大空町移住促 進民間賃 貸住宅家賃助 成金交付 要綱
（目的）
第１条

この 告示は、 大空町外から 大空町内 の民間賃貸住 宅に 入居 する 転入世

帯に対して、 予算の範 囲内において 大空町移 住促進 民間賃 貸住宅家 賃助成金
（以下「助成 金」とい う。）を交付 すること により 、移住 の促進と 地域の活
性化を図るこ とを目的 とする。
（定義）
第２条

この 告示にお いて、次の各 号に掲げ る用語の意義 は、当該 各号に定め

るところによ る。
(１) 民間賃貸住 宅

町営住宅等 の 公的賃 貸 住宅、社宅 、官舎 、 寮 及び間借り

による賃貸借 を除 く、 居住用の一戸 建て 住宅 又は共同住宅 をいう。
(２) 月額家賃

賃貸 借契約書に 規定され て いる月額 賃 借料で、 共 益費 、管理

費及び駐車場 使用料 等 を除いたもの をいう。
(３) 転入世帯

世帯 全員が、 転 入の日か ら 民間賃貸住 宅に入居 し た日までの

期間が１年 未満、 か つ 、転入の日 前１年間 町 内に住所を 有してい な かった
世帯をいう。
(４) 住宅手当

事業 主が従業員 に対して 支 給又は負担 する住宅 に 関する手当

等の月額をい う。
（助成の対象 者）
第３条

助成 金の交付 対象となる者 は、 次の 各号のいずれ にも該当 する 者とす

る。
(１) 世帯全員が平成 ２８年３月１ 日以降に 町内の 民間賃 貸住宅に 入居 し、当
該民間賃貸住 宅に住所 を有する 転入 世帯であ ること。
（２） 当該 民間賃貸住 宅に入居した 日から１ 年以内に この 告示 に基 づく助成金
の交付を申請 した者
(３) 当該民間賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、若しくは転貸し、
又は使用権を 譲渡して いない者
(４) 世帯全員が 町税 等を滞納して いないこ と 。
(５) 世帯全員が 暴力 団員による不 当な行為 の防止等に関 する法律 （平成３年
法律第７７号 ）第２条 第６号に該当 しないこ と 。
(６) 世帯全員が大空町住み替え促進助成金交付要綱（平成２０年 大空町告示
第２５号）第 ４条第１ 項の規定によ る助成金 を受けていな いこと 。
（助成金の額 及び 交付 期間等）
第４条

この 告示によ る 助成金の額 は、月額 家賃から住宅 手当の額 を減じた額

の２分の１以 内とし 、 １万円を限度 とする。
２

前項の規 定により 算出して得た 額に１ ，０００円未満 の端数が あるときは 、
これを切り捨 てる。

３

助成の対 象となる 期間は、当該 助成金の 交付 の対象に なった 月 から３６月
を限度とする 。

４

助成金の 交付は、 ４月１日から ９月３０ 日までを第１ 期、１０ 月１日から
翌年３月３１ 日 までを 第２期として 、 それぞ れの期の助成 対象月分 （６月以
内）を交付す るものと する。

５

助成金の 交付は、 交付を受けよ うとする 者が属する世 帯につい て１回限り
とする。
（助成金の 交付申請 ）

第５条

この 告示によ る助成金の交 付を受け ようとする者 （以下「 申請者」と

いう。）は、 大空町 移 住促進 民間賃 貸住宅家 賃助成金 交付 申請書（ 様式第１
号）に、次に 掲げる書 類を添えて 年 度毎に 町 長に提出しな ければな らない。
ただし、次 年度以降 も継続して申 請する場 合は、 書類の 添付を一 部省略する
ことができる 。
(１) 賃貸借契約 書 の 写し
(２) 世帯全員が 記載 されている 住 民票謄本
(３) 住宅手当を 証明 する書類
(４) 世帯全員の 納税 証明書等又は 滞納がな いことを証明 する書類
(５) その他町長 が必 要と認める書 類
（助成金額の 交付 決定 ）
第６条

町長 は、前条 の申請を受理 したとき は、その内容を 審査し 、助成金の

交付の可否を 決定し、 大空町 定住促 進 民間賃 貸住宅家賃助 成金交付 決定（却
下）通知書（ 様式第２ 号）により申 請者に通 知するものと する。
（助成金の 交付 請求 ）
第７条

前条 の規定に よ り助成金の 交付決定 を受けた者 は 、交付 決 定を 受けた

年度の第４条 第４項に 規定する各期 の最終月 末日 までに 、大空町 移 住促進 民
間賃貸住宅家 賃助成金 請求書（様式第 ３号） に 家賃の支払 いを証明 する書類
を添付して、 町長に助 成金 を請求す るものと する。
（助成の取消 し等）
第８条

町長 は、申請 者が次の各号 のいずれ かに該当する と認めた ときは、助

成金の交付決 定を取り 消し、若しくは変 更し 、又は既に交付し た助 成金の全
部若しくは一 部の返還 を命ずること ができる 。
(１) 虚偽の申請 、そ の他不正行為 によって この告示によ る助成金 の交付決定

及び助成金の 交付を受 けたとき。
(２) この告示に 違反 したとき。
(３) 賃貸借契約 を解 除したとき。
（その他）
第９条

この 告示に定 めるもののほ か、必要 な事項は、町 長が定め る。
附

則

（施行期日 ）
１

この告示 は、平成 ２８年３月１ 日から施 行する。 ただ し、第４ 条の助成金
の交付対象は 、 平成２ ８年４月１日 から適用 する。
（この告示の 失効）

２

この告示 は、平成 ３２年３月３ １日限り 、その効力を 失う。た だし、同日
までに行われ た第５条 の交付申請及 び第６条 の交付決定に 係る事案 について
は、同日後も なおその 効力を有する 。

３

この告示 の失効前 に 助成の交付 を受けた 事案について 、第 ８条 の規定に基
づく助成返還 の適用に ついては、前 項の規定 にかかわらず 、同項の 規定する
日後も、なお その効力 を有する。

