
031523 

LIHEAP & LIHWAP COMBINED 
LOW INCOME  

HOME ENERGY & HOUSEHOLD WATER 
ASSISTANCE PROGRAMS 

(LIHWAP EXPIRES AUGUST 2023) 
Helping Alameda County Residents Pay Their Energy (PG&E, Alameda Municipal Power) and Water Bills: 

Alameda County Water District (ACWD) • California Water Service • Castro Valley Sanitary District 
City of Pleasanton • Dublin San Ramon Services District • East Bay Municipal Utility District (EBMUD) 

 Hayward Water System • Livermore Municipal Water 

 

 

 

 

 

MAIL the completed application with REQUIRED DOCUMENTS to: 

Spectrum Community Services 
LIHEAP/LIHWAP Program 

P.O. Box 4317 
Hayward, CA 94540-4317 

www.SpectrumCS.org 

510-881-0300

DO NOT USE WHITE-OUT

Completed application must include:

� Complete application (all forms must be completed and signed). 

� Copy of all pages of energy bill. 

� Copy of all pages of water and/or wastewater bill. (Bills from Castro Valley Sanitary District 
and Dublin San Ramon Services District must be overdue; all others can be current bills.)  

� Proof of income for all adults 18 years or older living in the dwelling; OR form CSD 43B 
Certification of Income & Expense is required for all adults listed on the application who DO 
NOT or CANNOT submit proof of income.  

� Copy of government-issued ID. 

Japanese



  
   

v.12.13.22a 

LIHEAP & LIHWAP Eligibility Applicant Agreement 
Because of significant funding cuts, the federal government enacted a law requiring that states target 
households with low incomes and high energy costs, taking into consideration households with seniors 
(60+ years old) and persons with disabilities, and children under six. This means there could be 
households that receive assistance in the past and will no longer receive assistance because they fall into 
a low priority group and are not considered among the neediest of the needy. 

Eligibility is based on the household’s total gross monthly income, which cannot exceed the 2023 Low 
Income Guidelines listed below.  This chart shows the gross income guidelines for this program: 

 

2023 Monthly Gross Income Guidelines* 
HOUSEHOLD SIZES MONTHLY PRE-TAX INCOME 

1 $2,700.17 
2 $3,531.00 
3 $4,361.83 
4 $5,192.75 
5 $6,023.59 
6 $6,854.43 
7 $7,010.21 
8 $7,166.00 
9 $7,321.78 

10 $7,477.56 
*Monthly gross income means before any deductions including taxes. 

 

Please remember LIHEAP and LIHWAP are not entitlement programs.  Spectrum also offers weatherization 
services to help households lower their utility bills. All applicants are encouraged to continue paying on 
their utility bills. 

I understand and have read the LIHEAP / LIHWAP Eligibility 
Agreement above. 
 
 
 
 
   
Signature  Date 

 

QUESTIONS? Please visit our website SpectrumCS.org, or call us at (510) 881-0300 
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名  ミドルネームの頭文字 姓 生年月日 

   MM/DD/YY 

現住所 – お住まいの住所（私書箱はご利用いただけません） 

現住所  
 

ユニット番号 

市（現住所） 

 
郡（現住所） 州（現住所） 郵便番号（現住所） 

過去 12ヶ月間にわたる各月に、この現住所にお住まいでしたか？ ………………………………………………………..  ☐ はい       ☐ いいえ         

現住所と郵送先住所は同じですか？...........................................................................................………………......  ☐ はい       ☐ いいえ    

自宅は持ち家ですか、賃貸ですか？.................................................................................................................. ☐ 持ち家    ☐ 賃貸                                                                                                             

郵送先住所     
 

ユニット番号 

市（郵送先住所） 
 

郡（郵送先住所） 州（郵送先住所） 郵便番号（郵送先住所） 

社会保障番号

（SSN）：  
           電話番号（             ）                                   

電子メールアドレス：                                                                                                                                                                                              
 

 

世帯員  
世帯全員分の情報を以下に記入してください。   

世帯人数が 6人を超える場合は、別紙に情報を記載してください。 
 

申請者（世帯員 1）  
名 
 
 

ミドルネームの頭文字 姓 申請者との関係 

本人 

生年月日： 人種：☐ アメリカインディアンまたはアラスカ先住民  

☐ アジア人            ☐ 黒人またはアフリカ系アメリカ人                                                   

☐ ハワイ先住民または他の太平洋諸島民                     ☐ 白人 

☐ 多人種                ☐その他                             ☐不明/回答しない                                            

ヒスパニック系/ラテン

系/スペイン系ですか？   

☐ はい ☐ いいえ                       

☐不明/回答しない                                                                                                 

性別：  ☐ 女性  ☐ 男性   

               ☐ その他   

      ☐ 不明/回答しない   

毎月の総収入額（税引前）： 
 

収入源： 

Department of Community Services and Development 公用専用： 

光熱費支援申請書 優先度ポイント  

CSD 43（10/2022） A.C.C.  

機関名：                    受付担当者のイニシャル：                   受付日： 資格認定日  

世帯人数 
ご自身を含めた世帯人数 

を記入してください 

 収入 
収入を得ている人の総数を記入

してください   
                    

 

世帯の内訳：次に当てはまる世帯の人数を記入してください： 世帯に住むすべての人の総月収を記入してください： 

0歳〜2歳    TANF / CalWorks $ 

3歳〜5歳  SSI / SSP $ 

6歳〜18歳  SSA / SSDI $ 

19歳〜59歳   給与 $ 

60歳以上  利子 $ 

障碍者  年金受給者 $ 

アメリカインディアン  その他 $ 

季節農場労働者または出稼ぎ農

場労働者 
 総月収 $ 
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世帯員 2  
名 
 
 

ミドルネームの頭文字 姓 申請者との関係 
 

生年月日： 人種：☐ アメリカインディアンまたはアラスカ先住民  

☐ アジア人            ☐ 黒人またはアフリカ系アメリカ人                                                   

☐ ハワイ先住民または他の太平洋諸島民                     ☐ 白人 

☐ 多人種                ☐その他                             ☐不明/回答しない   

ヒスパニック系/ラテン

系/スペイン系ですか？   

☐ はい ☐ いいえ                       

☐不明/回答しない                                                                                                 

性別：  ☐ 女性  ☐ 男性   

               ☐ その他   

      ☐ 不明/回答しない   

毎月の総収入額（税引前）： 
 

収入源： 

世帯員 3 
名 
 
 

ミドルネームの頭文字 姓 申請者との関係 
 

生年月日： 人種：☐ アメリカインディアンまたはアラスカ先住民  

☐ アジア人            ☐ 黒人またはアフリカ系アメリカ人                                                   

☐ ハワイ先住民または他の太平洋諸島民                     ☐ 白人 

☐ 多人種                ☐その他                             ☐不明/回答しない   

ヒスパニック系/ラテン

系/スペイン系ですか？   

☐ はい ☐ いいえ                       

☐不明/回答しない                                                                                                 

性別：  ☐ 女性  ☐ 男性   

               ☐ その他   

      ☐ 不明/回答しない   

毎月の総収入額（税引前）： 
 

収入源： 

世帯員 4  
名 
 
 

ミドルネームの頭文字 姓 申請者との関係 
 

生年月日： 人種：☐ アメリカインディアンまたはアラスカ先住民  

☐ アジア人            ☐ 黒人またはアフリカ系アメリカ人                                                   

☐ ハワイ先住民または他の太平洋諸島民                     ☐ 白人 

☐ 多人種                ☐その他                             ☐不明/回答しない   

ヒスパニック系/ラテン

系/スペイン系ですか？   

☐ はい ☐ いいえ                       

☐不明/回答しない                                                                                                 

性別：  ☐ 女性  ☐ 男性   

               ☐ その他   

      ☐ 不明/回答しない   

毎月の総収入額（税引前）： 
 

収入源： 

世帯員 5  
名 
 
 

ミドルネームの頭文字 姓 申請者との関係 
 

生年月日： 人種：☐ アメリカインディアンまたはアラスカ先住民  

☐ アジア人            ☐ 黒人またはアフリカ系アメリカ人                                                   

☐ ハワイ先住民または他の太平洋諸島民                     ☐ 白人 

☐ 多人種                ☐その他                             ☐不明/回答しない   

ヒスパニック系/ラテン

系/スペイン系ですか？   

☐ はい ☐ いいえ                       

☐不明/回答しない                                                                            

性別：  ☐ 女性  ☐ 男性   

               ☐ その他   

      ☐ 不明/回答しない   

毎月の総収入額（税引前）： 
 

収入源： 

世帯員 6 

名 
 
 

ミドルネームの頭文字 姓 申請者との関係 
 

生年月日： 人種：☐ アメリカインディアンまたはアラスカ先住民  

☐ アジア人            ☐ 黒人またはアフリカ系アメリカ人                                                   

☐ ハワイ先住民または他の太平洋諸島民                     ☐ 白人 

☐ 多人種                ☐その他                             ☐不明/回答しない   

ヒスパニック系/ラテン

系/スペイン系ですか？   

☐ はい ☐ いいえ                       

☐不明/回答しない                                                                                                 

性別：  ☐ 女性  ☐ 男性   

               ☐ その他   

      ☐ 不明/回答しない   

毎月の総収入額（税引前）： 
 

収入源： 

 
 

 

あなた、またはあなたの世帯のどなたかが現在 CalFresh（フードスタンプ）を受給していますか？     ☐ はい       ☐ いいえ   
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請求の支払  
LIHEAP 特典を適用する光熱費を 1つだけを選択してください。  （最新の請求書または領収書の完全なコピーを添付してください）     
☐ 天然ガス   ☐ 電気   ☐ 薪   ☐ プロパンガス   ☐  燃料油   ☐ 灯油   ☐ 加工丸太   ☐ ペレット   ☐ 他の燃料     

エネルギー供給会社と口座番号を入力してください：   
 

会社名： ___________________________________________ 口座番号： _______________________________________ 

エネルギー供給サービスは停止していますか？     ☐ はい          ☐ いいえ        

延滞通知はありますか？    ☐ はい          ☐ いいえ        

光熱費は家賃に含まれていますか、それとも子メーター制ですか？     ☐ はい          ☐ いいえ        

使用しているエネルギーはすべて電気ですか？    ☐ はい          ☐ いいえ        

天然ガス供給会社は電気供給会社と同じですか？    ☐ はい          ☐ いいえ        

薪、プロパンガス、燃料油のサービス（WPO） 

現在、燃料が不足していませんか？  （薪、プロパンガス、燃料油、灯油、他の燃料）     ☐ はい      ☐ いいえ    ☐ 該当なし 

燃料（薪、プロパンガス、燃料油、灯油、他の燃料）がなくなるまでのおおよその日数を記入してください。 

日数：  ___________      ☐ 該当なし     

エネルギー情報 
以下の質問への回答は必須です。  ご自宅の暖房に使用されているすべてのエネルギー源にチェックを入れてください。 

最近のすべての光熱費請求書および/または家庭の光熱費の領収書のコピーを提出する必要があります。 

注： 暖房に電気を使用していない場合でも、電気料金の請求書のコピーが必要です。 

暖房に使用している主な燃料は何ですか？1つの主な熱源にチェックを入れてください。     

☐ 天然ガス   ☐ 電気   ☐ 薪   ☐ プロパンガス   ☐  燃料油   ☐ 灯油   ☐ 加工丸太   ☐ ペレット   ☐ 他の燃料   
主な燃料の他に、暖房するために次のいずれかを使用したことがありますか（複数選択可）：  

☐ 天然ガス  ☐ 電気  ☐ 薪  ☐ プロパンガス  ☐ 燃料油  ☐ 灯油  ☐ 加工丸太  ☐ ペレット  ☐ 他の燃料  ☐ 該当なし       

あなたは以下の口座の名義人ですか？：  電気料金支払口座    ☐ はい    ☐ なし     天然ガス料金支払口座     ☐ はい   ☐ いいえ        

この申請書の情報は、支援を受ける資格があるかどうかを判断および確認するために使用されます。 以下に署名することにより、この申請書の

最後に記載されているように、私はCSD、その請負業者、コンサルタント、その他の連邦または州の機関（CSDパートナー）、私が契約するエネ

ルギー供給会社とその請負業者に、私の家計の公共料金の口座、エネルギーの使用状況、および/またはサービスや給付を提供するために必要

なその他の情報を共有することに同意（許可）します。私の同意は、以下に署名した日付の24か月前から36か月間有効です。 私は、以下を理解

しています。「LIHEAP/DOEの給付またはサービスの申請が拒否された場合、または回答が遅かったり、満足のいく結果が得られなかったりした

場合、地域のサービス提供者に書面で不服申し立てを行うことができ、私の不服申し立ては、不服申し立てを受け取ってから15日以内に審査さ

れること。地域のサービス提供者の決定に満足できない場合は、カリフォルニア州規則集第22編第100805条に従って、コミュニティサービス開

発局に上訴することができること。」該当する場合、私はここに、無償で私の住居に耐候性対策を設置することを許可します。私は、偽証の場

合は偽証罪に問われることを承知の上で、この申請書の情報が真実であり、正確であること、受け取った給付を私の光熱費を支払う目的のみに

使用することを宣言します。 
 

 

X 
  

* * *  申請者の署名  * * * 日付 

   
機関名：Community Services and Development（CSD）。メンテナンス担当ユニット：Home Energy Assistance Program（HEAP）。権限：州法

16367.6（a）に基づき、HEAPを管理する機関として CSDが指定されました。目的：あなたが提供する情報は、LIHEAP給付および/または耐候性

サービスを受給する資格があるかどうかを決定するために使用されます。情報提供：このプログラムは任意参加です。支援を申請する場合は、

必要なすべての情報を提供する必要があります。他の情報：CSDは、プログラムへの適格性を判断するために、保健社会福祉省の州中央所得、

連邦所得貧困ガイドラインの年次更新からの統計的定義を使用しています。申請の処理中に、CSDの指定請負業者は、プログラムのいずれかま

たは両方への適格性を判断するために、詳細情報の提供を求める場合があります。アクセス：CSDの指定請負業者は、あなたの資格を判断する

ために、記入済みの申請書やその他の情報を保管します（使用している場合）。あなたは、あなたに関する情報を保持しているすべての記録に

アクセスする権利を有します。CSDは、人種、宗教信条、肌の色、出身国、祖先、身体障害、精神障害、病状、婚姻状況、性別、年齢、または

性的指向に基づいて、サービスの提供において差別することはありません。 

申請者：  以下の情報を記入しないでください。   本項は係員のみが使用することを目的としています。 

光熱費補助が提供されているプログラム →      ☐ HEAP    ☐ Fast Track    ☐ HEAP WPO     ☐ ECIP WPO                                                                             

基本給付 $_______________       補足給付 $_______________       合計給付 $_______________         
     

総光熱費 $________________________              光熱費の割合 _________________________ 

エネルギー供給が停止された後、復旧しましたか？：     ☐ はい     ☐ いいえ       

エネルギー供給の停止は防止されましたか？:      ☐ はい     ☐ いいえ          

耐候性対策を紹介した：     ☐          既に耐候性対策がなされている：      ☐ 
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持家ですか、賃貸ですか。....................................................................................................................................☐ 持家     ☐ 賃貸                                                                             

 

 

世帯員  
世帯員全員の情報を記入してください。    

世帯員が 7 人以上いる場合は、別紙に記入してください。 

 

申請者（世帯員 1）  

名 

 

 

M.I.  姓 申請者との関係 

本人 

生年月日：  人種： ☐ アメリカ先住民またはアラスカ先住民  ☐ アジア人            

☐ 黒人またはアフリカ系アメリカ人                                          

☐ ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島民 

         ☐ 白人 ☐ 2 つ以上の人種   

         ☐その他  ☐わからない/回答を控える                                            

ヒスパニック系／ラテン系／

スペイン系   

 ☐ はい ☐ いいえ                       

☐わからない/回答を控える                                                                                                 

性別：  ☐ 女性  ☐ 男性   

                ☐その他   

                ☐わからない/回答を控える   

世帯員 2 

名 

 

 

M.I.  姓 申請者との関係 

 

生年月日：  人種： ☐ アメリカ先住民またはアラスカ先住民  ☐ アジア人            

☐ 黒人またはアフリカ系アメリカ人                                          

☐ ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島民 

         ☐ 白人 ☐ 2 つ以上の人種  

         ☐その他  ☐わからない/回答を控える                                            

ヒスパニック系／ラテン系／

スペイン系   

 ☐ はい ☐ いいえ                       

☐わからない/回答を控える                                                                                                       

性別：  ☐ 女性  ☐ 男性   

                ☐その他   

                ☐わからない/回答を控える   

世帯員 3 

名 

 

 

M.I.  姓 申請者との関係 

 

生年月日：  人種： ☐ アメリカ先住民またはアラスカ先住民  ☐ アジア人            

☐ 黒人またはアフリカ系アメリカ人                                          

☐ ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島民 

         ☐ 白人 ☐ 2 つ以上の人種  

         ☐その他  ☐わからない/回答を控える                                            

ヒスパニック系／ラテン系／

スペイン系   

 ☐ はい ☐ いいえ                       

☐わからない/回答を控える                                                                                                 

性別：  ☐ 女性  ☐ 男性   

                ☐その他   

                ☐わからない/回答を控える   

世帯員 4 

名 

 

 

M.I.  姓 申請者との関係 

 

生年月日：  人種： ☐ アメリカ先住民またはアラスカ先住民  ☐ アジア人            

☐ 黒人またはアフリカ系アメリカ人                                          

☐ ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島民 

         ☐ 白人 ☐ 2 つ以上の人種 

         ☐その他  ☐わからない/回答を控える                                            

ヒスパニック系／ラテン系／

スペイン系 

 ☐ はい ☐ いいえ                       

☐わからない/回答を控える                                                                                                 

性別：  ☐ 女性  ☐ 男性   

                ☐その他   

                ☐わからない/回答を控える   

世帯員 5 

名 

 

 

M.I.  姓 申請者との関係 

 

生年月日：  

Department of Community Services and Development 事務局記入欄： 

LIHWAP 申請受付書付録    

CSD 43 -A（2022 年 4 月） A.C.C.  

機関：                                        受付者イニシャル：                    受付日： 資格認定日  
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性別：  ☐ 女性  ☐ 男性   

                ☐その他   

                ☐わからない/回答を控える   

人種： ☐ アメリカ先住民またはアラスカ先住民  ☐ アジア人            

☐ 黒人またはアフリカ系アメリカ人                                          

☐ ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島民 

         ☐ 白人 ☐ 2 つ以上の人種 

         ☐その他  ☐わからない/回答を控える                                            

ヒスパニック系／ラテン系／

スペイン系  

 ☐ はい ☐ いいえ                       

☐わからない/回答を控える                                                                                                 

世帯員 6 

名 

 

 

M.I.  姓 申請者との関係 

 

生年月日：  人種： ☐ アメリカ先住民またはアラスカ先住民  ☐ アジア人            

☐ 黒人またはアフリカ系アメリカ人                                          

☐ ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島民  

         ☐ 白人 ☐ 2 つ以上の人種  

         ☐その他  ☐わからない/回答を控える                                            

ヒスパニック系／ラテン系／

スペイン系   

☐ はい ☐ いいえ                       

☐わからない/回答を控える                                                                                                 

性別：  ☐ 女性  ☐ 男性   

                ☐その他   

                ☐わからない/回答を控える   

世帯員 6 

名 

 

 

M.I.  姓 申請者との関係 

 

生年月日：  人種： ☐ アメリカ先住民またはアラスカ先住民  ☐ アジア人            

☐ 黒人またはアフリカ系アメリカ人                                          

☐ ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島民 

         ☐ 白人 ☐ 2 つ以上の人種  

         ☐その他  ☐わからない/回答を控える                                            

ヒスパニック系／ラテン系／

スペイン系   

 ☐ はい ☐ いいえ                       

☐わからない/回答を控える                                                                                                 

性別：  ☐ 女性  ☐ 男性   

                ☐その他   

                ☐わからない/回答を控える   

 
 

あなたまたは世帯員は現在、CalWorks（キャッシュエイド）を受給していますか。                                        ☐ はい          ☐ いいえ     

あなたまたは世帯員は過去 120 日以内に、LIHEAP の援助を受けたことがありますか。              ☐ はい          ☐ いいえ     

 

適用対象の支出  
LIHWAP の給付金をどの支出（固定資産税を含む）に適用しますか（1 つだけ選択してください）。  （直近の請求書または領収書の写しを添付してくださ

い）     
☐上水道料金     ☐ 下水道料金     ☐ 上下水道料金（1 つの請求書）             

上下水道事業者名と契約者番号：   
 

事業者名：______________________________________________ 契約者番号：_______________________________________ 

電気・ガス・水道の供給を止められていますか。                                                               ☐ はい          ☐ いいえ        

公共料金の滞納または未払いはありますか。   ☐ はい          ☐ いいえ        

電気・ガス・水道料金は家賃に含まれていますか、または個別計測されていますか。    ☐ はい          ☐ いいえ        

 

この申請書に記載された情報は、私の受給資格を判定し確認するために使用されます。私はこの申請書に署名することで、CSD、その請負業者、コンサルタ

ント、その他の連邦または州の機関（CSD パートナー）、および私の電力会社とその請負業者に対して、私の世帯の電気・ガス・水道契約に関する情報およ

び／または申請書の最後に記載されているサービスおよび恩恵を受けるために必要なその他の情報を共有することに同意し、それを許可します。私は、

LIHWAP の給付またはサービスの受給申請が拒否された場合、回答に遅れがあった場合、または対応に不満がある場合は、現地のサービス提供事業者に

対して書面による不服申立てを開始することができ、私の申立てはその受領から 15 日以内に審査されることを理解しています。現地のサービス提供事業者

の決定に異議がある場合、私は、カリフォルニア州規則集第 22 編第 100805 条に基づき、Department of Community Services and Development に不服

を申し立てることができます。私は、偽証罪の罰則に基づき、この申請書の情報は真実かつ正確であり、受領した給付金は私の上下水道料金の支払いにの

み使用されることを宣言します。           
 

 

X 

  

*  申請者の署名  * * * 日付 

   



3／3ページ 
 

機関：Community Services and Development（CSD）。管理ユニット：Low Income Household Water Assistance Program（LIHWAP）。権限：政府規則

第 12087.2 条（b）は、LIHWAP の運営を監督する機関として CSD を指名しています。目的：ご提供いただいた情報は、あなたに LIHWAP の受給資格がある

かどうかを判断するために使用されます。情報の提供：本プログラムは任意です。援助を申請する場合、あなたは必要な情報をすべて提供する必要がありま

す。その他の情報：CSD は、プログラムの適格性を判断するために、保健社会福祉省の州平均所得に基づく連邦貧困ガイドラインの年次更新による統計的

定義を使用しています。申請手続き中、CSD が指定する協力会社より、あなたの受給資格を判定するために追加情報の提供をお願いすることがあります。

情報へのアクセス：CSD の指定協力会社は、あなたの申請書およびその他の情報（該当する場合）を受給資格の判定のために保管します。あなたは、あなた

に関する情報を含むすべての記録にアクセスする権利を有します。CSD は、サービスの提供にあたって、人種、宗教的信条、肌の色、民族、家系、身体障

害、精神障害、健康状態、婚姻状況、性別、年齢、性的指向に基づく差別を行いません。 

申請者：   次の欄は記入しないでください。    （事務局記入欄） 

 

LIHWAP 合計給付額 $_______________         
     

上下水道料金合計額（水道負担分のみ） $____________________ 水道負担 ______________________ 

水道の供給停止後、復旧：     ☐ はい    ☐ いいえ  水道の供給停止を防止：      ☐ はい    ☐ いいえ     
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Department of Community Services and Development 

口座名義人の承認及び同意のための様式 

CSD 様式第 081 (12/17 版) 

口座名義人の氏名及び郵送先住所 

口座名義人のフルネーム 

  
 
口座名義人の住所 (番地表記) 

 

 

住戸番号 (ある場合) 

(市) 

 

州 

 

郵便番号 

公益事業サービスが提供される住所は、口座名義人の郵送先住所と同一ですか？ はい いいえ 

給付申請者のフルネーム（様式第 43 から) 

公益事業サービスが提供される住所（ストリートの名称） 住戸番号 (ある場合) 

(市名) 

 

州名 

CA 

ジップコード 

公益事業会社に係る情報 
以下に公益事業会社名称及びサービス口座番号をご入力ください（サービス口座番号は、請求書に記載されています）。電気及びガスサー

ビスを提供している企業が異なる場合、双方の公益事業会社の名称及び口座番号をご記入ください。 

公益事業会社の名称  

 

 

サービス口座番号 

公益事業会社の名称 (別途の公益事業会社からサービスを受けている場合) 

 
 

サービス口座番号 

承認と同意 

この様式に署名することにより、あなた(口座名義人)は、CSD、その契約業者、コンサルタント、その他の連邦又は州政府機関（CSD のパ

ートナー）並びに貴公益事業会社及びその契約業者に対し、あなたの資産に係る公益事業会社の口座、 メーターの使用及びエネルギー消費

データ、その他の情報について、必要に応じて以下に記された日付から２４か月間遡る期間の始期から３６か月後の時点までの期間の終期

までの期間に係る情報を共有することについて承認するものです。当方が取得かつ共有することを承認された情報は、制度給付対象者の住

宅エネルギー使用を評価する目的で使用されるものであり、それにより、CSD は次のようなことを実施できることとなります。：a) あな

たの光熱費をどの程度削減できるか、そして私どものサービスにより炭素排出量（大気汚染）をどの程度削減できるかを判断することを通

じてサービス提供の効果を測定すること、及び b) これらの結果をカリフォルニア州におけるエネルギー支援制度に対し、資金を供与する

とともに監督している連邦及び州政府当局に報告すること。CSD、その契約業者、コンサルタント、その他の連邦又は州政府機関および関

連するプログラム(CSD パートナー)は、あなたの公益事業会社及びその契約業者と協力的に協働しつつ、この情報を利用し、この承認に含

まれている目的のために、当該申請者のような低所得世帯が住宅エネルギー料金を支払うとともに、それらのエネルギーの必要を管理する

ことを支援するためのサービスを提供するものです。 

承認及び同意の取消し 
あなたは、取り消す旨の書面の通知を以下宛に提出しない限り、ご自身の承認がこの書面の署名日から 36 か月間有効であることに同意さ

れるものとします：CSD Energy & Environmental Services Division, 2389 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833. この取消

しは、当該書面の受領日から有効となるものの、この承認が有効であった期間中に共有された情報には適用されないものとします。 

適用される制度 

CSD が監督し、又はパートナー関係を設定している諸制度には次のようなものが含まれます： 

   - CSD 連邦政府低所得世帯向けエネルギー支援制度 (LIHEAP) 

   - CSD 連邦政府エネルギー省住宅エネルギー効率向上によるエネルギー経費削減支援制度 (DOE WAP) 

   - 州政府低所得世帯用住宅エネルギー効率向上によるエネルギー経費削減支援制度 (LIWP) 

   - 住宅都市開発省 (HUD) 鉛ハザード管理及び健康な住宅制度  

   - 公益事業会社省エネルギー支援 (ESA) 制度  

   - 公益事業会社カリフォルニアエネルギー代替料率（CARE)制度 

口座名義人の署名 日付   CSD 請負業者/パートナー組織の名称 



  
   

v.12.13.22a 

PLEASE RETAIN THIS FOR YOUR 
OWN RECORDS—WE DO NOT NEED 

TO COLLECT THIS FROM YOU 
 

 

BUDGET COUNSELING FORM 
Why a budget? 
A budget is a spending plan that makes you aware of where your money is going and what is important to 
you.  This is a one-month budget plan to give you an example of how to spend your money. Please fill out 
the budget information below so you can see for yourself where your money goes. If some of these items 
from the list below do not apply to you, you may put $0 as the amount.  

 

Monthly Income   Monthly Expenses  

Monthly Gross Income: 
(Before taxes) $ 

  Rent/Mortgage  
$ 

 Food (Not bought with Food Stamps): $ 
(minus) Deductions & 

Taxes: $ (--                 )  Electric Utility: $ 
 Gas Utility: $ 

Total Net Income: $  Phone/Internet: $ 
 Water: $ 

   Garbage: $ 
   Insurance (auto, medical, life, etc.): $ 
   Medical (visits, prescriptions, etc.): $ 
   Transportation: $ 
   Entertainment: $ 
   Other: $ 
   TOTAL: $    

 

 

 

INCOME: $ 

EXPENSE: 
 $ 

REMAINING FUNDS: $ 

 

  



  
 

  

V12.13.22a 

Tear out and post on your 
refrigerator or other easy-to-see 

place for quick reference 

ENERGY SAVING TIPS - ENERGY EDUCATION 
Energy Savings 

• Replace your old refrigerator, washer/dryer, and dishwasher with an energy efficient model. Energy Star® 
appliances are recommended. 

• Turn off the lights when you leave a room. 
• Insulate the attic and crawl space (attic insulation and floor insulation). 
• Caulk windows, doors and air leaks on the exterior walls of your home. Do not caulk around water heater 

and furnace flue pipes. 
• Weather-strip around exterior windows and doors. 
• Insulate heating and cooling duct work.   
• Replace fluorescent and incandescent light bulbs with LED bulbs. 
• Turn off electronics and power strips when they are not in use. 
• Dry clothes outside whenever possible. 
• Avoid electricity peak hours from 4 PM – 9 PM.  Delay running dishwashers, washing machines, clothes 

dryers and other major appliances until after 9 PM or before 4 PM to avoid higher rates. 

  Heating 
• Set the furnace thermostat at 68 degrees or lower during the day. 
• Have a professional inspect and tune up your furnace. 
• Clean and replace furnace filter once a month. 
• Wear a sweater or clothing in layers to insulate your body and trap heat. 
• Close your fireplace damper when not in use. 
• Close windows and doors to keep the heat in during winter months. 
• Replace old windows with dual pane windows. 
• Never use the kitchen stove, oven or BBQ to heat your home. 
• When gathered in one room, consider using a space heater and/or ceiling fan to moderate the temperature 

and increase comfort while avoiding the use of central heating and air conditioning. Follow safety guidelines 
with all equipment. 

Cooling 
• Set the thermostat at 78 degrees in the summer or off. 
• Use a fan and natural ventilation first. 
• Wear cooler clothing. 
• Window coverings should be closed during the day in the summer to keep the heat out. 

Water 
• Turn down the water heater thermostat to 120°F. 
• Insulate old storage tank water heaters with a water heater blanket. 
• Install low-flow showerheads and faucet aerators, fix/replace leaky faucets. 
• Take shorter showers. 
• Wash full loads in your dishwasher and use air-dry option on your dishwasher if available. 
• Wash full loads and use cold water when washing clothes. 



Lead-Safe Energy Mold/Moisture Budget Counseling Radon

Date Time Date Time Date Time

Lead-Safe Energy Mold/Moisture Budget Counseling Radon

Date mailed

Self-Certification Option 

If the information was delivered but a signature was not obtainable, you may check the appropriate box below.

I certify that I attempted to deliver the following educational information to the dwelling listed above:

Radon Education - A copy of the pamphlet, A Citizen's Guide to Radon , informing me of the potential 

risk of radon and how to lower the radon level in my dwelling unit. 

State of California

DEPARTMENT OF COMMUNITY SERVICES AND DEVELOPMENT

CSD 321 (Rev. 12/05/11)

CLIENT EDUCATION CONFIRMATION OF RECEIPT

Attempted delivery dates and times

Signature (Agency Representative)

Signature (Agency Representative) Print name

Mailing Option: 

Refusal to Sign — I certify that I have made a good faith effort to deliver the information to the dwelling 

unit listed above at the date and time indicated and that the occupant refused to sign the confirmation of 

receipt. I further certify that I have left a copy of the information at the unit with the occupant.

Unavailable for Signature — I certify that I have made a good faith effort to deliver the information to 

the dwelling unit listed above and that the occupant was unavailable to sign the confirmation of receipt. I 

further certify that I have left a copy of the information at the unit by sliding it under the door.

I certify that I have mailed the following educational information to the dwelling listed above (attach copy of 

Certificate of Mailing for lead-safe education only):

Print name

Energy Education – Information regarding changes I can make in order to reduce the energy consumption 

of my household.

Budget Counseling - Information regarding personal financial management.

I have received the following information:

DateSignature of Recipient

Mold and Moisture Education - A copy of the pamphlet, A Brief Guide to Mold and Moisture In Your 

Home , informing me of how to clean up residential mold problems and how to prevent mold growth.

Confirmation of Receipt

Lead-Safe Education – A copy of the pamphlet, Renovate Right: Important Lead Hazard Information for 

Families, Child Care Providers, and Schools , informing me of the potential risk of the lead hazard 

exposure from weatherization/renovation activity to be performed in my dwelling unit. 

Name of Occupant Age of Dwelling

Address of Dwelling



ここに、必要な場合（DOE のみ）は公証人の印章を押

印、又はエグゼクティブ・ディレクターの署名を付して

ください 

Department of Community Services and Development 
CSD 43B (rev.12/2013)  

所得及び費用の証明   
 

あなたは、支援を申請されたものの、あなたの世帯全体として所得の証明を提供することができなかったことから、この様式に記
入することを求められているものです。カリフォルニア州は、申請者に対し、すべての所得源を報告することを義務付けています。
この様式は、当局としてあなたが如何な方法で費用を支払っているのかという点について理解する手助けとなるものです。以下の
情報について遺漏のないようにご記入ください。 
 

御名前及び御住所 

御名前:  

御住所:  

 

 

第 3 部: 過去数か月間中、次のような月々の費用をどのような方法で支払われたのかという点についてご教示ください： 

かかご教示ください： 費用 毎月の経費 費用の支弁の方法は？ 
誰かがあなたのために支払っているとすれば、次にご
記入ください： 

 

家賃又は住宅融資 $ 
 名前: 電話番号: 

住所: 

 

水道・光熱費 $ 
 名前: 電話番号: 

住所: 

 

食物 $ 
 名前: 電話番号: 

住所: 

第 4 部: 上記の何れも該当しない場合、月々の費用をどのような方法で支払われたのかという点についてご説明ください： 

 

 

 

 

署名: 

この様式に署名することにより、私はこれらの事実が正確かつ真実であると信じている旨確認するものです。私は、サービス プロバイダ
ーがこの情報を確認することについて許可を与えるものです。  

故意に虚偽又は不正な声明を行うことにより連邦又は州政府の法律に基づき責任を問われる可能性があります。 

 

 署名  日付 

 

第 1 部: 報告することを失念された所得源がありますか？ 

はい いいえ 前月中、あなたはパートタイム従業員として雇用されていましたか？ 

はい いいえ 前月中、あなたは前月中に自営業者でしたか？ 

はい いいえ 前月中、あなたは庭仕事、子供の世話、献血などのような時々従事するような仕事から金銭を得ていましたか？ 

はい いいえ 
前月中、あなたは誰かから金銭の贈与を受領されましたか？ 回答がはいの場合、贈与者の方の名前及び電話番号をご記
入ください： 

はい いいえ 
前月中、あなたは、次の何れかを受領されました： (該当するものがあれば丸で囲んでください) 

労災保険 失業保険 政府資金に基づく給付   子供の養育費 

はい いいえ 
次の何れかを受領されましたか(該当するものがあれば丸で囲んでください) 
 
個人年金からの支払い 年金 アメリカ原住民カジノからの支払い 家賃所得 保険金給付 

第 2 部: あなたは、毎月の費用を賄うために預金から支出し、又は借金をさ

れていますか？ 

はい いいえ 
あなたは、預金又は住宅担保融資を使用されています
か？ 
その金額は？___________________________ 

はい いいえ 
その他の資産も使用されていますか？ 
その金額は?____________________________ 

はい いいえ 
あなたはクレジット カードから借入をされていますか？ 
その金額は?____________________________ 

はい いいえ 
あなたは、その他の資金源から借入をされていますか？ 
その金額は?____________________________ 



ここに、必要な場合（DOE のみ）は公証人の印章を押

印、又はエグゼクティブ・ディレクターの署名を付して

ください 

Department of Community Services and Development 
CSD 43B (rev.12/2013)  

所得及び費用の証明   
 

あなたは、支援を申請されたものの、あなたの世帯全体として所得の証明を提供することができなかったことから、この様式に記
入することを求められているものです。カリフォルニア州は、申請者に対し、すべての所得源を報告することを義務付けています。
この様式は、当局としてあなたが如何な方法で費用を支払っているのかという点について理解する手助けとなるものです。以下の
情報について遺漏のないようにご記入ください。 
 

御名前及び御住所 

御名前:  

御住所:  

 

 

第 3 部: 過去数か月間中、次のような月々の費用をどのような方法で支払われたのかという点についてご教示ください： 

かかご教示ください： 費用 毎月の経費 費用の支弁の方法は？ 
誰かがあなたのために支払っているとすれば、次にご
記入ください： 

 

家賃又は住宅融資 $ 
 名前: 電話番号: 

住所: 

 

水道・光熱費 $ 
 名前: 電話番号: 

住所: 

 

食物 $ 
 名前: 電話番号: 

住所: 

第 4 部: 上記の何れも該当しない場合、月々の費用をどのような方法で支払われたのかという点についてご説明ください： 

 

 

 

 

署名: 

この様式に署名することにより、私はこれらの事実が正確かつ真実であると信じている旨確認するものです。私は、サービス プロバイダ
ーがこの情報を確認することについて許可を与えるものです。  

故意に虚偽又は不正な声明を行うことにより連邦又は州政府の法律に基づき責任を問われる可能性があります。 

 

 署名  日付 

 

第 1 部: 報告することを失念された所得源がありますか？ 

はい いいえ 前月中、あなたはパートタイム従業員として雇用されていましたか？ 

はい いいえ 前月中、あなたは前月中に自営業者でしたか？ 

はい いいえ 前月中、あなたは庭仕事、子供の世話、献血などのような時々従事するような仕事から金銭を得ていましたか？ 

はい いいえ 
前月中、あなたは誰かから金銭の贈与を受領されましたか？ 回答がはいの場合、贈与者の方の名前及び電話番号をご記
入ください： 

はい いいえ 
前月中、あなたは、次の何れかを受領されました： (該当するものがあれば丸で囲んでください) 

労災保険 失業保険 政府資金に基づく給付   子供の養育費 

はい いいえ 
次の何れかを受領されましたか(該当するものがあれば丸で囲んでください) 
 
個人年金からの支払い 年金 アメリカ原住民カジノからの支払い 家賃所得 保険金給付 

第 2 部: あなたは、毎月の費用を賄うために預金から支出し、又は借金をさ

れていますか？ 

はい いいえ 
あなたは、預金又は住宅担保融資を使用されています
か？ 
その金額は？___________________________ 

はい いいえ 
その他の資産も使用されていますか？ 
その金額は?____________________________ 

はい いいえ 
あなたはクレジット カードから借入をされていますか？ 
その金額は?____________________________ 

はい いいえ 
あなたは、その他の資金源から借入をされていますか？ 
その金額は?____________________________ 
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Keep this page handy 
for quick reference 

ADDITIONAL RESOURCES 
LIHWAP PARTICIPATING WATER SYSTEMS IN ALAMEDA COUNTY 

 Alameda County Water District (ACWD) – website: ACWD.org • 510-668-4200 
 California Water Service, Livermore District -- website: Calwater.com • 925-447-4900  
 Castro Valley Sanitary District – website: CVSan.org • 510-537-0757 
 City of Pleasanton – website: CityOfPleasantonCA.gov • 925-931-5500 
 Dublin San Ramon Services District – website: DSRSD.com • 925-828-01515 
 East Bay Municipal Utility District (EBMUD) – website: EBMUD.com • 866-403-2683 
 Hayward Water System -- website: Hayward-CA.gov • 510-583-4600 
 Livermore Municipal Water, California -- website: LivermoreCA.gov • 925-960-4320 

 

ENERGY COMPANIES IN ALAMEDA COUNTY 

 Pacific Gas & Electric Company (PG&E) – website: PGE.com • 800-743-5000 
 Alameda Municipal Power (AMP) – website: AlamedaMP.com • 510-748-3900 
 East Bay Community Energy (EBCE) – website: EBCE.org • 833-699-3223 

 

SPECTRUM COMMUNITY SERVICES– SpectrumCS.org • 510-881-0300 

Utilities Assistance Programs 

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) – Helping low-income families in Alameda 
County pay their PG&E or Alameda Municipal Power bills.  

Low Income Household Water Assistance Program (LIHWAP) – Helping low-income families in 
Alameda County pay their water bills. 

Weatherization Program (WX) – Helping low-income families in Alameda County weatherize their 
homes with energy-saving measures and appliances. 

Seniors Programs (for all Alameda County residents who are 60 years old or older) 

Senior Meals – Congregate meals for active seniors at a dozen locations throughout northern, 
central and southern Alameda County. 

Meals on Wheels – Home-delivered meals in the Tri-Valley cities of Dublin, Pleasanton, Sunol, and 
Livermore. 

Fall Prevention – Classes virtually and in-person throughout northern and central Alameda County 
for at-risk, low-income seniors to reduce and prevent falls that can lead to devastating health 
complications. 

Connect – Wellness check-ins, reassurance calls and friendly visits to seniors in Alameda County to 
combat social isolation. 

http://www.calwater.com/
https://www.cityofpleasantonca.gov/gov/depts/os/service/pleasanton_water.asp
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Please review this list carefully. Any 
missing documents will cause a delay 
in processing your application 

 
 

APPLICATION CHECKLIST 
Low Income Home Energy & Home Water Assistance Programs 
 
Please REMEMBER to submit: 

� YOUR APPLICATION 

� COPY OF ALL PAGES OF PG&E or ALAMEDA MUNCIPAL POWER BILL, which must be within 30 days. 
Include your 15-day, 48-hour, or Shut-off notice if you have one. 

� COPY OF ALL PAGES OF CURRENT WATER or WASTEWATER BILL—If applying for both water and sewage 
bill assistance, both services must appear on the same bill, otherwise you must choose to apply to only 
one. Include any shut-off notices. (Bills from Castro Valley Sanitary District and Dublin San Ramon 
Services District must be past due.) 

� PROOF OF INCOME: All adults 18 or older in the household must provide copies of current income 
documents. See common examples below:  

a) PROOF OF EMPLOYMENT INCOME – Copy of consecutive pay statements or pay stubs within the 
last 30 days. If paid weekly, provide 4 consecutive stubs; if bi-weekly, provide 2. 

b) SSI/SSA - 2023 award letters, most recent bank statements if received as direct deposit. 
c) EDD - Last 4 weeks of pay stubs or payment history. 
d) GA (Government Assistance) –CalWORKs, CalFresh, food stamp notice of action letter or benefit, 

or verification letter within the last 30 days. 
e) Loans - If you are receiving monthly help from friends and relatives, provide a signed letter from 

the Lender with the specific amount, dates and their telephone numbers. 
f) Self-Employed – Signed and dated copy of your 2022 Federal Income Tax forms 1040 Schedule 

1 and Schedule C. (The 2021 version of these tax forms may be submitted only until, but not 
after, April 18, 2023.) If not available, a hand- or type-written copy of your ledger/journal within 
the last 30 days. 

g) Pensions, Annuities and IRAs – We will need the Award Letter for the last 30 days or Lifetime 
Award Letter. Bank statements cannot be accepted. 

h) Child Support – We will need a recent copy of the child support notice from the court within the 
last 30 days or a signed and dated letter from the parent stating the monthly amount.  

NO INCOME? Any adults in your household 18 years of age or older who do not or cannot provide proof 
of income must complete a Certification of Income and Expense Form.  If you have proof of your 
income, you do not need to complete the Certification of Income and Expense Form. 

 
� COPY OF VALID GOVERNMENT-ISSUED IDENTIFICATION (ID) -- Please submit one of the following:  State 

identification card, driver license, U.S. passport or passport card, U.S. military card (front & back), 
military dependent’s ID card (front & back), Permanent Resident Card, Certificate of Citizenship, 
Certificate of Naturalization, Employment Authorization Document. Expired government-issued ID is 
acceptable for a period of one year from expiration date. For seniors 60 and over, an expired 
government issued ID is acceptable regardless of expiration date. 
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