
別表 様式一覧 

再入居者家賃補助登録申請書 様式１ 

※

１ 

誓約書 別記様式１ 

確認書（当事者間解決） 別記様式２ 

入居者一覧表 別記様式４ 

住民票（入居者全員のもの）   

直近の賃貸借契約書の写し（建替前の賃貸住宅）   

直近の家賃受領証明 別記様式６ 

大阪市民間老朽住宅建替支援事業 建替事業計画承認通知書の写し  

委任状（代理人） 
＊代理人を定める場合 

申請者自ら申請する場合は不要 

その他申請に必要と認める書類  

転出入居者家賃補助登録申請書 様式２ 

※

１ 

誓約書 別記様式１ 

入居者一覧表 別記様式４ 

住民票（入居者全員のもの）   

直近の賃貸借契約書の写し（建替前の賃貸住宅）   

直近の家賃受領証明 別記様式６ 

大阪市民間老朽住宅建替支援事業 建替・除却事業計画承認通知書の写し   

その他申請に必要と認める書類  

再入居者家賃補助登録通知書 様式３ 

転出入居者家賃補助登録通知書 様式４ 

再入居者家賃補助金交付申請書 様式５ 

※

１ 

交付申請額内訳書 様式５－３ 

誓約書 別記様式３ 

印鑑登録証明書（連帯保証人のもの）   

入居者一覧表 別記様式５ 

再入居後の住民票（入居者全員のもの）   

直近の収入証明書 

（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 
 

再入居後の賃貸借契約書の写し  

制度利用状況報告及び確認同意書 別記様式１０ 

大阪市民間老朽住宅建替支援事業 建替事業計画認定通知書の写し   

再入居者家賃補助登録通知書（様式３）の写し  

その他申請に必要と認める書類  

再入居者家賃補助金交付（更新）申請書 様式５－２ 

※

１ 

交付申請額内訳書 様式５－３ 

入居者一覧表 別記様式５ 

再入居後の住民票（入居者全員のもの） 
左記の書類に代えて別記様式７を提出

することができる 

前年の収入証明書 

（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 

左記の書類に代えて別記様式８又９を

提出することができる 

制度利用状況報告及び確認同意書 別記様式１０ 



その他申請に必要と認める書類  

仮移転入居者家賃補助金交付申請書 様式６ 

※

１ 

交付申請額内訳書 様式５－３ 

誓約書 別記様式３ 

印鑑登録証明書（連帯保証人のもの）   

入居者一覧表 別記様式５ 

仮移転入居後の住民票（入居者全員のもの）   

直近の収入証明書 

（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 
 

仮移転入居後の賃貸借契約書の写し  

制度利用状況報告及び確認同意書 別記様式１０ 

大阪市民間老朽住宅建替支援事業 建替事業計画認定通知書の写し  

再入居者家賃補助登録通知書（様式３）の写し  

その他申請に必要と認める書類  

仮移転入居者家賃補助金交付（更新）申請書 様式６－２ 

※

１ 

交付申請額内訳書 様式５－３ 

入居者一覧表 別記様式５ 

仮移転入居後の住民票（入居者全員のもの） 
左記の書類に代えて別記様式７を提出

することができる 

前年の収入証明書 

（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 

左記の書類に代えて別記様式８又９を

提出することができる 

制度利用状況報告及び確認同意書 別記様式１０ 

その他申請に必要と認める書類  

転出入居者家賃補助金交付申請書 様式７ 

※

１ 

交付申請額内訳書 様式５－３ 

誓約書 別記様式３ 

印鑑登録証明書（連帯保証人のもの）   

入居者一覧表 別記様式５ 

転出入居後の住民票（入居者全員のもの）   

直近の収入証明書 

（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 
 

転出入居後の賃貸借契約書の写し  

制度利用状況報告及び確認同意書 別記様式１０ 

大阪市民間老朽住宅建替支援事業 建替事業計画認定通知書 又は 

狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 補助金交付決定通知書の写し 
 

転出入居者家賃補助登録通知書（様式４）の写し  

その他申請に必要と認める書類  

転出入居者家賃補助金交付（更新）申請書 様式７－２ 

※

１ 

交付申請額内訳書 様式５－３ 

入居者一覧表 別記様式５ 

転出入居後の住民票（入居者全員のもの） 
左記の書類に代えて別記様式７を提出

することができる 

前年の収入証明書 

（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 

左記の書類に代えて別記様式８又９を

提出することができる 



制度利用状況報告及び確認同意書 別記様式１０ 

その他申請に必要と認める書類  

再入居者家賃補助金交付決定通知書 様式８ 

再入居者家賃補助金交付（更新）決定通知書 様式８－２ 

仮移転入居者家賃補助金交付決定通知書 様式９ 

仮移転入居者家賃補助金交付（更新）決定通知書 様式９－２ 

転出入居者家賃補助金交付決定通知書 様式１０ 

転出入居者家賃補助金交付（更新）決定通知書 様式１０－２ 

再入居者から転出入居者への登録変更申請書 様式１１ 

※

１ 

入居者一覧表 別記様式４ 

住民票（入居者全員のもの）  

その他申請に必要と認める書類  

再入居者から転出入居者への登録変更通知書 様式１２ 

再入居者家賃補助金交付変更申請書 様式１３ 

※

１ 

誓約書（補助決定対象者を変更する場合） 別記様式３ 

印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合、連帯保証人のもの）  

入居者一覧表 別記様式５ 

住民票（入居者全員のもの）  

変更後の賃貸借契約書の写し  

その他申請に必要と認める書類  

仮移転入居者家賃補助金交付変更申請書 様式１４ 

※

１ 

誓約書（補助決定対象者を変更する場合） 別記様式３ 

印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合、連帯保証人のもの）  

入居者一覧表 別記様式５ 

住民票（入居者全員のもの）  

変更後の賃貸借契約書の写し  

その他申請に必要と認める書類  

転出入居者家賃補助金交付変更申請書 様式１５ 

※

１ 

誓約書（補助決定対象者を変更する場合） 別記様式３ 

印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合、連帯保証人のもの）  

入居者一覧表 別記様式５ 

住民票（入居者全員のもの）  

変更後の賃貸借契約書の写し  

その他申請に必要と認める書類  

再入居者家賃補助金交付決定変更通知書 様式１６ 

仮移転入居者家賃補助金交付決定変更通知書 様式１７ 

転出入居者家賃補助金交付決定変更通知書 様式１８ 

再入居者家賃補助金受給資格喪失届出書 様式１９ 

仮移転入居者家賃補助金受給資格喪失届出書 様式２０ 

転出入居者家賃補助金受給資格喪失届出書 様式２１ 

再入居者家賃補助金交付決定取消通知書 様式２２ 

仮移転入居者家賃補助金交付決定取消通知書 様式２３ 



転出入居者家賃補助金交付決定取消通知書 様式２４ 

再入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書 様式２５ 

仮移転入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書 様式２６ 

転出入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書 様式２７ 

再入居者家賃補助金不交付決定通知書 様式２８ 

仮移転入居者家賃補助金不交付決定通知書 様式２９ 

転出入居者家賃補助金不交付決定通知書 様式３０ 

再入居者家賃補助金交付申請取下書 様式３１ 

仮移転入居者家賃補助金交付申請取下書 様式３２ 

転出入居者家賃補助金交付申請取下書 様式３３ 

再入居者家賃補助金実績報告書 様式３４ 

※

１ 入居者一覧表 

別記様式５ 

交付申請時・更新申請時から内容に変

更が無い場合は省略可 

家賃受領証明 別記様式６ 

住民票（入居者全員のもの） 
交付申請時・更新申請時に別記様式７

を提出した場合は省略可 

その他申請に必要と認める書類  

仮移転入居者家賃補助金実績報告書 様式３５ 

※

１ 入居者一覧表 

別記様式５ 

交付申請時・更新申請時から内容に変

更が無い場合は省略可 

家賃受領証明 別記様式６ 

住民票（入居者全員のもの） 
交付申請時・更新申請時に別記様式７

を提出した場合は省略可 

その他申請に必要と認める書類  

転出入居者家賃補助金実績報告書 様式３６ 

※

１ 入居者一覧表 

別記様式５ 

交付申請時・更新申請時から内容に変

更が無い場合は省略可 

家賃受領証明 別記様式６ 

住民票（入居者全員のもの） 
交付申請時・更新申請時に別記様式７

を提出した場合は省略可 

その他申請に必要と認める書類  

再入居者家賃補助金確定通知書 様式３７ 

仮移転入居者家賃補助金確定通知書 様式３８ 

転出入居者家賃補助金確定通知書 様式３９ 

再入居者家賃補助登録変更申請書 様式４０ 

※

１ 

誓約書（補助決定対象者を変更する場合） 別記様式３ 

印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合、連帯保証人のもの）  

入居者一覧表 別記様式５ 

住民票（入居者全員のもの）  

変更後の賃貸借契約書の写し  

その他申請に必要と認める書類  



仮移転入居者家賃補助登録変更申請書 様式４１ 

※

１ 

誓約書（補助決定対象者を変更する場合） 別記様式３ 

印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合、連帯保証人のもの）  

入居者一覧表 別記様式５ 

住民票（入居者全員のもの）  

変更後の賃貸借契約書の写し  

その他申請に必要と認める書類  

転出入居者家賃補助登録変更申請書 様式４２ 

※

１ 

誓約書（補助決定対象者を変更する場合） 別記様式３ 

印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合、連帯保証人のもの）  

入居者一覧表 別記様式５ 

住民票（入居者全員のもの）  

変更後の賃貸借契約書の写し  

その他申請に必要と認める書類  

死亡による家賃補助金受給資格喪失届出書 様式４３ 

再入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 様式４４ 

仮移転入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 様式４５ 

転出入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 様式４６ 

再入居者家賃補助登録変更通知書 様式４７ 

仮移転入居者家賃補助登録変更通知書 様式４８ 

転出入居者家賃補助登録変更通知書 様式４９ 

再入居者家賃補助金受給資格喪失通知書 様式５０ 

仮移転入居者家賃補助金受給資格喪失通知書 様式５１ 

転出入居者家賃補助金受給資格喪失通知書 様式５２ 

請求書  

※

１ 

家賃受領証明※２ 別記様式６ 

住民票（入居者全員のもの）※２ 
交付申請時・更新申請時に別記様式７

を提出した場合は省略可 

家賃補助金確定通知書の写し 
１２月～３月分の請求時又は補助事業

が完了したときのみ添付 

（注）大阪市からの通知書を除き、『写し』とあるものについては全て原本照合を行います。 

（注）公的な証明書については、原本照合を行った上で、写しを添付することを認めます。 

（注）添付書類については、同等の内容が証明されると認められるものに限り、指定する書類に代えること

ができます。 

（注）※１については、様式１、様式２、様式５、様式５－２、様式６、様式６－２、様式７、様式７－２、

様式１１、様式１３、様式１４、様式１５、様式３４、様式３５、様式３６、様式４０、様式４１、様式４

２及び補助金請求の必要添付書類とします。 

（注）※２については、実績報告書提出後に請求する場合は省略できます。 

 

 

 


