
 

浜松市営住宅入居退去関係事務取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）及び浜松市営住宅条例（平成９

年浜松市条例７３号。以下「条例」という。）に基づく市営住宅への入居及び退去関係事務の

取り扱いについて必要な事項を定める。 

 

第１章 入居に関する事務 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１）定期募集  浜松市営住宅において、空き家住戸を定期的に入居者を公募すること。 

（２）新規募集  浜松市営住宅において、新たに住宅の入居者を公募すること。 

 

（３）随時募集  新規募集において、応募が募集戸数に達しない場合に入居者を公募するこ

と。 

 

（４）特別募集  何らかの理由により空き家となった住戸の入居者を公募すること。 

（５）常時募集  定期募集及び特別募集において、応募が募集戸数に達しない場合に入居者

を公募すること。 

（６）申込者  入居許可申請書を提出した者 

（７）仮当選者  申込者のうち、選考により決定した者 

（８）入居資格者  仮当選者のうち、条例第６条に規定する資格を有する者 

（９）入居許可者  入居資格者のうち、市長より入居許可を受けた者 

（10）優先入居  一般住宅困窮者よりも優先して住宅の確保の必要のある者を優先的に入居

させること。 

（優先入居） 

第３条 優先入居を行う場合は、優先入居できる世帯の条件、募集団地、戸数を募集案内に掲載

するものとする。また、優先入居できる世帯については別途定めるものとする。 

（公募の広報） 

第４条 市営住宅の入居者の公募は、次のいずれかの方法により行うものとする。 

（１）広報はままつへの掲載 

（２）地元新聞への掲載 

（３）ラジオ又はテレビジョンによる放送 

（４）市庁舎掲示板等への掲示 



（５）担当窓口等での募集案内書の配布 

（６）インターネットによるホームページへの掲載 

（７）その他 

（募集案内書） 

第５条 募集案内書には、募集する住宅の概要、申込受付期間、申込方法、申込場所、申込者の

資格、入居者の決定方法、家賃の額等を記載するものとする。 

（入居の申込み） 

第６条 入居の申込みの受付は、次により行うものとする。 

（１）定期募集及び新規募集の入居の申込み受付期間は、７日以上とする。 

（２）随時募集の入居の申込み受付期間は、抽せん会開催日の翌日より２月以内とする。 

（３）常時募集の入居の申込み受付期間は、定期募集の抽選会開催日の翌日より当該年度内と

する。ただし、当該年度内に応募がなかった住戸については、引き続き翌年度以降に延長

することができる。 

（４）特別募集の入居の申込み受付期間は、募集する際に決めることとする。 

（５）入居の申込み方法については、受付期間中に浜松市営住宅条例施行規則（平成９年浜松

市規則第７３号。以下「規則」という。）第２条第１項に規定する入居許可申請書（以下

「入居許可申請書」という。）を指定管理者に提出するものとする。なお、郵送での提出

は、受付期間最終日の消印有効とする。 

（６）申込みは 1 世帯につき１戸とする。ただし、同時に新規募集と特別募集又は定期募集と

特別募集を実施した場合は、各募集に重複して申込むことができる。この場合、入居許可

申請書は各々提出しなければならない。ただし、重複して申し込みをした場合の選考につ

いては、特別募集の選考を優先するものとし、申込者は特別募集申請時に同意書（第１号

－２様式）を添付する。 

２ 条例第６条第１項第２号イに規定するパートナーシップを宣誓している者（以下、「パート

ナー」という。）が入居の申込みをする場合は、入居許可申請書の世帯構成の同居人の続柄欄

は「パートナー」と記載する。 

３ 申込みに関する説明会を必要に応じて開催するものとする。 

（一次審査） 

第６条の２ 指定管理者は、前条により市営住宅の入居の申込みがあった時は、入居を希望する

住宅への入居の資格を有しているかを審査する。 

（抽せん会） 

第７条 条例第８条、第８条の２及び第８条の３に規定する一般公開抽せん（以下「抽せん」と

いう。）を行うときは、申込者に対して抽せん会開催通知書（第１－１号様式）によりその旨

を通知する。 

２ 抽せんは、特別の事由がない限り入居申込みの受付最終日から１５日以内に開催する。 

（倍率優遇） 

第 7 条の２ 次の表の左欄に掲げる者は、入居許可申請書にそれぞれ同表の右欄に定める証明書



を添付することにより、抽せんの当選確率を２倍とする。    

対 象 者 証 明 書 

(1) 過去の定期募集に３回以上落選した者 落選を示す市営住宅抽せん結果通知書３通

の写し 

(2) 小学生以下の子どもがいる世帯 子どもの公的機関証明書の写し 

(3) ＤＶ被害者世帯 婦人相談所長の証明又は裁判所の保護命令

決定書 

(4) 犯罪被害者等世帯 犯罪被害に係る申告書（第１－３号様式）

および犯罪被害に係る公的機関が発行する

証明書（浜松市犯罪被害者等見舞金・助成

金に関する要綱に基づく助成金対象者は、

犯罪被害に係る申告書の一部記載を省略す

ることができ、犯罪被害に係る公的機関が

発行する証明書の添付を要しない。） 

（抽せん結果の通知） 

第８条 前条の抽せんを行った場合は、その結果を申込者に対し、市営住宅抽せん結果通知書（第

２号様式）をもって通知する。 

２ 補欠の有効期限は、抽せん会開催の日から２月とする。 

（資格審査） 

第９条 仮当選者に対し、条例第６条から第６条の７までに基づく入居の資格の有無を確認し、

入居資格者を決定するものとする。 

２ 指定管理者は、前項の資格の有無を確認する必要な書類として、仮当選者及び同居する親族

等の市民税・県民税課税証明書、住民票の写しのほか、別表１に掲げる書類の提出を求める。 

３ 市長は、仮当選者について、条例第６条第１項第８号に規定する入居資格を確認するために、

関係機関に照会するものとする。 

４ 指定管理者の指定した日までに仮当選者から第２項の書類を理由なく提出されなかったとき

は、仮当選者としての決定を取り消しし、市長は当概仮当選者に対し、仮当選資格の取消し通

知書（第５号様式）により通知する。 

５ 前項までの資格審査において、市長が入居資格を有しないと判断した場合は、資格審査結果

通知書（第６号様式）により、仮当選者に通知するものとする。 

６ 資格審査により、入居資格を有すると判断しがたい場合もしくは特別な事情等がある場合は、

条例第４５条に規定する市営住宅管理運営委員会に意見を求めることができる。 

（入居資格者の決定及び入居説明会） 

第１０条 指定管理者は、前条の資格審査により決定した入居資格者及び連帯保証人に対して、

入居手続き及び入居中における必要な事項を周知するため入居説明会を実施する。この場合に

おいて、入居資格者に対して市営住宅入居資格者の決定通知書及び入居説明会開催通知書（第



７号様式）により、その旨を通知し出席を求めることとする。 

２ 入居説明会で説明する事項は、次のとおりとする。 

（１）入居の手続き 

（２）市営住宅使用上の注意事項 

（３）家賃及びその納入方法 

（４）収入申告 

（５）収入超過者の住宅明渡し努力義務 

（６）高額所得者への住宅明渡し請求 

（７）その他の住宅明渡し請求 

（８）入居者の負担する費用 

（９）各種の申請及び届出 

（10）災害予防 

（11）住宅管理人の職務 

（12）連帯保証人の責務 

（13）その他必要な事項 

３ 指定管理者は、入居説明会において市営住宅の入居に必要な基本的事項を取りまとめた「す

まいのしおり」を配布し、入居資格者及び連帯保証人に対し内容を十分に説明しなければなら

ない。 

（入居の許可） 

第１１条 市長は、入居資格者より次の各号に掲げる書類等が全て提出された場合、条例第９条

の２により入居の許可をするものとする。ただし、第５号については、特別募集に入居する場

合に限る。 

（１）入居後の迷惑行為の禁止及び防止を図るための誓約書（第８－１号様式）及び印鑑証明

書 

（２）条例第１０条第１項第１号に規定する請書及び添付書類 

（３）条例第１７条第１項の規定に基づき納付した敷金の領収書の写し 

（４）入居後の家賃及び駐車場使用料の確実な納付を図るための誓約書兼同意書（第８－２号

様式） 

（５）特別募集たる住戸であることを理由に住み替えの要求や意義の申し立てを行わない旨の

確約書（第８－３号様式又は第８－４号様式） 

（６）重要事項確認書（第９号様式） 

２ 前項第３号の敷金の納付は、市長が発行した納付書兼領収書により入居資格者が入居説明会

までに指定の金融機関に払い込むものとする。 

３ 第１項による入居の許可をする場合、市長は市営住宅入居許可書（第１０号様式）を入居許

可者に発行し、住宅の鍵を引き渡すものとする。 

４ やむを得ない場合を除き、入居資格者より指定した期間内に第１項の書類等の提出がなかっ

たときは、市長は入居資格を取り消し、当概資格者に対し通知する。 



５ 入居許可者が、入居可能日から１５日以内に市営住宅に入居しない場合は入居許可の取り消

すものとする。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。 

６ 第１項により入居を許可した場合は、連帯保証人に対し、入居許可証及び請書の写しを渡す。 

（入居の確認） 

第１２条 指定管理者は、入居許可者が市営住宅に入居したことを確認するため、入居者に市営

住宅入居届（第１１号様式）に住所変更後の世帯全員の住民票を添付し、入居後７日以内に提

出させるものとする。 

（点検確認書の提出） 

第１３条 入居許可者には、後日の修繕費用負担等の紛議等の防止を図るため、入居時造作等点

検確認書（第１２号様式）を前条の市営住宅入居届とあわせて指定管理者に提出させるものと

する。 

 

第２章 退去に関する事務 

（明渡届の受理） 

第１４条 指定管理者は、入居者から規則第１５条に規定する市営住宅明渡届（以下「明渡届」

という。）を受理した時は、条例第３１条第２項に基づく入居者の負担で原状回復すべき部分

の確認をするため、日時を定めて入居者に立会いを求めるものとする。 

（明渡し時の家賃） 

第１５条 明渡届に記載する明渡年月日を明渡し日と認定し、明渡し日までを入居期間として家

賃を徴収するものとする。 

２ 前項の家賃の計算方法は、家賃をその月の日数で除したものに、明渡し日までの入居日数を

乗じて得た金額（１円未満は切り捨てとする。）とする。 

（立会い検査) 

第１６条 第１４条に基づき立会いを行った場合、指定管理者はその結果を市営住宅退去に伴う

修繕指示書(第１３号様式)（以下、「修繕指示書」という。）を退去者に発行する。 

２ 指定管理者は、前項の立会い検査後、市営住宅退去調査時修繕報告書（第１４号様式）を作

成し保管するものとする。 

３ 指定管理者は、立会い検査時において、確認書（第１５号様式）を用いて、退去者に明渡し

手続きについて指導、周知させる。 

（鍵の返還） 

第１７条 指定管理者は、前条の立会い検査後、退去者に貸与した住宅の玄関及び物置等の全て

の鍵の返還を求めるものとする。 

（退去修繕） 

第１８条 退去者は、修繕指示書に基づき、すみやかに指示された部分について修繕を行なわな

ければならない。 

２ 前項の修繕については、１月以内で指定管理者の指定した期日までに修繕し、指定管理者に

報告しなければならない。 



３ 前項の報告を受けた場合、指定管理者はすみやかに修繕の確認しなければならない。 

４ 前項の修繕の確認後、指定管理者は、退去者に次の各号に規定する書類を提出させるものと

する。 

（１）修繕に要した部分の領収書 

（２）市営住宅退去に伴う修繕指示書及び確認書 

５ 指定管理者は、前項で明渡しに必要な修繕が完了したことが確認できた場合、市営住宅明渡

し完了確認書（第１６号様式）を退去者に発行する。 

６ 第２項に規定する期日までに報告がない場合は、退去者に代わって、浜松市または指定管理

者が修繕を行うことができる。 

７ 前項の規定により浜松市または指定管理者が修繕を行った場合は、第１項に規定する退去者

が行うべき修繕に要した経費を当概退去者に対し、退去時修繕費請求書（第１７号様式）によ

り請求することができる。 

（敷金の返還） 

第１９条 前条第５項に基づく明渡し完了確認書の発行をした後、退去者に敷金返還請求書（第

１８号様式）に敷金納付を確認できる領収書等を添付させ、提出させるものとする。 

２ 退去者に滞納している家賃又は敷地使用料（以下「滞納家賃等」という。）がある場合は、滞

納家賃等に返還される敷金を充当する旨の承諾書（第１９号様式）を敷金返還請求書と合わせ

て提出させることができる。 

３ 退去者が滞納家賃等を納付せずかつ前項に規定する承諾書の提出がなかった場合は、条例第

１７条第２項の規定に基づき当該敷金を滞納家賃等に充当するものとする。 

４ 滞納家賃等がない退去者が修繕費に敷金を充当したいと申し出た場合は、修繕費に敷金を充

当する旨の承諾書（第１９号様式）を提出させることができる。 

５ 市長は、前３項の規定に基づき敷金を滞納家賃等に充当した場合は敷金の家賃等充当通知書

（第２０号様式）を、修繕費に充当した場合は敷金の修繕費充当通知書（第２０－１号様式）

を敷金の名義人にそれぞれ通知する。 

６ 前条第７項の規定に基づき退去者に修繕費を請求したが期限までに支払いがされない場合に

おいて、滞納家賃等がないときは、敷金を当該修繕費に充当することができる。 

７ 前項の規定により、敷金を退去時の修繕費に充当する場合は、敷金の退去時修繕費充当通知

（第２１号様式）を敷金の名義人に事前に送付する。 

（退去の報告等） 

第２０条 指定管理者は、退去者に対し、必要に応じ連帯保証人や関係者への連絡を指導する。 

（様式） 

第２１条 その他退去に関する事務に必要な書式は第２２号様式から第２６号様式に規定する。 

 

（その他） 

第２２条 この要領に定めない事項については、別に定める。 

 



   附 則 

 この要領は、平成９年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１３年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１７年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２０年１２月２６日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２１年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２３年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２４年９月１４日から施行する。  

   附 則 

 この要領は、平成２４年１０月１日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、平成２６年９月２９日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の浜松市営住宅入居退去関係事務取扱要領第１１条の規定は、この規則の施行日以降

について適用し、この規則の施行日以前については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



別表１（第９条関係） 

対象者 必要な書類 

（１）給与、公的年金、営業等の収入

のある方 

源泉徴収票又は確定申告書の写し 

（２）給与所得者 収入証明書（第３号様式） 

（３）退職者又は転職者 前職の雇用保険離職票の写し又は退職証明書 

（４）外国人 在留カード又は外国人登録証の写し（特別永住者にあ

っては、特別永住者証明書の写し） 

（５）婚姻予定者 婚約証明書 

（６）学生（高校生以上） 在学証明書又は学生証の写し 

（７）障がい者 障害者手帳の写し又は療育手帳の写し 

（８）戦傷病者 戦傷病者手帳の写し 

（９）原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律（平成６年法律第１１

７号）第１１条第１項の規定によ

り厚生労働大臣の認定を受けて

いる者 

医療特別手当証書又は特別手当証書の写し 

（10）生活保護世帯 福祉事務所長の証明書 

（11）海外からの引揚者 援護事務主管（部）課長の証明書又は引揚証明書の写

し 

（12）ハンセン病療養所入所者 各療養所が発行する入所証明書の写し 

（13）心身障害者世帯 「心身障害者世帯の入居関係事務取扱い要領」に規定

する障害者世帯調査表 

（14）単身入居者 「浜松市営住宅への単身入居に伴う取扱要領」に規定

する届出書 

（15）シルバー住宅への入居者 「シルバー住宅への入居に関する要綱」に規定する提

出書類 

（16）日本国籍を有しない世帯の入居 緊急時の連絡や管理者からの通知が円滑に行えるよ

うに定める日本語理解に関する状況申告書（第４号様

式） 

（17）連帯保証人 資格を有することを証明するア及びイの書類 

ア 所得を証する書類（所得証明書、課税証明書等） 

イ 市税納税証明書 

（18）パートナーシップの宣誓をして

いる者 

パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシッ

プ宣誓書受領カードの写し 



（19）事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者（パートナーシップ宣誓者

含む） 

戸籍全部事項証明書 

（20）その他市長が指示する書類  

 


