前年１月１

日現在の住所地 

（都道府県市区町村名） 

 

届出日の属する年の前前年１月

１日現在の住所地 

（都道府県市区町村名） 

 

同意者 

 

続柄 フ リ ガ ナ  
氏 名 
 

 
  

届出日の属する年の前年１月１

日現在の住所地 

（都道府県市区町村名） 

 

届出日の属する年の前前年１月

１日現在の住所地 

（都道府県市区町村名） 

 

同意者 

続柄 
フ リ ガ ナ  
氏 名 

 
 

届出日の属する年の前年１月１

日現在の住所地 

（都道府県市区町村名） 

 

届出日の属する年の前前年１月

１日現在の住所地 

（都道府県市区町村名） 

 

同意者 

続柄 
フ リ ガ ナ  
氏 名 

 
 

届出日の属する年の前年１月１

日現在の住所地 

（都道府県市区町村名） 

 

届出日の属する年の前前年１月

１日現在の住所地 

（都道府県市区町村名） 

 

注 「同意者」欄の「氏名」については、同意者

自身が署名することを原則とするものであるこ

と（代理人が署名する場合は、同意者本人の委

任状を添付すること。）。 

 

第７号様式（第７条関係） 

（略） 

注意事項 

１ 所得金額を有する者にあつては、次の書類を

添付すること。ただし、個人番号を届け出たと

きは、⑴の書類及び⑵の書類のうち一部の書類

を添付しないことができる場合がある。 



町村長の発行のもの） 

  （２） 収入を算定するための同一生計配偶

者等に関する事項を明らかにする書類

（例：源泉徴収票の写し） 

２ 略 

 

第１３号様式（第９条関係） 

（略） 

注１ 「２ 減免（徴収猶予）を希望する理由」

については、収入が著しく低額であること、

病気にかかつたこと、災害により著しい損害

を受けたこと等を具体的に記入し、記入した

事項を証明する書類を添付すること。 

 

 

２・３ 略 

 

第１９号様式（第１３条、第２６条関係） 

（略） 

注１ 次の書類を添付すること。 

 

 

 

（１） 新たに同居させようとする者の住民票

の写し 

 （２） 入居者、同居者及び新たに同居させよ

うとする者が県税を滞納していないこと

を証明する書類 

 （３） 入居者、同居者又は新たに同居させよ

うとする者が所得金額を有する者である

場合にあつては、１月から６月までの申

請の場合は前前年の所得証明書（税務署

長又は市町村長の発行のもの）及び前年

の所得金額を明らかにする書類（例：源

泉徴収票の写し）、７月から１２月までの

申請の場合は前年の所得証明書とこれら

の書類に基づき収入（所得）を算定する

ための同一生計配偶者等に関する事項を

明らかにする書類（例：源泉徴収票の写

し） 

２ 略 

  （１） 前年の所得証明書（税務署長又は市

町村長の発行のもの） 

  （２） 収入を算定するための同一生計配偶

者等に関する事項を明らかにする書類

（例：源泉徴収票の写し） 

２ 略 

 

第１３号様式（第９条関係） 

（略） 

注１ 「２ 減免（徴収猶予）を希望する理由」

については、収入が著しく低額であること、

病気にかかつたこと、災害により著しい損害

を受けたこと等を具体的に記入し、記入した

事項を証明する書類を添付すること。ただ

し、個人番号を届け出たときは、一部の書類

を添付しないことができる場合がある。 

２・３ 略 

 

第１９号様式（第１３条、第２６条関係） 

（略） 

注１ 次の書類を添付すること。ただし、個人番

号を届け出たときは、⑴の書類及び⑶の書類

のうち一部の書類を添付しないことができる

場合がある。 

（１） 新たに同居させようとする者の住民票

の写し 

 （２） 入居者、同居者及び新たに同居させよ

うとする者が県税を滞納していないこと

を証明する書類 

 （３） 入居者、同居者又は新たに同居させよ

うとする者が所得金額を有する者である

場合にあつては、１月から６月までの申

請の場合は前前年の所得証明書（税務署

長又は市町村長の発行のもの）及び前年

の所得金額を明らかにする書類（例：源

泉徴収票の写し）、７月から１２月までの

申請の場合は前年の所得証明書とこれら

の書類に基づき収入（所得）を算定する

ための同一生計配偶者等に関する事項を

明らかにする書類（例：源泉徴収票の写

し） 



 

第２０号様式（第１４条、第２６条関係） 

（略） 

注１ 次の書類を添付すること。 

 

 

 

（１） 申請者及び同居者の住民票の写し 

 （２） 申請者及び同居者が県税を滞納してい

ないことを証明する書類 

 （３） 申請者又は同居者が所得金額を有する

者である場合にあつては、１月から６月

までの申請の場合は前前年の所得証明書

（税務署長又は市町村長の発行のもの）

及び前年の所得金額を明らかにする書類

（例：源泉徴収票の写し）、７月から１２

月までの申請の場合は前年の所得証明書

とこれらの書類に基づき収入（所得）を

算定するための同一生計配偶者等に関す

る事項を明らかにする書類（例：源泉徴

収票の写し） 

 （４） 入居者の死亡に係る申請の場合にあつ

ては、入居者の死亡を証明する書類 

 ２ 略 

 

 

 

 

 

２ 略 

 

第２０号様式（第１４条、第２６条関係） 

（略） 

注１ 次の書類を添付すること。ただし、個人番

号を届け出たときは、⑴の書類及び⑶の書類

のうち一部の書類を添付しないことができる

場合がある。 

（１） 申請者及び同居者の住民票の写し 

 （２） 申請者及び同居者が県税を滞納してい

ないことを証明する書類 

 （３） 申請者又は同居者が所得金額を有する

者である場合にあつては、１月から６月

までの申請の場合は前前年の所得証明書

（税務署長又は市町村長の発行のもの）

及び前年の所得金額を明らかにする書類

（例：源泉徴収票の写し）、７月から１２

月までの申請の場合は前年の所得証明書

とこれらの書類に基づき収入（所得）を

算定するための同一生計配偶者等に関す

る事項を明らかにする書類（例：源泉徴

収票の写し） 

 （４） 入居者の死亡に係る申請の場合にあつ

ては、入居者の死亡を証明する書類 

 ２ 略 

 

 


