
豊島区木造住宅耐震改修助成金交付要綱 

 

                              平成 18 年８月１８日 

                              都 市 整 備 部 長 決 定 

                           改正 平成 19 年 4 月１３日 

                           改正 平成 19 年９月１８日 

                           改正 平成 20 年３月２６日 

                           改正 平成 21 年３月２６日 

改正 平 成 2 3 年 ４ 月 １ 日 

改正 平成 23 年５月２６日 

改正 平成 28 年６月２７日 

改正 平成 31 年４月１０日 

改正 令和元年７月２５日 

改正 令和元年１０月２５日 

（目的） 

第１条 この要綱は、耐震性の低い木造住宅の耐震改修工事に対し、助成金を交付すること

により、震災時における建築物の倒壊を防止し、災害に強い街づくり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）耐震診断技術者 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条の規定により登録を受

けた建築士事務所のうち、東京都知事が別に定めるところにより、木造住宅に関する耐

震診断及び補強設計の業務を行うものとして指定登録機関の登録を受けたものをいう。 

（２）耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法（平成１６年７月財団法人日本建築防災協

会発行）による一般診断及び精密診断又はこれと同等の基準による診断で、耐震診断技

術者が行ったものをいう。 

（３）低耐力住宅 現状における耐震診断の結果が、上部構造評点１．０未満である木造建

築物をいう。 

（４）耐震改修工事 壁等の補強、劣化補修及び屋根の軽量化等の方法により、地震力に対

する耐力増強工事及び工事監理をいう。 

（５）補強設計 耐震診断に基づき耐震診断技術者が行った耐震改修工事の設計をいう。 

（６）工事監理者 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条の規定により登録を受けた

建築士事務所のうち、東京都知事が別に定めるところにより、木造住宅に関する耐震診



断及び補強設計の業務を行うものとして指定登録機関の登録を受けたものをいう。 

（７）区内事業者 豊島区内に主たる事務所を有する民間事業者をいう。 

  

（助成対象建築物） 

第３条 この要綱による助成金の対象となる低耐力住宅は、次の各号に掲げる要件をみたす

ものとする。 

（１）豊島区内に存する、昭和５６年５月３１日以前に建築された、階数が２以下の木造住

宅（兼用住宅含む）で、専用住宅部分が延べ面積の 1/2以上であること。 

（２）補強設計に基づく耐震改修工事により、耐震診断の結果が上部構造評点１．０以上で

あること。 

（３）建築基準法（昭和２５年５月２４日法律第２０１号）（以下「法」という。）第２条第

１項第８号に定める防火構造であるもの、又は耐震改修工事により同構造となるもの。 

（４）法第４３条に抵触しない敷地であること。 

（５）建築物（塀等を含む。）が、豊島区狭あい道路拡幅整備条例（平成１３年７月１３日

条例第５０号）第２条に定める後退用地等の区域内に突出しないこと。 

（６）その他建築基準法上、重大な疑義が認められないこと。 

 

（助成対象者） 

第４条 この要綱による助成を受けることができる者は、低耐力住宅を所有する者が専用住

宅部分に居住する場合で、かつ住民税を滞納していない世帯とする。 

２ 前項の規定は、別居親族（一親等及び二親等に限る。）が所有する場合、同居している

ものとみなす。 

 

（助成の内容） 

第５条 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、低耐力住宅の耐震改修

工事に必要と認められる費用とする。 

 

（助成金の交付額等） 

第６条  助成額は、次に掲げる額の合計額とする。 

（１）助成対象経費の３分の２（１０００円未満切捨て）。ただし、当該金額が１００万円

を超える場合は、１００万円とする。 

（２）工事施工者が区内事業者である場合、助成対象経費の 6分の 1（１０００円未満切捨

て）。ただし、当該金額が５０万円を超える場合は、５０万円とする。 

 ２ 前項の交付額は、当該年度の予算の範囲内とする。 

３ 消費税相当額は、助成の対象としない。 



 

（助成事業の承認申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者は、耐震改修工事に着手する前に、耐震改修助成

承認申請書（別記様式第１号）に別表第１に掲げる書類を添えて区長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の申請に基づきその内容を審査し、助成対象となることを承認したときは、

耐震改修助成承認通知書（別記様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

３ 区長は、前項の承認にあたり、助成事業を遂行するために必要な事項について、条件を

付することができる。 

４ 申請者が第１項の申請を取下げようとするときは、耐震改修助成承認申請取下届（別記

様式第３号）を区長に提出しなければならない。 

 

（助成対象工事の取止め及び変更） 

第８条 前条第２項の規定により承認を受けた者（以下「改修助成対象者」という。）は、そ

の助成対象工事を取止めようとするときは、耐震改修助成対象工事取止め届（別記様式第

４号）を区長に提出しなければならない。 

２ 改修助成対象者は、助成対象工事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ耐震改

修助成内容変更承認申請書（別記様式第５号）を区長に提出し、承認を受けなければなら

ない。 

３ 区長は、前項の申請に基づきその内容を審査し、変更を承認したときは、耐震改修助成

内容変更承認通知書（別記様式第６号）により、改修助成対象者に通知するものとする。 

 

（調査及び報告） 

第９条  区長が必要と認めるときは、助成対象工事の遂行状況の調査を行い、又は耐震改修

助成対象工事状況報告書（別記様式第７号）により、改修助成対象者及び工事監理者か

ら報告を求めることができる。 

２ 改修助成対象者は、助成対象工事が完了したときは、耐震改修助成対象工事完了届（別

記様式第８号）を速やかに区長に提出しなければならない。 

 

（助成金の交付申請） 

第１０条 改修助成対象者は、前条第２項の規定により耐震改修助成対象工事完了届を提出

するときは、耐震改修助成金交付申請書（別記様式第９号）に別表第２に掲げる書類を添

付し、区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請に基づきその内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定したと

きは、耐震改修助成金交付決定通知書（別記様式第１０号）又は耐震改修助成金不交付決



定通知書（別記様式第１１号）により、申請者に通知するものとする。 

３ 区長は、前項の交付決定にあたり、助成事業を遂行するために必要な事項について、条

件を付することができる。 

４ 申請者が第１項の申請を取下げようとするときは、耐震改修助成金交付申請取下届（別

記様式第１２号）を区長に提出しなければならない。 

 

（助成金の交付請求） 

第１１条 前条第２項の規定により助成金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、耐震改修助成金交付請求書（別記様式第１３号）を区長に提出しなければなら

ない. 

２ 区長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第１２条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

（１）助成対象工事の内容が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したと

き。 

（２）虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

（３）その他助成事業に係る建築物に対する法令、豊島区補助金等交付規則（昭和６１年８

月２７日規則第５９号）に違反したとき。 

２ 区長は、前項の取消しを決定したときは、速やかにその内容を耐震改修助成金交付決定

取消通知書（別記様式第１４号）により交付決定者に通知しなければならない。 

 

（助成金の返還） 

第１３条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取消した場合において、すでに助

成金が交付されている場合の返還にあたっては、豊島区補助金等交付規則（昭和６１年８

月２７日規則第５９号）により期限を定めて返還を命ずるものとする。 

 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、都市整備

部長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成１８年９月１日から施行する。 

附則 



この要綱は、平成１９年５月１日から施行する。 

ただし、第 2条（１）及び(６)の規定について、平成１９年９月３０日までに、耐震改修

助成承認申請書が受理されたものは、改正前の要綱の効力を有するものとする。 

附則 

この要綱は、平成１９年１0月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 

附則 

１．この要綱は、平成２８年８月１日から施行する。 

２．施行前に第 7条の規定による申請があったものについては、改正前の本要綱を適用す

る。 

附則 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第７条関係） 

耐震改修助成承認申請書に添付する書類 

 添付書類 内容等 

（１） 耐震改修工事計画書 耐震改修工事概要 

（２） 耐震診断結果報告書 改修前（評点 1.0未満）改修後（評点 1.0以上） 

（３） 

建 

築 

物 

に 

関 

す 

る 

図 

書 

建築当時の建築確認

通知書及び検査済証

の写し 

証書が現存しない場合は、調書に代えることができる。 

今回工事の建築確認

通知書の写し 

建築確認を要する工事内容の場合に限る。 

付近見取り図 方位、道路及び目標となる地物を明示すること。 

配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建

築物と他の建築物との別、擁壁、土地の高低、建築物の各部分の高さ並

びに敷地の接する道路の位置及び幅員を明示すること。 

各階平面図 

（改修前、改修後） 

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋交いの位置及び種類、通し柱、

開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構

造を明示すること。 

立面図 

（改修前、改修後） 

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の

構造を明示すること。 

軸組図 

（改修前、改修後） 

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ

及び建築物の高さを明示すること。 

（４） 建物登記事項証明書 登記されていない場合は、課税台帳の写しに代えることができる。 

（５） 写真 工事着工前の写真とする。 

（６） 見積書の写し 除却工事、建築工事及び工事監理費について、それぞれ内訳明細が分

かるものとする。※耐震改修に係る部分とし、消費税は除く。 

（７） 納税証明書 世帯構成表を添付のこと。 

（８） 承諾書 他居住者がいる場合 

（９） 建設業許可証明書等 工事施工者が区内事業者の場合(区内事業者である事がわかる書類) 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第 10条関係） 

耐震改修助成金交付申請書に添付する書類 

 添付書類 内容等 

（１） 助成金交付申請額の

計算書 

 

（２） 契約書の写し 除却工事、建築工事、設計費及び工事監理費について、それぞれ内訳明

細が分かるものとする。※耐震改修に係る部分とし、消費税は除く。 

（３） 領収書の写し 除却工事、建築工事及び工事監理費について、それぞれ内訳明細が分

かるものとする。 

（４） 写真 工事着手前、工事中、及び工事後の写真とする。 

（５） 検査済証の写し 建築確認を取得しないで行う工事の場合不要。 

 

 


