
1/7 

「ずっと住まいるたきのうえ！」支援事業要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、滝上町の地域活性化対策の一環として、町内に一戸建て

の住宅や共同住宅等を整備し居住、賃貸する者に対して、若年世帯、子育て世

帯への支援等を含めた補助を行い、定住と美しい町並み、安心して暮らせる安

全な住環境の形成を促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) 住宅 １戸建ての住宅又は共同住宅等のことをいう。 

(2) 戸建新築 建築しようとする土地又は現に建築されている建物を撤去し

た土地に１棟の建物からなる１戸建ての住宅を建築し、自己の居住の用に供

するものをいう。 

(3) 借家新築 建築しようとする土地又は現に建築されている建物を撤去し

た土地に１棟の建物からなる１戸建ての住宅を建築し、賃貸借契約に基づき

居住の用に供するもの又はその見込みのあるものをいう。ただし、各戸に玄

関、便所、浴室、台所及び居住室を有しないものを除く。 

(4) 共同住宅等新築 建築しようとする土地又は現に建築されている建物を

撤去した土地に１棟の建物からなる建築基準法（昭和25年法律第201号）に

規定する共同住宅又は長屋を建築し、賃貸借契約に基づき居住の用に供する

もの又はその見込みのあるものをいう。ただし、各戸に玄関、便所、浴室、

台所及び居住室を有しないものを除く。 

(5) 取得 新築の１戸建ての建売住宅を取得することをいう。 

(6) 戸建改修 使用されたことのある１戸建ての住宅を平成30年11月23日以

降に売買契約に基づき譲り受けた後、住宅の用途の範囲内で改修し、自己の

居住の用に供するものをいう。ただし、相当の期間居住の実態がないことが

明らかな場合を除き、譲受人が譲渡人であった者、譲渡人の同居親族であっ

た者又は譲渡人と生計を一にしていた者である場合を除く。 

(7) 借家改修 使用されたことのある１戸建ての住宅を住宅の用途の範囲内

で改修又は売買契約に基づき譲り受けた後住宅の用途の範囲内で改修し、賃

貸借契約に基づき居住の用に供するもの又はその見込みのあるものをいう。
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ただし、各戸に玄関、便所、浴室、台所及び居住室を有しないものを除く。 

(8) 共同住宅等改修 使用されたことのある１棟の建物からなる建築基準法

に規定する共同住宅又は長屋を住宅の用途の範囲内で改修又は売買契約に

基づき譲り受けた後住宅の用途の範囲内で改修し、賃貸借契約に基づき居住

の用に供するもの又はその見込みのあるものをいう。ただし、各戸に玄関、

便所、浴室、台所及び居住室を有しないものを除く。 

(9) 自家改修 自己が所有している１戸建ての住宅の耐震診断又は耐震補強

することをいう。 

(10) 耐震診断 昭和56年５月31日以前に建築又は着工された１戸建ての住

宅について木造で地上階数が３階建て以下のものを「一般財団法人日本建築

防災協会2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行うこと

ができる耐震診断のことをいう。 

(11) 耐震補強 前号の耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診

断された１戸建ての住宅について上部構造評点が1.0以上となる改修及び直

接関連する附帯工事のことをいう。 

(12) 町内ＳＧＥＣ業者 滝上町内に事務所を置き、総合的な建築の施工を行

う請負契約に基づき住宅の施工を行う道産材のＳＧＥＣ認証林産物取扱認

定事業体をいう。 

(13) 床面積 延床面積または建築面積のうち、どちらか大きい方のことをい

う。 

(14) 補助金 この要綱に基づく補助金のことをいう。 

（補助の要件） 

第３条 町長は、次の各号に該当する者（以下「補助対象者」という。）に対

し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。ただし、次条第２項に定める

加算額の交付決定年度が、同条第１項各号に定める区分の交付決定年度と異な

ることとする場合はこの限りでない。 

(1) 滝上町の区域内において、戸建新築、借家新築、共同住宅等新築、取得、

戸建改修、借家改修、共同住宅等改修、耐震診断又は耐震補強する者 

(2) 木材を使用する場合は、認証材又は道産木材等を積極的に活用する者 

(3) 住宅は、自ら所有し居住する者又は自然人の所有者である貸主が賃貸借

契約に基づき居住の用に供する者又はその見込みのある者 
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(4) 滝上町に住所を有する者又は住所を有する見込みの者 

(5) 町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していない者 

(6) 当該住宅の戸建新築、借家新築、共同住宅等新築、取得、戸建改修、借

家改修、共同住宅等改修、耐震診断又は耐震補強が法令に違反していないこ

と。 

(7) 従前の要綱又はこの要綱に基づいたもの、この要綱に基づかない補助金、

助成金、保険金、補償金及び賠償金等を受けて戸建新築、借家新築、共同住

宅等新築、取得、戸建改修、借家改修、共同住宅等改修、耐震診断又は耐震

補強するものでないこと。ただし、補助対象の施工の範囲にない部分又は浄

化槽設備工事についてはこの限りでない。 

(8) 住宅の屋根・外壁の色は、「滝上町景観ガイドプラン」に定められた「景

観形成のための色彩等ガイドライン」に基づくものであること。ただし、戸

建改修、借家改修、共同住宅等改修、耐震診断又は耐震補強の場合でその屋

根・外壁が補助対象の施工の範囲にない場合はこの限りでない。 

(9) 戸建新築、借家新築、共同住宅等新築、取得、戸建改修、借家改修、共

同住宅等改修、耐震診断又は耐震補強完了後10年間は、屋根・外壁の補助対

象の施工の範囲の有無にかかわらず、建物の色彩統一事業の補助金を受ける

ことができないものとする。 

２ １棟の建物について補助対象者が複数ある場合には、前項の規定にかかわ

らず、当該複数の補助対象者が定めるそのうちの１人の者に対して補助金を交

付するものとする。 

３ 借家新築、共同住宅等新築、借家改修、共同住宅等改修においては、民間

賃貸住宅の市場の活性化を図る目的として、賃貸不動産情報、空き室情報及び

入居者募集情報等について滝上町に情報提供し、広く公開するものであること。 

（補助金の額） 

第４条 前条の規定による補助金の額は、次の区分により交付することができ

る。ただし、戸建改修、借家改修、共同住宅等改修における加算額を含めた補

助金の額は同条に規定する補助の要件に係る工事費及び改修工事金額を上限

とした住宅購入費の総額の40％を上限とし、補助金の額に１万円未満の端数が

ある場合はこれを切り捨てる。 

(1) 町内ＳＧＥＣ業者による戸建新築、借家新築、取得、共同住宅等新築で、
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１棟あたりの認証材の使用割合が、構造材と下地用製材の木材積計のうち

50％以上であるもの 

ア 床面積60㎡以上90㎡未満の一戸建ての住宅 １棟につき150万円 

イ 床面積90㎡以上の一戸建ての住宅 １棟につき200万円 

ウ 共同住宅等新築 １棟につき200万円 

(2) 前号以外の業者による戸建新築、借家新築、取得、共同住宅等新築 

ア 床面積60㎡以上90㎡未満の一戸建ての住宅 １棟につき50万円 

イ 床面積90㎡以上の一戸建ての住宅 １棟につき75万円 

ウ 共同住宅等新築 １棟につき75万円 

(3) 滝上町内に事務所を置く業者による戸建改修、借家改修、共同住宅等改

修  

ア １棟につき譲受け額（改修工事金額を上限とし、登記申請手数料を除

く。）と改修工事金額（消費税及び地方消費税を除く。）の合計額の１/２、

かつ、100万円以下 

(4) 前号以外の業者による戸建改修、借家改修、共同住宅等改修  

ア １棟につき譲受け額（改修工事金額を上限とし、登記申請手数料を除

く。）と改修工事金額（消費税及び地方消費税を除く。）の合計額の１/２、

かつ、75万円以下 

(5) 自家改修 

ア 耐震診断 １棟につき耐震診断経費（消費税及び地方消費税を除く。）

の合計額、かつ、10万円以下 

イ 耐震補強 １棟につき耐震補強に関連する施工の金額（消費税及び地方

消費税を除く。）の合計額の１/２、かつ、40万円以下 

２ 前項第１号から第４号の補助金の額は、次の区分により加算することがで

きる。 

(1) 分譲地加算  

滝上町滝美町宅地分譲地への戸建新築、借家新築、共同住宅等新築、取得の

加算 １棟につき100万円 

(2) 北方型住宅加算  

１戸建ての住宅又は共同住宅等の戸建新築、借家新築、共同住宅等新築、取

得につき「きた住まいるサポートシステム住宅履歴情報保管書」に北方型住宅
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水準として区分されたものの場合、１棟につき100万円 

(3) 若者加算  

戸建新築、取得又は戸建改修で申請年度において、建築主又はその配偶者が

40歳未満の世帯の場合、１棟につき50万円 

(4) 子育て加算  

戸建新築、取得又は戸建改修で申請時において、建築主に扶養されている高

等学校卒業まで又は申請年度において18歳以下の子供がある場合、子供１人に

つき20万円 

(5) 耐震診断加算  

戸建改修、借家改修で１棟につき耐震診断経費（消費税及び地方消費税を除

く。）の合計額、かつ、10万円以下 

(6) 耐震補強加算  

戸建改修、借家改修で１棟につき耐震補強に関連する改修の施工の金額（消

費税及び地方消費税を除く。）の合計額の１/２、かつ、40万円以下 

（建築主の協力） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「建築主」という。）は、こ

の要綱の目的に沿うように協力するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 建築主は工事の着手前に町長に補助金の交付の申請をしなければなら

ない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定により、申請書を受付し内容を審査した後受理を

行い、予算措置後に補助の可否を決定するものとする。 

（着手届） 

第８条 建築主は、交付決定前に工事に着手してはならない。また、工事に着

手した場合には、速やかに町長に着手の届出をしなければならない。ただし、

取得については売買契約日を着手日とする。 

（中間検査申請） 

第９条 建築主は、戸建新築、借家新築、共同住宅等新築において屋根の小屋

組工事及び構造耐力上主要な軸組工事が完了した場合又は戸建改修、借家改修、

耐震診断又は耐震補強において主要な施工中に、町長に中間検査の申請をしな
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ければならない。 

（中間検査） 

第10条 前条の規定により中間検査の申請があった場合には、町長は中間検査

を行うものとする。 

（施工完了検査申請） 

第11条 建築主は、工事が完了した場合又は取得による引渡しを受けた場合に

は、町長に施工完了検査の申請をしなければならない。 

（施工完了検査） 

第12条 前条の規定により施工完了検査の申請があった場合には、町長は施工

完了検査を行うものとする。 

（完了届） 

第13条 建築主は、施工完了検査後、補助の要件が全て確認できることとなっ

た場合、町長に完了の届出をしなければならない。 

（完了検査） 

第14条 前条の規定により完了の届出があった場合には、町長は完了検査を行

うものとする。 

（取りやめ届） 

第15条 建築主は工事を取りやめる場合等には、町長に取りやめ届を提出しな

ければならない。 

（補助金の交付決定変更申請） 

第16条 建築主は補助金の交付の決定を受けた後に建築主等の変更があった場

合には、町長に補助金の交付決定の変更申請をしなければならない。 

（補助金の交付決定変更） 

第17条 町長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審

査し、補助の可否を決定しなければならない。 

（補助金の交付） 

第18条 町長は、中間検査、施工完了検査を行い、完了検査において第３条の

要件に該当し、第４条の区分に応じて、建築主が補助対象者であることが確認

できた場合に、補助金を交付するものとする。 

２ 補助金の交付は、補助対象者の指定する金融機関の当該者の口座に振り込

むことにより行うものとする。 
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（交付決定の取消） 

第19条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けよ

うとしたとき又は目的が達成できないと認めたときは、補助金の交付決定を取

り消すことができる。 

（補助金の返還） 

第20条 町長は、補助を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、

既に交付した補助金の返還を命ずることができる。 

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) その他、目的が達成できないと認めたとき。ただし、特別の事情がある

と認めたときは、この限りでない。 

（その他） 

第21条 この要綱に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱の告示日において平成31年４月１日以降に着手されている住宅

について補助金の交付を受けようとする者は、第６条及び第８条前段の規定に

かかわらず、速やかに町長に当該補助金の交付の申請をしなければならない。

２ この要綱は、令和５年３月31日限り、その効力を失う。 

 


