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０．室蘭市結婚・出産新生活応援助成金の概要

本事業は、室蘭市内で結婚や子育てをしたいという若い世代の希望にこたえるため、結婚・
出産を契機に市内で新生活をスタートする世帯に対して、引っ越し代や家賃等の助成を行い、
経済的な不安を軽減する中で、少子化対策の強化と若年世代等の定住促進を図ることを目的
とした事業です。

（１）対象となる世帯

（結婚世帯）

下記の条件をすべて満たす世帯が対象です。

☑ 令和 5年 3月１日から令和 6年 3月 31 日までの間に婚姻届を提出し受理されている

☑ 夫婦共に婚姻時における年齢が 39 歳以下である

☑ 令和 5年 3月１日から令和 6年 3月 31 日までの間に夫婦共にまたはどちらか一方が
室蘭市内に引っ越し、住民登録を行っている

☑ 夫婦の前年（取得可能な最新年度の証明）の所得の合計が 500 万円（※）未満である

※年収に換算すると約 680 万円程度

☑ 夫婦どちらかが申請日より３年以上室蘭市に継続して居住をする

（出産世帯）

下記の条件をすべて満たす世帯が対象です。

☑ 令和 5年 3月１日から令和 6年 3月 31 日までの間に同一世帯に 1歳未満の子がいる、
もしくは本人または配偶者が引っ越し先に住民登録した時点で妊娠 8週目以降である

☑ 令和 5年 3月１日から令和 6年 3月 31 日までの間に本人、配偶者双方またはどちらか
一方が室蘭市内に引っ越し、住民登録を行っている

☑ 世帯の前年（取得可能な最新年度の証明）の所得の合計が 500 万円（※）未満である

※年収に換算すると約 680 万円程度

☑ 本人又は配偶者どちらかが申請日より３年以上室蘭市に継続して居住をする

（２）助成金の上限額

申請時点の居住地によります。（居住誘導区域とは？ ⇒ 18 ページをご覧ください。）

・居住誘導区域内かつ 29 歳以下(※)：1か年目 60 万円、2か年目 12万円

・居住誘導区域内 ：1か年目 30 万円、2か年目 12万円

・居住誘導区域外 ：1か年目 15 万円、2か年目 ６万円

※29歳以下の基準日：結婚世帯は婚姻日、出産世帯は住民登録日
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（３）助成対象経費

助成対象となる費用は、助成申請額算出期間内にお支払い済み
．．．．．．

の①及び②となります。

① 住宅貸借費用 : 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

② 引っ越し費用 : 引っ越し運送費、荷造りサービス費（１か年目限り）

（４）助成対象期間（※令和 5年度が１か年目の世帯の場合）

・１か年目 ： 令和 5年 3月１日から令和 6年３月 31日まで

（５）助成申請額算出期間

・１か年目 ： 令和 5年 4月１日から令和 6年３月 31日まで

・２か年目 ： 令和 6年 4月 1日から令和 7年３月 31日まで

○令和 4年度に 1か年目の申請がお済みの世帯については、下記の期間になります。

・２か年目 ： 令和 5年 1月 1日から令和 6年 3月 31 日まで

次のページ以降に詳しい手続きの流れ等を掲載しています。
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令和5年 3月 1日から令和 6年 3月 31日までの間に婚姻届を提出し、
受理された。

いいえ

夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下である。

令和 5年 3月 1日から令和 6年 3月 31日までの間に夫婦共にまたは、
どちらかが室蘭市内に引っ越し、住民登録を行った。（市内→市内もOK）

夫婦の合計所得金額が500万円未満である。
※所得の確認については P6 を参照

１.対象世帯チェックシート（1か年目）

結婚世帯

はい いいえ

助
成
金
の
対
象
世
帯
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

いいえはい

いいえはい

いいえ

7 ページへお進みください。
他に詳細要件があります。事前相談で確認をお願いしています。

その際、世帯への助成金額と交付までの流れをお知らせします。

はい
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令和5年 3月 1日から令和6年 3月 31日までの間に
本人、配偶者双方またはどちらか一方が室蘭市内に引っ越し、住民登録を行
った。（市内→市内もOK）

世帯の合計所得金額が500万円未満である。
※所得の確認については P6 を参照

出産世帯

令和5年 3月１日から令和 6年３月31日までの間に
｢同一世帯に 1歳未満の子がいる｣
または、
｢本人もしくは配偶者が引っ越し先に住民登録した時点で妊娠 8週目以降｣
である。

助
成
金
の
対
象
世
帯
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

はい いいえ

いいえはい

はい

いいえ

いいえ

10ページへお進みください。
他に詳細要件があります。事前相談で確認をお願いしています。

その際、世帯への助成金額と交付までの流れをお知らせします。
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２．所得の確認方法
申請日時点で自治体が発行できる最新の所得証明書で所得を判断します。（源泉徴収票は不可）

※発行日の前々年または前年の1月1日時点で住民票があった自治体で所得証明書を取得するこ
とができます。

※発行できる自治体が室蘭市の場合、事前相談書（様式１）を提出することで、所得要件の確認
をすることができます。

※自治体ごとに発行できる所得証明書の年度が切り替わる日は異なります
（例）室蘭市の場合

●特別徴収（会社員の方など）

令和 5年 5 月 14 日までは、令和 4年度（令和 3年分）の所得証明書が発行されます。
令和 5年 5 月 15 日からは、令和 5年度（令和 4年分）の所得証明書が発行されます。

●普通徴収（自営業の方など）

令和 5年 6 月 8日までは、令和 4年度（令和 3年分）の所得証明書が発行されます。
令和 5年 6 月 9日からは、令和 5年度（令和 4年分）の所得証明書が発行されます。

所得計算の特例があります。

ケース 計算方法

貸与型奨学金の返済を行ってい
る場合

所得から返済額を控除して算出します。

(対象となる所得)＝(世帯の前年の所得)－(貸与型奨学
金の前年の年間返済額)

申請日時点で取得可能な最新の所得証明書で確認

します。

「合計所得金額」を世帯（夫婦）で

合算して500万円未満であることを

確認してください。

超えた場合でも下記の特例があります
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３．結婚世帯の手続きの流れ

ＳＴＥＰ1 事前相談 ※1か年目

ご自身の世帯が対象であるか確認するために事前相談をすることができます。以下の助成

対象要件を満たしているか確認の後、室蘭市結婚・出産新生活応援助成金事前相談書兼同

意書（様式１）を記入して、窓口(室蘭市都市政策推進課)にお越しください。

交付申請に必要な書類や、交付申請の時期などをお伝えします。

☑※以下の要件に が入ることをご確認ください。

対象要件

① 世帯の要件 【〔婚姻日〕令和 年 月 日】

□ 令和 5年 3月１日から令和 6年３月 31日までの間に婚姻届を提出し、受理された。

② 年齢の要件 【夫： 歳、妻： 歳】

□ 夫婦共に婚姻日における年齢が 39歳以下である。

③ 収入の要件 【夫： 万円、妻： 万円】

□ 前年の夫婦の所得が 500 万円未満である。 ※所得の計算方法については P6 を参照。

④ 引っ越し、住宅の要件 【〔住民登録日〕夫： 年 月 日、妻： 年 月 日】

□ 令和 5年 3月１日から令和 6年３月 31日までの間に夫婦共に、または夫婦どちらか
一方が室蘭市内に引っ越し、住民登録を行っている。

～賃貸住宅の場合～ ※住宅賃借費用の助成を受ける場合の要件

□ 賃貸する住宅は、本人または配偶者いずれか一方が家賃を支払っている。

□ 賃貸する住宅は、申請者または配偶者の三親等内の血族および姻族並びに配偶者の所
有する住宅ではない。

～自己所有の住宅の場合～ ※引っ越し費用のみが対象

□ 引っ越し先は自己所有の住宅で居住誘導区域内にある。

⑤ その他の要件

□ 夫婦どちらかが、１か年目の申請日から３年以上室蘭市に継続して居住する。

□ 夫婦共に市税を滞納していない。

□ 夫婦共に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴
力団員でない。

□ 夫婦共に過去にこの制度に基づく助成を受けていない。

ＳＴＥＰ3

継続申請

ＳＴＥＰ2

交付申請

ＳＴＥＰ1

事前相談
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ＳＴＥＰ2 交付申請 ※1か年目

(R5.4.1～R6.3.31 の期間に初めて申請される方)

助成金交付申請書（様式第２号）を参考に令和 5年４月１日から令和 6年３月 31 日までに、

以下の申請書類をご用意の上、窓口(室蘭市都市政策推進課)にて申請してください。

上記期間内に助成対象経費の合計が上限額を超えた場合は、その時点で申請できます。

＜助成上限＞：居住誘導区域内の場合は 60 万円、居住誘導区域外の場合は 15 万円

☑※申請前に以下の書類が揃っているか を入れてご確認ください。

☑以下の項目に が入る場合は、提出が必要となります。

※必要書類に不備・不足がある場合、申請を受理出来ません。

この手引きの本文や 14 ページ以降のＱ＆Ａをご確認いただき、ご不明な点があれば室蘭市

都市政策推進課までお問い合わせいただいた上で申請してください。

※年度末に申請を希望される世帯の方も、年度内に必要書類が揃わない場合は受理出来ま
せんので、ご注意ください。

令和 6年度に継続して助成を受けることが可能です。申請方法の詳細は、令和 6年度版

申請の手引き(年度始め更新予定)をご覧ください。

必要書類

□ 室蘭市結婚・出産新生活応援助成金交付申請書（様式第２号）

□ 婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書の写し

□ 夫婦の所得証明書（源泉徴収票は不可）
自治体に申請して交付される申請日時点で最新の「市・道民税課税（所得）証明書」
を提出してください。
※申請日の前年の１月１日現在で室蘭市に住民票がある場合は所得を証明する書
類は不要です。

□ 賃貸借契約書の写し （名義人が本人または配偶者であるもの）
※引っ越し費用のみの場合は不要です。

□ 引っ越し費用や住宅賃借費用の領収書の写し

□ 助成金の振込先となる銀行口座などの預金通帳の写し

□ 助成金活用実態調査票（様式第３号）

□ 住居手当兼引っ越し手当支給状況証明書（様式第４号）

□ 貸与型奨学金の返済を行った場合は奨学金の返済額が分かる書類の写し

□ 自己所有の住宅へ引っ越しする場合は当該住宅の登記事項証明書の写し

ＳＴＥＰ3

継続申請

ＳＴＥＰ2

交付申請

ＳＴＥＰ1

事前相談
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ＳＴＥＰ3 継続申請 ※2か年目

(R4.4.1～R5.3.31 の期間に 1か年目の申請がお済みの方)

令和 5年度から制度が一部変更となりましたが、令和 4年度に 1か年目の申請がお済みの

世帯は経過措置として従来の条件で申請いただけます。

２か年目も前年の夫婦の所得が 400 万円未満等の条件を満たした場合、住宅賃借費用の助

成が受けられます。助成金交付申請書（様式第２号）を参考に令和 5年４月１日から令和 6

年３月 31 日までに以下の申請書類をご用意の上、窓口(室蘭市都市政策推進課)に申請して

ください。上記期間内に助成対象経費の合計が上限額を超えた場合は、その時点で申請で

きます。

＜助成上限＞： 12 万円 ※ただし申請日時点の居住地が居住誘導区域外の場合は６万円

以下については該当又は１か年目の申請から状況の変化があれば提出してください。

※必要書類に不備・不足がある場合、申請を受理出来ません。
この手引きの本文や 14ページ以降のＱ＆Ａをご確認いただき、ご不明な点があれば室蘭
市都市政策推進課までお問い合わせいただいた上で申請してください。

※年度末に申請を希望される世帯の方も、年度内に必要書類が揃わない場合は受理出来ま

せんので、ご注意ください。

必要書類

□ 室蘭市結婚・出産新生活応援助成金交付申請書（様式第２号）

□ 夫婦の所得証明書（源泉徴収票は不可）
自治体に申請して交付される申請日時点で最新の「市・道民税課税（所得）証明
書」を提出してください。
※申請日の前年の１月１日現在で室蘭市に住民票がある場合は所得を証明する書
類は不要です。

□ 住宅賃借費用の領収書の写し

□ 住居手当兼引っ越し手当支給状況証明書（様式第４号）

□ 賃貸借契約書の写し （名義人が本人または配偶者であるもの）

□ 助成金振込口座の預金通帳等の写し

□ 申請日時点で夫婦の双方または一方が離職し無職であって収入を示す書類がない
場合は「無職・無収入申立書兼誓約書」及び離職票

□ 貸与型奨学金の返済を行った場合は奨学金の返済額が分かる書類の写し

ＳＴＥＰ3

継続申請

ＳＴＥＰ2

交付申請

ＳＴＥＰ1

事前相談
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４．出産世帯の手続きの流れ

ＳＴＥＰ1 事前相談 ※1か年目

ご自身の世帯が対象であるか確認するために事前相談をすることができます。以下の助成

対象要件を満たしているか確認の後、室蘭市結婚・出産新生活応援助成金事前相談書兼同

意書（様式１）を記入して、窓口(室蘭市都市政策推進課)にお越しください。

交付申請に必要な書類や、交付申請の時期などをお伝えします。

☑※以下の要件に が入ることをご確認ください。

対象要件

① 世帯の要件 【〔子の誕生日〕令和 年 月 日、〔出産予定日〕令和 年 月 日】

□ 令和 5年 3月１日から令和 6年３月 31日までの間に同一世帯に１歳未満の子がいるも
しくは、本人または配偶者が引っ越し先に住民登録した時点で妊娠８週目以降である。

② 収入の要件 【夫： 万円、妻： 万円】

□ 前年の世帯の所得が 500 万円未満である。 ※所得の計算については P6を参照。

③ 引っ越し、住宅の要件 【〔住民登録日〕夫： 年 月 日、妻： 年 月 日】

□ 令和5年 3月１日から令和6年 3月 31日までの間に本人または配偶者が室蘭市内に引
っ越し、住民登録を行っている。

～賃貸住宅の場合～ ※住宅賃借費用の助成を受ける場合の要件

□ 賃貸する住宅は、本人または配偶者いずれか一方が家賃を支払っている。

□ 賃貸する住宅は申請者または配偶者の三親等内の血族および姻族並びに配偶者の所有
する住宅ではない。

～自己所有の住宅の場合～ ※引っ越し費用のみが対象

□ 引っ越し先は自己所有の住宅で居住誘導区域内にある。

④ その他の要件

□ 本人または配偶者が、１か年目の申請日から３年以上室蘭市に継続して居住する。

□ 本人または配偶者が市税を滞納していない。

□ 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する
暴力団員でない。

□ 本人または配偶者が過去にこの制度に基づく助成を受けていない。

ＳＴＥＰ2

交付申請

ＳＴＥＰ3

継続申請

ＳＴＥＰ1

事前相談
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ＳＴＥＰ2 交付申請 ※1か年目

(R5.4.1～R6.3.31 の期間に初めて申請される方)

助成金交付申請書（様式第２号）を参考に令和 5年４月１日から令和 6年３月 31 日までに、

以下の申請書類をご用意の上、窓口(室蘭市都市政策推進課)にて申請してください。

上記期間内に助成対象経費の合計が上限額を超えた場合は、その時点で申請できます。

＜助成上限＞：居住誘導区域内の場合は 60 万円、居住誘導区域外の場合は 15 万円

☑※申請前に以下の書類が揃っているか を入れてご確認ください。

☑以下の項目に が入る場合は、提出が必要となります。

※必要書類に不備・不足がある場合、申請を受理出来ません。
この手引きの本文や 14ページ以降のＱ＆Ａをご確認いただき、ご不明な点があれば室蘭
市都市政策推進課までお問い合わせいただいた上で申請してください。

※年度末に申請を希望される世帯の方も、年度内に必要書類が揃わない場合は受理出来ま
せんので、ご注意ください。

令和 6年度に継続して助成を受けることが可能です。申請方法の詳細は、令和 6年度版

申請の手引き(年度始め更新予定)をご覧ください。

必要書類

□ 室蘭市結婚・出産新生活応援助成金交付申請書（様式第２号）

□ 世帯の所得証明書（源泉徴収票は不可）
自治体に申請して交付される申請日時点で最新の「市・道民税課税（所得）証明
書」を提出してください。※申請日の前年の 1月 1日現在で室蘭市に住民票があ
る場合は所得を証明する書類は不要です。

□ 賃貸借契約書の写し （名義人が本人または配偶者であるもの）
※引っ越し費用のみの場合は不要です。

□ 引っ越し費用や住宅賃借費用の領収書の写し

□ 助成金の振込先となる銀行口座などの預金通帳の写し

□ 助成金活用実態調査票（様式第３号）

□ 住居手当兼引っ越し手当支給状況証明書（様式第４号）

□ 母子手帳の写し ※申請時点で妊娠中の場合

□ 貸与型奨学金の返済を行った場合は奨学金の返済額が分かる書類の写し

□ 自己所有の住宅へ引っ越しする場合は当該住宅の登記事項証明書の写し

ＳＴＥＰ2

交付申請

ＳＴＥＰ3

継続申請

ＳＴＥＰ1

事前相談
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ＳＴＥＰ3 継続申請 ※2か年目

(R4.4.1～R5.3.31 の期間に 1か年目の申請がお済みの方)

令和 5年度から制度が一部変更となりましたが、令和 4年度に 1か年目の申請がお済みの

世帯は経過措置として従来の条件で申請いただけます。

２か年目も前年の世帯の所得が 400 万円未満等条件を満たせば、住宅賃借費用の助成が受

けられます。助成金交付申請書（様式第２号）を参考に令和 5年４月１日から令和 6年３

月 31 日までに以下の申請書類をご用意の上、窓口(室蘭市都市政策推進課)に申請してくだ

さい。上記期間内に助成対象経費の合計が上限額を超えた場合は、その時点で申請できま

す。

＜助成上限＞： 12 万円 ※ただし申請日時点の居住地が居住誘導区域外の場合は６万円

以下については該当又は１か年目の申請から状況の変化があれば提出してください。

※必要書類に不備・不足がある場合、申請を受理出来ません。
この手引きの本文や 14ページ以降のＱ＆Ａをご確認いただき、ご不明な点があれば室蘭
市都市政策推進課までお問い合わせいただいた上で申請してください。

※年度末に申請を希望される世帯の方も、年度内に必要書類が揃わない場合は受理出来ま

せんので、ご注意ください。

必要書類

□ 室蘭市結婚・出産新生活応援助成金交付申請書（様式第２号）

□ 世帯の所得証明書（源泉徴収票は不可）
自治体に申請して交付される申請日時点で最新の「市・道民税課税（所得）証明
書」を提出してください。
※申請日の前年の１月１日現在で室蘭市に住民票がある場合は所得を証明する
書類は不要です。

□ 住宅賃借費用の領収書の写し

□ 住居手当兼引っ越し手当支給状況証明書（様式第４号）

□ 賃貸借契約書の写し （名義人が本人または配偶者であるもの）

□ 助成金の振込先となる銀行口座などの預金通帳の写し

□ 申請日時点で夫婦の双方または一方が離職し無職であって収入を示す書類がな
い場合は「無職・無収入申立書兼誓約書」及び離職票

□ 貸与型奨学金の返済を行った場合は奨学金の返済額が分かる書類の写し

ＳＴＥＰ2

交付申請

ＳＴＥＰ3

継続申請

ＳＴＥＰ1

事前相談
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５．助成対象経費について

＜助成金の上限額＞

申請時点の居住地によります。（居住誘導区域とは？ ⇒ 17 ページをご覧ください。）

・居住誘導区域内かつ 29 歳以下：1か年目 60 万円、2か年目 12万円

・居住誘導区域内 ：1か年目 30 万円、2か年目 12万円

・居住誘導区域外 ：1か年目 15 万円、2か年目 ６万円

＜助成対象経費＞

助成対象となる費用は、以下の１と２の合計です。

申請時には領収書の写しが必要となります。申請前にお支払いを済ませた費用
．．．．．．．．．．．．．．．

が対象です。

1．住宅賃借費用

本人、配偶者のいずれか一方が支払いをしている当該住宅の賃料等が対象となります。

対象となる
．．．．．

費用

・賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

対象とならない費用の具体例

×駐車場代、地代、光熱費、設備購入費、鍵の交換代、保険料、保証料、町内会費など
×勤務先等から住居手当が支給されている場合の当該手当分
×三親等以内の親族から転貸する場合
×婚姻前に同居を始めている場合、婚姻前に支払いをしている費用

2．引っ越し費用 ※（1カ年目のみ）

婚姻又は出産を機におこなった引っ越しであり、引っ越し業者又は運送業者
．．．．

に支払った費用
が対象です。

対象となる
．．．．．

費用

・引っ越し運送費用（運賃や割増運賃など）

・荷造り等のサービス費用（作業員料、梱包資材費などの実費）

対象とならない費用の具体例

×不用品の処分費用、物品の購入費用
×勤務先等から引っ越し手当が支給されている場合の当該手当分
×引っ越し業者等が行う電気やガスなどの代行サービス料やエアコンのクリーニング費用
など
×婚姻前に引っ越しをした場合の引っ越し費用。
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６．Q＆A｜よくある質問と回答

全般について

Ｑ1 令和 5年 3月 1日より前に引っ越しをして室蘭市の住民登録をした場合、助成の対
象になりますか？

Ａ1 対象にはなりません。本人、配偶者の双方または一方が、令和 5年 3 月１日から令和
6年３月 31 日までの間に、室蘭市に住民票が異動されている場合に限ります。

Ｑ2 室蘭市内から室蘭市内での引っ越しも助成の対象になりますか？

Ａ2 対象になります。

Ｑ3 申請するタイミングはいつですか？

Ａ3 １か年目：令和 5年４月１日から令和 6年３月 31 日の間であれば可能です。
２か年目：令和 6年４月１日から令和 7年３月 31 日の間であれば可能です。
助成対象経費の合計が上限額を超えた場合は、その時点で申請が可能になりますが、
上記期間内での申請となります。※事前相談の際、申請のタイミングをお伝えします。

Ｑ4 事前相談をしていませんが、申請は可能ですか？

Ａ4 申請は可能ですが、予算に限りがあること、また書類の不足等により助成金の支払い
が出来ない事なども考えられますので、出来るだけ事前相談を行って下さい。

Ｑ5 過去に妻が助成金を受けたことがありますが、申請者は私（夫）なので、申請は出来
ますか？

Ａ5 本人、配偶者の双方または一方が本助成金を過去に受けたことがある場合（他の地方
自治体での助成を含む）は、申請出来ません。

Ｑ6 対象者の年齢は、いつ時点での年齢を指しますか？

Ａ6 結婚世帯：婚姻日時点での満年齢を指します。(年齢計算に関する法律第 2項及び民

法第 143 条に基づき、誕生日の前日の終了時に年齢が加算されます。)

出産世帯：本助成金の申請根拠となる引っ越しに係る住民登録時点での満年齢を指し

ます。

Ｑ7 令和 5年 4月分の家賃を令和 5年 3月に支払いました。この支払い分は助成対象と
なりますか？

Ａ7 なりません。令和 5年 4 月以降に支払った費用が助成対象となります。
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結婚世帯について

出産世帯について

住宅の賃借費用について

Ｑ1 令和 5年 3月１日より前に婚姻届を提出し、受理されている場合は助成の対象にな
りますか？

Ａ1 対象になりません。令和 5 年 3 月１日から令和 6年３月 31 日までの間に、婚姻届を
提出し、受理されている場合に限ります。

Ｑ2 室蘭市以外で婚姻届けを提出し、受理されている場合も助成の対象になりますか？

Ａ2 対象になります。

Ｑ3 再婚の場合も助成の対象になりますか？

Ａ3 対象になります。ただし、夫婦の一方または、双方が本助成金の交付を既に受けたこ
とがある場合（他の地方自治体での助成を含む）は申請出来ません。

Ｑ4 夫が以前から住んでいる貸借住宅に、婚姻後、私（妻）が入居する場合、助成の対象
になりますか？

Ａ4 対象となります。

Ｑ1 妊娠はしていたが母子手帳の交付が遅れた場合、助成の対象期間はいつからになりま
すか？

Ａ1 妊娠 8週目が母子手帳で確認出来るのであれば、妊娠8週目からを対象期間とします。

Ｑ1 住宅賃借費用の対象期間を教えてください。

Ａ1 結婚世帯：令和 5年 4 月１日から令和 6年３月 31 日の間で婚姻日以降。
出産世帯：令和 5年 4 月１日から令和 6年３月 31 日の間で転居（住民登録）をした

日以降。（世帯全員が同一の住所となった日）
妊娠をしている間にお引っ越しをされた場合は、住民登録日が妊娠８週
目以降である必要があります。

※世帯毎に助成金を算出する期間が異なります。詳しくはお問い合わせください。

Ｑ2 月の家賃に駐車場代が含まれており、切り分けできない場合どうすればよいですか？

Ａ2 賃貸借契約書を確認し、賃料から切り分けができない場合は駐車場代等を含め助成の
対象となります。

Ｑ3 勤務先が家主との間で賃貸借契約を締結している物件に入居し、私（申請者）は勤務
先に対し家賃相当額を支払っている場合、助成の対象になりますか？

Ａ3 対象になります。ただし、住居手当支給状況証明書や申請者と勤務先との間の契約書
等を提出いただく必要があります。

Q4 家賃の支払いは振込なので、領収書が出ませんがどうすればよいですか？

Ａ4 振込金額・振込先等の内容で支払いが分かる書類などを添付してください。
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引っ越し費用について

所得について

Ｑ5 勤務先から住宅手当が支給されています。住宅手当分は対象になりますか？

Ａ5 住宅手当分は対象になりません。

Ｑ6 住宅手当の支給はありませんが、様式５ 住居手当兼引っ越し手当支給状況証明書の
添付は必要ですか？

Ａ6 住宅手当の支給が無いことを確認しますので、勤務先にてご記入の上、必ず添付して
ください。

Ｑ7 本人または配偶者の一方が単身赴任等で別居することとなった場合、助成の対象にな
りますか？

Ａ7 対象となります。詳しくはお問い合わせください。

Ｑ1 友人や知人に頼んで荷物を運ぶ場合の引っ越し費用は、助成の対象になりますか？

Ａ1 対象になりません。

Ｑ2 実家で新生活を始めます。引っ越し費用のみですが対象になりますか？

Ａ2 対象になります。

Ｑ3 自己所有の住宅に引っ越しをしますが、対象になりますか？

Ａ3 自己所有の住宅の所在地が居住誘導区域内であれば対象になります。
（居住誘導区域外の場合は対象になりません。）

Ｑ4 結婚世帯での助成を受けました。その後、妊娠が判明し再度引っ越しをしました。
出産世帯として引っ越し費用を含めた1か年目の申請をすることは可能ですか？

Ａ4 結婚世帯の助成を受けた後、助成申請額算出期間が重複されず出産世帯の要件を満た
した場合、申請することは可能です。詳しくはお問い合わせください。

Ｑ1 所得と収入の違いを教えてください。

Ａ1 対象要件の 1つに「所得が 500 万円未満であること」とありますが、ここでいう所得
とは、前年１年間の給与の額面総額（＝収入）から給与所得控除を差し引いたもので、
手取り額ではないので、ご注意ください。
（所得）＝（収入）-（給与所得控除）
※複数の収入がある方は合算となります。所得証明書でご確認ください。

Ｑ2 所得はいつの時点の所得証明書を確認すればよいですか？

Ａ2 申請日時点で自治体が発行する最新の所得証明書を確認してください。
申請する時点で取得できる証明書の年度が更新されている場合は、再度、最新の所得
証明書を取得する必要があります。
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Ｑ3 所得から控除できる貸与型奨学金の年間返済額の期間はいつからいつまでになりま
すか？

Ａ3 Ａ２に記載の所得証明書と同様の期間に返済した額の総額となります。

Ｑ4 貸与型奨学金の年間返済額を所得から控除する場合、返済額が分かる書類の写しが必
要となっているが、証明書がない場合はどのようにしたらよいですか？

Ａ4 原則、奨学金返済証明書の添付をお願いしております。
また、証明書の取得が難しい場合には、通帳等の写しをもって確認することとします。

Ｑ5 所得を証明するには会社からの源泉徴収票で良いですか？

Ａ5 源泉徴収票では受付ができません。自治体に申請して交付される最新の「市・道民税
課税（所得）証明書」を提出してください。
なお、取得可能な年度の、前の年の１月１日現在で室蘭市に住民票がある場合は所得
を証明する書類は不要です。
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７．室蘭市立地適正化計画に基づく居住誘導区域

室蘭市では、人口減少や少子高齢化が進んだ社会であってもコンパクトで暮らしやすく

持続可能なまちづくりを進めるため、「室蘭市立地適正化計画」を策定し公表しました。

（平成 31年 3 月公表）

居住誘導区域とは、室蘭市立地適正化計画に規定され利便性が高く安全な都市機能を

維持するため、将来人口密度を維持していく区域で、以下の区域となります。

〔下図で青い線に囲われた区域が 「居住誘導区域
．．．．．．

」 です。〕

区域図の詳細は、室蘭市都市政策推進課で直接ご確認いただくか、お電話にて

（0143-25-2592）お問い合わせください。
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8．申請様式記載要領

様式１ 室蘭市結婚・出産新生活応援助成金事前相談書兼同意書

様式２ 室蘭市結婚・出産新生活応援助成金交付申請書

様式４ 住居手当兼引っ越し手当支給状況証明書



様式第１号（第 8条関係）

室蘭市結婚・出産新生活応援助成金事前相談書兼同意書

室蘭市結婚・出産新生活応援助成金について、室蘭市結婚・出産新生活応援助成金交付要綱第８条の規定

に基づき、事前に相談をしたいので、次のとおり提出します。なお、下記について市が保有する公簿により

確認することに同意します。

記

上記申請者の調査を依頼します。

令和 年 月 日

都市建設部 都市政策推進課長 ㊞

（宛先）室蘭市長 令和 年 月 日

住 所 室蘭市中央町×丁目□□番△号 室蘭ハイツ００号室

ふりがな

氏 名（申請者）

むろらん たろう

室蘭 太郎 ㊞

※本人が氏名を手書きする場合、押印不要

生 年 月 日 昭和・平成 ４年 ５月 １日生

ふりがな

氏 名（配偶者）

むろらん はなこ

室蘭 花子 ㊞

※本人が氏名を手書きする場合、押印不要

生 年 月 日 昭和・平成 ３年 ５月 １日生

電話番号（申請者） 0000－12－3456

引っ越し先住所 室蘭市 中島町○丁目△△番×号 室蘭アパート０号室

住宅の区分 賃貸住宅 ・ 社宅 ・ 戸建て住宅 ・ その他

確認する公簿 確認した事実 確認年月日 確認した者

□ 「所得証明」に関するもの 別紙・なし 令和 年 月 日 市税課長 印

受 付

室蘭市確認欄



様式第 2号（第 9条関係）

（宛先）室蘭市長

室蘭市（結婚・出産）新生活応援助成金交付申請書 兼 誓約書（1か年目・2か年目）

室蘭市結婚・出産新生活応援助成金について、助成金の交付を受けたいので、室蘭市結婚・出産新生活応援助成金交付要綱第9条の規

定に基づき、関係書類を添えて次のとおり申請します。

なお、交付申請にあたり、下記について市が保有する公簿により確認することを同意すると共に、誓約事項について誓約いたします。

令和 ５ 年 １１月 １日

住所：室蘭市中央町×丁目□□番△号 室蘭ハイツ００号

申請者 氏名： 室蘭 太郎 印

配偶者 氏名： 室蘭 花子 印

連絡先： 012 － 3456 － 7890

※本人が氏名を手書きする場合、押印不要

住 宅 貸 借

契約締結年月日 令和 5年 ５月 １５日

助成申請額算出期間 （Ａ） 令和 5年 5月から令和 5年１０月まで（6月分）
家賃月額（共益費含む） （Ｂ）

(※日割家賃が有る場合）
５５，０００ 円

※（ 月分） 円

住居手当・扶助費月額 （Ｃ） ２５，０００ 円

実質家賃負担月額 （Ｄ）=（B）－（C） ３０，０００ 円

算出期間内の家賃総額 （Ｅ）=（A）×（D） １８０，０００ 円

敷金 （Ｆ） 円

礼金 （Ｇ） ５５，０００ 円

仲介手数料 （Ｈ） ５５，０００ 円

計 （Ｉ）＝（Ｅ）+（Ｆ）+（Ｇ）+（Ｈ） ２９０，０００ 円

引 っ 越 し

該当の有無 有 ・ 無

該当有

の場合

引っ越しを行った日 令和 5年 ５月 １５日

費用 （Ｊ） ７５，０００ 円

引っ越し手当・扶助費額 （Ｋ） １５，０００ 円

実質引っ越し負担額 （Ｌ）＝（Ｊ）－（Ｋ） ６０，０００ 円

計 （Ｌ） ６０，０００ 円

合計【1,000円未満の端数切捨】 （M）＝（Ｉ）+（Ｌ） ３５０，０００ 円

助成上限額 （夫婦共に29歳以下、出産世帯で一人親世帯の場合は子
の親のどちらかが29歳以下の世帯で、住居が居住誘導
区域内かつ申請1年目の場合）（Ｎ）

６００，０００ 円

助成上限額 （住居が居住誘導区域内かつ申請1年目の場合）（O） ３００，０００ 円

助成上限額 （住居が居住誘導区域外かつ申請1年目の場合）（O）´ １５０，０００ 円

助成上限額 （住居が居住誘導区域内かつ申請2年目の場合）（O） １２０，０００ 円

助成上限額 （住居が居住誘導区域外かつ申請2年目の場合）（O）´ ６０，０００ 円

助成申請額 （M）と（Ｎ）ｏｒ（O）ｏｒ（O）́の

低い方
３００，０００円



記

（誓約事項）

1. 私又は配偶者は、１か年目の申請日より3年以上継続して室蘭市内に居住いたします。

2. 私は、他の公的制度による家賃補助等を受けていません。

3. 私は、過去にこの制度に基づく助成を受けたことがありません。

4. 賃貸借契約する賃借人は私の三親等以内の親族ではありません。

5. 私は、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6号に規定する暴
力団員ではありません。

6. 申請内容に虚偽があった場合は、助成金を返還いたします。

（公募確認事項）

上記について、確認しました。 都市建設部 都市政策推進課 ㊞

上記申請者・配偶者の調査を依頼します。

令和 年 月 日

都市建設部 都市政策推進課長 ㊞

（ 申請者 ）

（ 配偶者 ）

下記の口座に振込みを依頼します。

＊＊＊＊＊＊ 銀行・金庫・組合 ＊＊＊ 支店 □本店

口座番号 １２３４５ ☑普通 □当座

（フリガナ）

口座名義 室蘭 太郎
ムロラン タロウ

確認する公簿 確認した事実 確認年月日 備 考

□ 住民票に関するもの 住民登録あり・なし 令和 年 月 日

確認する公簿 確認した事実 確認年月日 確認した者

□ 「所得証明」に関するもの 別紙・なし 令和 年 月 日
市税課長 印

□ 「滞納無証明」に関するもの 未納あり・なし 令和 年 月 日

確認する公簿 確認した事実 確認年月日 確認した者

□ 「所得証明」に関するもの 別紙・なし 令和 年 月 日
市税課長 印

□ 「滞納無証明」に関するもの 未納あり・なし 令和 年 月 日

受 付

室蘭市確認欄



様式第 4号（第 6条別表関係）
令和 年 月 日

（宛先）室蘭市長

給与等の支払者

所在地 室蘭市中央町○丁目△△番×号

名 称 株式会社 室蘭建設

代表者 代表取締役社長 鯨 四太郎 印

住居手当兼引っ越し手当支給状況証明書

住居手当又は引っ越し手当支給状況を下記のとおり証明します。

記

１ 対象者

２ 手当支給状況

「住宅手当について」

■住居手当を支給しています。

住居手当 月額 ２５，０００ 円

令和 ５年 １０月現在

□住宅手当の支給はありません。

「引っ越し手当について」

■引っ越し手当を支給しています。

１５，０００ 円

令和 ５年 ５月支給

□引っ越し手当の支給はありません。

≪注意事項≫

1. 住居手当とは、住居に関して事業主が従業員に対し支給又は負担する全ての手当等の

月額です。支給額は直近の住居手当月額を記入してください。

2. 引っ越し手当とは、引っ越しに関して事業主が従業員に対して支給又は負担する全て

の手当等です。支給した手当額及び支給した年月を記入してください。

3. 法人の場合は社印を、個人事業主の場合は代表者印を押印してください。

4. 生活保護制度における住宅扶助費が支給されている場合は、住居手当又は引っ越し

手当を住宅扶助費と読み替えてください。

住 所 室蘭市中島町○丁目△△番×号 室蘭アパート０号室

氏 名 室蘭 太郎


