
Si入磨申込の注意

(1)1回の募集につき,1世帯で 1戸の申込みに[艮 ります。また,申込期 F日目後に申込

ぬ容の変更はできません。

(2)入居申込書は,申込者本人 (申込世帯主)又は申込者と圃居する浮定の殉 (申込世

帯員)が,所定の場所に提出してください。

(3)申込書類に不捕がある場合にlま,受付できません。また,一旦提出された申込書

類等 |よっ理由を間わず返却いたしません。

(4)入居申込内容について,不実認朝などの不正が判明した場合,入居決定を冒又り消

します。

(5)入居可能圏以降,速やかに入居 しない府は,入居決定を取り消します。

6.入居申込に必要な書類

(1)市鐵住宅入居申込書 (様式 1)

・入居申込世帯の構成 (それぞれの世帯員の氏名・生年周囲・勤務先または通学先),入

冦を申込む王望由 (住宅に困窮している理由),入居を申込む住宅・タイプを明記し

てください。

・申込書雷頭にある甕約事項の内容をご理解のうえ,申 し込んでください。

(2)入居しようとするすべてのアjの住民票 (※本籍・続柄の記載された住民票)

。取得の際tよ,必び「本籍」「続柄どの記載されたものと請求してください。

・婚約者の海やタト国籍の方等も,同様の内容の住異票が必要です。

(3)入居 しようとするすべてのアjの所得を証明する書類

・「所得を証日月する書類Jとは,所得金額・ 所得の種類・ 扶養親族の数・各不重控

除額が明示された証明書です。勤務先の事業所から交付される「総与B月細書」

|よ,証 B月書として用いることができませんので,十分にご注意ください。

・ 16歳未満または就学者のフj,生涵保護を受総している世帯は,跡要ありませ

ん。

・ 申込8き期による提出書類は,次のとおりです。また,証 8月書を発行する市翻村

により名称が異なる場合がありますので,ご注意ください。
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食種至拝喋の甲脊警騨響―す守響鶏::

申込受付時期

・ 令和4年

4月～ 6月

・令和3(2021)年度の課税 (所得)証明書など

(注意1)令不□3年 1月 1日現在住所ノθ`あった帝g)」 村で発行されます。

(注意2)入居ラ定家族で 16続以上 (就学者は除く)のんは全員必要です。

・令不B3(2021)年分の源泉徴収票または令和 3(2021)年 分

の確定申告書の写 し (総与所得者または′ム白`旬年金受総者など)

・令不B4年 7月～

令和5年 1月

・令和4(2022)年度の課税 (所得)証B月善など

(注意1)令和4年 二月 1日現在住所があつた市町村で発行されます。

(注意2)入居影定家族で 16歳以上 (就学者は除く)の乃
~は

全員跡要です。

・ 令和 5年

2月～ 3月

・令不B4(2022)年度の課税 (所得)証8月書など

(注意1)令和4年 1月 18践在住所があつたr静聴本ごで発行されます。

(注意2)入居澤定家族で 16歳以上 (就学者は除く)の力は全員跡要です。

・令不□4(2022)年分の源象徴蜂叉票または令不日4(2022)年 分

の確定申告書の写し (給与所得者または′△`白9年金受給者など)

(注意1)給与所得の源泉徴収票が出ない場合l廷表,1年 F日]の給与証8月書を提出してください。

(注意2)公的年金などの源泉徴1叉果が出なしヽ場合には,直近の年金振り込み通矢8書を提出

してください。

・次のいずれかに該当する海は,それぞれの提出書類が必要です。

内容

提出する書類

結与所得者 (会社等にお攀力めの庖) 事業所得者 (自営業の方)

令不B3年 1月 1日 以降に

転職 (自歯業の場合は新た

にFォ尋業)された方

様式 2 給与証日月書

(重職先の雇主が証B月 します)

様 式 6 収支 8月 細 書

(その他の所得者用)

(事業主が記入します)

令禾B3年 1月 1日以I等に

退職し,現在無職の方

退職日が判る次のいずれかの書類

④ 離職票

② 雇用保険受給費格者証

③ 様式3 勤続退職証B月書

(退職元の雇主が証明します)

廃業届

(税務署に提出する際に,

写しを取得しておしヽてくだ

さい)

令和 3年 1月 1日 以降に

年金受給を開始されたアj

年金の源泉徴収票 (ハガキ形式 )

※紛失された方は,所轄の年金事務所 (1日・社会保険事務所)に再発行

を依頼してください。

宇都富市夕ヽア〕`ら市内の勤務

先に通勤しているカ

様式3 動続退職証日月書

(蜆在の雇主が証明します)

事業所の所在と也が確認

できる書類

総与所得者だが,雇主から

源泉徴収票が出なしヽ場合

様式2 給与証明書

(¶ 年 P働司の給与を雇主が証日月します)
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(4)入居 しようとするすべての方の納不党の完納を証明する書類 (16歳未満または就学

者の方を除く)

・住民税等,国民健康保[寅税に滞納が無いことの証B月です。(納期限が来ていないもの

は除きます。)

・ 完納証明は,次の場合は発行されません。

ア 申込槻在におしヽて,住民税等,園震健康保l父税に滞納がある場合

イ 住民不党等,国民l建康l果と寅税の滞納分を分割納付している場合

・生活保護を受給している世帯は,跡嬰ありません。

(5)入居しようとするすべてのプこの健康保険証

・ 健康保険証 lま,隊ず原本をご持参ください。

・転職,退職など健康保険を切替中で健康保険証がない場合は,申込時にお申出く

ださい。

・ 生活保護を受給している世帯は,隊褻ありません。

(6)その他の書類

次に該当する海は,それぞれの提出書類が懲要です。

内容

・様式4 婚約証明書

:入居移定圏までに入籍ができる海に限り談す。

に,戸籍I警本等を提出してください。入籍後

結婚する形定がある

・ 戸籍の全著8事 1買証明 (謄本)

・ 受理証 8月書

:離婚による理由で,かつ″由出から期 F日目が無いために

戸籍謄本に記載されていない場合に限ります。

母子・ 父子世帯である

・戸籍の全きB事項証明 (謄本)

:君」居の親族との関係が半」る内容であること。

甥在別居の親族がいて,入居

にあわせて呼び寄せるラ定

がある

・ 戸籍の全部事項証明 (謄本)

:その事実が判る内容であること。

・ 別紙書式 単鶏入居の費オ各認定のための申立書

:申立内容により,福祉関係機 F美尋への意見聴取 。
1青報

提供により
~番

査する場合があります。

単身で申込む

・該当するアjにかかる.及のいずれか

:場体障がい者手帳

:米膏中学I華がい者保l建福祉手申長

:療奮手帳

の障がい者手中長

世帯員に陣がい者がいる

・難病憲者として市長の認定を受けたことがわん`るもの

をご持参ください。
世帯員に市長の認定を受け

た難病悪者がいる
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DV(配 l島 者暴力)被害者等

で,婦人相談所または裁判所

の保護を受けたことがある

・ 次のいすれかの書類

:婦人相談所の一時保護証明書 (※婦人本国談所に来所本目

談したことを証明する「相談証8月 書」とは異なります。)

:裁判所の保護命令決定書の
~与

し

世静員にハンセン病療養所

入所者等がいる

・ 国立ハンセン病療養所等の長の証日月書

(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた者|こあ

っては,厚生労働省健康局疾病対策課長)

生活保護を受総中である ・ 生活保護受給証明書

7:抽選・ 優先措置

入居申込者が募集戸数を上国つた場合,入居申込者に抽選番号を付し,′ム`関抽選に

より入居者を決定します。!曲選結果は,全員に通矢[lします。

募集戸数の 3害どで端数を四捨五入した数の戸数を,下記の優先措置対象世帯で先に

事由選します。その後に,残りの戸数を,優先措置対象世帯の当選者以タトです白選します。

なゐ,圃 じ住宅で圃じF爾ヨ取り (タ イプ)のきB屋が複数戸募集されている場合の入居

きI屋・ 階層は,後圏P弄∃催される「入居者説 B月会」において,当選者圃士の与白選により

決定 します。

優先嬉置対象世帯 内 容

母子・ 父子 世 帯 配憫者の無い方で滝 20歳未満の子どもを扶養している世帯

高 齢 者 世 帯

(1)満 60歳以上の高齢者の学身世帯

(2)満 60歳以上の高齢者とその酉己偶者のみからなる世帯

(3)満 60歳以上の高齢者と滴 18歳未満の者のみからなる世帯

(4)'譴60歳以上の高齢者と滴59歳以上の者のみズ)｀ らなる世帯

心鶏障がい者世帯

次のいすれア〕`に該当する殉がいる世帯

(1)身体障がい 1～ 4級のアj

(2)精神障がい 1～ 2級のアj

(3)知的1尊がいAl～ Blの方

難病憲者が固居す

る世帯

長の認定を受けた笑笠宇都自市美雄病悪者福祉手当支給条例により市

病憲者が同居している世帯

DV(配 偶者暴力)

被害者等

次のいずれかに該当する南がいる世帯

(1)閣E憫者暴力防止等法第 3条第3項第 3号の規定による-8き保

護叉は配偶者暴力 [夕
j止等法第5条の規定による保護が終了し

た日から起算 して 5年を経過していない海

(2)配偶者暴力防止等法第 10条第 1項の規定により裁判所がし

た命令の申立てを行つた方で当該命令がその効力を生じた日

ズ〕`ら起算して 5年を経遇していない方  など
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