
様式第１号                         〔受付番号     〕 

 

生垣等緑化助成金交付申請書  

 

（公財）神戸市公園緑化協会理事長様     平成  年  月  日 
 

申請者  

 

住所  

〒  

   区  

 氏名   印     

 電話       

申請者連絡先  

（上記と異なる  

 

住所  

〒  

   区  

場合）  氏名       

 電話       

 
次の通り助成金の交付を申請します。 
□ 「神戸市危険ブロック塀等撤去助成」を受けている場合は左にチェックを入れてください。 

※生垣等緑化工事完了届（様式第７号）を提出する際には、「神戸市危険ブロック塀等撤去助成」

の補助金額確定通知書（様式第１１号）の写しを添付してください。 
１．工事場所    区 

２．敷地の種類 １．戸建て住宅 
２．その他（               ） 

３．

工

事

の

種

類 

（１）生垣化 

①植栽総延長          ｍ 
②主な樹種 
・           
・           
・           

本数 
       本 
       本 
       本 

高さ 
       ｍ 
       ｍ 
       ｍ 

（２）開放的な 
庭づくり 

①緑化面積           ㎡ 
（道路に面する部分の総延長：  ｍ    幅：  ｍ） 

②主な樹種 
・           
・           
・           
 

主な草本品種 
・           
・           
・           

本数 
       本 
       本 
       本 
 
株数 
       株 
       株 
       株 

高さ 
       ｍ 
       ｍ 
       ｍ 
 
面積 
       ㎡ 
       ㎡ 
       ㎡ 

４．工事期間 着工予定    月  日頃 工事日数   約    日間 
５．予定工事費               円 

６．添付書類 

①工事計画図   ②現況写真   ③工事費見積書の写し 
④誓約書 
⑤同意書（管理者が申請する場合や複数の生垣等の所有者がいる場合） 
⑥所有者及び管理者であることが確認できる書類の写し 



様式第２号                         〔受付番号     〕 

 
 
 

生垣等緑化助成金交付（決定・否決）通知書  

 

                          平成  年  月  日 

                      交付決定番号  

             様 

 

                          （公財）神戸市公園緑化協会 

                            理事長        

 

 

 

 

   あなたが交付申請された生垣等緑化助成金については、審査の結果 

  下記のとおり（決定・否決）しましたので通知します。 

 

 

記 

 

  １．助成予定額（助成額は完了届記載の工事費により最終決定する） 

 
 

￥                 

    

    
２．助成条件 

     申請の内容にいつわりがあったときは、交付した助成金の全部 

     または一部を返還するものとする。 

  
３．否決理由 

 
 



様式第３号                         〔受付番号     〕 

 
                          交付決定番号 
 

生垣等緑化助成金交付変更申請書  

 

                          平成  年  月  日 

                       

 （公財）神戸市公園緑化協会 

  理事長        様             

                                 〒  

住所  

氏名            印  

              

 電話                           

 

   先に申請しました生垣等設置工事内容を、下記のとおり変更したいので 

  申請します。 

 

 生垣等設置工事内容（変更する事項を記入すること）  
 
 

変更前  

 

 
 

変更後  

 

変更理由  
 

★添付書類  変更内容のわかるもの（工事計画図・現況写真・工事費見積書など） 



様式第 4 号                         〔受付番号     〕 

 
 
 

生垣等緑化助成金交付変更（決定・否決）通知書  

 

                          平成  年  月  日 

交付決定番号 

             様 

 

                          （公財）神戸市公園緑化協会 

                            理事長  

 

 

 

 

   あなたが交付申請された生垣等緑化助成金については、審査の結果 

  下記のとおり変更（決定・否決）しましたので通知します。 

 

 

記 

 

  １．助成変更額 

 
 

￥                 

 
       

２．助成条件 

     申請の内容にいつわりがあったときは、交付した助成金の全部 

     または一部を返還するものとする。 

 
３．否決理由 

 
 



様式第５号                         〔受付番号     〕 

 
交付決定番号 

 

 

生垣等緑化助成事業廃止承認申請書  

 

                          平成  年  月  日 

 

 （公財）神戸市公園緑化協会 

  理事長             様             

                                 〒  

住所  

氏名            印  

              

 電話                           

 

    平成  年  月  日付 交付決定番号   をもって交付決定の 
 
あった下記事業について、次のとおり廃止したいので、承認願いたく申請します。 
 
 
                 記 
 
１．事業名   生垣等緑化助成事業 
 
２．廃止の理由 
 
 
 
３．廃止の期日   平成  年  月  日 
 
 
 



様式第６号                         〔受付番号     〕 

 
  交付決定番号 
 

 

生垣等緑化助成事業廃止承認通知書  

 

 

                          平成  年  月  日 

 

             様 

 

                          （公財）神戸市公園緑化協会 

                            理事長  

 

 

 

 

   平成 年 月 日付で廃止申請のあった下記事業について、次のとおり 
 

  承認することに決定したので通知します。 

 

 

                 記 
 
 
１．事業名   生垣等緑化助成事業 
 
 
２．交付決定日・番号  平成  年  月  日 
            交付決定番号  
 
３．廃止の期日   平成  年  月  日 
 
 
 



様式第７号                          〔受付番号     〕 

 
交付決定番号 

 

 

生垣等緑化工事完了届  

 

                          平成  年  月  日 

 

 （公財）神戸市公園緑化協会 

  理事長             様             

                                 〒  

住所  

氏名            印  

              

 電話                           

 

     
 

次のとおり工事が完了しましたので、届けます。 
 

1．工事完了年月日  平成    年    月    日  

2．工  事  費    ￥  

3．添 付 書 類  
1．完了写真 2．工事費支払請求書  
3．補助金額確定通知書の写し  

 ※神戸市危険ブロック塀等助成を受けている場合  



様式第８号                          〔受付番号     〕 

 
交付決定番号 

 
 

生垣等緑化助成金請求書  

 

                          平成  年  月  日 

 

 （公財）神戸市公園緑化協会 

  理事長       様             

                                 〒  

住所  

氏名            印  

              

 電話                           

     
次のとおり助成金を請求します。 

振込先口座 

金 融 機 関 名 
銀行・信用金庫           支店 
信用組合・農協           支所 

預 金 種 目 １．普通 ２．当座 その他（       ） 

口 座 番 号  

口座名義（カナ） 
30 字以内 

              

              

（注）口座名義は，補助事業者と同一の名義であること。 
 

1．請  求  額    ￥  



参考様式 

誓約書 

 

神戸市生垣等緑化助成事業について、私は、下記について誓約いたします。 

 
 

 
記 

 
 
 
１．設置する生垣等は，私が所有するものであり、設置後に他の共有者や利害関係者との

間にトラブル等が生じた場合は自身の責任で解決します。 
２．生垣等設置工事にあたり、トラブルが生じないよう近隣に説明などを行い、トラブル

等が生じた場合は自身の責任で解決します。 
３．助成事業の実施にあたり、産業廃棄物の適正な処分などを行います。 
４．生垣等を新たに設置する場合は、建築基準法などの関係法令を順守します。 
５．その他各種関連法令を順守します。 
６．要綱等に違反した場合は、助成金の交付が取り消され、助成金の返還があることを了

承します。 
７．設置した生垣等については、継続して植物の育成・管理に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 

平成  年 月 日   

住  所 

氏  名（署名）              
 
 
 



参考様式 

同意書 

 

神戸市生垣等緑化助成事業について、私は、下記について同意いたします。 

 
 

 
記 

 
 
 
１．私は神戸市   区           の生垣等の所有をしており、生垣等設置

工事について同意しています。 
２．神戸市生垣等緑化助成事業の実施について同意します。 
 
 
 
 
 
 

平成  年 月 日   

住  所 

氏  名               印 



様式第 9 号                         〔受付番号     〕 

 
 
 

生垣等緑化助成金決定通知書  

 

                          平成  年  月  日 

交付決定番号 

             様 

 

                          （公財）神戸市公園緑化協会 

                            理事長  

 

 

 

 

   あなたが交付申請された生垣等緑化助成金額を下記のとおり決定しました

ので通知します。 

 

 

記 

 

  １．助成額 

 
 

￥                 
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