
西宮市人生いきいき住宅改造助成事業実施要領 

 
（目 的） 
第 1 条 この要領は、西宮市人生いきいき住宅改造助成事業実施要綱（以下｢要綱｣という。）

第 21 条の規定に基づき、要綱の取扱について必要な事項を定める。 
（対象者） 
第２条 要綱第３条第１項第１号ただし書きに定める｢特に市長が必要と認める場合｣とは、

既に西宮市に居住しているが各般事情により同号の届出をしていない場合であって、今

後とも西宮市に居住し、かつ、今後同号の届出をする意思が明白であると認める場合をい

う。 
（定 義） 
第３条  要綱第３条第 1 項第２号イ及びウに規定する児童については、満３歳以上の者と

する。 
（取扱業務の区分） 
第４条 要綱第４条に規定する対象経費のうち、同条第 1 項第１号、第３号及び第４号に

関する工事に係る業務の取扱は都市局が主として行うものとしものとし、同条第 1 項第

２号に関する工事に係る業務の取扱は健康福祉局が主として取り扱うものとするが、事

務の推進に関しては互いに協議、協力して行うものとする。 
（所有を証する書類） 
第５条 要綱第８条第 1 項第４号に定める｢所有を証する書類｣とは、登記事項証明書又は

固定資産税課税証明書のいずれかの書類をいう。 
（様 式） 
第６条 要綱第 20 条に定める「申請書等の様式」とは、次表にあげる書類をいう。 

（１） 様式第１号[一] （第 8 条関係） 住宅改造等工事助成申請書【一般型】 

（２） 様式第１号[共] （第 8 条関係） 
住宅改造等工事助成申請書【共同住宅（分譲）共用

型】 

（３） 様式第１号[特] （第 8 条関係） 住宅改造等工事助成申請書【特別型】 

（４） 様式第２号[一] （第 8 条関係） 住宅改造等工事費見積書【一般型】 

（５） 様式第２号[共]（第 8 条関係） 
住宅改造等工事費見積書【共同住宅（分譲）共用

型】 

（６） 様式第２号[特] （第 8 条関係） 住宅改造等工事費見積書【特別型】 

（７） 様式第２－１号[特] （第 8 条関係） 住宅改造等工事計画書【特別型】 

（８） 様式第３号[一] （第 8 条関係） 住宅改造等工事承諾書【一般型】 

（９） 様式第３号[特] （第 8 条関係） 住宅改造等工事承諾書【特別型】 

（10） 様式第３－１号[一] （第 8 条関係） 住宅改造等工事念書【一般型】 

（11） 様式第３－１号[共] （第 8 条関係） 住宅改造等工事念書【共同住宅（分譲）共用型】 

（12） 様式第３－１号[特] （第 8 条関係） 住宅改造等工事念書【特別型】 

（13） 様式第３－２号[特] （第 8 条関係） 住宅改造等の事前申請に関する承諾書【特別型】 

（14） 様式第４号[一] （第 9 条関係） 住宅改造等工事助成決定通知書【一般型】 

（15） 様式第４号[共] （第 9 条関係） 
住宅改造等工事助成決定通知書【共同住宅（分譲）

共用型】 

（16） 様式第４号[特] （第 9 条関係） 住宅改造等工事助成決定通知書【特別型】 



（17） 
様式第４－１号[一] （第 10 条関

係） 
住宅改造等工事助成決定通知書（変更）【一般型】 

（18） 
様式第４－１号[共] （第 10 条関

係） 

住宅改造等工事助成決定通知書（変更）【共同住宅

（分譲）共用型】 

（19） 
様式第４－１号[特] （第 10 条関

係） 
住宅改造等工事助成決定通知書（変更）【特別型】 

（20） 様式第５号[一] （第 9 条関係） 住宅改造等工事助成申請却下通知書【一般型】 

（21） 様式第５号[共] （第 9 条関係） 
住宅改造等工事助成申請却下通知書【共同住宅

（分譲）共用型】 

（22） 様式第５号[特] （第 9 条関係） 住宅改造等工事助成申請却下通知書【特別型】 

（23） 
様式第５号－１[一] （第 10 条関

係） 

住宅改造等工事助成申請（変更）却下通知書【一般

型】 

（24） 
様式第５号－１[共] （第 10 条関

係） 

住宅改造等工事助成申請（変更）却下通知書【共同

住宅（分譲）共用型】 

（25） 
様式第５号－１[特] （第 10 条関

係） 

住宅改造等工事助成申請（変更）却下通知書【特別

型】 

（26） 様式第６号[一] （第 13 条関係） 住宅改造等工事完了届【一般型】 

（27） 様式第６号[共] （第 13 条関係） 住宅改造等工事完了届【共同住宅（分譲）共用型】 

（28） 様式第６号[特] （第 13 条関係） 住宅改造等工事完了届【特別型】 

（29） 様式第７号[一] （第 14 条関係） 助成金請求書【一般型】 

（30） 様式第７号[共] （第 14 条関係） 助成金請求書【共同住宅（分譲）共用型】 

（31） 様式第７号[特] （第 14 条関係） 助成金請求書【特別型】 

（32） 様式第７－１号[一]（第 14 条関係） 簡易耐震診断に係る助成金請求書【一般型】 

（33） 様式第７－１号[特]（第 14 条関係） 簡易耐震診断に係る助成金請求書【特別型】 

（34） 様式第８号[一] （第 14 条関係） 助成金受領についての委任状【一般型】 

（35） 様式第８号[共] （第 14 条関係） 
助成金受領についての委任状【共同住宅（分譲）共

用型】 

（36） 様式第８号[特] （第 14 条関係） 助成金受領についての委任状【特別型】 

（37） 様式第９号[特] 身体状況調査票【特別型】 

（38） 様式第 10 号[一] （第 11 条関係） 住宅改造等工事取り下げ取り止め届【一般型】 

（39） 様式第 10 号[共] （第 11 条関係） 
住宅改造等工事取り下げ取り止め届【共同住宅（分

譲）共用型】 

（40） 様式第 10 号[特] （第 11 条関係） 住宅改造等工事取り下げ取り止め届【特別型】 

（41） 様式第 11 号[一] （第 10 条関係） 住宅改造等工事助成申請書（変更）【一般型】 

（42） 様式第 11 号[共] （第 10 条関係） 
住宅改造等工事助成申請書（変更）【共同住宅（分

譲）共用型】 

（43） 様式第 11 号[特] （第 10 条関係） 住宅改造等工事助成申請書（変更）【特別型】 

（44） 様式第 12 号[特] （第 8 条関係） 市県民税明細証明書【特別型】 

（45） 
様式第 12 号－１[特] （第 8 条関

係） 
固定資産税明細証明書【特別型】 

（46） 様式第 13 号[一]（第 8 条関係） 耐震診断報告書提出に関する念書【一般型】 

（47） 様式第 13 号[特]（第 8 条関係） 耐震診断報告書提出に関する念書【特別型】 

   

   



 
 
 
  付 則 
１ この要領は、平成 8 年７月１日から施行する。 
２ 平成 6 年 4 月 1 日施行の西宮市住宅改造費助成事業実施要領は、これを廃止する。 

付 則 
１ この要領は、平成 12 年４月１日から施行する。 

付 則 
１ この要領は、平成 14 年７月 10 日から施行する。 

付 則 
１ この要領は、平成 16 年４月１日から施行する。 

付 則 
１ この要領は、平成 20 年７月１日から施行する。 
    付 則 
１ この要領は、平成 24 年４月１日から施行する。 
    付 則 
１ この要領は、平成 25 年９月１日から施行する。 
  付 則 
１ この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。 

付 則 
１ この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。 

付 則 
１ この要領は、令和 2 年４月１日から施行する。 

付 則 
１ この要領は、令和 2 年４月１5 日から施行する。 

付 則 
１ この要領は、令和 4 年４月１日から施行する。 
 


