八街市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱
（目的）
第１条

この要綱は、八街市耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震改修

を行う者に対し、八街市補助金等交付規則（昭和５２年規則第４号）及びこ
の要綱に基づき、予算の範囲内において木造住宅の耐震改修に要する費用の
一部を補助することにより、地震時における木造住宅の安全性を高め、災害
に強いまちづくりを推進することを目的とする。
（定義）
第２条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。
(1)

木造住 宅

市内 におい て平成１ ２年５ 月３１日 以前に建 築又は着工 さ

れた 一戸建 て住宅 又は 併用住 宅（ 居住の 用に供 する部 分の床面 積が、 延
べ床 面積の ２分の １以 上のも の） であっ て、柱 、梁等 の主要構 造部が 木
材の 在来軸 組構法 又は 枠組壁 工法 により 造られ 、地上 の階数が ２以下 で
あるものをいう。
(2)

耐震診 断

「木 造住宅 の耐震診 断と補 強方法」 （国土交 通省住宅局 建

築指 導課監 修、財 団法 人日本 建築 防災協 会発行 ）に基 づき、耐 震診断 士
が行う一般診断法又は精密診断法による耐震診断をいう。
(3)

判定値

耐震診 断によ り算出さ れた上 部構造の 耐震性能 に係る評点 を

いう。
(4)

耐震改 修工事

耐震性 能の向上 を目的 として実 施する補 強工事を含 む

改修 工事で あって 、当 該改修 工事 後の判 定値を １．０ 以上にす るもの を
いう。
(5)

設計・ 監理者

耐震改 修の設計 及び監 理を行う 建築士で あって、都 道

府県 若しく は財団 法人 日本建 築防 災協会 が開催 する木 造の建築 物の耐 震
診断 に関す る講習 又は これら と同 等の耐 震診断 に関す る講習を 修了し て
いる者をいう。
（補助対象者）
第３条

補助金の交付を受けることができる者は、住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）に基づき本市の住民基本台帳に記録され、木造住宅を所有
し、かつ、居住している者であって、当該木造住宅の耐震診断の結果により
耐震改修を行う者とする。
（対象経費）
第４条

補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

次の各号に掲げる費用とする。
(1)

設計費

耐震改修に係る設計に要する費用

(2)

工事費

耐震改修に係る工事に要する費用

(3)

監理費

耐震改修工事に係る監理に要する費用

（補助金の額）
第５条

補助金の額は、第４条に定める補助対象経費のうち、それぞれ次の各

号に掲げる方法により算出した額（その額に１，０００円未満の端数が生じた
ときは、これを切り捨てるものとする。）の合計額とする。
(1)

設計費の３分の２以内の額であって４０，０００円を限度とする額

(2)

工事費 の１００ 分の２ ３以内の 額であ って３０ ０，００ ０円を限度 と
する額

(3)
２

監理費の３分の２以内の額であって６０，０００円を限度とする額

補助金の額の算定に当たっては、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６
号）第４１条の１９の２に規定する所得税額の控除の額を差し引いて算定す
るものとする。
（交付の申請）

第６条

補助金の交付を受けようとする者（次条において「申請者」とい

う。）は、耐震改修に係る設計、工事及び工事監理に係る契約を締結する前
に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1)

木造住 宅の案内 図及び 登記事項 証明書 その他の 当該木造 住宅の所有 者
が確認できる書類

(2)

住民票 の写し。 ただし 、住民基 本台帳 を確認す ることに 同意した場 合
は、省略することができる。

(3)

木造住 宅の建築 確認通 知書の写 し又は 当該木造 住宅の建 築年月日が 確

認できる書面
(4)

耐震診断の結果報告書の写し

(5)

補助対象経費に係る見積書の写し

(6)

設計・監理者の耐震診断に関する講習の修了証の写し

(7)

その他市長が必要と認める書類

（交付決定）
第７条

市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
（状況報告）
第８条

前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定

者」という。）は、耐震改修に係る設計が完了したときは、次の各号に掲げ
る書類を速やかに市長に提出しなければならない。
(1)

耐震改修工事の設計図書等の写し

(2)

その他市長が必要と認めるもの

（申請内容の変更）
第９条

交付決定者は、交付決定後に申請の内容を変更しようとするときは、

当該変更の内容について、市長の承認を得なければならない。
２

市長は、前項の規定により変更を承認する場合は、その旨を通知するもの
とする。
（検査）

第１０条

交付決定者は、耐震改修の主たる工事を実施した後、当該耐震工事

の完了前に検査を受けなければならない。
２

市長は、前項の規定により検査を実施するときは、当該耐震改修工事の設
計・監理者及び施工者の立会いを求めることができる。

３

市長は、当該検査の結果、工事の内容が設計と異なると認めるときは、交
付決定者に工事の改善を指示することができる。
（実績報告）

第１１条

交付決定者は、耐震改修工事の完了の日から起算して３０日以内又

は補助金の交付決定日が属する年度の３月１０日のいずれか早い期日までに、

次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1)

耐震改 修工事を 行った 箇所ごと に、工 事着手前 、工事施 工中並びに 工
事完了後の状況を撮影した写真及びその撮影場所を明記した図面

(2)

補助対象経費に係る契約書の写し及び領収書の写し

(3)

耐震改修工事監理報告書

(4)

耐震改修工事の竣工図等

(5)

その他市長が必要と認めるもの

（交付額の確定）
第１２条

市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し

適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、当該交付決定者に通知す
るものとする。
（交付請求）
第１３条

前条の規定による通知を受けた交付決定者は、市長に補助金を請求

するものとする。
（交付方法）
第１４条

補助金の交付は、交付決定者が指定する金融機関の口座への振込み

により行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、他の方法によ
ることができる。
（決定の取消し等）
第１５条

市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)

木造住宅の耐震改修工事を取りやめたとき。

(2)

偽りそ の他不正 な手段 により補 助金の 交付決定 又は補助 金の交付を 受
けたとき。

(3)
２

この要綱の規定に違反したとき。

市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合にお
いて、既に補助金の全部又は一部を交付しているときは、期限を定めて返還
させることができる。
（補則）

第１６条
附

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
則

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。
附

則（平成２４年６月２８日告示第１３４号）

この告示は、平成２４年７月９日から施行する。
附

則（平成２６年３月２５日告示第４９号）

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。

