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第１  趣旨 

    一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター（以下、「センター」という。）が

行う住宅リフォーム支援事業の事務手続き等については、住宅リフォーム支援事業費

補助金交付要綱（平成25年3月25日付け住づ第428号 静岡県くらし・環境部長通知。

以下「要綱」という。）、住宅リフォーム支援事業実施要領（平成25年3月25日付け住づ

第428号 静岡県くらし・環境部長通知。以下「実施要領」という。）及びこの交付要

領の定めるところによる。 

 

第２ 補助対象住宅 

 (1) 補助の対象となる住宅は、次に掲げる住宅とする。 

  ア 自ら居住するために、静岡県内において所有する住宅 

イ 耐震性を有する住宅又は耐震補強工事と併せてリフォームを行う住宅 

  ウ マンション等の共同住宅の場合、人の居住の用に供する専有部分（建物の区分所

有等に関する法律第２条第３項に規定する専有部分をいう。）を対象とする 

 

第３ 補助対象工事 

(1) 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、次に掲げる

すべてを満たす工事とする。 

ア 県内に本店又は支店、営業所を有する建設業者等が施工するものであること 

イ 平成26年３月14日17時までに住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書兼完

了実績報告書（様式第３号）を確実に提出できるものであること 

 (2) 次に掲げる工事に要する費用等については、補助対象工事費から除くものとする。 

  ア 公共工事の施行に伴う補償費等の対象となる工事費 

  イ 門、塀など、いわゆる外構工事費 

  ウ 浄化槽設置工事費、公共下水道接続工事費 

  エ 防蟻工事費 

  オ 住宅用太陽光発電設備又は住宅用太陽熱利用設備の設置に要する工事費 

  カ 介護保険制度を利用して支給を受ける住宅改修の対象工事費 

  キ 木造住宅の耐震補強工事の補助金額（プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業

費補助金交付要綱に基づき市町から交付される補助金額） 

  ク その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事費 

(3) 高齢者型リフォーム支援事業の補助対象工事は、次に掲げるすべてを満たす工事

とする。 

 ア 平成25年4月1日現在、65歳以上の者（補助対象工事の完了までに65歳に達する

者を含む。）がいる世帯が実施するリフォーム工事であること 

 イ リフォーム工事に要する費用（消費税及び地方消費税の額を含み、この要領の

第３(4)に規定する県産材型リフォーム支援事業の補助対象工事費を除く。）が

100万円以上であること 

(4)  子育て型リフォーム支援事業の補助対象工事は、次に掲げるすべてを満たす工



事とする。 

 ア 申し込み時点において小学校入学前の子どもがいる世帯が実施するリフォーム

工事であること 

 イ リフォーム工事に要する費用（消費税及び地方消費税の額を含み、この要領の

第３(5)に規定する県産材型リフォーム支援事業の補助対象工事費を除く。）が

100万円以上であること 

(5) 県産材型リフォーム支援事業の補助対象工事は、次に掲げるすべてを満たす工事

及びそれと同時に行うリフォームに要する経費とする。 

  ア 静岡県産材（以下「県産材」という。）を仕上げ材に10㎡以上使用すること 

イ 使用する県産材は、県産材販売管理票により県産材であることが証明された製

品とすること 

 

第４ 補助金額 

  別表１のとおりとする。 

 

第５ 申し込み 

(1) 補助金交付の申し込みをする者（以下、「申込者」という。）は、原則、補助対象

工事着手の１週間前までに、別表２に掲げる書類をセンターに提出するものとする。 

(2) センターは､(1)により提出された書類を審査の上、補助要件を満たすと認められ

る場合は、住宅リフォーム支援事業費補助金申込結果（様式第９号）により申込者

あて通知するものとする。また、審査の結果、補助要件を満たしていないと認めら

れる場合は、住宅リフォーム支援事業費補助金不採択通知（様式第11号）により申

込者あて通知するものとする。 

 

第６ 交付申請兼完了実績報告 

(1) 申込者は、補助対象工事完了後すみやかに、別表３に掲げる書類をセンターに提

出するものとする。 

(2) センターは､(1)により提出された書類を審査の上、適正と認められる場合は、住

宅リフォーム支援事業費補助金交付額確定通知書（様式第10号）により申込者あて

通知する。また、審査の結果、適正でないと認められる場合は、住宅リフォーム支

援事業費補助金不採択通知（様式第11号）により申込者あて通知するものとする。 

 

第７ 補助金の支払い 

申込者は、交付申請兼完了実績報告と併せて請求書（様式第８号）をセンターに

提出するものとする。 

   センターは、住宅リフォーム支援事業費補助金交付額確定通知書（様式第10号）

の通知後、申込者から提出された請求書（様式第８号）の内容を確認の上、適正と

認められる場合は、速やかに補助金を支払うものとする。 

 

第８ 辞退 

 (1) 申込者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに辞退届（様式第７号）をセ



ンターに提出するものとする。 

  ア 平成26年３月14日17時までに交付申請兼完了実績報告ができないことが明らか

となった場合 

  イ この交付要領の第３の補助対象工事の要件を満たさないことが明らかとなった

場合 

  ウ その他の理由により、事業の補助を辞退する場合 

 

第９ その他 

 (1) センターは、平成26年３月14日17時までに申込者から交付申請兼完了実績報告

が提出されなかった場合は、補助金を交付しないものとする。 

 (2) 高齢者型リフォーム支援事業と子育て型リフォーム支援事業は、併用できない

ものとする。 

 

   附 則 

 この要領は、平成25年４月８日から施行する。 



別表１（補助金の額（率）） 

事業の区分 補助金額 

高齢者型リフォーム支

援事業 

補助金額は、補助対象工事費の10分の１以内とし、かつ、15万円を上

限とする。ただし、1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨

てるものとする。 

子育て型リフォーム支

援事業 

補助金額は、補助対象工事費の10分の１以内とし、かつ、15万円を上

限とする。ただし、1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨

てるものとする。 

県産材型リフォーム支

援事業 

補助金額は、県産材の使用面積が10㎡以上20㎡未満の場合、補助対象

工事費と５万円を比較して、いずれか少ない額とし、県産材の使用面積

が20㎡以上の場合、補助対象工事費と10万円を比較して、いずれか少な

い額とする。ただし、1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り

捨てるものとする。 

県産材型リフォーム支

援事業（耐震補強割増） 

県産材の使用面積が10㎡以上20㎡未満の場合、補助金額は、補助対象

工事費と７万５千円を比較して、いずれか少ない額とする。ただし、補

助対象工事費が７万５千円未満で、かつ、1万円未満の端数があるとき

は、当該端数は切り捨てるものとする。 

県産材の使用面積が20㎡以上の場合、補助金額は、補助対象工事費と

15万円を比較して、いずれか少ない額とする。ただし、1万円未満の端

数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。 

 



別表２（申し込みの提出書類） 

事業の区分 提出書類 

高齢者型リフォーム支

援事業 

(1) 住宅リフォーム支援事業費補助金申込書（様式第１号） 

(2) 住宅リフォーム支援事業補助対象チェックリスト（様式第２号） 

(3) 居住者一覧（様式第３号） 

(4) 耐震性を有する住宅であることが確認できる次に掲げるいずれか 

の書類の写し、又は、リフォームと併せて耐震補強工事を行い、リ 

フォーム後に評点（非木造住宅の場合Is/ET）が1.0以上となること 

が確認できる書類の写し 

   ア 昭和56年６月１日以降に建築に着手したことを証明する書 

類（建築基準法第６条第１項の規定による確認済証、固定資 

産課税台帳登録証明書、家屋登記簿謄本等） 

   イ 評点（非木造住宅の場合Is/ET）が1.0以上の耐震診断結果報 

告書 

   ウ 市町に提出した木造住宅耐震補強事業費補助金交付申請書

等リフォームと併せて耐震補強工事を行うことが確認でき

る書類 

(5) 65歳以上の者（補助対象工事の完了までに65歳に達する者を含

む。）がいる世帯であることが確認できる書類の写し（住民票の写

しなど） 

(6) アンケート調査票（様式第４号） 

子育て型リフォーム支

援事業 

(1) 住宅リフォーム支援事業費補助金申込書（様式第１号） 

(2) 住宅リフォーム支援事業補助対象チェックリスト（様式第２号） 

(3) 居住者一覧（様式第３号） 

(4) 耐震性を有する住宅であることが確認できる次に掲げるいずれか 

の書類の写し、又は、リフォームと併せて耐震補強工事を行い、リ 

フォーム後に評点（非木造住宅の場合Is/ET）が1.0以上となること 

が確認できる書類の写し 

   ア 昭和56年６月１日以降に建築に着手したことを証明する書 

類（建築基準法第６条第１項の規定による確認済証、固定資 

産課税台帳登録証明書、家屋登記簿謄本等） 

   イ 評点（非木造住宅の場合Is/ET）が1.0以上の耐震診断結果報 

告書 

   ウ 市町に提出した木造住宅耐震補強事業費補助金交付申請書

等リフォームと併せて耐震補強工事を行うことが確認でき

る書類 

(5) 平成19年4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯であることが 

確認できる書類の写し（住民票の写しなど） 

(6) アンケート調査票（様式第４号） 



県産材型リフォーム支

援事業 

(1) 住宅リフォーム支援事業費補助金申込書（様式第１号） 

(2) 住宅リフォーム支援事業補助対象チェックリスト（様式第２号） 

(3) 居住者一覧（様式第３号） 

(4) 耐震性を有する住宅であることが確認できる次に掲げるいずれか 

の書類の写し 

   ア 昭和56年６月１日以降に建築に着手したことを証明する書 

類（建築基準法第６条第１項の規定による確認済証、固定資 

産課税台帳登録証明書、家屋登記簿謄本等） 

   イ 評点（非木造住宅の場合Is/ET）が1.0以上の耐震診断結果報 

告書 

   ウ 市町に提出した木造住宅耐震補強事業費補助金交付申請書

等リフォームと併せて耐震補強工事を行うことが確認でき

る書類 

(5) アンケート調査票（様式第４号） 

県産材型リフォーム支

援事業（耐震補強割増） 

(1) 住宅リフォーム支援事業費補助金申込書（様式第１号） 

(2) 住宅リフォーム支援事業補助対象チェックリスト（様式第２号） 

(3) 居住者一覧（様式第３号） 

(4) リフォーム工事と併せて木造住宅の耐震補強工事を行うことが確 

認できる書類の写し（市町に提出した木造住宅耐震補強事業費補助 

金交付申請書等の写し） 

(5) アンケート調査票（様式第４号） 

 



別表３（交付申請兼完了実績報告の提出書類） 

事業の区分 提出書類 

高齢者型リフォーム支

援事業 

(1) 住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書兼完了実績報告書

（様式第５号） 

(2) 領収書の写し（工事費の内訳が具体的に記載されているもの） 

(3) リフォーム工事概要を記載した図面（平面図など） 

(4) リフォーム工事箇所の工事着手前及び工事完了後の写真 

(5) 現地案内図 

子育て型リフォーム支

援事業 

(1) 住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書兼完了実績報告書

（様式第５号） 

(2) 領収書の写し（工事費の内訳が具体的に記載されているもの） 

(3) リフォーム工事概要を記載した図面（平面図など） 

(4) リフォーム工事箇所の工事着手前及び工事完了後の写真 

(5) 現地案内図 

県産材型リフォーム支

援事業 

(1)  住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書兼完了実績報告書

（様式第５号） 

(2) 県産材使用面積計算表（様式第６号） 

(3) 県産材販売管理票の写し 

(4) 県産材の納品書又は請求書の写し 

(5) 県産材の使用面積の根拠となる図面（平面図など） 

(6) リフォーム工事箇所の工事着手前及び工事完了後の写真 

(7) 領収書の写し（工事費の内訳が具体的に記載されているもの） 

(8) 現地案内図 

県産材型リフォーム支

援事業（耐震補強割増） 

(1)  住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書兼完了実績報告書

（様式第５号） 

(2) 県産材使用面積計算表（様式第６号） 

(3) 県産材販売管理票の写し 

(4) 県産材の納品書又は請求書の写し 

(5) 県産材の使用面積の根拠となる図面（平面図、展開図など） 

(6) リフォーム工事箇所の工事着手前及び工事完了後の写真 

(7) 領収書の写し（工事費の内訳が具体的に記載されているものとす

ること） 

(8) 現地案内図 

(9) リフォームと併せて耐震補強工事を行い、耐震性を有する住宅で

あることが確認できる書類の写し（市町が発行する木造住宅耐震補

強事業費補助金交付決定通知書等の写し） 

 


