
滝川市　総務部企画課・建設部建築住宅課

■各規定について

Ａ．新築住宅・建売住宅について

１．対象の要件について

〇規模が床面積70平方メートル以上であること。
〇工事請負契約又は売買契約の締結日が令和３年４月１日以後の住宅であること。

〇他の住宅建設事業等に係る補助金等の交付を受けていない工事であること。
〇都市計画区域内に限ります。

２．補助金の額について

３．補助金の対象者について
　新築住宅を建築し、又は建売住宅を購入する者（転売は認めません。）

４．補助金の対象となる用途について
〇一戸建ての住宅
〇住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの（ただし、住戸部分のみ補助

の対象）
〇二世帯住宅
△長屋（２戸以下・申請者が所有し居住していること・その他の一戸に２親等以内の

者が居住していること）
×共同住宅

滝川市住宅建設・改修促進事業概要について

　令和３年度一年限りの時限事業として、新型コロナウイルス感染拡大の影響により今後低迷が見通
される建設需要喚起を行い、関連業界の発展、地域経済の活性化を促すとともに、コロナ禍において
も快適な住環境を整備し、新たな生活様式に対応することを目的に、新築住宅の建築、建売住宅の購
入及び既存住宅の改修をする方に対して補助金を交付します。

　対象となる住宅については、下記に記載のとおりとなります。一戸建て等で令和３年４月１日以降
工事請負契約又は売買契約を締結する住宅となります。３月31日以前に契約締結した住宅は対象外と
なります。建築計画の前には十分に検討の上進めてください。

〇新築住宅の場合は、市税を滞納していない市内に本社本店を有する建設業者が施工する住宅であ
ること。

　建売住宅の場合は、市税を滞納していない市内に本社本店を有する建設業者且つ宅地建物取引業
者が販売する住宅　
　であること。

〇建売住宅の場合は、建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証（以下
「検査済証」という。）の交付の日が令和２年４月１日以降の住宅であること。

　補助申請があった先着順とし、予算が満了次第終了します。
　また、予算には限りがありますので、計画の上で予算残等、確認したいことがありましたら、建
築住宅課又は企画課まで問い合わせ願います。

○新築住宅を建築又は建売住宅を購入する者　本体工事（購入）金額（消費税等除く）の５％と
し、上限100万円（万円未満切り捨て）。
　補助申請は必ず11月までに提出し、年度内に完了（補助請求）するようにしてください。
　※土地は対象外です。

※補助申請者が事業完了後に自ら居住すること、当該住宅に居住することとなる全ての者が市税
を滞納していないことが条件となります。
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Ｂ．既存住宅の改修について

１．対象の要件について
○市税を滞納していない市内に本社本店を有する建設業者が改修工事を行う住宅であること。

○改修に係る工事請負契約の締結日が令和３年４月１日以降の住宅であること。

〇他の住宅建設事業等に係る補助金等の交付を受けていない工事であること。

２．補助金の額について
　新築住宅同様、補助申請があった先着順とし、予算が満了次第終了します。

３．補助金の対象者について
　自ら所有する既存住宅を改修する者

※現在休止中の「住宅改修補助制度等」を活用した方でも対象です。

４．補助金の対象となる用途について
〇一戸建ての住宅
〇住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの。

※改修については、住宅の部分に限ります。
〇二世帯住宅
〇長屋（対象となる住戸を所有し居住していることかつ、所有者名義の住戸部分に限る。）
〇共同住宅（対象となる住戸を所有し居住していることかつ、所有者名義の住戸部分に限る。）

Ｃ．共通事項について

１．申請時期について
　補助申請については、制度開始から11月末日までとなります。

２．制度の期間について
　制度期間については、令和３年４月から令和４年３月までの１年間です。

３．審査方法（遡及対応等）
　この制度については、４月１日までさかのぼった契約についても対象となります。

〇制度開始日から施工するもの
申請時・・・提出書類審査、現地確認
実績報告時・・・施工前後の写真、提出書類確認、現地確認

〇４月１日から制度開始の前日までに施工開始したもの
申請時・・・提出書類審査のみ
実績報告時・・・施工後の写真、提出書類確認、現地確認

○対象となる改修工事に要する費用の合計の額（消費税及び地方消費税を除く。）が50万円以上で
あること。

○建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条の規定による確認が昭和56年６月１日以降に行われ
たものであること。

○建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条の規定による確認が昭和56年５月31日以前に行われ
たものである場合にあっては、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第
２条第１項の耐震診断により同条第２項の耐震改修を要しないと認められたものを除き、当該耐震
診断により必要とされた耐震改修を実施するものであること。

○既存住宅を改修する者　施工金額のうち対象となる改修工事に要した額（消費税等除く）の10％
とし、上限50万円（千円未満切り捨て）。ただし、申請は１棟につき１回となります。
　補助申請は必ず11月までに提出し、年度内に完了（補助請求）するようにしてください。

※補助申請者が事業完了後に自ら居住すること、当該住宅に居住することとなる全ての者が市税
を滞納していないことが条件となります。

　完了実績報告の提出については、令和４年３月31日までの提出期限となります。ただし、補助金
支払時期は実績報告提出後となりますのでご注意ください。
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４．補助金の申請の流れについて

①．注文を受けてから請負契約する住宅の場合
　確認済証の交付後に補助申請となります。

提出書類
・滝川市住宅建設・改修促進事業補助金交付申請書（別記第１号様式）
　※納税状況に関する同意も含みます。
・建設業の許可証
・施工業者の税の未納が無いことの証明書又は同意書
・住宅に関する届出書（別記第２号様式）
・工事請負契約書の写し（申請時は原本を提示すること）
・補助対象部分を確認できる内訳書及び図面
・確認済証

審査

市に進達

補助決定
通知

着　工
※補助決定するまで、工事することが出来ません。ただし、４月１日から制度開
始までの期間は除きます。

完　成

　①注文を受けて、請負契約してから新築するもの、②建売住宅として竣工しているもの、③建売
住宅で竣工前にお客様が決定されたもの、④改修工事と、①～④についてそれぞれ少し流れが違い
ますので、ご注意ください。
　補助申請に関して、必要となる書類も下記に示しますので、申請の際は不足があれば受付が出来
ません。
　変更については、原則増額は受付ません。減額のみ受付となります。積算状況をよく確認して申
請願います。
　補助金の予約等は出来ませんので、提出書類を事前に確認の上、必ず制度を遵守されるようにし
てください。

補助申請
（市内審
査機関へ
提出）
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※建築基準法の完了検査を終え検査済証の交付を受けていること。

提出書類
・滝川市住宅建設・改修促進事業補助金実績報告書（別記第３号様式）
・完成写真（新旧写真）
・検査済証
・申請した住宅に居住を証する住民票
・支払いした事実が分かるもの（例：領収書、支払票、振り込み票等）
・請求書（滝川市補助金等交付規則　別記第３号様式）
※令和４年３月31日までに提出すること。

補助の
完了報告
（市内審
査機関へ
提出）

現地確認
※検査済証で建築基準法に適合し完了したことが確認できるため現地確認しませ
ん。

補助金
支払い
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②．建売する目的で建築し売買契約する住宅の場合（竣工してからお客様が決定した場合）
　お客様との売買契約後に補助申請となります。

※建築基準法の完了検査を終え令和２年４月１日以降に検査済証の交付を
受けていること。

提出書類
・滝川市住宅建設・改修促進事業補助金交付申請書（別記第１号様式）
　※納税状況に関する同意も含みます。
・建設業の許可証
・宅地建物取引許可証
・施工業者（宅地建物取引事業者）の税の未納が無いことの証明書又は同意書
・住宅に関する届出書（別記第２号様式）
・売買契約書の写し（申請時は原本を提示すること）
・補助対象部分を確認できる内訳書及び図面
・検査済証

提出書類
・滝川市住宅建設・改修促進事業補助金実績報告書（別記第３号様式）
・完成後の状況写真
・申請した住宅に居住を証する住民票
・支払いした事実が分かるもの（例：領収書、支払票、振り込み票等）
・請求書（滝川市補助金等交付規則　別記第３号様式）
※令和４年３月31日までに提出すること。

※制度が始まる以前に完成している場合は、現地確認いたします。

着工～完了

審査

市に進達

補助決定
通知

補助の
完了報告
（市内審
査機関へ
提出）

現地確認

補助金
支払い

補助申請
（市内審
査機関へ
提出）
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③．建売する目的で建築し売買契約する住宅の場合（建築途中にお客様が決定した場合）
　お客様との売買契約後に補助申請となります。

※確認済証の交付を完了していること。

提出書類
・滝川市住宅建設・改修促進事業補助金交付申請書（別記第１号様式）
　※納税状況に関する同意も含みます。
・建設業の許可証
・宅地建物取引許可証
・施工業者（宅地建物取引事業者）の税の未納が無いことの証明書又は同意書
・住宅に関する届出書（別記第２号様式）
・売買契約書の写し（申請時は原本を提示すること）
・補助対象部分を確認できる内訳書及び図面
・確認済証

※建築基準法の完了検査を終え検査済証の交付を受けていること。

提出書類
・滝川市住宅建設・改修促進事業補助金実績報告書（別記第３号様式）
・完成後の状況写真
・検査済証
・申請した住宅に居住を証する住民票
・支払いした事実が分かるもの（例：領収書、支払票、振り込み票等）
・請求書（滝川市補助金等交付規則　別記第３号様式）
※令和４年３月31日までに提出すること。

　建築完了してからでの申請では、予算満了となることが懸念されるため、建築途中でも申請出来
ることとしています。

着工

審査

市に進達

補助決定
通知

完　成

補助の
完了報告
（市内審
査機関へ
提出）

補助申請
（市内審
査機関へ
提出）
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現地確認
※検査済証で建築基準法に適合し完了したことが確認できるため現地確認しませ
ん。

補助金
支払い
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④．既存住宅を改修する場合
　主な改修工事の内容は、次ページに記載しています。

　増築・改築の場合は、確認済証や検査済証を確認させていただくことがあります。

提出書類
・滝川市住宅建設・改修促進事業補助金交付申請書（別記第１号様式）
　※納税状況に関する同意も含みます。
・建設業の許可証
・施工業者の税の未納が無いことの証明書又は同意書
・住宅に関する届出書（別記第２号様式）
・工事請負契約書の写し（申請時は原本を提示すること）
・補助対象部分を確認できる内訳書及び図面
・本人所有であることが確認できるもの。

（例：固定資産税の支払票、登記簿の写し）
・戸籍謄本及び住民票（所有者が単身赴任している場合）

※工事が完了して、現地確認ができる状態となっていること。

提出書類
・滝川市住宅建設・改修促進事業補助金実績報告書（別記第３号様式）
・完成写真（新旧写真）
（４月１日から制度開始までに着手している場合は、新写真のみ）
・申請した住宅に居住を証する住民票
・支払いした事実が分かるもの（例：領収書、支払票、振り込み票等）
・請求書（滝川市補助金等交付規則　別記第３号様式）
・中古住宅を購入し改修後居住する場合は、所有したことを証する登記簿
※令和４年３月31日までに提出すること。

　確認申請や完了検査の対象にならないものが多いため、現地確認を行います。

審査機関による審査
※事前着工等していないか、現地確認します。ただし、４月１
日から制度開始までの期間は除きます。

市に進達

補助決定
通知

着　工
※補助決定するまで、工事することが出来ません。ただし、４月１日から制度開
始までの期間は除きます。

完　成

補助の
完了報告
（市内審
査機関へ
提出）

補助の
現地確認

補助申請
（市内審
査機関へ
提出）
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Ｄ．既存住宅の改修に関する項目　別表（第２条関係）

※改修工事が、上記項目で複数となっても問題ありません。
例：ユニットバス取替 + 給水管改修 + 網戸の交換

対象外リスト
・工事を伴わない家電製品等　例：テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、パソコン、電話機、

空気清浄機など
・解体工事
・外構工事
・融雪槽
・単独車庫、単独物置
・持ち運びのできるもの、汎用性のあるもの
・ＤＩＹのための材料費

■補助申請（補助申請の提出手続き等は、下記窓口にてお願いします。）
・申請及び相談窓口　一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会（流通団地３丁目６-２３）

℡　24-1880（代表）
・相談窓口　滝川市建設部建築住宅課（滝川市役所４階）　℡　28-8040（直通）
　　　　　　　　　総務部企画課（滝川市役所６階）　℡　28-8004（直通）

工事内容 備　考

住宅部分の増築

住宅部分の改築

住宅部分の耐震化工事

屋根・外壁・軒天の改修

雪止め金物の設置（屋根設置型） 同様の効果を目的とした改修を含む
雨樋の改修

風除室・サンルームの改修、設置 住宅と一体であること

住宅と同棟の車庫・物置の改修、設置
バルコニーの改修、設置

サッシの改修、設置

窓ガラスの交換

網戸の交換、設置
床・壁・天井の内装材改修

建具の改修、設置

畳新設・交換・表替え

壁・床等の設置、改修

衛生設備機器の設置・交換

（ユニットバス・便器・洗面化粧台等）

給水・排水・ガス・灯油配管の設置、交換 住宅内部

システムキッチンの設置、交換 キッチン組込式の食器洗乾燥機・熱源機等

照明器具 内装工事を伴うもの

スイッチ・コンセントの設置、交換 　　〃
ＴＶ・ＢＳ・ＣＳアンテナの設置、交換 屋根・壁等に固定されていて、容易に取外しできないもの

住宅用火災警報器 内装工事を伴うもの

暖房機・冷房機・給湯器の設置、交換 ボイラー等、床・壁・天井に固定されるものに限る

住宅用エレベーターの設置、改修

換気扇等の設置、改修

防犯システム・インターホンの設置、改修 住宅設置のもの

造り付け棚、収納等

手摺の設置、改修

段差解消用スロープ 基礎や床に固定されるもの

※その他同等の工事として認められるもの。

補助金
支払い
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