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プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援事業費補助金交付取扱要領 

                                 平成18年４月３日制定   

平成30年３月28日 終改正 

第１ 通則 

プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援事業費補助金の交付に関しては、プロジェ

クト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）及

びこの取扱要領に定めるところによる。 

第２ 定義 

この要領における用語の定義は交付要綱に定めるところによる。 

第３ 補助対象事業の採択基準 

    補助対象事業の採択基準は、次の各号に定めるものとする。ただし、事業主体が必要と

判断し、知事が認めるものを含む。 

(1) わが家の専門家診断事業 

交付要綱別表第１の１に定める木造の既存住宅の耐震診断、耐震相談を行う事業とする。 

 (2) 木造住宅補強計画策定事業 

ア 交付要綱別表第１の２に定める木造の既存住宅の補強計画を策定する事業で、次の各

号のいずれかに該当する補強計画の策定とする。 

(ｱ) 耐震補強工事を行った後に、評点が1.0以上となる補強計画。ただし、評点が0.3以

上あがるものに限る。 

(ｲ) 新工法を採用する等、(ｱ)と同等以上の効果が認められる補強計画。 

イ 交付要綱別表第１の２及び第２の２に規定する高齢者のみが居住する住宅等とは、借

家を除き、次のいずれかに該当するものとする。 

(ｱ) 65歳以上の者のみが居住するもの 

 (ｲ) 身体障害者手帳の交付を受け、身体障害程度等級が１級又は２級の者が居住するも   

の 

(ｳ) 介護保険法による要介護者又は要支援者が居住するもの 

(ｴ) 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が居住するもの 

 (3) 木造住宅耐震補強助成事業（定額） 

ア 交付要綱別表第１の３に定める木造の既存住宅で耐震診断の結果、評点が1.0未満であ

るものに耐震補強工事を実施する事業で、次の各号のいずれかに該当するもの。 

(ｱ) 耐震補強工事を行った後に、評点が1.0以上となり、かつ評点が0.3以上あがるもの 

(ｲ) 新工法を採用する等、(ｱ)と同等以上の効果が認められる耐震補強工事。 

イ 交付要綱別表第２の３に規定する高齢者のみが居住する住宅等とは、借家を除き、次

のいずれかに該当するものとする。 

(ｱ) 65歳以上の者のみが居住するもの 

 (ｲ) 身体障害者手帳の交付を受け、身体障害程度等級が１級又は２級の者が居住するも   

の 

(ｳ) 介護保険法による要介護者又は要支援者が居住するもの 
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(ｴ) 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が居住するもの 

ウ 交付要綱別表第２の３に規定する耐震補強のＰＲを行う住宅とは、次の(ｱ)に該当し、

かつ、(ｲ)から(ｵ)のいずれかに該当するものとする。 

(ｱ) 工事期間中に耐震補強ＰＲ看板を設置するもの 

 (ｲ) 工事期間中に現場見学会を実施するもの 

(ｳ) 工事完成後に完成見学会を実施するもの 

(ｴ) 工事完成後に住宅所有者等が耐震補強工事を実施するきっかけを記載した文書及び

耐震補強工事後の住宅の写真を市町に提出するもの 

(ｵ) その他耐震補強のＰＲに有効であると知事が認めるもの 

(4) 木造住宅耐震補強助成事業（補強計画一体型） 

ア 交付要綱別表第１の４に定める木造の既存住宅で耐震診断の結果、評点が1.0未満であ

るものに補強計画を策定する事業及び耐震補強工事を実施する事業で、次の各号のいず

れかに該当するもの。 

(ｱ) 耐震補強工事を行った後に、評点が1.0以上となり、かつ評点が0.3以上あがるもの 

(ｲ) 新工法を採用する等、(ｱ)と同等以上の効果が認められる耐震補強工事。 

イ 交付要綱別表第２の４に規定する高齢者のみが居住する住宅等とは、借家を除き、次

のいずれかに該当するものとする。 

(ｱ) 65歳以上の者のみが居住するもの 

 (ｲ) 身体障害者手帳の交付を受け、身体障害程度等級が１級又は２級の者が居住するも   

の 

(ｳ) 介護保険法による要介護者又は要支援者が居住するもの 

(ｴ) 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が居住するもの 

 (5) 木造住宅建替助成事業 

交付要綱別表第１の４に定める木造の既存住宅の建替工事又は除却工事を行う事業で、

耐震診断の結果、評点1.0未満である住宅の全部を除去し、引き続いて当該住宅の敷地（こ

れに隣接する土地を含む。）又はその一部に従前の居住者が居住するために継続して利用す

る住宅を建築する事業とし、除却工事を行う場合は評点が1.0未満である住宅の全部を除却

する事業とする。 

(6) 緊急輸送道路沿道等木造住宅耐震化助成事業 

交付要綱別表第１の５に定める木造の既存住宅の耐震補強工事、建替工事又は除却工事

を行う事業で、耐震補強工事を行う場合は評点1.0未満を次の各号のいずれかに該当する耐

震補強工事とし、建替工事を行う場合は評点0.7未満である住宅の全部を除去し、引き続い

て当該住宅の敷地（これに隣接する土地を含む。）又はその一部に従前の居住者が居住する

ために継続して利用する住宅を建築する事業とし、除却工事を行う場合は評点0.7未満であ

る住宅の全部を除去する事業とする。 

ア 耐震補強工事を行った後に、評点が1.0以上となり、かつ評点が0.3以上あがるもの。 

イ 新工法を採用する等、(ｱ)と同等以上の効果が認められる耐震補強工事。 

(7) 非木造住宅補強計画策定事業 
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交付要綱別表第１の６に定める非木造の既存住宅の補強計画策定を行う事業で、非木造

の既存住宅がIs（構造耐震指標）≧0.6となる補強計画策定を行う事業とする。 

(8) 非木造住宅耐震化助成事業 

交付要綱別表第１の７に定める非木造の既存住宅の耐震補強工事、建替工事又は除却工

事を行う事業で、耐震診断の結果、Is＜0.6であった住宅が、耐震補強工事を行う場合は耐

震補強工事を行った後にIs≧0.6となる耐震補強工事とし、建替工事を行う場合は住宅の全

部を除去し、引き続いて当該住宅の敷地（これに隣接する土地を含む。）又はその一部に従

前の居住者が居住するために継続して利用する住宅を建築する事業とし、除却を行う場合

は住宅の全部を除却する事業とする。 

(9) 緊急輸送道路沿道等非木造住宅耐震化助成事業 

交付要綱別表第１の８に定める非木造の既存住宅の耐震補強工事、建替工事又は除却工

事を行う事業で、耐震診断の結果、Is＜0.6であった住宅が、耐震補強工事を行う場合は耐

震補強工事を行った後にIs≧0.6となる耐震補強工事とし、建替工事を行う場合は住宅の全

部を除去し、引き続いて当該住宅の敷地（これに隣接する土地を含む。）又はその一部に従

前の居住者が居住するために継続して利用する住宅を建築する事業とし、除却工事を行う

場合は住宅の全部を除去する事業とする。 

 (10) 住宅相談支援事業 

交付要綱別表第１の９に定める耐震補強工事又は建替工事未実施の既存住宅を、耐震補

強工事、建替工事又は耐震性を有する住宅等への住み替え等に導く事業とする。 

(11)地域耐震化推進事業 

   交付要綱別表第１の10に定める既存住宅の耐震化を推進している民間組織を支援するた

めの事業とする。 

(12)建築物等耐震診断事業 

交付要綱別表第１の11に定める非木造の既存住宅又は既存建築物の耐震診断を行う事業

とする。 

(13)建築物補強計画策定事業 

交付要綱別表第１の12に定める既存建築物の補強計画策定を行う事業で、耐震診断の結

果、Is/ET(静岡県耐震判定指標値)<1.0かつIs<0.6であった災害時拠点施設がIs/ET≧1.0

となる補強計画策定を行う事業及び耐震診断の結果、Is<0.6であった災害時拠点施設以外

の建築物がIs≧0.6となる補強計画策定を行う事業とする。 

(14)建築物耐震化助成事業 

交付要綱別表第１の13に定める既存建築物の耐震補強工事、建替工事又は除却工事を行

う事業で、耐震補強工事を行う場合は耐震診断の結果、Is/ET＜1.0かつIs＜0.6であった災

害時拠点施設がIs/ET≧1.0となる耐震補強工事を行う事業又は耐震診断の結果、Is＜0.6

であった災害時拠点施設以外の建築物がIs≧0.6となる耐震補強工事を行う事業とし、建替

工事を行う場合は耐震診断の結果、Is＜0.6であった建築物の全部を除却し、引き続いて当

該建築物の敷地（これに隣接する土地を含む。）又はその一部に建築物を建築する事業とし、

除却工事を行う場合は耐震診断の結果、Is＜0.6であった建築物の全部を除去する事業とす
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る。 

(15)緊急輸送道路沿道等建築物耐震化助成事業 

交付要綱別表第１の14に定める既存建築物の耐震補強工事、建替工事又は除却工事を行

う事業で、耐震補強工事を行う場合は耐震診断の結果、Is/ET＜1.0かつIs＜0.6であった災

害時拠点施設がIs/ET≧1.0となる耐震補強工事を行う事業又は耐震診断の結果、Is＜0.6

であった災害時拠点施設以外の建築物がIs≧0.6となる耐震補強工事を行う事業とし、建替

工事を行う場合は耐震診断の結果、Is＜0.6であった建築物の全部を除去し、引き続いて当

該建築物の敷地（これに隣接する土地を含む。）又はその一部に建築物を建築する事業とし、

除却工事を行う場合は耐震診断の結果、Is＜0.6であった建築物の全部を除去する事業とす

る。 

(16)災害時拠点施設耐震化助成事業 

交付要綱別表第１の15に定める避難所等の耐震補強工事又は建替工事を行う事業で、耐

震診断の結果、Is/ET＜1.0かつIs＜0.6であった避難所等が、耐震補強工事を行う場合は

Is/ET≧1.0となる耐震補強工事を行う事業とし、建替工事を行う場合は耐震診断の結果、

Is＜0.6であった避難所等の全部を除去し、引き続いて当該避難所等の敷地（これに隣接す

る土地を含む。）又はその一部に避難所等を建築する事業とする。 

(17)ブロック塀等撤去事業 

交付要綱別表第１の16に定めるブロック塀等の撤去事業とする。 

(18)ブロック塀等改善事業 

交付要綱別表第１の17に定めるブロック塀等の改善事業で、次の各号のいずれかに該当

するものとする。 

ア ブロック塀を築造する場合は、静岡県作成のパンフレット「ブロック塀の点検と改善」

に記載されている「新しいブロック塀の造り方」によること。 

イ 他の塀に転換する場合は、金属性フェンス等安全な塀にすること。 

(19)がけ地近接危険住宅移転事業 

交付要綱別表第１の18に定める危険住宅の移転を行う事業とする。 

(20)建築物天井耐震改修事業 

交付要綱別表第１の19に定める既存天井の耐震改修工事を行う事業とする。 

(21)既存エレベーター防災対策改修事業 

交付要綱別表第１の20に定める既存エレベーターの防災対策改修工事を行う事業とする。 

(22)中小企業ホテル・旅館耐震化助成事業 

交付要綱別表第１の21に定めるホテル・旅館の用途に供する既存建築物の耐震補強工事

又は建替工事を行う事業で、耐震補強工事を行う場合は耐震診断の結果、Is＜0.6であった

建築物がIs≧0.6となる耐震補強工事を行う事業とし、建替工事を行う場合は耐震診断の結

果、Is＜0.6であった建築物の全部を除却し、引き続いて当該建築物の敷地（これに隣接す

る土地を含む。）又はその一部に建築物を建築する事業とする。 

第４ 補助対象経費 

本事業の補助対象は、交付要綱第３に定める経費であるが、具体的には次に掲げる経費
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のうち、知事が事業の実施に必要と認める経費とする。 

(1) 事業者が行う第３(1)及び(9)に定める事業に要する経費 

(2) 事業者が行う第３(2)から(8)、(10)から(17)、(19)から(22)に定める事業に要する経費に対

し市町が補助する経費 

(3) がけ地近接危険住宅移転事業 

ア 事業者が行う除却費等に要する費用に対し市町が補助する経費 

イ 危険住宅に代る住宅の建設又は購入（これに必要な土地の取得を含む。）をするために要

する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において市町が補助する建物助成費 

第５ 耐震診断等の方法 

   既存建築物及び既存住宅の耐震診断及び補強後の耐震性の評価は、平成18年１月25日国土

交通省告示第184号の別添による方法（国土交通大臣がこれと同等以上と認める方法を含む。）

とする。ただし、災害時拠点施設については、「静岡県既存建築物の耐震新診断・補強計画マ

ニュアル2006年度版（一般社団法人静岡県建築士事務所協会発行）」による方法を用いて耐震

性能を評価すること。 

第６ 耐震診断等の実施者 

 (1) わが家の専門家診断事業における耐震診断及び耐震相談は、静岡県耐震診断補強相談士が

行うものとする。 

 (2) 木造住宅補強計画策定事業における補強計画の策定は、建築士事務所に属する静岡県耐震

診断補強相談士が行うものとする。 

 (3) 木造住宅耐震補強助成事業（定額）、木造住宅建替助成事業における採択要件を確認するた

めの耐震診断及び木造住宅耐震補強助成事業における補強後の耐震性の評価は、建築士事務

所に属する静岡県耐震診断補強相談士が行うものとする。 

第７ 関係書類の保管 

交付要綱第５(3)に定める書類等については、別表第１に掲げる書類を含むこと。 

 

附 則 

１ この要領は、平成30年度分の補助金から適用する。 

２ 第３(3)ウの規定は、平成30年度から平成32年度までの分の補助金に適用する。
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別表第１（第７関係） 

保管書類 
事業区分 

所有者等からの補助申請書 所有者等からの完了報告書 

(1) わが家の

専門家診

断事業 

 ア 診断の結果等を記入した台帳 

イ 業務委託契約書 

(2) 木造住宅

補強計画

策定事業 

ア 補強計画策定経費の見積書の写し 

イ 所有者以外による申請の場合は所

有者の承諾書 

ア 補強計画結果報告書の写し(注1) 

イ 補強計画策定経費の領収書等の写

し（事業主体が市町の場合、業務委託

契約書） 

ウ 高齢者のみが居住する住宅等の場

合は、それらを証明できる書類 

(3) 木造住宅

耐震補強

助成事業

（定額） 

ア 耐震診断結果報告書及び補強計画

結果報告書の写し(注2) 

イ 耐震補強工事経費の見積書の写し 

ウ 高齢者のみが居住する住宅等の場

合は、それらを証明できる書類 

エ 所有者以外による申請の場合は所

有者の承諾書 

ア 耐震補強工事結果報告書の写し(注3) 

イ 耐震補強工事経費の領収書等の写し 

(4) 木造住宅

耐震補強

助成事業

（補強計

画一体型） 

ア 耐震診断結果報告書の写し 

イ 耐震補強工事経費の見積書の写し 

ウ 高齢者のみが居住する住宅等の場

合は、それらを証明できる書類 

エ 所有者以外による申請の場合は所

有者の承諾書 

ア 補強計画結果報告書の写し(注1) 

イ 補強計画策定経費の領収書等の写

し 

ウ 耐震補強工事結果報告書の写し(注3) 

エ 耐震補強工事経費の領収書等の写し 

(5) 木造住宅

建替助成

事業 

ア 建替工事にあっては、以下の書類 

(ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注4)

(ｲ) 建替工事経費等の見積書の写し 

(ｳ) 新築住宅の建築確認済証の写し 

(ｴ) 既存住宅の配置図、新築住宅の配

置図 

(ｵ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

イ 除却工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注4)

 (ｲ) 既存住宅の配置図 

 (ｳ) 除却工事経費の見積書の写し 

(ｴ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

ア 建替工事にあっては、以下の書類 

(ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写

真、新築住宅の着工写真 

 (ｲ) 新築住宅の完了検査済証の写し 

(ｳ) 建替工事経費等の領収書等の写

  し 

イ 除却工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写真

 (ｲ) 建築物除却届の写し 

 (ｳ) 除却工事経費の領収書等の写し 

(6) 緊急輸送

道路沿道

等木造住

宅耐震化

助成事業 

ア 耐震補強工事にあっては、以下の書

 類 

(ｱ) 耐震診断結果報告書及び補強計

画結果報告書の写し(注2) 

(ｲ) 耐震補強工事経費の見積書の写

  し 

(ｳ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(ｴ) 建築物の高さと緊急輸送道路幅

  員等の関係が分かる図面等 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

ア 耐震補強工事にあっては、以下の書

 類 

(ｱ) 耐震補強工事結果報告書の写し

(注3) 

(ｲ) 耐震補強工事経費の領収書等の

写し 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

(ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写

真、新築住宅の着工写真 

 (ｲ) 新築住宅の完了検査済証の写し 

(ｳ) 建替工事経費等の領収書等の写
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 (ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注4)

 (ｲ) 建替工事経費等の見積書の写し 

 (ｳ) 新築住宅の建築確認済証の写し 

(ｴ) 既存住宅の配置図、新築住宅の配

置図 

(ｵ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(ｶ) 建築物高さと緊急輸送道路幅員

等の関係が分かる図面等 

ウ 除却工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注4)

 (ｲ) 既存住宅の配置図 

 (ｳ) 除却工事経費の見積書の写し 

(ｴ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(ｵ) 建築物高さと緊急輸送道路幅員

等の関係が分かる図面等 

 し 

ウ 除却工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写真

 (ｲ) 建築物除却届の写し 

 (ｳ) 除却工事経費の領収書等の写し 

 

(7) 非木造住

宅補強計

画策定事

業 

ア 耐震診断結果報告書の写し(注5) 

イ 耐震診断に係る評定書の写し（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、以下「耐震改修

促進法」という。）第14条第１号に掲

げる建築物に限る。）(注6) 

ウ 補強計画策定経費の見積書の写し 

エ 所有者以外による申請の場合は所

有者の承諾書 

ア 補強計画結果報告書の写し(注7) 

イ 補強計画に係る評定書等の写し(注

6) 

ウ 補強計画策定経費の領収書等の写

 し 

(8) 非木造住

宅耐震化

助成事業 

ア 耐震補強工事にあっては、以下の書

 類 

 (ｱ) 補強計画結果報告書の写し(注7)

(ｲ) 補強計画に係る評定書等の写 

  し(注6) 

(ｳ) 耐震補強工事経費の見積書の写し

 (ｴ) 工事概要が分かる図面 

(ｵ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注5)

(ｲ) 耐震診断に係る評定書の写し（耐

震改修促進法第14条第１号に掲げ

る建築物に限る。）(注6) 

 (ｳ) 新築住宅の建築確認済証の写し 

 (ｴ) 建替工事経費の見積書の写し 

 (ｵ) 工事概要が分かる図面 

 (ｶ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

ウ 除却工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注5)

(ｲ) 耐震診断に係る評定書の写し（耐

  震改修促進法第14条第１号に掲 

  げる建築物に限る。）(注6) 

ア 耐震補強工事にあっては、以下の書

 類 

(ｱ) 補強計画どおりに工事を行った

ことを証する工事監理報告書等の

写し 

 (ｲ) 事業の完成を確認できる写真 

(ｳ) 耐震補強工事経費の領収書等の

写し 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

(ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写

真、新築住宅の着工写真 

 (ｲ) 新築住宅の完了検査済証の写し 

 (ｳ) 建替工事経費の領収書等の写し 

ウ 除却工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写真

 (ｲ) 建築物除却届の写し 

 (ｳ) 除却工事経費の領収書等の写し 
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 (ｳ) 既存住宅の配置図 

 (ｴ) 除却工事経費の見積書の写し 

(ｵ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(9) 緊急輸送

道路沿道

等非木造

住宅耐震

化助成事

業 

ア 耐震補強工事にあたっては、以下の

書類 

 (ｱ) 補強計画結果報告書の写し(注7)

(ｲ) 補強計画に係る評定書等の写 

  し(注6) 

(ｳ) 耐震補強工事経費の見積書の写し

 (ｴ) 工事概要が分かる図面 

(ｵ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(ｶ) 建築物高さと緊急輸送道路幅員

等の関係が分かる図面等 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注5)

 (ｲ) 耐震診断に係る評定書の写し（耐

震改修促進法第14条第１号に掲げ

る建築物に限る。）(注6) 

 (ｳ) 新築住宅の建築確認済証の写し 

 (ｴ) 建替工事経費の見積書の写し 

 (ｵ) 工事概要が分かる図面 

(ｶ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(ｷ) 建築物高さと緊急輸送道路幅員

等の関係が分かる図面等 

ウ 除却工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注5)

(ｲ) 耐震診断に係る評定書の写し（耐

  震改修促進法第14条第１号に掲 

  げる建築物に限る。）(注6) 

 (ｳ) 既存住宅の配置図 

 (ｴ) 除却工事経費の見積書の写し 

(ｵ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(ｶ) 建築物高さと緊急輸送道路幅員

等の関係が分かる図面等 

ア 耐震補強工事にあっては、以下の書

 類 

(ｱ) 補強計画どおりに工事を行った

ことを証する工事監理報告書等の

写し 

 (ｲ) 事業の完成を確認できる写真 

(ｳ) 耐震補強工事経費の領収書等の

写し 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

(ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写

真、新築住宅の着工写真 

 (ｲ) 新築住宅の完了検査済証の写し 

 (ｳ) 建替工事経費の領収書等の写し 

ウ 除却工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写真

 (ｲ) 建築物除却届の写し 

 (ｳ) 除却工事経費の領収書等の写し 

 

(10) 住宅相談

支援事業 

 ア 実施の記録を記入した台帳 

イ 業務委託契約書の写し 
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(11) 地域耐震

化推進事

業 

ア 地域耐震化推進事業計画書 

イ 業務に係る経費計算書 

ウ 組織の構成員名簿 

ア 地域耐震化推進事業報告書 

イ 業務に係る経費の領収書等の写し 

ウ 業務内容の分かる写真 

(12) 建築物等

耐震診断

事業 

ア 耐震診断経費の見積書の写し 

イ 所有者以外による申請の場合は所

有者の承諾書 

ア 耐震診断結果報告書の写し(注5) 

イ 耐震診断に係る評定書の写し（耐震

改修促進法第14条第１号に掲げる建

築物に限る。）(注6) 

ウ 耐震診断経費の領収書等の写し 

エ 診断者の登録資格者講習受講証の

写し等（耐震改修促進法の規定による

耐震診断を義務付けられた建築物に

限る。） 

(13) 建築物補

強計画策

定事業 

ア 耐震診断結果報告書の写し(注5) 

イ 耐震診断に係る評定書の写し（耐震

改修促進法第14条第１号に掲げる建

築物に限る。）(注6) 

ウ 補強計画策定経費の見積書の写し 

エ 所有者以外による申請の場合は所

有者の承諾書 

ア 補強計画結果報告書の写し(注7) 

イ 補強計画に係る評定書等の写し(注

6) 

ウ 補強計画策定経費の領収書等の写

 し 

エ 補強計画策定者の登録資格者講習

受講証の写し等（耐震改修促進法の規

定による耐震診断を義務付けられた

建築物に限る。） 

(14) 建築物耐

震化助成

事業 

ア 耐震補強工事にあっては、以下の書

 類 

 (ｱ) 補強計画結果報告書の写し(注7)

(ｲ) 補強計画に係る評定書等の写 

  し(注6) 

(ｳ) 耐震補強工事経費の見積書の写

 し 

 (ｴ) 工事概要が分かる図面 

(ｵ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注5)

(ｲ) 耐震診断に係る評定書の写し（耐

震改修促進法第14条第１号に掲げ

る建築物に限る。）(注6) 

 (ｳ) 新築建築物の建築確認済証の写

し 

 (ｴ) 建替工事経費の見積書の写し 

 (ｵ) 工事概要が分かる図面 

(ｶ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

ウ 除却工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注5)

(ｲ) 耐震診断に係る評定書の写し（耐

  震改修促進法第14条第１号に掲 

  げる建築物に限る。）(注6) 

 (ｳ) 既存建築物の配置図 

 (ｴ) 除却工事経費の見積書 

ア 耐震補強工事にあっては、以下の書

 類 

(ｱ) 補強計画どおりに工事を行った

ことを証する工事監理報告書等の

写し 

 (ｲ) 事業の完成を確認できる写真 

(ｳ) 耐震補強工事経費の領収書等の

写し 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

(ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写

真、新築建築物の着工写真 

 (ｲ) 新築建築物の完了検査済証の写

し 

 (ｳ) 建替工事経費の領収書等の写し 

ウ 除却工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写真

 (ｲ) 建築物除却届の写し 

 (ｳ) 除却工事経費の領収書等の写し 
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(ｵ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(15) 緊急輸送

道路沿道

等建築物

耐震化助

成事業 

ア 耐震補強工事にあっては、以下の書

 類 

 (ｱ) 補強計画結果報告書の写し(注7)

(ｲ) 補強計画に係る評定書等の写 

  し(注6) 

(ｳ) 耐震補強工事経費の見積書の写

 し 

 (ｴ) 工事概要が分かる図面 

(ｵ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(ｶ) 建築物高さと緊急輸送道路幅員

等の関係が分かる図面等 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注5)

(ｲ) 耐震診断に係る評定書の写し（耐

震改修促進法第14条第１号に掲げ

る建築物に限る。）(注6) 

 (ｳ) 新築建築物の建築確認済証の写

し 

 (ｴ) 建替工事経費の見積書の写し 

 (ｵ) 工事概要が分かる図面 

(ｶ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(ｷ) 建築物高さと緊急輸送道路幅員

等の関係が分かる図面等 

ウ 除却工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注5)

(ｲ) 耐震診断に係る評定書の写し（耐

  震改修促進法第14条第１号に掲 

  げる建築物に限る。）(注6) 

 (ｳ) 既存建築物の配置図 

 (ｴ) 除却工事経費の見積書 

ア 耐震補強工事にあっては、以下の書

 類 

(ｱ) 補強計画どおりに工事を行った

ことを証する工事監理報告書等の

写し 

 (ｲ) 事業の完成を確認できる写真 

(ｳ) 耐震補強工事経費の領収書等の

写し 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

(ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写

真、新築建築物の着工写真 

 (ｲ) 新築建築物の完了検査済証の写

し 

 (ｳ) 建替工事経費の領収書等の写し 

ウ 除却工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写真

 (ｲ) 建築物除却届の写し 

 (ｳ) 除却工事経費の領収書等の写し 
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(ｵ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(ｶ) 建築物高さと緊急輸送道路幅員

等の関係が分かる図面等 

(16) 災害時拠

点施設耐

震化助成

事業 

ア 耐震補強工事にあっては、以下の書

 類 

 (ｱ) 補強計画結果報告書の写し(注7)

(ｲ) 補強計画に係る評定書等の写 

  し(注6) 

(ｳ) 耐震補強工事経費の見積書の写

 し 

 (ｴ) 工事概要が分かる図面 

(ｵ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(ｶ) 避難所等の要件に該当するもの

と判断できる書類 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注5)

(ｲ) 耐震診断に係る評定書の写し（耐

震改修促進法第14条第１号に掲げ

る建築物に限る。）(注6) 

 (ｳ) 新築建築物の建築確認済証の写

し 

 (ｴ) 建替工事経費の見積書の写し 

 (ｵ) 工事概要が分かる図面 

(ｶ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(ｷ) 避難所等の要件に該当するもの

と判断できる書類 

ア 耐震補強工事にあっては、以下の書

 類 

(ｱ) 補強計画どおりに工事を行った

ことを証する工事監理報告書等の

写し 

 (ｲ) 事業の完成を確認できる写真 

(ｳ) 耐震補強工事経費の領収書等の

写し 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

(ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写

真、新築建築物の着工写真 

 (ｲ) 新築建築物の完了検査済証の写

し 

 (ｳ) 建替工事経費の領収書等の写し 

 

(17) ブロック

塀等撤去

事業 

ア 施工前の写真 

イ 事前検査調書 

ウ 撤去工事の見積書の写し 

エ 所有者以外による申請の場合は所

有者の承諾書 

ア 事業の完成を確認できる全景写真 

イ 完成検査調書 

ウ 撤去工事経費の領収書等の写し 

(18) ブロック

塀等改善

事業 

ア 施工前の写真 

イ 事前検査調書 

ウ 施工後の設計図面（断面図） 

エ 撤去工事の見積書の写し 

オ 所有者以外による申請の場合は所

有者の承諾書 

ア 事業の完成を確認できる全景写真 

イ 完成検査調書 

ウ 改善工事経費の領収書等の写し 

(19) がけ地近

接危険住

宅移転事

業 

ア 除却工事の見積書の写し 

イ 金融機関の融資証明書の写し又は

それに代わる書類 

ウ ア、イの内容を反映した補助限度額

計画書 

ア 除却工事の領収書等の写し 

イ 金融機関の融資契約書の写し又は

それに代わる書類 

ウ ア、イの内容を反映した補助限度額

計算書 

(20) 建築物天

井耐震改

修事業 

ア 既存天井の施工状況報告書(注8) 

イ 耐震改修工事にあっては、以下の書

 類 

 (ｱ) 耐震改修工事経費の見積書の写

  し 

  (ｲ) 工事概要が分かる図面 

ア 耐震改修工事にあっては、以下の書

 類 

 (ｱ) 事業の完成を確認できる写真 

  (ｲ) 天井の改修状況報告書(注9) 

 (ｳ) 耐震改修工事経費の領収書等の

写し 
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ウ 除却工事にあっては、除却工事経費

の見積書の写し 

エ 所有者以外による申請の場合は所

有者の承諾書 

イ 除却工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写真

  (ｲ) 除却工事経費の領収書等の写し 

 

(21) 既存エレ

ベーター

防災対策

改修事業 

ア エレベーターが設置された建築物

の状況報告書(注10) 

イ 建築基準法第12条第３項の規定に

よるエレベーターの定期検査報告書

（１年以内に報告されたもの）の写し

ウ 防災対策改修工事経費の見積書の

写し 

エ 工事概要が分かる図面 

オ 所有者以外による申請の場合は所

有者の承諾書 

ア 事業の完成を確認できる写真 

イ エレベーターの防災対策改修状況

報告書(注11) 

ウ 防災対策改修工事経費の領収書等

の写し 

(22) 中小企業

ホテル・旅

館耐震化

助成事業 

ア 耐震補強工事にあっては、以下の書

 類 

 (ｱ) 補強計画結果報告書の写し(注7)

(ｲ) 補強計画に係る評定書等の写 

  し(注6) 

(ｳ) 耐震補強工事経費の見積書の写

 し 

 (ｴ) 工事概要が分かる図面 

(ｵ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(ｶ) 中小企業者であることが分かる

書類 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

 (ｱ) 耐震診断結果報告書の写し(注5)

(ｲ) 耐震診断に係る評定書等の写し

(注6) 

 (ｳ) 新築建築物の建築確認済証の写

し 

 (ｴ) 建替工事経費の見積書の写し 

 (ｵ) 工事概要が分かる図面 

(ｶ) 所有者以外による申請の場合は

所有者の承諾書 

(ｷ) 中小企業者であることが分かる

書類 

ア 耐震補強工事にあっては、以下の書

 類 

(ｱ) 補強計画どおりに工事を行った

ことを証する工事監理報告書等の

写し 

 (ｲ) 事業の完成を確認できる写真 

(ｳ) 耐震補強工事経費の領収書等の

写し 

イ 建替工事にあっては、以下の書類 

(ｱ) 除却工事前の写真、除却後の写

真、新築建築物の着工写真 

 (ｲ) 新築建築物の完了検査済証の写

し 

 (ｳ) 建替工事経費の領収書等の写し 

 

 

(注1) 補強計画結果報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

 ・建築物の所有者、所在地、用途・規模、診断者の名称・住所、診断年月日 

 ・耐震診断・補強計画の評点及び算定根拠 

 ・補強計画平面図（補強方法、補強箇所を明示する。） 

(注2) 耐震診断結果報告書及び補強計画結果報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

 ・建築物の所有者、所在地、用途・規模、診断者の名称・住所、診断年月日 

 ・耐震診断・補強計画の評点及び算定根拠 

 ・補強計画平面図（補強方法、補強箇所を明示する。） 

(注3) 耐震補強工事結果報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

 ・建築物の所有者、所在地、用途・規模、診断者の名称・住所、診断年月日 

 ・補強計画の評点及び算定根拠（補強内容に変更がある場合に限る。） 

 ・補強計画平面図（補強方法、補強箇所を明示する。） 
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 ・補強工事写真 

(注4) 耐震診断結果報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

 ・建築物の所有者、所在地、用途・規模、診断者の名称・住所、診断年月日 

 ・耐震診断の評点及び算定根拠 

(注5) 耐震診断結果報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

 ・建築物の名称、所在地、用途・規模、診断者の名称・住所、診断年月日 

 ・構造部材強度（コンクリート、鉄筋、鉄骨等） 

 ・耐震診断の方針及び結果概要 

 ・総合所見 

 ・平面図、伏図、軸組図 

(注6) 評定は、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規約第８条第２項に基

づき登録された耐震判定委員会に諮るものとする。 

(注7) 補強計画結果報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

 ・建築物の名称、所在地、用途・規模、補強計画策定者の名称・住所、補強計画策定年月日 

 ・補強計画の方針及び結果概要 

 ・総合所見 

 ・補強計画平面図、軸組図等（補強方法、補強箇所を明示する。） 

(注8) 既存天井の施工状況報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

 ・報告者の名称、住所、報告年月日 

 ・建築物の名称、所在地、用途・規模、固定席の有無及び席数、地域防災計画における避難所

指定の有無 

 ・天井の高さ、面積、単位面積当たりの平均重量、構造 

 ・天井の耐震性に対する総合所見 

 ・平面図、天井伏図、矩計図（天井断面が分かるもの） 

(注9) 天井の改修状況報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

 ・報告者の名称、住所、報告年月日 

 ・建築物の名称、所在地、用途・規模、固定席の有無及び席数、地域防災計画における避難所

指定の有無 

 ・平成17年国土交通省告示第566号に基づいて実施した旨の所見 

 ・平面図、天井伏図、矩計図（天井断面が分かるもの） 

(注10) エレベーターが設置された建築物の状況報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

 ・報告者の名称、住所、報告年月日 

 ・延床面積、階数、用途、耐火建築物又は準耐火建築物の別 

 ・当該建築物の耐震性能に対する総合所見 

 ・マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成12年法律第149号）に基づく、長期修繕

計画又は建築基準法（昭和25年法律第201号）第８条第２項の規定による維持保全計画におい

てエレベーターを修繕項目として設定している旨の所見 

(注11) エレベーターの防災対策改修状況報告書には次の事項を記載した書類を添付する。 

・報告者の名称、住所、報告年月日 

・昇降機技術基準の解説（一般財団法人日本建築設備・昇降機センター、一般社団法人日本エ

レベータ協会発行）に基づいて実施した旨の所見 

 ・エレベーター防災対策改修工事に充当した費用の内訳 

 


