
○和歌山市改良住宅条例施行規則 

平成９年１０月８日 

規則第１０９号 

改正 平成１７年７月１５日規則第１１９号 

平成１８年７月１８日規則第７６号 

平成２０年３月２５日規則第１７号 

平成２１年３月３１日規則第３９号 

平成２４年３月２３日規則第５号 

平成２４年７月６日規則第７９号 

平成２５年３月２９日規則第３５号 

平成２６年１月２３日規則第５号 

平成２７年１２月２５日規則第１１１号 

平成２８年４月７日規則第６３号 

平成２９年３月３０日規則第２９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、和歌山市改良住宅条例（平成９年条例第７０号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（入居者資格の申請） 

第２条 条例第５条第１項に規定する申請をしようとする者は、改良住宅入居者資格承認申請書

（別記様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 条例第５条第３項に規定する通知は、改良住宅入居者資格承認、不承認決定書（別記様式第

２号）によるものとする。 

（入居の申込み） 

第３条 条例第６条の規定により入居の申込みをしようとする者は、改良住宅、店舗入居申込書

（別記様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する改良住宅、店舗入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 入居しようとする者が属する世帯全員の住民票の写し（住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号）第７条第４号及び第５号（外国人にあっては、第４号）に掲げる事項を記載

したものに限る。） 

（２） 入居しようとする者の収入を証明する書類 

（３） 入居しようとする者に婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又

は婚姻の予約者（条例第１７条第５項に規定する入居可能日から３月以内に同居することが

できる者に限る。）があるときは、その事実を証明する書類 

（４） その他市長が必要と認める書類 
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３ 前項の規定にかかわらず、同居しようとする者がある場合にあっては、第１項の改良住宅、

店舗入居申込書には、前項各号に掲げる書類のほか、全ての当該同居しようとする者に係る同

項第１号及び第２号に掲げる書類を添えなければならない。 

（入居決定の通知） 

第４条 条例第７条に規定する通知は、改良住宅、店舗入居決定書（別記様式第４号）により行

うものとする。 

（請書） 

第５条 条例第８条第１項及び第１７条第１項第１号に規定する請書は、別記様式第５号による

ものとする。 

２ 入居決定者及び連帯保証人（条例第８条第２項（条例第１７条第３項において準用する場合

を含む。）の規定により連帯保証人の連署を必要としないこととされた請書にあっては、入居

決定者。次項において「入居決定者等」という。）は、前項に規定する請書に自署の上、印鑑

登録を受けている印鑑により押印しなければならない。 

３ 第１項に規定する請書には、入居決定者等に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 印鑑登録証明書 

（２） 固定資産税及び市町村民税の納税証明書 

（連帯保証人の資格） 

第６条 条例第８条第１項及び第１７条第１項第１号に規定する規則で定める資格は、次に掲げ

るものとする。 

（１） 原則として市内に住所を有する者であること。 

（２） 原則として入居者又は入居決定者の親族であること。 

（３） 確実な保証能力を有する者であること。 

（４） 独立の生計を営む者であること。 

（連帯保証人の変更等） 

第７条 改良住宅の入居者（条例第８条第２項（条例第１７条第３項において準用する場合を含

む。）の規定により連帯保証人の連署を必要としないこととされた者を除く。次項において同

じ。）は、連帯保証人が前条各号に掲げる資格を備えなくなったとき若しくは死亡したとき又

は連帯保証人を変更しようとするときは、直ちに、同条各号に掲げる資格を有する連帯保証人

を新たに定めて、改良住宅連帯保証人変更届出書（別記様式第６号）にその者に係る第５条第

３項各号に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。 

２ 改良住宅の入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、直ちに、改良住宅

連帯保証人住所、氏名変更届出書（別記様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

第８条 削除 

（公募による入居の申込み） 
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第９条 条例第１４条の規定により入居の申込みをしようとする者は、改良住宅入居申込書（別

記様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する改良住宅入居申込書には、第３条第２項各号に掲げる書類を添付しなければ

ならない。ただし、入居者の募集を行う場合において、市長が改良住宅入居申込書への当該書

類の添付を求めないことと決定したときは、入居予定者と決定された後に当該書類を提出する

ものとする。 

（入居決定の通知） 

第１０条 条例第１５条の２第２項に規定する通知は、改良住宅入居決定書（別記様式第９号）

により行うものとする。 

（変更入居及び交換入居の手続等） 

第１１条 条例第１１条第７号又は第８号に該当する改良住宅の入居者で、他の改良住宅に入居

し、又は他の改良住宅の入居者と入居している住宅の交換をしようとする者は、改良住宅変更、

交換入居申請書（別記様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する改良住宅変更、交換入居申請書の提出があった場合は、当該申請の

内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請をした入居者に対して、改良住宅変更、交換入

居承認書（別記様式第１１号）によりその旨を通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた入居者は、市長が指定する期日までに条例第１７条第１項各

号及び条例第２７条において準用する和歌山市営住宅条例（平成９年条例第６８号）第３９条

に規定する手続をしなければならない。 

（入居決定取消しの通知） 

第１２条 市長は、条例第１７条第４項の規定により入居の決定を取り消したときは、当該入居

の決定を取り消した者に対して、改良住宅入居決定取消通知書（別記様式第１２号）によりそ

の旨を通知するものとする。 

（入居可能日の通知） 

第１３条 条例第１７条第５項に規定する入居可能日の通知は、改良住宅入居可能日通知書（別

記様式第１３号）により行うものとする。 

（入居の届出） 

第１４条 入居決定者は、改良住宅に入居したときは、当該入居した日から１４日以内に、改良

住宅入居届出書（別記様式第１４号）に入居者（同居者があるときは、入居者及び全ての同居

者）が属する世帯全員の住民票の写し（住民基本台帳法第７条第４号及び第５号（外国人にあ

っては、第４号）に掲げる事項を記載したものに限る。）を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

（収入の申告） 

第１５条 条例第２０条第１項に規定する前年の収入に関する申告は、７月末日までに、収入申
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告書（別記様式第１５号）により行わなければならない。 

２ 前項に規定する収入申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 入居者（同居者があるときは、入居者及び全ての同居者）の市町村民税課税証明書そ

の他の収入を証明する書類 

（２） 住宅地区改良法施行令（昭和３５年政令第１２８号）第１２条において準用する公営

住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）第１条第３号イからホまでに規定する額を控除

するときは、当該控除の対象者に該当する旨を証明する書類 

（３） その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項の規定にかかわらず、新たに改良住宅に入居する者については、第３条第１項に規定

する改良住宅、店舗入居申込書又は第９条第１項に規定する改良住宅入居申込書の提出を第１

項に規定する収入申告書の提出とみなすものとする。 

（収入の認定） 

第１６条 条例第２０条第２項の規定による収入の認定の通知は、収入認定書（別記様式第１６

号）により行うものとする。 

（収入の認定に対する異議の申出等） 

第１７条 条例第２０条第３項前段の規定により異議を申し出ようとする入居者は、前条に規定

する収入認定書を受け取った日から起算して３０日以内に、収入認定に対する異議申出書（別

記様式第１７号）に当該異議に係る事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

２ 条例第２０条第４項前段の規定により収入の認定の更正を請求しようとする入居者は、収入

認定更正請求書（別記様式第１８号）に当該更正に係る事実を証明する書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

３ 市長は、条例第２０条第３項後段又は第４項後段の規定により収入の認定を更正したときは、

当該収入の認定の更正に係る入居者に対して、収入認定更正書（別記様式第１９号）によりそ

の旨を通知するものとする。 

（家賃の通知） 

第１８条 市長は、条例第２０条第２項に規定する収入の認定の通知をするときは、当該認定に

係る入居者に対して、家賃決定書（別記様式第２０号）により、条例第１９条第１項及び第２

項の規定により算出した家賃及び当該家賃の適用期間を併せて通知するものとする。 

２ 市長は、条例第２０条第３項後段又は第４項後段の規定により収入の認定を更正した場合に

おいて、入居者の家賃に変更が生じるときは、当該収入の認定の更正に係る入居者に対して、

前項に規定する家賃決定書により、当該変更後の家賃及び当該家賃の適用期間を前条第３項の

規定による通知に併せて通知するものとする。 

（家賃の減免又は徴収猶予の手続等） 
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第１９条 条例第２１条（条例第１８条第２項又は条例第２４条第２項において準用する場合を

含む。）の規定による家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、改良住宅

家賃、敷金減免、徴収猶予申請書（別記様式第２１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する改良住宅家賃、敷金減免、徴収猶予申請書の提出があった場合にお

いて、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予をすることを決定したときは、当該申請をした入居者

に対して、改良住宅家賃、敷金減免、徴収猶予決定書（別記様式第２２号）によりその旨を通

知するものとする。 

（収入超過者の認定の通知） 

第２０条 条例第２３条第１項に規定する通知は、収入超過者認定書（別記様式第２３号）によ

り行うものとする。 

２ 前項の規定による通知は、条例第２０条第２項に規定する収入の認定の通知に併せて行うも

のとする。 

（収入超過者の認定に対する異議の申出等） 

第２１条 条例第２３条第２項前段の規定により異議を申し出ようとする入居者は、前条第１項

に規定する収入超過者認定書を受け取った日から起算して３０日以内に、収入超過者認定に対

する異議申出書（別記様式第２４号）に当該異議に係る事実を証明する書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

２ 条例第２３条第３項前段の規定により認定の更正を請求する入居者は、収入超過者認定更正

請求書（別記様式第２５号）に当該更正に係る事実を証明する書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 

３ 市長は、条例第２３条第２項後段又は第３項後段の規定により認定を更正したときは、当該

認定の更正に係る入居者に対して、収入超過者認定更正書（別記様式第２６号）によりその旨

を通知するものとする。 

（収入超過者の家賃の通知） 

第２２条 市長は、条例第２３条第１項に規定する通知をするときは、第１８条第１項の規定に

かかわらず、当該通知に係る入居者に対して、同項に規定する家賃決定書により、条例第２４

条第１項の規定により算出した家賃及び当該家賃の適用期間を通知するものとする。 

２ 市長は、条例第２３条第２項又は第３項に規定する収入超過者の認定の更正をした場合にお

いて、当該収入超過者の家賃に変更が生じるときは、当該認定の更正に係る収入超過者に対し

て、第１８条第１項に規定する家賃決定書により当該変更後の家賃及び当該家賃の適用期間を

前条第３項の規定による通知に併せて通知するものとする。 

（収入超過者に対する家賃） 

第２３条 条例第２４条第１項に規定する市長が定める額は、次の表の左欄に掲げる入居者の収

入の区分に応じ、同表の中欄に掲げる算定方法の例により算出した額（当該額が条例第１９条
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第１項に規定する法定限度額に同表右欄に掲げる数値を乗じて得た額（１０円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てた額）を超える場合にあっては、当該乗じて得た額）とす

る。 

入居者の収入 算定方法 乗じる数値 

１５８，０００円を超え１９１，０

００円以下の場合 

公営住宅法施行令第８条第２項に定める

方法 

１００分の１５０ 

１９１，０００円を超える場合 １００分の１８０ 

（和歌山市営住宅条例施行規則の準用） 

第２４条 条例第２７条の規定により和歌山市営住宅条例の規定を準用する場合においては、そ

れらの規定に基づく和歌山市営住宅条例施行規則（平成９年規則第１０６号）の規定を準用す

るものとする。ただし、同規則第１８条第２項第１号及び第２２条第２項第２号の規定は、条

例第４条の規定により入居した者については、適用しない。 

（雑則） 

第２５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（和歌山市改良住宅条例施行規則の廃止） 

２ 和歌山市改良住宅条例施行規則（昭和４５年規則第１８号。次項及び第４項において「旧規

則」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 公営住宅法の一部を改正する法律（平成８年法律第５５号）による改正前の公営住宅法の規

定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成１０年３月３１日までの間は、

この規則（次項において「新規則」という。）第９条から第２３条までの規定は適用せず、旧

規則第３条から第５条までの規定は、なお、その効力を有する。 

４ 平成１０年４月１日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相

当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１７年７月１５日） 

この規則は、平成１７年８月１日から施行する。 

附 則（平成１８年７月１８日） 

この規則は、平成１８年８月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２５日） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 
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ただし、第１５条第２項第２号の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改良住宅に入居している者に係る家賃については、この規則による

改正前の和歌山市改良住宅条例施行規則第２３条の表の規定は、この規則の施行後も、平成２

６年３月３１日までの間、なおその効力を有する。 

附 則（平成２４年３月２３日） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年７月６日） 

この規則は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１月２３日） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２５日） 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の和歌山市改良住宅条例施行規則別記

様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成２８年４月７日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の和歌山市改良住宅条例施行規則の様

式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成２９年３月３０日） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別記様式第１号（第２条関係） 

別記様式第２号（第２条関係） 

別記様式第３号（第３条関係） 

別記様式第４号（第４条関係） 

別記様式第５号（第５条関係） 

別記様式第６号（第７条関係） 

別記様式第７号（第７条関係） 

別記様式第８号（第９条関係） 

別記様式第９号（第１０条関係） 

別記様式第１０号（第１１条関係） 

別記様式第１１号（第１１条関係） 

別記様式第１２号（第１２条関係） 

別記様式第１３号（第１３条関係） 

別記様式第１４号（第１４条関係） 

別記様式第１５号（第１５条関係） 

別記様式第１６号（第１６条関係） 

別記様式第１７号（第１７条関係） 

別記様式第１８号（第１７条関係） 

別記様式第１９号（第１７条関係） 

別記様式第２０号（第１８条関係） 

別記様式第２１号（第１９条関係） 

別記様式第２２号（第１９条関係） 

別記様式第２３号（第２０条関係） 

別記様式第２４号（第２１条関係） 

別記様式第２５号（第２１条関係） 

別記様式第２６号（第２１条関係） 
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