福島県民間賃貸住宅等家賃補助事業補助金交付要綱
平成 28 年９月 14 日施行
平成 29 年３月 31 日一部改正
平成 30 年９月 １日一部改正
（趣旨）
第１条 福島県は、東日本大震災及びそれに伴う福島第一原子力発電所（以下「原発」とい
う。）事故により、避難指示区域外（平成 27 年６月 15 日時点）から応急仮設住宅等に避
難している世帯のうち、応急仮設住宅等の供与期間終了後も民間賃貸住宅等で避難生活を
継続することが必要な世帯に対し、円滑な生活再建を図ることができるよう、福島県補助
金等の交付等に関する規則（昭和 45 年福島県規則第 107 号。以下「規則」という。）及び
この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
（定義）
第２条 この要綱において、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。
一 応急仮設住宅等
災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）に基づき、福島県又は福島県から
事務の委任を受けた市町村若しくは応援要請を受けた他の都道府県が、応急仮設住宅
として供与する建設型仮設住宅、借上げ住宅（雇用促進住宅、ＵＲ賃貸住宅を含む）・
公営住宅・公務員宿舎等のみなし仮設住宅、その他同法によらず自治体の支援により
無償提供される公営住宅等をいう。
二 民間賃貸住宅等
収入に応じた家賃設定をしている公営住宅以外の賃貸住宅をいう。
（補助対象者）
第３条 この要綱において、補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）
は、平成 27 年 12 月 25 日以降、応急仮設住宅等で避難生活を送っていた避難世帯のうち、
福島県が定める収入要件「月額所得 21 万 4 千円以下」
（計算方法は、別表第１のとおりと
する。）を満たし、次の各号のいずれかに該当する応急仮設住宅等の供与終了後も民間賃
貸住宅等で避難生活を継続することが必要な世帯の代表者をいう。
なお、福島県内で避難を継続する場合は次の第二号、第三号又は第四号のいずれかに該
当する世帯の代表者に限る。
一 放射線に不安がある。
二 妊婦がいる。
三 18 歳以下（平成 28 年 10 月１日時点）の子どもがいる。
四 避難生活の長期化に伴い、指定難病や障がい（障害等級第１級及び第２級）のため避
難先の特定の病院で治療を受ける必要がある。

２ 前項の補助対象者について、次の各号に該当する世帯の代表者は除く。
一 原子力災害対策特別措置法（平成 11 年 12 月 17 日法律第 156 号）に基づき設定され
た次の避難指示区域（平成 27 年６月 15 日時点）からの避難世帯
ア 帰還困難区域
イ 居住制限区域
ウ 避難指示解除準備区域
二 東京電力ホールディングス株式会社による原子力損害賠償（住宅確保損害及び家賃に
係る賠償）の対象となる世帯（平成 27 年６月 15 日時点で避難指示が解除されていた、
田村市都路地区、川内村の東部地区（ともに原発から 20ｋｍ圏内）又は楢葉町の一部（原
発から 20km 圏外）からの避難世帯）
三 避難先の市町村が避難元の市町村と同じ市町村である世帯。ただし、田村市及び南相
馬市については、別表第２に基づき、平成の合併前の旧市町村単位で判断することとす
る。
四 応急仮設住宅等について、不適正な入居が認められる世帯
（転居）
第４条 補助対象となる世帯については、次の各号に定める事由により、最後に居住してい
た応急仮設住宅等から転居する場合も支援対象とする。
一 住宅が手狭になったため。
二 通院・通学のため。
三 家賃が低廉な住宅に移るため。
四 貸主の都合のため。
五 身の危険があるため。
六 その他知事が必要と認める事由。
２ 支援対象とする転居先については、最後に居住していた応急仮設住宅等が所在する都道
府県内とする。ただし、福島県内での避難世帯は、避難先の市町村内における転居（田村
市及び南相馬市については、平成の合併前の旧市町村単位（別表第２参照）で判断する。）
とする。
３ 前項の規定に関わらず、東京都、神奈川県又は埼玉県への避難世帯については、関東地
方内における転居も支援対象とする。また、福島県外への避難世帯のうち、妊婦がいる世
帯及び 18 歳以下の子どもがいる世帯については、避難元市町村以外の福島県内市町村（田
村市及び南相馬市については、平成の合併前の旧市町村単位（別表第２参照）で判断する。）
へ転居して避難を継続する場合も支援対象とする。なお、第３条第１項第４号に該当する
世帯については、当該病院の所在する市町村へ転居して、福島県内で避難を継続する場合
も支援対象とする。
（補助対象経費）
第５条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象となる世帯が負担する次に掲げる費用
とする。
一 家賃等

住宅の賃貸借契約書に記載された次のアからウに掲げる費用
ア 家賃
イ 共益費（管理費）
ウ 駐車場代
二 住宅の賃貸借契約に係る初期費用
契約移行経費
（応急仮設住宅等の供与から個人契約による住宅の賃貸借契約への移行・転居に伴う
各種経費）
（補助金の額）
第６条 福島県が交付する補助金の額は、別表第３に定める額とする。
（収入要件の事前確認）
第７条 補助金の交付申請をする世帯の代表者（以下「補助申請者」という。）で、補助金
の交付申請前に、第３条第１項の収入要件を満たすかどうかについて確認を受けようと
する者（以下「収入要件確認希望者」という。）は、収入要件事前確認依頼書（第１号様
式）に、次に掲げる書類を添付し、知事が別に定める日までに知事へ提出して確認を受
けるものとする。
一 最後に居住していた応急仮設住宅等の契約書の写し
二 世帯全員分の住民票の写し（住民票謄本）
三 世帯全員分の市区町村長が発行する平成 28 年度所得証明書（平成 27 年分）
四 その他知事が必要と認める書類
２ 知事は、前項に基づく収入要件事前確認依頼書を受理した場合、収入要件確認希望者が
収入要件に適合しているかどうかを速やかに確認し、受理日から起算して原則として 30
日以内に、収入要件の確認結果を第２号様式により同希望者へ通知する。
３ 前項の収入要件の確認結果について、知事は交付申請書の受付時に収入要件確認希望者
から提出された書類等により、世帯構成員の変更等による収入の変動があったことを確
認した場合、改めて審査するものとする。
（補助金の交付申請）
第８条 規則第４条第１項の規定による補助金の交付申請は、福島県民間賃貸住宅等家賃補
助事業補助金交付申請書（第３号様式）によるものとし、次に掲げる書類を添付するも
のとする。なお、前条の収入要件の事前確認において、既に知事へ提出した書類がある
場合は、その書類の提出を省略することができる。
一 民間賃貸住宅等の賃貸借契約書の写し
二 最後に居住していた応急仮設住宅等の契約書の写し
三 世帯全員分の住民票の写し（住民票謄本）
四 世帯全員分の市区町村長が発行する平成 28 年度所得証明書（平成 27 年分）、平成 29
年度所得証明書（平成 28 年分）又は平成 30 年度所得証明書（平成 29 年分）
五 補助金の振込口座が確認できる預金通帳の写し

六
七
八

妊婦がいる世帯については、母子手帳の写し
指定難病の家族がいる世帯については、特定医療費（指定難病）医療受給者証の写し
障がい（障害等級第１級、第２級）のある家族がいる世帯については、身体障害者手
帳の写し、又は、精神障害者保健福祉手帳の写し
九 母子避難又は父子避難の二重生活世帯については、第三号の住民票により二重生活の
確認ができない場合、電気等の料金明細など、母子又は父子と、母又は父の配偶者が
離れて暮らしていることの分かる書類
十 その他知事が必要と認める書類
２ 補助金の交付申請は、１世帯（最後に居住していた応急仮設住宅等１戸）当たり１回と
する。ただし、東日本大震災及びそれに伴う原発事故の発生以降、複数世帯が応急仮設
住宅等１戸１世帯として応急仮設住宅等に入居し、供与終了に伴い、元の複数世帯とな
る場合においては、世帯ごとの代表者による申請を認める。
３ 前項のただし書きについて、第３条の要件を満たす各世帯の補助申請者は、第１項に定
める書類のほか、震災前に別世帯であったことを証明する書類を添付して知事に提出す
ること。
４ 補助金の交付申請の期限は、知事が別に定めるものとする。
５ 知事は、前項に規定する期限前であっても、予算等の関係から補助金の交付申請の受付
を終了する場合がある。
６ 第２項について、平成 27 年分所得又は平成 28 年分所得をもとに補助金の交付申請を行
った結果、申請世帯の月額所得が収入要件を満たさずに交付決定とならなかった場合でも、
平成 29 年分所得による補助金の交付申請を１世帯当たり１回認めることとする。

（補助金の交付決定）
第９条 知事は、第８条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに
補助金交付の可否及び交付金額を決定し、補助金交付決定通知書（第４号様式）又は補助
金申請却下通知書（第５号様式）により、補助申請者に通知するものとする。ただし、第
３条及び別表第１の収入要件に適合しない場合は、第２号様式により通知するものとする。
２ 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交
付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。
（申請取下げ）
第 10 条 補助申請者は、規則第８条第１項の規定により、補助金交付の決定の通知を受け
た日から起算して 10 日以内に申請の取下げをすることができる。
（事業の軽微な変更）
第 11 条 規則第６条第１項第１号の別に定める軽微な変更は、次のいずれかの場合とする。
なお、補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、次の(1)又は(2)
の場合、福島県民間賃貸住宅等家賃補助事業補助金変更届（第６号様式）を知事へ提出す
るものとする。

(1) 補助金の交付決定を受けた応急仮設住宅等から民間賃貸住宅等への住所変更。
(2) 補助金の振込口座の変更。
(3) 家賃等に日割計算がある場合において、第９条で決定した補助金の交付金額と、補助
対象となる世帯が支払った対象経費の額から算定した補助金の額との間に差額がある
ことを知事が確認したときの補助金の増額を伴わない交付金額の変更。
（変更承認の申請）
第 12 条 交付決定者は、規則第６条第１項第１号又は第２号の規定により、補助金等の交
付の決定の通知を受けた補助事業等の内容その他申請に係る事業の変更、中止又は廃止の
承認を得ようとするときは、あらかじめ福島県民間賃貸住宅等家賃補助事業変更（中止・
廃止）承認申請書（第６号様式）を知事に提出し、承認を受けなければならない。ただし、
前条の軽微な変更の場合を除く。
２ 知事は、前項の規定による申請の内容を審査し、承認するときは、変更交付決定通知書
（第７号様式）により通知する。
（補助金の請求）
第 13 条 交付決定者は、原則として、平成 29 年１月分から起算して３か月分ごとに家賃等
の支払い実績の分かる書類（領収書等）をまとめて添付の上、補助金交付請求書（第８
号様式）により知事へ請求するものとする。
２ 前項に規定する補助金の請求は、原則として、３か月分の最終月の家賃等を支払った日
から起算して 15 日以内に行うこととする。なお、最長の補助対象期間である平成 31 年
３月分を含む家賃等の補助金については、別に定める日までに知事に請求をすることと
する。
（補助金の交付）
第 14 条 知事は、第９条に基づき、補助申請者に対し、補助金の交付決定について通知し
たときは、第５条及び別表第３に記載する住宅の賃貸借契約に係る初期費用の補助（10
万円）を交付するものとする。
２ 知事は、第 13 条に基づき、交付決定者から補助金交付請求書（第８号様式）を受理し
たときは、補助金を交付する。
（交付決定の取消し等）
第 15 条 知事は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金交付決
定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとす
る。
一 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
二 規則又はこの要綱に違反する行為があったとき。
２ 知事は、前項の取消しの決定を行ったときは、交付決定取消通知書（第９号様式）によ
り、その旨を交付決定者に通知するものとする。
３ 知事は、第１項に基づく取消しを行ったときは、規則第 17 条の規定に基づき、返還の

猶予期間及び必要な加算金等を定めるものとする。
（状況報告）
第 16 条 知事は、必要があると認める場合は、交付決定者に対して進捗状況等の報告を求
め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係書類の検査、若しくは関係者
への質問をすることができる。
（実績報告）
第 17 条 交付決定者は、事業完了日（事業廃止について知事の承認を受けた場合は、承認
を受けた日）から起算して 30 日を経過した日、又は補助金交付最終年度の３月 31 日の
いずれか早い日までに、福島県民間賃貸住宅等家賃補助事業実績報告書（第 10 号様式）
を知事に提出しなければならない。
（額の確定）
第 18 条 知事は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、そ
の報告に係る補助事業の成果が補助事業の趣旨に適合すると認めたときは、交付すべき
補助金の額を確定し、交付決定者に額の確定通知書（第 11 号様式）により通知する。
２ 知事は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の通知を省略する
ことができる。
（補則）
第 19 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成 28 年９月 14 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 29 年３月 31 日から施行し、改正後の第４条第３項なお書の規定は、平
成 29 年４月１日から適用する。
附 則
この要綱は、平成 30 年９月１日から施行する。

別表第１（第３条関係）
収入要件の ○収入要件
計算方法
申請世帯の月額所得の金額が、21 万 4 千円以下である場合は本制度の収
入要件を満たすこととなる。

○申請世帯の月額所得
世帯全員の年間所得の合計額（※１）から、応急仮設住宅等の入居者数
から代表者１名を除いた人数に 38 万円を乗じた金額を差し引き、その金
額を 12 か月で除した金額（１円未満の端数は切捨て）とする。
（※１）世帯全員の年間所得の合計額について
市区町村長発行の平成 28 年度所得証明書（平成 27 年分）、平成 29 年
度所得証明書（平成 28 年分）又は平成 30 年度所得証明書（平成 29 年
分）を世帯全員（※２）分取得し、それぞれの証明書に記載された各種
控除後の所得金額を合算した金額とする。このとき、世帯全員、同じ年
度の所得証明書を取得すること。
なお、18 歳以下（平成 28 年 10 月１日時点）の子どもとの母子避難又
は父子避難の二重生活世帯（父のみ、母のみ、子どものみの避難は適用
外）は、世帯全体の年間所得に２分の１を乗じた金額（１円未満の端数
は切捨て）を世帯全員の年間所得の合計額として取扱うこととする。
（※２）世帯全員
補助金交付申請を行う応急仮設住宅等の入居世帯の構成員及び別に
生活する同一生計の家族（配偶者、扶養している家族など）とする。
なお、第８条第２項ただし書きに該当する世帯に係る年間所得及び月
額所得については、応急仮設住宅等の入居世帯ではなく、申請世帯をも
とに計算すること。
別表第２（第３条関係）田村市及び南相馬市
市町村及び区町名
（平成の合併前の旧市町村単位）
大越町
滝根町
田村市
常葉町
船引町
都路町
南相馬市

原町区
小高区
鹿島区

旧市町村名
田村郡大越町
田村郡滝根町
田村郡常葉町
田村郡船引町
田村郡都路村
原町市
相馬郡小高町
相馬郡鹿島町

別表第３（第６条関係）
補助金の額
補助金の額及び補助率は、次のとおりとする。
及び補助率
なお、補助金の月額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て
るものとする。
１ 家賃等の補助
住宅の賃貸借契約書に記載のある金額
（家賃、共益費（管理費）、駐車場代）
・平成 29 年１月分から平成 30 年３月分まで・・・家賃等の２分の１
（月額上限３万円まで）
・平成 30 年４月分から平成 31 年３月分まで・・・家賃等の３分の１
（月額上限２万円まで）
２

住宅の賃貸借契約に係る初期費用の補助（１世帯につき１回）
契約移行経費・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
（応急仮設住宅等の供与から個人契約による住宅の賃貸借契約への移
行・転居に伴う各種経費 ： 敷金、礼金、契約事務手続経費、家
財運搬等経費など）

留意点
・ 福島県ふるさと住宅移転支援事業（引越補助）との併用は不可とする。
引越補助（福島県内への帰還に対する支援）、又は本家賃等補助事業
（福島県内での避難の継続に対する支援：妊婦がいる世帯、18 歳以下の
子どもがいる世帯のみ対象）のどちらか一方を選択して申請を行うこ
と。
・ 平成 28 年８月 17 日までの間に引越補助が交付決定された世帯につい
ては、その代表者による本家賃等補助事業への申請も認める。ただし、
本家賃等補助事業でも交付決定された場合、住宅の賃貸借契約に係る初
期費用の補助交付額は引越補助の交付決定額を差し引いた金額とする。
・ 引越補助の申請中である世帯についても、本家賃等補助事業への申請
を認める。ただし、本家賃等補助事業でも交付決定された場合の補助交
付額は引越補助の交付決定額を差し引いた金額とする。

