（様式２号）

入居予定住宅に関する状況通知書
１．下記の者より、賃貸住宅への入居についての希望がありました。
このことについて、物件等に関する概要等について通知します。
２．暴力団員等と関係を有しないことの確認事項について相違ありません。
また、必要に応じて暴力団員等と関係を有しないことの確認につき、実施主体または社
会福祉協議会(初期費用を社会福祉協議会から借り受ける場合)が官公署から情報を求める
ことを同意します。
３．住宅手当の支給及び総合支援資金の融資を行うために必要となる範囲内で、○○区役所
(本庁)、○○事務所及び○○社会福祉協議会の間で相互利用されることについて同意しま
す。
（実施主体の長）

様
平成
不動産媒介業者等
（商号又は名称）
（代表者名）
（所在地）〒
（免許証番号）
（担当者等） 氏名
電話番号

年

月

日

印

所属

※貸主が記入する場合は、氏名、所在地、電話番号のみを記載してください。
※免許証番号は、宅地建物取引業者のみ記載してください。
（暴力団員等と関係を有しないことの確認事項）
住宅手当緊急特別措置事業実施要領１５（４）①から⑨に該当する「暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から
５年を経過しない者）と関係を有する不動産媒介業者等」でないこと
（参考）住宅手当緊急特別措置事業実施要領（抄）
15(4) 暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）と関係を有する不動産媒介業者等であ
ることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する「入居（予定）住宅に関する状況通知書（様
式２号）、（様式２－２号）」を受理しない旨を書面により通知し、以後、「入居（予定）住宅に関する状況通知書（様式２号）、（様
式２－２号）」を受理しないものとする。
なお、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次のいずれかに該当するものをいう。
① 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者（以下、「役員等」という。）のうちに暴力団員等
に該当する者のいる不動産媒介業者等
② 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
③ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
④ 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
⑤ 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
⑥ 役員等が自己、自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利
用するなどしている不動産媒介業者等
⑦ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは
関与している不動産媒介業者等
⑧ 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
⑨ 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業
者等
〔暴力団とは、「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２号にあるとおり、「その団体
の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団
体」を指します。〕
※総合支援資金運営要領においても同内容の規程があります。

入居予定者
氏名
生年月日
同居状況

昭和・平成
年
月
単 身 ・ 複 数

日

入居予定の賃貸住宅
名称
所在地
家賃
入居予定日

平成

年 月 日（平成 年

※1

円
月 日までの 月 日間）

家賃については、当該実施主体が定める住宅手当基準額以下の住宅であること（限度額：
円）｡
住宅手当支給額は収入に応じた額となります。
※2 共益費･管理費は住宅手当の対象になりませんので、家賃には含めずに記載してください。
※3 定期借家契約(定期賃貸借契約)の場合に限り、入居予定日欄の（ ）内に、入居予定日から契約満了日までの期間を記載してください。

（裏面あり）

（様式 2-2 号）

入居住宅に関する状況通知書
１．下記の者に対し、賃貸している住宅に関する概要等について通知します。
２．暴力団員等と関係を有しないことの確認事項について相違ありません。
また、必要に応じて暴力団員等と関係を有しないことの確認につき、実施主体が官公署
から情報を求めることを同意します。
（実施主体の長）

様
平成
不動産媒介業者等
（商号又は名称）
（代表者名）
（所在地）〒
（担当者等） 氏名
電話番号

年

月

日

印
所属

※貸主が記入する場合は、氏名、所在地、電話番号のみを記載してください。
（暴力団員等と関係を有しないことの確認事項）
住宅手当緊急特別措置事業実施要領１５（４）①から⑨に該当する「暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなく
なった日から５年を経過しない者）と関係を有する不動産媒介業者等」でないこと
（参考）住宅手当緊急特別措置事業実施要領（抄）
15(4) 暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）と関係を有する不動産媒介業
者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する「入居（予定）住宅に関
する状況通知書（様式２号）、（様式２－２号）」を受理しない旨を書面により通知し、以後、「入居（予定）住宅に関する状
況通知書（様式２号）、（様式２－２号）」を受理しないものとする。
なお、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次のいずれかに該当するものをいう。
①

法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者（以下、「役員等」という。）のうちに暴

力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
②

個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒
介業者等

③

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

④

暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

⑤

暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

⑥

役員等が自己、自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団
員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

⑦

役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、
若しくは関与している不動産媒介業者等

⑧

役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒
介業者等

⑨

暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動
産媒介業者等

〔暴力団とは、「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２号にあ
るとおり、「その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行
為等を行うことを助長するおそれがある団体」を指します。〕

入居者
氏名
生年月日
同居状況
入居開始年月日

昭和・平成
年
月
単 身 ・ 複 数
昭和・平成
年
月
（裏面あり）

日
日

住宅手当緊急特別措置事業実施要領

１

目的
本事業は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失してい
る者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅手当を支給することにより、これらの
者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

２ 用語の定義
(1) この要領において「主たる生計維持者」とは、自らの労働により賃金を得て主とし
て世帯の生計を維持する者をいう。
(2) この要領において「常用就職」とは、雇用契約において、期間の定めがない、又は
６箇月以上の雇用期間が定められているものをいう。
(3) この要領において「住宅手当基準額」とは、世帯人員数及び地域に応じて厚生労働
大臣が各自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。
(4) この要領において「家賃額」とは、支給対象者が賃借する住宅の一月当たりの家賃
額をいう。ただし、上記(3)の住宅手当基準額を上限とする。
(5) この要領において「雇用施策による貸付け等」とは、国の住居等困窮離職者に対す
る雇用施策による貸付け又は給付（就職安定資金融資、訓練･生活支援給付、就職活動
困難者支援事業等）をいう。
(6) この要領において「不動産媒介業者等」とは、不動産媒介業者、貸主又は貸主から
委託を受けた事業者をいう。
３

実施主体
都道府県、指定都市、中核市又は市区町村（町村については福祉事務所を設置してい
る町村に限る。）とする。

４

事業内容
本事業の支給対象者の申請に基づき、住宅手当を支給するとともに、原則として、住
宅確保･就労支援員（以下「支援員」という。）を設置し、就労支援等を実施する。

５ 支給対象者
(1) 支給申請時に、次の①～⑧のいずれにも該当する者とする。
要件

①

留意事項
平成１９年１０月１日以降に離職したこと ・離職時の雇用形態、離職理由は問
わない。
・今後離職する場合であっても、⑤
ただし書きにより、「離職」を理
由として対象となった場合は、申
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請があった時点で離職したもの
とみなし、対象とする。
②

離職前に、主たる生計維持者であったこと ・離職前においては主たる生計維持
者ではなかったが、その後離婚等
により申請時においては主たる生
計維持者となっている場合であっ
ても対象とする。

③

就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職
業安定所への求職申込みを行うこと又は現に

行っていること
④ 住宅を喪失していること又は喪失するおそ ・申請者及び申請者と生計を一とす
れがあること
る同居の親族のいずれもが、当該
申請者が居住可能な住宅を所有し
ていないこと｡
⑤

申請日の属する月における申請者及び申請 ・申請日の属する月の収入が確実に
者と生計を一とする同居の親族の収入の合計 推計できるときはその額によるこ
額が次に定める収入基準額であること
ととし、変動があるときは、収入
の確定している直近３箇月間の収
区分

金額(月収入)

単身

入額の平均に基づいて、それぞれ

8.4万円に家賃額を加算した額未満

世帯

適正に算定する。
・失業等給付、児童扶養手当等各種

２人

手当、年金等については収入とし

17.2万円以内

世帯

て算定する。

３人以上 17.2万円に家賃額を加算した額未満
世帯

・借入金については収入として算定
しない。

ただし、申請日の属する月の収入が上記収入
基準額を超えている場合であっても、離職、失
業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策に
よる支援の終了等により申請日の属する月の
翌月から上記の収入基準額に該当することに
ついて、提出資料等により申請者が当該事実を
証明することが可能な場合は、対象とする
⑥

申請者及び申請者と生計を一とする同居の
親族の預貯金の合計が次の金額以下であるこ
と
区

分

金

額

単身世帯

50万円

複数世帯

100万円
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⑦

雇用施策による貸付け等及び地方自治体等 ・本手当は、左記貸付け･給付制度
が実施する住居等困窮離職者に対する類似の 等と同時に利用することができ
貸付け又は給付を、申請者及び申請者と生計を ない。
一とする同居の親族が受けていないこと
・左記貸付け･給付制度等が終了し
た後、なお支援が必要な場合は、
本手当の支給を受けることがで
きる。

⑧

申請者及び申請者と生計を一とする同居の
親族のいずれも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号に規定する暴力団員（以下
「暴力団員」という。）でないこと

(2)

支給対象者は、支給期間中に、常用就職に向けた就職活動を行うこと。
具体的には、次の①から③までの活動を行うこと。
① 毎月１回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けること
② 毎月２回以上、各地方自治体の支援員等による面接等の支援を受けること
③ 原則週１回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること

６ 支給額、支給期間等
(1) 支給額
① 支給額
月ごとに家賃額を支給する。
ただし、単身世帯において、月の収入が 8.4 万円を超え、8.4 万円に家賃額を加
算した額未満の者及び 3 人以上世帯において、月の収入が 17.2 万円を超え、17.2
万円に家賃額を加算した額未満の者については、次に掲げる数式により算出される
金額を支給する。
（単身世帯）
支給額 ＝ 家賃額 －（月の収入 － 8.4 万円）
（3 人以上世帯）
支給額 ＝ 家賃額 －（月の収入 － 17.2 万円）
② 支給額の調整
支給額に 100 円未満の端数が生じたとき、又はその全額が 100 円未満であるとき
は、その端数金額又はその全額を 100 円に切り上げることとする。
(2) 支給期間
① 支給期間
６箇月間を限度とする。
② 支給期間の延長
５(2)に規定する就職活動を誠実に継続していた場合には、申請により、さらに３
箇月を限度に支給期間を延長することができる。ただし、５(1)に定める支給要件に
該当している者に限る。
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③

支給開始月
新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを
要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。現に住宅を賃借している
者にあっては、支給申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始する。
(3) 支給方法
実施主体から、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むもの
とする。
(4) その他
新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は住宅手当基準額以下の家賃の
ものに限る。
７

事業の実施
本事業は、新規に住宅を賃借する者にあっては、新たな居住地を所管区域とする実施
主体が、現に住宅を賃借している者にあっては、現居住地を所管区域とする実施主体が
実施する。

８

関係機関との連携
本事業を円滑に実施するために、実施主体は、支給対象者の状況等について情報共有
するなど、公共職業安定所、社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとす
る。

９ 支給手続等
Ⅰ 住宅を喪失している者の場合
(1) 面接相談等
① 相談者に対して、本事業の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や社会福
祉協議会による貸付け事業等の関係事業の概要を説明する。
必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言する。
② 支給希望者に対して、支給対象者の要件、手続の流れ等を説明する。
(2) 支給申請の受付
① 支給希望者に対して、「住宅手当支給申請書（様式１号）」への必要事項の記載
等を助言する。
② 支給希望者は、申請書に証拠書類等を添えて、実施主体の窓口に提出する。
③ 下記に定める本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支
給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。証拠書類等が整っていない場合
には、必要書類の追加提出を指示する。
④ 提出された「住宅手当支給申請書（様式１号）」に受付印を押印し、申請者にそ
の写しを交付するとともに、「入居予定住宅に関する状況通知書（様式２号）」の
用紙を配布する。
(3) 証拠書類等
申請者が提出する証拠書類等は次のとおりである。
① 本人確認書類
次の本人確認書類のいずれか
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運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、
住民登録証明書、戸籍謄本等の写し
② 離職関係書類
平成１９年１０月１日以降に離職した者であることが確認できる書類の写し
③ 収入関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について
収入が確認できる書類の写し
④ 預貯金関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
(4) 公共職業安定所への求職申込み及び雇用施策による貸付け等利用状況の確認
① 公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込みを指示する。
② 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた、求職申込みをしていること及び雇
用施策による貸付け等を利用していないことを証明する書類に求職受付票の写しを
添付し、実施主体に提出する。
(5) 入居住宅の確保
① 支給申請者は、不動産媒介業者等に(2)④で交付された「住宅手当支給申請書（様
式１号）」の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、本手当の支給決定
等を条件に入居可能な住宅を確保する。
② 不動産媒介業者等は、支給申請者の入居希望の住宅が確定した後に、支給申請者
が持参した「入居予定住宅に関する状況通知書（様式２号）」に必要事項を記載し
て、申請者に交付する。
③ 申請者は、交付を受けた「入居予定住宅に関する状況通知書（様式２号）」を実
施主体に提出する。
④ なお、本制度の円滑な運用にあたっては、不動産媒介業者等の理解と協力が必要
である。実施主体は、不動産媒介業者関係団体等を通じて、制度の周知及び協力依
頼を行うとともに、支給申請者に対して、不動産媒介業者名簿等の情報提供を行う
ものとする。
(6) 審査
① 提出された申請書、証拠書類及び追加提出書類に基づき、支給申請の審査を行う。
② 審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対して、「住宅手当支
給対象者証明書（様式３号）」を交付する。
あわせて、「住宅確保報告書（様式５号）の用紙を配布する。
③ なお、審査の結果、本手当の支給が認められないと判断された申請者に対しては、
「住宅手当不支給通知書（様式４号）」を交付する。
(7) 住宅の賃貸借契約の締結
支給申請者は、(5)②で「入居予定住宅に関する状況通知書（様式２号）」の交付を
受けた不動産媒介業者等に対し、(6)②で交付された「住宅手当支給対象者証明書（様
式３号）」を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。
(8) 支給決定等
① 支給申請者は、住宅入居後７日以内に、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び
新住所における住民票の写しを添付し、「住宅確保報告書（様式５号）」を実施主
体に提出する。
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②

「住宅確保報告書（様式５号）」の提出を受けた後、支給決定を行い、申請者に
「住宅手当支給決定通知書（様式７号）」を交付する。
あわせて、「常用就職届（様式６号）」の用紙を配布する。
③ 必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認するものとする。
Ⅱ 住宅を喪失するおそれのある者の場合
(1) 面接相談等
① 相談者に対して、本事業の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や社会福
祉協議会による貸付け事業等の関係事業の概要を説明する。
必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言する。
② 支給希望者に対して、支給対象者の要件、手続の流れ等を説明する。
(2) 支給申請の受付
① 支給希望者に対して、「住宅手当支給申請書（様式１号）」への必要事項の記載
等を助言する。
② 支給希望者は、申請書に証拠書類等を添えて、実施主体の窓口に提出する。
③ 下記に定める本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支
給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。証拠書類等が整っていない場合
には、必要書類の追加提出を指示する。
④ 提出された「住宅手当支給申請書（様式１号）」に受付印を押印し、申請者にそ
の写しを交付するとともに、「入居住宅に関する状況通知書（様式 2-2 号）」の用
紙を配布する。
(3) 証拠書類等
申請者が提出する証拠書類等は次のとおりである。
① 本人確認書類
次の本人確認書類のいずれか
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、
住民登録証明書、戸籍謄本等の写し
② 離職関係書類
平成１９年１０月１日以降に離職した者であることが確認できる書類の写し
③ 収入関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について
収入が確認できる書類の写し
④ 預貯金関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
(4) 公共職業安定所への求職申込み及び雇用施策による貸付け等利用状況の確認
① 公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込みを指示する。
② 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた、求職申込みをしていること及び雇
用施策による貸付け等を利用していないことを証明する書類に求職受付票の写しを
添付し、実施主体に提出する。
(5) 入居住宅の貸主等との調整
① 支給申請者は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し、(2)④
で交付された「住宅手当支給申請書（様式１号）」の写しを提示して、必要事項を
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記載した「入居住宅に関する状況通知書（様式 2-2 号）」の交付を受ける。
② 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付して、交付を受けた「入居
住宅に関する状況通知書（様式 2-2 号）」を実施主体に提出する。
(6) 審査
提出された申請書、証拠書類及び追加提出書類に基づき、支給申請の審査を行う。
(7) 支給決定等
① 支給決定を行い、申請者に「住宅手当支給決定通知書（様式７号）」を交付する。
あわせて、「常用就職届（様式６号）」を交付する。
② 審査の結果、本手当の支給が認められないと判断された申請者に対しては、
「住宅手当不支給通知書（様式４号）」を交付する。
③ 必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認するものとする。
10 支給額の変更
(1) 支給額の変更
原則として、本手当受給期間中の支給額の変更は行わないが、下記の場合に限り、
受給者から変更申請があった場合、支給額の変更を行う。
① 住宅手当支給対象住宅の家賃が変更された場合
② ６(1)①のただし書きにより一部支給が行われている場合において、本手当を受給
している期間中に収入が減少した結果、単身世帯であれば 8.4 万円以下、3 人以上
世帯であれば 17.2 万円以下に至った場合
(2) 手続等
支給額の変更は住宅手当基準額範囲内で行うこととし、実施主体は、変更申請者に
対し「住宅手当支給変更申請書（様式 1-3 号）」を提出させ、「住宅手当支給変更決
定通知書（様式 7-2 号）」を交付した上で、支給額を変更する。
11 支給の停止
(1) 支給の停止
本手当の受給中に、訓練・生活支援給付を受給することとなった場合には、本手当
の支給を停止し、訓練・生活支援給付の終了後、受給者本人から希望があれば、本手
当の支給を再開する（ただし、通算支給期間は６(2)①及び②のとおりとする。）。
(2) 手続き等
① 訓練・生活支援給付が決定した受給者は、実施主体に対して「住宅手当支給停止
届（様式 9 号）」を提出する。
② 実施主体は、当該受給者に対して「住宅手当停止通知書（様式 9-2 号）」を交付
する。
③ 住宅手当の支給の再開を希望する受給者は、訓練修了時までに「住宅手当支給再
開届（様式 9-3 号）」を実施主体に提出する。
④ 実施主体は、当該受給者に対して「住宅手当支給再開通知書（様式 9-4 号）」を
交付する。
12 常用就職及び就労収入の報告
(1) 常用就職の報告
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支給決定後、就職した場合には、受給者は「常用就職届（様式６号）」を実施主体
に対し提出する。
(2) 就労収入の報告
上記(1)による報告を行った者は、報告を行った月以降、実施主体に対し収入額を確
認することができる書類を、毎月提出する。
13 支給の中止
(1) 支給決定後、５(2)による就職活動を怠る者については、原則として就職活動等を怠
った月の翌月の家賃相当分から本手当の支給を中止することができる。
(2) 住宅手当受給者が常用就職（支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職
も含む）し、就労に伴い得られた収入が中止基準額（単身世帯の場合は 8.4 万円、2
人以上の複数世帯の場合は 17.2 万円に住宅手当基準額を加えた額）を超える者につい
ては、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中
止する。
(3) 支給決定後、住宅の貸主の責によらずに住宅から退去した者については、原則とし
て退居した日の属する月の翌月の家賃相当分から本手当の支給を中止する。
(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者につい
ては、直ちに本手当の支給を中止する。
(5) 支給決定後、住宅手当受給者又は住宅手当受給者と生計を一とする同居の親族が暴
力団員と判明した場合は、直ちに本手当の支給を中止する。
(6) 本手当の支給を中止した場合には、対象者に対して、「住宅手当支給中止通知書（様
式８号）」を交付する。
14

不適正受給者への対応
本手当の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、受給
者は既に支給された手当の全額又は一部について返還する義務を負うものとする。

15 その他
(1) ６箇月の手当支給期間が翌年度予算にまたがる場合の取扱い
実施主体は、「住宅手当支給申請書（新年度継続用）（様式 1-2 号）」を翌年度の
最初の日に申請させ、翌年度に支給する手当に係る「住宅手当支給決定通知書（様式
7 号）」を交付する。
(2) 支給期間を延長する際の取扱い
６(2)②により、支給期間を延長する際は、６箇月の手当支給期間の最終の月（以下、
「最終の月」という。）の末日（「13」により中止される場合を除く）までに「住宅
手当支給申請書（期間延長用）（様式 1-4 号）」を申請させ、当該者の５(2)による
就職活動を誠実に行っているかどうか、５(1)に定める支給要件に該当しているかど
うかを勘案の上、６(2)②による延長の要件を満たすと判断（以下、「延長の判断」
という。）された者に対して「住宅手当支給決定通知書（様式 7-3 号）を交付する。
ただし、最終の月が年度の最終月にあたる場合は翌年度の最初の月の初日に、申請さ
せ、延長の判断を行うものとする。
また、延長する期間が２ヵ年度にまたがる場合は、上記(1)の手続を準用し、それぞ
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れ各年度分の支給決定を行うこととする。
(3) 再支給
本手当の支給を受けて常用就職した後に、新たに離職（自己都合を理由とする離職
を除く。）したことにより、５の各項に規定する支給対象者の要件に該当する者につ
いては、６に規定する支給額、支給期間等により、本手当を再支給することができる
ものとする。
６や９などの関連規定は、再支給の支給額、支給期間、支給手続等について準用す
る。
(4) 暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」
という。）と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動
産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する「入居（予定）住宅に関する状
況通知書（様式２号）、（様式２－２号）」を受理しない旨を書面により通知し、以後、
「入居（予定）住宅に関する状況通知書（様式２号）、（様式２－２号）」を受理しな
いものとする。
なお、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次のいずれかに該当するもの
をいう。
① 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者
（以下「役員等」という。）のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者
等
② 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに
暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
③ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不
動産媒介業者等
④ 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
⑤ 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
⑥ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的
をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
⑦ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等
⑧ 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非
難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
⑨ 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りな
がら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等
(5)

本手当の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介
業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対する手当の振込を
中止する。
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