
【交付様式：４－４(１)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家 □ 便所 □ 浴室・便所・洗面所・脱衣所以外の居室
□ 共用部 □ 浴室 □ 玄関、廊下又は階段

□ 洗面所又は脱衣所

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（手すりの設置）

工事前の部分写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

工事前の全体写真

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

枚

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

工事前の部分写真

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（バリアフリー改修工事ー手すりの設置）

部屋番号 箇所番号 枚目／総枚数

「手すり設置」 工事する設置面の部分写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、住戸平

面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外とな
る場合がありますので、ご注意下さい。） 

「手すり設置」 工事する設置面の全体写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、住戸平

面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外とな
る場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(２)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家 □ 勝手口等以外の出入口 □
□ 共用部 □ 廊下の床 □

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（段差解消）

工事前の部分写真

工事前の全体写真

枚目／総枚数

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

枚

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。
勝手口等、上り框、浴室出入口(空家)

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

玄関・勝手口等、浴室出入口（共用部）

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（バリアフリー改修工事ー段差解消）

部屋番号 箇所番号

※勝手口等、上り框、浴室出入口の場合は、寸法が分かるようにメジャーを当てて撮影してください。 

工事前の部分写真 
 

現像またはプリントアウトしたものを 
のりで貼り付けるか、 
エクセルのデータ上に 

画像データを貼り付けてください。 

「段差解消」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、住戸平面

図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「段差解消」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、住戸平面

図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(３)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家 □ 出入口
□ 共用部 □ 廊下等

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（廊下幅等の拡張）

工事前の部分写真

工事前の全体写真

箇所番号 枚目／総枚数

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

枚

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（バリアフリー改修工事ー廊下幅等の拡張）

部屋番号

※廊下幅等の場合は、寸法が分かるようにメジャーを当てて撮影してください。 

工事前の部分写真 
 

現像またはプリントアウトしたものを 
のりで貼り付けるか、 
エクセルのデータ上に 

画像データを貼り付けてください。 

「廊下幅等の拡張」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、

住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「廊下幅等の拡張」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、

住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(４)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家 □ □ 固定式の移乗台、踏み台等の設置
□ 共用部 □ 水栓器具の改良（設置・交換）

□ 浴槽のまたぎ高さを低くする工事

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（浴室の改良）

工事前の全体写真

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

工事前の部分写真

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（バリアフリー改修工事ー浴室の改良）

部屋番号 箇所番号 枚目／総枚数 枚

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。
床面積の増加(おおむね1.8㎡以上及
び短辺の内法寸法が1,200㎜以上)右欄のいずれかの施工箇所に

ついて、☑チェックをしてください。

※床面積の増加、浴槽のまたぎ高さは、寸法が分かるようにメジャーを当てて撮影してください。 

工事前の部分写真 
 

現像またはプリントアウトしたものを 
のりで貼り付けるか、 
エクセルのデータ上に 

画像データを貼り付けてください。 

「浴室の改良」 工事する浴室の部分写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、住戸平

面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「浴室の改良」 工事する浴室の全体写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、住戸平

面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(５)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家 □ 床面積の増加(長辺の内法寸法1,300㎜以上又は便器と壁の距離が500㎜以上)
□ 共用部 □ 座便式の便器に交換する工事

□ 座便式の便器の座高を高くする工事

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（便所の改良）

工事前の部分写真

工事前の全体写真

箇所番号 枚目／総枚数

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

枚

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（バリアフリー改修工事ー便所の改良）

部屋番号

※床面積の増加、座高の高さに関する場合は、寸法が分かるようにメジャーを当て撮影してください。 

工事前の部分写真 
 

現像またはプリントアウトしたものを 
のりで貼り付けるか、 
エクセルのデータ上に 

画像データを貼り付けてください。 

「便所の改良」 工事する便所の部分写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、住戸平

面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「便所の改良」 工事する便所の全体写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、住戸平

面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(６)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家 □ 開戸を引戸、折戸等に交換
□ 共用部 □ 開戸のドアノブ交換

□ 戸車等戸の開閉を容易にする器具の設置

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（出入口の戸の改良）

工事前の部分写真

工事前の全体写真

箇所番号 枚目／総枚数

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

枚

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（バリアフリー改修工事ー出入口の戸の改良）

部屋番号

※床段差高さに関する場合は、寸法が分かるようにメジャーを当て撮影してください。 

工事前の部分写真 
 

現像またはプリントアウトしたものを 
のりで貼り付けるか、 
エクセルのデータ上に 

画像データを貼り付けてください。 

「出入り口の戸の改良」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、箇所番

号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「出入口の戸の改良」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号

は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(７)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家
□ 共用部

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（階段の設置・改良）

工事前の部分写真

工事前の全体写真

箇所番号 枚目／総枚数

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

枚

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（バリアフリー改修工事ー階段の設置・改良）

部屋番号

※踏面・蹴上に寸法が分かるようにメジャーを当てて撮影してください。 

工事前の部分写真 
 

現像またはプリントアウトしたものを 
のりで貼り付けるか、 
エクセルのデータ上に 

画像データを貼り付けてください。 

「階段の設置・改良」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、

住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「階段の設置・改良」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、

住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(８)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家 □ 便所 □ □
□ 共用部 □ 浴室 □ 階段

□ 洗面所又は脱衣所 □ 玄関

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（転倒防止）

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

枚

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。
浴室・便所・洗面所・脱衣所
以外の居室

廊下
右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

工事前の部分写真

枚目／総枚数

工事前の全体写真

工事前の部分写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

箇所番号

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（バリアフリー改修工事ー転倒防止）

部屋番号

「転倒防止」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、住戸平面

図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「転倒防止」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、住戸平面

図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(９)】

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 共用部

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（耐震改修）

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

工事前の部分写真

工事前の部分写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

箇所番号 枚

対象工事番号
（支援室で記入）

対象建物１棟毎に１枚のシートを作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（耐震改修工事）

部屋番号

工事前の全体写真

枚目／総枚数

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

「耐震改修」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、住戸平面

図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「耐震改修」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、住戸平面

図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(10)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家
□ 共用部

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（用途変更）

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

工事前の全体写真

工事前の部分写真

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（他用途から賃貸住宅に用途変更するための改修工事）

部屋番号 箇所番号 枚目／総枚数 枚

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

工事前の部分写真 
 

現像またはプリントアウトしたものを 
のりで貼り付けるか、 
エクセルのデータ上に 

画像データを貼り付けてください。 

工事前の全体写真 
 

現像またはプリントアウトしたものを 
のりで貼り付けるか、 
エクセルのデータ上に 

画像データを貼り付けてください。 

「用途変更に伴う工事」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、箇所番

号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「用途変更に伴う工事」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、箇所番

号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(11)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 空家 施工箇所を記入してください。

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（間取りの変更）

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

工事前の部分写真

工事前の部分写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

箇所番号 枚

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（住宅の間取り変更に係る工事）

部屋番号

工事前の全体写真

枚目／総枚数

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

「間取り変更に係る工事」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、箇所

番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「間取り変更に係る工事」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、箇所

番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(12)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家 施工箇所を記入してください。
□ 共用部

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（設備の利便性向上）

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

工事前の部分写真

工事前の部分写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

箇所番号 枚

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（設備(台所・洗面等)の利便性向上に係る工事）

部屋番号

工事前の全体写真

枚目／総枚数

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

「設備に係る工事」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、

住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「設備に係る工事」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、箇所番号は、

住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(13)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家 施工箇所を記入してください。
□ 共用部

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（遮音性・防音性の向上）

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

工事前の部分写真

工事前の部分写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

箇所番号 枚

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（遮音性・防音性の向上に係る工事）

部屋番号

工事前の全体写真

枚目／総枚数

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

「遮音性・防音性に係る工事」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、

箇所番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「遮音性・防音性に係る工事」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、

箇所番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(14)A】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家 施工箇所を記入してください。
□ 共用部

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（断熱性・気密性の向上）

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

工事前の部分写真

工事前の部分写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

箇所番号 枚

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（断熱性・気密性の向上に係る工事）

部屋番号

工事前の全体写真

枚目／総枚数

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

「断熱性・気密性に係る工事」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、

箇所番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「断熱性・気密性に係る工事」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、

箇所番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(14)B】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

独自の工事内容
施工箇所 施工箇所を記入してください。

□ 共用部

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（独自の工事）

（撮影日：平成　　年　　月　　日　撮影者：　　　　　　　　　）（撮影日：平成　　年　　月　　日　撮影者：　　　　　　　　　）

工事前の写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

工事前の写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

（撮影日：平成　　年　　月　　日　撮影者：　　　　　　　　　）（撮影日：平成　　年　　月　　日　撮影者：　　　　　　　　　）

工事前の写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

工事前の写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

箇所番号

工事前の写真　　　南　面 工事前の写真　　　北　面

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

工事前の写真　　東　　面 工事前の写真　　西　　面

枚目／総枚数 枚

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事
（断熱性・気密性の向上に係る工事-塗装工事）

部屋番号

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

「断熱性・気密性に係る塗装工事」 工事する各塗装面の写真を貼り付けて下

さい。また、箇所番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェック

をして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外

となる場合がありますので、ご注意下さい。 
完了報告書提出には断熱・遮熱塗装の施工中については、ローラー塗装中や吹付中の施工中写
真の添付が必要になります。 
また、足場設置工事を伴う場合は、足場の施工中・工事後の写真なども必要となります。ご注意下

さい。） 

「断熱性・気密性に係る塗装工事」 工事する各塗装面の写真を貼り付けて下

さい。また、箇所番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェック

をして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外

となる場合がありますので、ご注意下さい。 
完了報告書提出には断熱・遮熱塗装の施工中については、ローラー塗装中や吹付中の施工中写
真の添付が必要になります。 
また、足場設置工事を伴う場合は、足場の施工中・工事後の写真なども必要となります。ご注意下

さい。） 

東西南北面を記入して下さい。 

東西南北面を記入して下さい。 



【交付様式：４－４(15)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家 施工箇所を記入してください。
□ 共用部

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（安全性の向上）

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

工事前の全体写真

工事前の部分写真

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（防犯性の向上に係る工事）

部屋番号 箇所番号 枚目／総枚数 枚

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

工事前の部分写真 
 

現像またはプリントアウトしたものを 
のりで貼り付けるか、 
エクセルのデータ上に 

画像データを貼り付けてください。 

工事前の全体写真 
 

現像またはプリントアウトしたものを 
のりで貼り付けるか、 
エクセルのデータ上に 

画像データを貼り付けてください。 

「防犯性の向上に係る工事」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、

箇所番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「防犯性の向上に係る工事」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、

箇所番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(16)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

施工箇所 □ 空家 施工箇所を記入してください。
□ 共用部

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（高効率化）

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

工事前の部分写真

工事前の部分写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

箇所番号 枚

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（照明や給湯器等の設備の高効率化工事）

部屋番号

工事前の全体写真

枚目／総枚数

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

「設備の高効率化に係る工事」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、

箇所番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「設備の高効率化に係る工事」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、

箇所番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(17)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

独自の工事内容
施工箇所 □ 空家 施工箇所を記入してください。

□ 共用部

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（独自の工事）

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

枚

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

右欄のいずれかの施工箇所に
ついて、☑チェックをしてください。

工事前の部分写真

枚目／総枚数

工事前の全体写真

工事前の部分写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

箇所番号

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（その他居住支援協議会が認める工事）

部屋番号

「協議会が認める工事」 工事する箇所の部分写真を貼り付けて下さい。また、箇所番

号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「協議会が認める工事」 工事する箇所の全体写真を貼り付けて下さい。また、箇所番

号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所にチェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 



【交付様式：４－４(18)】

↓共用部の場合は記入不要です。

↑撮影箇所がわかるよう平面図に写真番号を表示してください。

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（撮影日：平成 年 月 日　　撮影者： ）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 【平成28年度】工事写真（子育て支援施設の工事）

対象工事番号
（支援室で記入）

空家1戸毎、施工箇所毎に１枚のシートを作成して下さい。２戸以上の住戸について申請する場合はシートを追加して作成して下さい。

改修工事実施予定部分写真
（子育て支援施設整備のための改修工事）

施設名 箇所番号 枚目／総枚数 枚

改修工事を行う予定の施工箇所毎に、改修工事前の状況が確認できる現況写真を貼り付けてください。

工事内容

施工箇所を記入してください。

工事前の部分写真

工事前の部分写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

工事前の全体写真

工事前の全体写真
現像またはプリントアウトしたものを

のりで貼り付けるか、
エクセルのデータ上に

画像データを貼り付けてください。

「子育て支援施設整備のための改修工事」 工事する箇所の部分写真を貼り付

けて下さい。また、箇所番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所に

チェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

「子育て支援施設整備のための改修工事」 工事する箇所の全体写真を貼り付

けて下さい。また、箇所番号は、住戸平面図等に撮影した位置を同一番号で表示し、施工箇所に

チェックをして下さい。 
 
（※補助対象工事について、工事前、施工中、工事後の写真が提出できない場合は、補助対象外と

なる場合がありますので、ご注意下さい。） 

申請空家毎に作成して下さい。                            

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 

撮影日、撮影者は必ず記入して下さい。 


