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○黒部市三世代ハッピーホームサポート事業補助金交付要綱 

平成29年３月31日 

黒部市告示第45号 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 三世代同居サポート補助金（第３条―第11条） 

第３章 三世代同居リフォーム補助金（第12条―第21条） 

第４章 孫守り支援補助金（第22条―第30条） 

第５章 雑則（第31条） 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、黒部市補助金等交付規則（平成18年黒部市規則第34号。）第21条の規定に基づき、

黒部市三世代同居サポート補助金（以下「サポート補助金」という。）、黒部市三世代同居リフォー

ム補助金（以下「リフォーム補助金」という。）及び黒部市孫守り支援補助金（以下「孫守り支援補

助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の表に定めるところによる。 

住宅 
玄関、トイレ、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有する一戸建て

の住宅をいう。 

同居 
同一の住宅に住所を有し居住することをいう（リフォーム工事完成後速

やかに当該住所に変更し居住する場合を含む。） 

近居 
直線距離で500ｍ以内の住宅に住所を有し居住することをいう（リフォー

ム工事完成後速やかに当該住所に変更し居住する場合を含む。）。 

三世代同居 

市内で親、子、中学生以下の孫等（出生予定であることが母子健康手帳

等で確認でき、出生後に同居する予定の子どもを含む。）を基本とする

三世代以上の直系親族が同居することをいう。 

三世代近居 

市内で親、子、中学生以下の孫等(出生予定であることが母子健康手帳等

で確認でき、出生後に近居する予定の子どもを含む。)を基本とする三世

代以上の直系親族が近居することをいう。 

三世代同居家庭 三世代同居している家庭のことをいう。 

三世代近居家庭 三世代近居している家庭のことをいう。 

リフォーム工事 既存の住宅について、主として住居の用に供する部分の増改築、改修、
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修繕及び模様替えの工事をいう。 

保育対象児童 
父母が就労等により保育が必要と認められる１歳から３歳未満の児童を

いう。 

孫守り 

保育対象児童を市内に住所を有し居住する祖父母が自宅又は市内に住所

を有し居住する父母宅において、父母の承諾を得て、３箇月以上継続し

て保育することをいう。 

第２章 三世代同居サポート補助金 

（補助対象者） 

第３条 サポート補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす三世代同居家庭

又は三世代近居家庭（以下「三世代同居家庭等」という。）の構成員（主として当該家庭の世帯主）と

する。 

(1) 申請日の属する会計年度の初日以降に初めて三世代同居又は三世代近居（以下「三世代同居等」

という。）を開始し、申請日において、構成員の全員（出生予定の子どもを除く。）が同居又は近

居していること。 

(2) 申請日から１年以上継続して三世代同居等する見込みであること。 

(3) 三世代同居家庭等の構成員の全員が、黒部市税条例（平成18年黒部市条例第71号）及び黒部市国

民健康保険税条例（平成18年黒部市条例第72号）に規定する税並びに黒部市子どものための教育・

保育に係る利用者負担額に関する規則（平成27年黒部市規則第25号）に規定する保育料(以下「市

税等」という。)を滞納していないこと。 

(4) このサポート補助金の交付を受けたことのある三世代同居家庭等でないこと。 

（補助金の額） 

第４条 サポート補助金の額は１三世代同居家庭等につき月額２万円とし、予算の範囲内において12箇

月分の額を限度とする。ただし、孫守り支援補助金の交付を受けた場合で、当該孫守り支援補助金の

対象である子の３歳の誕生月以降は、月額１万円とする。 

（補助金の交付申請及び請求） 

第５条 サポート補助金の交付を受けようとする者は、黒部市三世代同居サポート補助金交付申請書

（兼請求書）（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

(1) 三世代同居家庭等全員の住民票 

(2) 中学生以下の子の父母の戸籍謄本（同居でない場合） 

(3) 三世代同居家庭等全員の納税証明書（市内に住所を有する場合） 

(4) 母子健康手帳の写し（必要に応じて） 

(5) 住宅外観の写真 

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 
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（交付決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査

及び必要に応じて行う調査等により申請内容について審査し、その結果を黒部市三世代同居サポート

補助金（変更）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。 

（補助金の交付） 

第７条 市長は、前条の規定によりサポート補助金の交付を決定したときは、速やかにサポート補助金

を交付するものとする。 

２ サポート補助金の交付期間は、前項の交付決定をした日の属する月から起算して12箇月を上限とし、

中学生以下の子（出生予定の子を含む。）を含む三世代同居等がなされている期間とする。 

（変更の届出） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下この章において「交付決定者」という。）は、第５条の規

定により申請した事項のうち、第３条の各号に掲げる要件に関わる事項に変更が生じたときは、速や

かに市長に届け出なければならない。 

（変更交付決定） 

第９条 市長は、交付決定者が第３条の規定に該当しなくなった場合は、その事由が生じた翌月分から

補助金を交付しないものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を変更したときは、黒部市三世代同居サポート補助金（変

更）交付決定（却下）通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（補助金の交付の取消し） 

第１０条 市長は、補助金の交付申請に関し、虚偽の記載が判明した場合は、交付決定を取り消すもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、黒部市三世代同居サポート補助金交

付決定取消通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１１条 前２条の規定により補助金の交付を変更し、又は取り消した場合で、既に支払われた補助金

があるときは、市長は、補助金の全部または一部について返還を命ずることができる。 

２ 前項の規定により補助金の返還命令を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期限までに

返還しなければならない。 

第３章 三世代同居リフォーム補助金 

（補助対象者） 

第１２条 リフォーム補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす三世代同居

家庭等の構成員（主として当該家庭の世帯主）とする。 

(1) 次条に規定する対象住宅のリフォーム工事を行う予定があること。 
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(2) 次条に規定する対象住宅に三世代同居等していること。ただし、リフォーム工事完成後速やかに

当該住宅に三世代同居等する予定の場合を含む。 

(3) 三世代同居家庭等の構成員の全員が、市税等を滞納していないこと。 

(4) このリフォーム補助金の交付を受けたことのある三世代同居家庭等でないこと。 

(5) １年以上継続して三世代同居等する見込みであること。 

（対象住宅） 

第１３条 リフォーム補助金の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとし、１三世代

同居家庭等につき１軒とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 

(1) 黒部市内に存する住宅であること。 

(2) 三世代同居家庭等の構成員のいずれかが現に居住している住宅であること。 

(3) このリフォーム補助金の対象となったことがない住宅であること。 

（補助対象工事） 

第１４条 リフォーム補助金の交付対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、前条に該当

する住宅にかかる次の各号に掲げる要件をすべて満たす工事とする。 

(1) 補助対象工事に要する費用（消費税及び地方消費税の額を含む。）が100万円以上であること。 

(2) 補助対象工事は、申請日の属する会計年度の初日以降に着手し、申請後１年以内に完了するもの

であること。 

２ 前項の規定によるほか、補助対象となる工事及び補助対象とならない工事等については、別表のと

おりとする。 

３ 補助対象工事は、工事の施工に関し同時期の実施（施工箇所及び種別は、異なる施工業者によるも

のを含む。）とし、一連のリフォーム工事としてみなすものとする。 

４ 前各項の規定にかかわらず、市長が認めた場合は、この限りでない。 

（補助金の額） 

第１５条 リフォーム補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 申請日の属する会計年度の初日以降に初めて三世代同居等を始める場合 50万円 

(2) 申請日の属する会計年度の初日の前日以前から引き続き三世代同居等をしている場合 20万円 

（補助金の交付申請） 

第１６条 リフォーム補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ黒部市三世代同居リフォーム補

助金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

(1) 工事見積書又は工事請負契約書の写し（工事内容のわかるもの） 

(2) 三世代同居家庭等全員の住民票 

(3) 中学生以下の子の父母の戸籍謄本（同居でない場合） 

(4) 三世代同居家庭等全員の納税証明書（市内に住所を有する場合） 
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(5) 住宅外観及び補助対象工事施工箇所の工事着手前の写真 

(6) 母子健康手帳の写し（必要に応じて） 

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第１７条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審

査及び必要に応じて行う調査等により申請内容について審査し、その結果を黒部市三世代同居リフォ

ーム補助金交付決定（却下）通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の実績報告及び請求） 

第１８条 リフォーム補助金の交付決定を受けた者（以下この章において「交付決定者」という。）は、

事業完了の日（施工業者から補助対象工事の引き渡しを受けた日をいう。(以下「事業完了の日」と

いう。)同じ。）から起算して１カ月を経過した日又は事業完了の日の属する会計年度末日のいずれ

か早い日までに、黒部市三世代同居リフォーム補助金実績報告書（様式第６号）に、次に掲げる書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象工事を行った住宅外観及び補助対象工事施工個所の工事完了後の写真 

(2) 領収書の写し 

(3) 施工業者からの請求書の写し 

(4) 交付申請時と工事内容の変更がある場合は、黒部市三世代同居リフォーム補助金事業変更内容内

訳書（様式第７号） 

(5) 黒部市三世代同居リフォーム補助金交付請求書（様式第８号） 

(6) 三世代同居家庭等全員の住民票（新規に三世代同居等を始める場合） 

(7) 母子健康手帳の写し（必要に応じて） 

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付） 

第１９条 市長は、前条の実績報告書を審査し、必要があれば現地調査を行い、リフォーム補助金を交

付すべきと認めたときは、補助金交付請求書に基づきリフォーム補助金を交付するものとする。 

（変更の届出） 

第２０条 交付決定者は、第16条の規定により申請した事項のうち、リフォーム補助金交付の要件に関

わる事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。 

（補助金の交付の取消し及び返還） 

第２１条 市長は、補助金の交付に関し、前条の変更の届出によるほか、次の各号のいずれかに該当す

ることが判明した場合は、交付決定を取り消すものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この

限りでない。 

(1) 補助金の交付申請書または実績報告書において、虚偽の記載があったとき。 
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(2) 三世代同居家庭等の構成員のいずれかが、市税等を滞納するに至ったとき。 

(3) １年以上継続して三世代同居等をしなくなったとき（市長が認める理由により三世代同居等がで

きなくなった場合を除く。）。 

(4) リフォーム補助金の補助対象工事に変更があり、第14条に規定する要件を満たすことができなく

なったとき。 

(5) その他この要綱の規定による要件を満たさなくなったとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、黒部市三世代同居リフォーム補助金

交付決定取消通知書（様式第９号）により通知することとし、既に支払われた補助金がある場合は、

補助金の全部について返還を命ずることができる。 

３ 前項の規定により補助金の返還命令を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期限までに

返還しなければならない。 

第４章 孫守り支援補助金 

（補助対象者） 

第２２条 孫守り支援補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

(1) 市内に住所を有し居住する保育対象児童の孫守りをする祖父母であること。 

(2) 保育対象児童の父母世帯及び祖父母世帯の構成員の全員が、黒部市税条例（平成18年黒部市条例

第71号）及び黒部市国民健康保険税条例（平成18年黒部市条例第72号）に規定する税並びに黒部市

子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する規則（平成27年黒部市規則第25号）に規定

する保育料（以下「市税等」という。）を滞納していないこと。 

（補助金の額） 

第２３条 孫守り支援補助金の額は、孫守りをする保育対象児童1人につき、当該補助金の交付を開始

してから１年目は月額１万円、２年目は月額５千円とする。 

２ 孫守りをする保育対象児童が同時に２人以上いる場合は、月額１万５千円を上限とする。 

３ 保育対象児童の父母世帯及び祖父母世帯の構成員のいずれかがサポート補助金の交付を受けてい

る期間中は、孫守り支援補助金を交付しない。 

（補助金の交付申請及び請求） 

第２４条 孫守り支援補助金の交付を受けようとする者は、黒部市孫守り支援補助金交付申請書（様式

第10号）に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

(1) 保育対象児童の父母の就労証明書 

(2) 保育対象児童の父母世帯及び祖父母世帯全員の住民票 

(3) 保育対象児童の父母の戸籍謄本（同居でない場合） 

(4) 保育対象児童の父母世帯及び祖父母世帯全員の納税証明書 

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 
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（交付決定等） 

第２５条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審

査及び必要に応じて行う調査等により申請内容について審査し、その結果を黒部市孫守り支援補助金

（変更）交付決定（却下）通知書（様式第11号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第２６条 市長は、前条の規定により孫守り支援補助金の交付を決定したときは、速やかに孫守り支援

補助金を交付するものとする。 

２ 孫守り支援補助金の交付期間は、前条の交付決定をした日の属する月から保育対象児童の３歳の誕

生日の前月までにおいて孫守りをする期間とする。 

（変更の届出） 

第２７条 補助金の交付決定を受けた者（以下この章において「交付決定者」という。）は、第24条の

規定により申請した事項のうち、第22条の各号に掲げる要件に関わる事項に変更が生じたときは、速

やかに市長に届け出なければならない。 

（変更交付決定) 

第２８条 市長は、交付決定者が第22条の規定に該当しなくなった場合は、その事由が生じた翌月分か

ら補助金を交付しないものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を変更したときは、黒部市孫守り支援補助金（変更）交付

決定（却下）通知書（様式第11号）により通知するものとする。 

（補助金の交付の取消し） 

第２９条 市長は、補助金の交付申請に関し、虚偽の記載が判明した場合は、交付決定を取り消すもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、黒部市孫守り支援補助金交付決定取

消通知書（様式第12号）により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第３０条 前２条の規定により補助金の交付を変更し、又は取り消した場合で、既に支払われた補助金

があるときは、市長は、補助金の全部または一部について返還を命ずることができる。 

２ 前項の規定により補助金の返還命令を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期限までに

返還しなければならない。 

第５章 雑則 

（その他） 

第３１条 この要綱に定めるものほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 
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附 則（平成29年３月31日告示第45号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の黒部市ハッピーホームサポート事業補助金交付要綱の規定により、平成29年３月31日以前

に交付決定がなされたリフォーム補助金及び平成29年３月31日以前に三世代同居を開始した者に対

して平成29年６月30日以前に交付決定がなされたサポート補助金については、なお従前の例による。 


