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○江別市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱 

平成23年８月22日市長決裁 

改正 

平成27年４月21日 

平成30年３月30日 

令和３年３月12日 

令和３年９月６日 

江別市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、江別市耐震改修促進計画に基づき、市内の木造住宅の耐震診断、補強設計及び

耐震改修工事を行う者に対し、その費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるもの

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、当該各号に定めるところによる。 

(１) 耐震診断 次のいずれかに該当する木造住宅の地震に対する安全性を評価する診断（次号に

規定する耐震診断員による診断に限る。）をいう。 

ア 一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断

法 

イ アに掲げる方法と同等以上と認められる耐震診断 

(２) 耐震診断員 次のいずれにも該当する者をいう。 

ア 建築士（建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第１項に規定する建築士をいう。）の資格

を有し、市内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所（同法第23条第１項に規定する建

築士事務所をいう。）に所属していること。 

イ 北海道が定める耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診

断・耐震改修技術者名簿において木造耐震診断の講習会区分で登録していること。 

(３) 上部構造評点 一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法（改訂版）」

で定めるものをいう。 

(４) 補強設計 木造住宅の耐震改修工事を行うために第２号アに該当する建築士が設計したもの

をいう。 

(５) 耐震改修工事 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木

造住宅について行う次のいずれかに該当する改修工事（建築物の全部を改築する場合は除くもの

とし、次号に規定する工事施工者が施工するものに限る。）をいう。 

ア 上部構造評点が1.0以上となるように改修する工事で、耐震診断員が作成する耐震診断報告書

を受けたもの。 

イ 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項に規定する確認申請の必要な増築等を伴う

工事（改修後も建築基準法第３条第２項の規定により、引き続き同法第20条の適用を受けない

工事を除く。） 

(６) 工事施工者 次のいずれにも該当する者をいう。 

ア 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可

を受けていること。 

イ 市内に事業所、支店又は営業所を置く法人であること。 

(７) 耐震診断補助金 耐震診断を行う者に交付する補助金をいう。 

(８) 補強設計補助金 補強設計を行う者に交付する補助金をいう。 

(９) 耐震改修補助金 耐震改修工事を行う者に交付する補助金をいう。 

（対象住宅、対象者及び対象経費） 

第３条 耐震診断補助金、補強設計補助金及び耐震改修補助金（以下「耐震改修等補助金」という。）

の対象住宅、対象者及び対象経費は、別表のとおりとする。 

（補助額） 

第４条 耐震診断補助金の額は、別表に定める対象経費の３分の２の額とし、その額が８万9,000円を

超える場合は８万9,000円を上限とする。 
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２ 補強設計補助金の額は、別表に定める対象経費の３分の２の額とし、その額が10万円を超える場

合は10万円を上限とする。 

３ 耐震改修補助金の額は、別表に定める対象経費の額に0.23を乗じた額以内の額とし、その額が82

万2,000円を超える場合は82万2,000円を上限とする。 

４ 前３項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を補助金の額と

する。 

（補助金申請の受付期間） 

第５条 耐震改修等補助金の申請の受付は、市長が年度ごとに定める期間内に行うものとする。ただ

し、市長は、受付期間内であっても予算枠に達した場合は、受付を締め切るものとする。 

（耐震改修等補助金の交付申請等） 

第６条 耐震診断補助金の交付を受けようとする者（以下「耐震診断補助金申請者」という。）は、

江別市木造住宅耐震改修等補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）に次に掲げ

る書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、当

該書類の提出を省略することができる。 

(１) 江別市木造住宅（耐震診断・補強設計）概要書（第２号様式。以下「耐震診断・補強設計概

要書」という。） 

(２) 耐震診断補助金申請者の住民票の写し（原本） 

(３) 耐震診断補助金申請者の市町村税の納税証明書 

(４) 対象住宅の固定資産税の納税証明書 

(５) 建築確認通知書の写し又は建物の登記事項証明書等の建築年次及び所有者を明らかにする書

類 

(６) 耐震診断に要する費用の見積書の写し 

(７) 所有者（所有者が複数の場合は、当該所有者全員）の承諾書、印鑑登録証明書及び登記事項

証明書 

(８) 誓約書（耐震診断補助金申請者が耐震診断を行う住宅に居住していない場合に限る。） 

２ 補強設計補助金の交付を受けようとする者（以下「補強設計補助金申請者」という。）は、申請

書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要がないと認め

たときは、当該書類の提出を省略することができる。 

(１) 耐震診断・補強設計概要書 

(２) 補強設計補助金申請者の住民票の写し（原本） 

(３) 補強設計補助金申請者の市町村税の納税証明書 

(４) 対象住宅の固定資産税の納税証明書 

(５) 建築確認通知書の写し又は建物の登記事項証明書等の建築年次及び所有者を明らかにする書

類 

(６) 耐震診断報告書（耐震診断員が作成したもの） 

(７) 補強設計に要する費用の見積書の写し 

(８) 所有者（所有者が複数の場合は、当該所有者全員）の承諾書、印鑑登録証明書及び登記事項

証明書 

(９) 誓約書（補強設計補助金申請者が補強設計を行う住宅に居住していない場合に限る。） 

３ 耐震改修補助金の交付を受けようとする者（以下「耐震改修補助金申請者」という。）は、申請

書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要がないと認め

たときは、当該書類の提出を省略することができる。 

(１) 江別市木造住宅耐震改修概要書（第３号様式。以下「耐震改修概要書」という。） 

(２) 耐震改修補助金申請者の住民票の写し（原本） 

(３) 耐震改修補助金申請者の市町村税の納税証明書 

(４) 対象住宅の固定資産税の納税証明書 

(５) 建築確認通知書の写し又は建物の登記事項証明書等の建築年次及び所有者を明らかにする書

類 

(６) 耐震診断報告書（耐震診断員が作成したもの） 

(７) 案内図、配置図、平面図等（改修内容が記載されたもの） 
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(８) 江別市木造住宅耐震改修計画書（第４号様式） 

(９) 補強後の想定耐震診断報告書（耐震診断員が作成したもの）又は建築基準法第20条に適合す

ることがわかる書類を添付した確認済証 

(10) 耐震改修工事費見積内訳書の写し 

(11) 所有者（所有者が複数の場合は、当該所有者全員）の承諾書、印鑑登録証明書及び登記事項

証明書 

(12) 誓約書（耐震改修補助金申請者が耐震改修を行う住宅に居住していない場合に限る。） 

４ 市長は、前３項の申請書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができる。 

５ 耐震改修等補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、前項の現地調査等

に協力しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条第１項、第２項又は第３項の規定による申請について内容を審査し、耐震改修

等補助金の交付を決定したときは、江別市木造住宅耐震改修等補助金交付決定通知書（第５号様式。

以下「補助金交付決定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 

２ 前項に規定する交付決定の通知を受けた者（以下「補助金交付決定者」という。）は、当該通知

後、速やかに耐震診断、補強設計又は耐震改修工事（以下「耐震改修等」という。）に着手しなけ

ればならない。 

（補助事業の計画変更及び中止） 

第８条 補助金交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、江別市木造住宅耐震改修等補

助金交付変更等申請書（第６号様式）に関係書類を添えて、速やかに市長に申請しなければならな

い。 

(１) 申請書及び第６条第１項各号、第２項各号又は第３項各号に掲げる書類の記載内容に変更が

生じたとき。 

(２) 耐震改修等を中止したとき。 

２ 市長は、前項の規定による申請について内容を審査し、承認したときは、江別市木造住宅耐震改

修等補助金交付変更等承認通知書（第７号様式）により申請者に通知するものとする。 

（完了の期限及び実績報告） 

第９条 補助金交付決定者は、耐震診断・補強設計概要書又は耐震改修概要書に記載した完了年月日

までに耐震改修等を完了しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、

これを延期することができる。 

２ 補助金交付決定者は、耐震診断が完了したときは、江別市木造住宅耐震改修等補助金交付実績報

告書（第８号様式。以下「実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提

出しなければならない。 

(１) 耐震診断報告書（耐震診断員が作成したもの） 

(２) 耐震診断に要した費用の支払を証する領収書の写し 

(３) 補助金交付決定通知書の写し 

(４) 耐震診断を行った住宅に居住していることを証する書類（当該住宅に居住できないやむを得

ない理由がある場合には、その理由を記載した申立書） 

３ 補助金交付決定者は、補強設計が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速や

かに市長に提出しなければならない。 

(１) 補強設計後の想定耐震診断報告書（耐震診断員が作成したもの）又は建築基準法第20条に適

合することがわかる書類を添付した確認済証 

(２) 補強設計に要した費用の支払を証する領収書の写し 

(３) 補助金交付決定通知書の写し 

(４) 補強設計を行った住宅に居住していることを証する書類（当該住宅に居住できないやむを得

ない理由がある場合には、その理由を記載した申立書） 

４ 補助金交付決定者は、耐震改修工事が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて速

やかに市長に提出しなければならない。 

(１) 改修工事後の耐震診断報告書（耐震診断員が作成したもの）又は検査済証 

(２) しゅん工図（改修内容が記載されたもの） 
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(３) 写真（改修工事の内容が確認できるもの） 

(４) 耐震改修工事に要した費用の支払を証する領収書の写し 

(５) 耐震改修工事を行った住宅に居住していることを証する書類 

５ 前３項の実績報告は、第７条第１項の規定による通知を受けた年度の１月末日（当該日が休日（江

別市の休日を定める条例（平成５年条例第18号）第１条第１項各号に規定する日をいう。）に当た

るときは、当該日前における直近の休日以外の日とする。）までに行わなければならない。 

（補助金の交付） 

第10条 市長は、実績報告があったときは、速やかに耐震改修等の内容の審査を行い、申請内容と相

違がないと認めたときは、補助金交付決定者に補助金を交付するものとする。 

（補助金交付決定の取消し及び返還） 

第11条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、

又は既に交付した補助金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

(１) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(２) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。 

（補則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成23年８月31日から施行する。 

（江別市木造住宅耐震診断補助金交付要綱の廃止） 

２ 江別市木造住宅耐震診断補助金交付要綱（平成22年６月30日市長決裁）は、廃止する。 

附 則（平成27年４月21日） 

この要綱は、平成27年４月21日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日） 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月12日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月６日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年９月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱により定められた様式の用紙については、

当分の間、これに所要の補正を加えて使用することができる。 

別表（第３条関係） 

補助金 対象住宅 対象者 対象経費 

耐震診断補助

金 

市内の木造住宅であっ

て、次の要件のいずれにも

該当するもの 

(１) 昭和56年５月31日以

前に着工された住宅であ

ること。 

(２) 戸建て住宅、長屋建

て住宅又は併用住宅（店

舗等併用住宅で、店舗等

の用途に供する部分の床

面積が延べ床面積の２分

の１未満のもの）である

こと。 

次の要件のいずれにも該

当する者 

(１) 個人であること。 

(２) 対象住宅の居住者又

は居住予定者（耐震改修

補助金にあっては、実績

報告時までに当該対象住

宅に居住する者に限る。）

であること。 

(３) 市町村民税を滞納し

ていないこと及び当該対

象住宅の固定資産税に滞

納がないこと。 

耐震診断に要する経費

（住宅部分の耐震診断に係

る経費に限る。） 

補強設計補助

金 

補強設計に要する経費

（住宅部分の補強設計に係

る経費に限る。） 

耐震改修補助

金 

次に掲げる経費（住宅部

分の耐震改修工事に係る経

費に限る。） 

(１) 耐震改修工事に係る

経費 

(２) 現状復旧等に伴う付

帯工事（解体工事並びに
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(３) 地上３階建て以下の

在来軸組構法であるこ

と。 

(４) 過去に同一の補助金

の交付を受けたことがな

いこと。 

(５) 建築基準法その他関

係法令に違反していない

こと。 

(４) 江別市暴力団排除条

例（平成25年条例第38号）

第２条第２号に規定する

暴力団員でないこと。 

外装、断熱材、内装等の

復旧工事及び更新工事を

含む。）のうち耐震改修

工事に係る経費 

第１号～第８号様式（省略） 


