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最大16万円
●実施主体：福島県再生可能エネル

ギー推進センター
●申請期間：令和4年4月11日から

令和5年3月17日まで

……P26～P27

福島県内に所在する住宅に太陽光発
電設備等を設置しようとする個人ま
たは法人を対象に補助金を交付。

●お問い合わせ窓口：
福島県再生可能エネルギー推進センター
TEL.024-526-0070  9:00～17:30

（土日祝日は除く）

福島県住宅用太陽光発電設備等補助金L 補助金額

住まいの支援制度一覧

助成金・補助金

……………………………P05～P07こどもみらい住宅支援事業
子育て世帯や若者夫婦世帯による高
い省エネ性能を有する新築住宅の取
得や住宅の省エネ改修等に対して補
助金を交付。

●お問い合わせ窓口：
こどもみらい住宅支援事業事務局
TEL.0570-033-522

●実施主体：国土交通省

B

補助金額
(改修)

●お問い合わせ窓口：
実施市町村窓口

最大100万円福島県木造住宅等耐震化支援事業…………P16～P17

東日本大震災を教訓とし、木造住宅の
耐震化を促進するため、「耐震診断」

「耐震改修」を支援。

●実施主体：市町村
●申請期間：詳細は実施市町村へ

G

補助金額福島県 多世代同居・近居推進事業……………P18～P19

親世帯と子ども世帯が同居・近居する
ための新築・中古住宅の取得や二世帯
住宅へのリフォーム工事に要する費
用の一部を補助。

●実施主体：福島県
●申請期間：第1回/令和4年６月1

日～令和4年6月23日
　第2回/令和4年8月18日～令和4

年9月8日

H 最大110万円
●お問い合わせ窓口：
(一社)福島県建設業協会本部
TEL.024-521-0244

補助金額
（※地域区分3の地域は最大150万円）

●お問い合わせ窓口：
（一財）ふくしま建築住宅センター
TEL.024-573-0118

福島県省エネルギー住宅改修補助事業…P20～P21

住宅の省エネルギー化を推進するた
め、既存戸建住宅の断熱改修工事等に
要する費用の一部を補助。

●実施主体：福島県
●申請期間：第1回/令和4年6月1日

～令和4年6月30日まで
　第2回/令和4年8月1日～令和4年

8月31日まで

I 最大120万円

●お問い合わせ窓口：
（一財）ふくしま建築住宅センター
TEL.024-573-0118

福島県 ネット・ゼロ・エネルギーハウス推進事業…P22～P23

福島県内にネット・ゼロ・エネルギー
ハウス（ZEH）を新築する方等を支
援。

●実施主体：福島県
●申請期間：2022年６月22日（金）

～2022年7月29日（金）

J 補助金額 最大40万円

補助金額 最大100万円
●実施主体：市町村
●申請期間：詳細は実施市町村へ

●お問い合わせ窓口：
実施市町村窓口

来て ふくしま 住宅取得支援事業……………P24～P25K
県外から県内へ移住するために住宅
を取得した方に対して、市町村による
住宅取得への補助に加えて県の補助
金を加算。

……………………………………P01～P04

東日本大震災により被害が生じた住
宅の所有者が、引き上げ後の消費税率
適用期間に住宅を建築、購入、補修し
居住している場合に給付を受けるこ
とができる。

●お問い合わせ窓口：
住まいの復興給付金事務局コールセンター
　 0120-250-460
またはTEL.022-745-0420
9:00～17:00（土日祝日除く）

●実施主体：復興庁
●申請期間：詳細は住まいの復興給

付金事務局コールセンターへ

住まいの復興給付金A

………………………P08～P09地域型住宅グリーン化事業C
●実施主体：国土交通省●お問い合わせ窓口：

（一社）木を活かす建築推進協議会内
地域型住宅グリーン化事業評価事務局
TEL.03-3560-2886
平日11：00～12：00、13：00～16：00

地域におかえる木造住宅の清さん体
制を強化し環境負荷の低減を図るた
め、グループを形成して優れた住宅建
設に取り組む事業者が建設する木造
住宅に補助金を交付。

最大140万円補助金額

……………………………P10～P11 最大300万円
東日本大震災により、居住する住宅が
全壊するなど、生活に著しい被害を受
けた世帯に対し支援金を支給し、生活
の再建を支援。

被災者生活再建支援制度D 補助金額

●実施主体：福島県
●申請期間：
　[基礎支援金]2022年4月10日まで
　[加算支援金]2022年4月10日まで

●お問い合わせ窓口：
お住まいの市町村または福島県企画調整部
生活拠点課　避難者住宅調整担当
TEL.024-521-8306

●実施主体：福島県
●申請期間：
　令和4年7月1日～令和5年2月24日

…P12～P13

福島県産木材を使って住宅を建設（新
築・増改築・購入）した方に、県の登録
商品と交換できるポイント（１ポイン
ト１円相当）を交付。

●お問い合わせ窓口：
福島県木材協同組合連合会
TEL.024-523-3307

E ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業 相当のポイント最大60万円

「住んで ふくしま」空き家対策総合支援事業…P14～P15

東日本大震災で被災、または原子力災
害で避難されている方、県外から福島
県内に移住される方が自ら居住する
ために行う空き家のリフォーム等に
補助金を交付。

●お問い合わせ窓口：
福島県各建設事務所

●実施主体：福島県
●申請期間：令和4年4月12日～
　令和4年11月30日まで

F 補助金額 最大250万円
5万円

●実施主体：福島県
●申請期間：令和4年6月1日から令

和5年2月28日まで
※期間内でも補助台数に達した日で

募集を締め切ります。

…P28～P29

ペレットストーブ、薪ストーブ購入設
置に補助金を交付。

●お問い合わせ窓口：
福島県木材協同組合連合会
TEL.024-523-3307

木質バイオマス利用ストーブ普及支援事業M 補助金額

補助金額

●実施主体：市町村

最大731万円がけ地近接等危険住宅移転事業………………………P30

がけ地の崩壊等により住民の生命に
危険を及ぼすおそれのある区域にお
いて危険住宅の移転を行う者に対し
て助成を行う。

●お問い合わせ窓口：各市町村

N



最大16万円
●実施主体：福島県再生可能エネル

ギー推進センター
●申請期間：令和4年4月11日から

令和5年3月17日まで

……P26～P27

福島県内に所在する住宅に太陽光発
電設備等を設置しようとする個人ま
たは法人を対象に補助金を交付。

●お問い合わせ窓口：
福島県再生可能エネルギー推進センター
TEL.024-526-0070  9:00～17:30

（土日祝日は除く）

福島県住宅用太陽光発電設備等補助金L 補助金額

住まいの支援制度一覧

助成金・補助金

……………………………P05～P07こどもみらい住宅支援事業
子育て世帯や若者夫婦世帯による高
い省エネ性能を有する新築住宅の取
得や住宅の省エネ改修等に対して補
助金を交付。

●お問い合わせ窓口：
こどもみらい住宅支援事業事務局
TEL.0570-033-522

●実施主体：国土交通省

B

補助金額
(改修)

●お問い合わせ窓口：
実施市町村窓口

最大100万円福島県木造住宅等耐震化支援事業…………P16～P17

東日本大震災を教訓とし、木造住宅の
耐震化を促進するため、「耐震診断」

「耐震改修」を支援。

●実施主体：市町村
●申請期間：詳細は実施市町村へ

G

補助金額福島県 多世代同居・近居推進事業……………P18～P19

親世帯と子ども世帯が同居・近居する
ための新築・中古住宅の取得や二世帯
住宅へのリフォーム工事に要する費
用の一部を補助。

●実施主体：福島県
●申請期間：第1回/令和4年６月1

日～令和4年6月23日
　第2回/令和4年8月18日～令和4

年9月8日

H 最大110万円
●お問い合わせ窓口：
(一社)福島県建設業協会本部
TEL.024-521-0244

補助金額
（※地域区分3の地域は最大150万円）

●お問い合わせ窓口：
（一財）ふくしま建築住宅センター
TEL.024-573-0118

福島県省エネルギー住宅改修補助事業…P20～P21

住宅の省エネルギー化を推進するた
め、既存戸建住宅の断熱改修工事等に
要する費用の一部を補助。

●実施主体：福島県
●申請期間：第1回/令和4年6月1日

～令和4年6月30日まで
　第2回/令和4年8月1日～令和4年

8月31日まで

I 最大120万円

●お問い合わせ窓口：
（一財）ふくしま建築住宅センター
TEL.024-573-0118

福島県 ネット・ゼロ・エネルギーハウス推進事業…P22～P23

福島県内にネット・ゼロ・エネルギー
ハウス（ZEH）を新築する方等を支
援。

●実施主体：福島県
●申請期間：2022年６月22日（金）

～2022年7月29日（金）

J 補助金額 最大40万円

補助金額 最大100万円
●実施主体：市町村
●申請期間：詳細は実施市町村へ

●お問い合わせ窓口：
実施市町村窓口

来て ふくしま 住宅取得支援事業……………P24～P25K
県外から県内へ移住するために住宅
を取得した方に対して、市町村による
住宅取得への補助に加えて県の補助
金を加算。

……………………………………P01～P04

東日本大震災により被害が生じた住
宅の所有者が、引き上げ後の消費税率
適用期間に住宅を建築、購入、補修し
居住している場合に給付を受けるこ
とができる。

●お問い合わせ窓口：
住まいの復興給付金事務局コールセンター
　 0120-250-460
またはTEL.022-745-0420
9:00～17:00（土日祝日除く）

●実施主体：復興庁
●申請期間：詳細は住まいの復興給

付金事務局コールセンターへ

住まいの復興給付金A

………………………P08～P09地域型住宅グリーン化事業C
●実施主体：国土交通省●お問い合わせ窓口：

（一社）木を活かす建築推進協議会内
地域型住宅グリーン化事業評価事務局
TEL.03-3560-2886
平日11：00～12：00、13：00～16：00

地域におかえる木造住宅の清さん体
制を強化し環境負荷の低減を図るた
め、グループを形成して優れた住宅建
設に取り組む事業者が建設する木造
住宅に補助金を交付。

最大140万円補助金額

……………………………P10～P11 最大300万円
東日本大震災により、居住する住宅が
全壊するなど、生活に著しい被害を受
けた世帯に対し支援金を支給し、生活
の再建を支援。

被災者生活再建支援制度D 補助金額

●実施主体：福島県
●申請期間：
　[基礎支援金]2022年4月10日まで
　[加算支援金]2022年4月10日まで

●お問い合わせ窓口：
お住まいの市町村または福島県企画調整部
生活拠点課　避難者住宅調整担当
TEL.024-521-8306

●実施主体：福島県
●申請期間：
　令和4年7月1日～令和5年2月24日

…P12～P13

福島県産木材を使って住宅を建設（新
築・増改築・購入）した方に、県の登録
商品と交換できるポイント（１ポイン
ト１円相当）を交付。

●お問い合わせ窓口：
福島県木材協同組合連合会
TEL.024-523-3307

E ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業 相当のポイント最大60万円

「住んで ふくしま」空き家対策総合支援事業…P14～P15

東日本大震災で被災、または原子力災
害で避難されている方、県外から福島
県内に移住される方が自ら居住する
ために行う空き家のリフォーム等に
補助金を交付。

●お問い合わせ窓口：
福島県各建設事務所

●実施主体：福島県
●申請期間：令和4年4月12日～
　令和4年11月30日まで

F 補助金額 最大250万円
5万円

●実施主体：福島県
●申請期間：令和4年6月1日から令

和5年2月28日まで
※期間内でも補助台数に達した日で

募集を締め切ります。

…P28～P29

ペレットストーブ、薪ストーブ購入設
置に補助金を交付。

●お問い合わせ窓口：
福島県木材協同組合連合会
TEL.024-523-3307

木質バイオマス利用ストーブ普及支援事業M 補助金額

補助金額

●実施主体：市町村

最大731万円がけ地近接等危険住宅移転事業………………………P30

がけ地の崩壊等により住民の生命に
危険を及ぼすおそれのある区域にお
いて危険住宅の移転を行う者に対し
て助成を行う。

●お問い合わせ窓口：各市町村

N



お電話の際は、おかけ間違いのないようにご注意ください。

●免除を行う期間：令和5年3月31
日まで

災害に伴う建築確認手数料等免除…………P34～P39
建築主が東日本大震災又は、令和元年
度台風第19号の被災者に該当し、建
築物の被害が半壊以上、及び原子力災
害の被害者に該当し、り災(被災)証明
書が提出された建築物の申請手数料
等を免除。

●お問い合わせ窓口：
福島県土木部建築指導課
TEL.024-521-7523
または、福島県各建設事務所建築住宅課

Q

融資・貸付

その他

最大350万円災害援護資金貸付制度………………………………………P31

東日本大震災により一定の損害を受
けた世帯に対し、住居の建設、購入、修
繕等、生活の立て直しを図るための資
金の貸し付けを行う。

●お問い合わせ窓口：
福島県企画調整部生活拠点課
避難者住宅調整担当
TEL.024-521-8306

●実施主体：市町村
●申請窓口：被災当時お住まい
　の市町村
●申請期間：令和3年3月31日まで

※市町村により異なる場合あり

貸付限度額O

浄化槽整備事業T ………………………………………………………………………………………P46～P47

災害による被害者の住まい支援制度（令和元年東日本台風（台風第19号）等関連）の概要R ……P40～P41

…………………………………………P32～P33災害復興住宅融資
東日本大震災により被害を受けた住
宅の所有者・居住者が、住宅を建設・購
入または補修する場合に融資を受け
られる。

●お問い合わせ窓口：
住宅金融支援機構お客さまコールセンター  
　  0120-086-353
またはTEL.048-615-0420
9:00～17:00（土日含む）

●実施主体：住宅金融支援機構
●受付期間：り災日から2年間

P

　

省エネ住宅のススメS …………………………………………………………………………………P42～P45

リフォームの補助制度V ………………………………………………………………………………………P50

被災住宅等の再建・修理やリフォームなどに関する相談窓口のご案内W …………P51

住宅瑕疵担保責任保険U …………………………………………………………………………P48～P49
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A 住まいの復興給付金

お電話の際は、おかけ間違いのないようにご注意ください。

●免除を行う期間：令和5年3月31
日まで

災害に伴う建築確認手数料等免除…………P34～P39
建築主が東日本大震災又は、令和元年
度台風第19号の被災者に該当し、建
築物の被害が半壊以上、及び原子力災
害の被害者に該当し、り災(被災)証明
書が提出された建築物の申請手数料
等を免除。

●お問い合わせ窓口：
福島県土木部建築指導課
TEL.024-521-7523
または、福島県各建設事務所建築住宅課

Q

融資・貸付

その他

最大350万円災害援護資金貸付制度………………………………………P31

東日本大震災により一定の損害を受
けた世帯に対し、住居の建設、購入、修
繕等、生活の立て直しを図るための資
金の貸し付けを行う。

●お問い合わせ窓口：
福島県企画調整部生活拠点課
避難者住宅調整担当
TEL.024-521-8306

●実施主体：市町村
●申請窓口：被災当時お住まい
　の市町村
●申請期間：令和3年3月31日まで

※市町村により異なる場合あり

貸付限度額O

浄化槽整備事業T ………………………………………………………………………………………P46～P47

災害による被害者の住まい支援制度（令和元年東日本台風（台風第19号）等関連）の概要R ……P40～P41

…………………………………………P32～P33災害復興住宅融資
東日本大震災により被害を受けた住
宅の所有者・居住者が、住宅を建設・購
入または補修する場合に融資を受け
られる。

●お問い合わせ窓口：
住宅金融支援機構お客さまコールセンター  
　  0120-086-353
またはTEL.048-615-0420
9:00～17:00（土日含む）

●実施主体：住宅金融支援機構
●受付期間：り災日から2年間
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省エネ住宅のススメS …………………………………………………………………………………P42～P45

リフォームの補助制度V ………………………………………………………………………………………P50
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＊床面積が次の要件にあてはまること。建築の場合 : 13 ㎡以上／購入の場合 : 50 ㎡以上 ( 地上 3 階以上の共同住宅の場合は 30 ㎡以上）ただし 2020 年
　12 月 1 日から 2021 年 11 月 30 日までの期間に不動産売買契約を行ない、2022 年 12 月 31 日までに引渡しを受け且つ、地上 3 階未満の戸建て又は
　共同住宅の方は 40 ㎡以上に緩和されます。
＊新築住宅とは、新たに建築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのない住宅 ( 建築工事完了日から 1 年を経過したものを除く）
　中古住宅とは、上記、新築住宅に該当しない住宅。

A 住まいの復興給付金
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A 住まいの復興給付金
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A 住まいの復興給付金

こどもみらい住宅支援事業の概要

1．制度の目的

2．補助対象

子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯※による高い省エネ
性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住
宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る。
※子育て世帯：18歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯：夫婦のいずれかが39歳以下の世帯（年齢はいずれも令和3年4月1日時点）

3．手続き

高い省エネ性能を有する住宅の新築、一定のリフォームが対象（事業者が申請）
※補正予算案閣議決定日（令和３年11月26日）以降に契約を締結し、事業者登録（令和４年１月11日受付開始）後に着工したものに限る。

対象住宅※

子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築

補助額

①ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented
　（強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20％に適合するもの） 100万円／戸

80万円／戸

60万円／戸

②高い省エネ性能等を有する住宅
　（認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅）

③省エネ基準に適合する住宅
　（断熱等級４かつ一次エネ等級４を満たす住宅）
　＊令和４年６月末までに契約を締結したものに限る。

※対象となる住宅の延べ面積は、50㎡以上とする。※土砂災害特別警戒区域における住宅は原則除外とする。

住宅のリフォーム

対象工事 補助額

①（必須）住宅の省エネ改修
リフォーム工事内容に
応じて定める額
上限30万円／戸※

②（任意）住宅の子育て対応改修、耐震改修、バリアフリー改修、
　空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等

※子育て世帯・若者夫婦世帯は、
上限45万円/戸（既存住宅購入
を伴う場合は60万円/戸）

※安心R住宅の購入を伴う場合
は、上限45万円/戸

工事
着手

補助金
交付

完了
報告

着工
契約※１

補助額以上の
出来高があること

交付
申請

事業者
登録

交付申請の
予約（任意）

※１ 注文：工事請負契約、分譲：売買契約　　※２ 完了報告期限までに省エネ住宅の新築工事全体が完了していない場合は、補助金返還の対象

補正予算案
閣議決定

（R3.11.26）

事業者登録
開始

（R4.1.11）

申請受付
開始

（R4.3.28）
交付申請期限

（R4.10末→R5.3末まで）

完了報告期限※２

（住宅の規模に応じて、
遅くともR6.12末→

R7.5末まで）

　　　　　　■被災住宅の所在地がその他都道府県 (＊2) の場合：
　　　　　　　以下の期間に契約した方の引渡期限は 2022 年 12 月 31 日です。
　　　　　　　　　・建築 ( 工事請負契約 ) の場合　：2020 年 10 月 1 日～ 2021 年 9 月 30 日まで
　　　　　　　　　・購入 ( 不動産売買契約 ) の場合：2020 年 12 月 1 日～ 2021 年 11 月 30 日まで
　　　　　　　　　・補修 ( 工事請負契約 ) の場合　：2020 年 12 月 1 日～ 2021 年 11 月 30 日まで

住まいの復興給付金事務局

����������������������

建
築
・
購
入
の
場
合

補
修
の
場
合

https://fukko-kyufu.jp

（※）被災住宅が福島県の一部地域 (＊3) に所在する場合、対象となる引渡期限は 2025 年 12 月 31 日です。

＊1：2011 年 3 月 11 日の東日本大震災により被害が生じた住宅
＊2：岩手県、宮城県、福島県以外の都道府県
＊3：「旧警戒区域」「旧計画的避難区域」

除く

●引渡期限：対象となる住宅の引渡期限は 2021 年 12 月 31 日です。
　　　　　　ただし、　
 　　　　　   ■被災住宅 (＊1) の所在地が岩手県・宮城県・福島県の場合：
　　　　　　　契約日にかかわらず、引渡期限は 2024 年 12 月 31 日です

●申請期限：住宅の引渡しを受けてから 1 年以内
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B こどもみらい住宅支援事業

こどもみらい住宅支援事業の概要

1．制度の目的

2．補助対象

子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯※による高い省エネ
性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住
宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る。
※子育て世帯：18歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯：夫婦のいずれかが39歳以下の世帯（年齢はいずれも令和3年4月1日時点）

3．手続き

高い省エネ性能を有する住宅の新築、一定のリフォームが対象（事業者が申請）
※補正予算案閣議決定日（令和３年11月26日）以降に契約を締結し、事業者登録（令和４年１月11日受付開始）後に着工したものに限る。

対象住宅※

子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築

補助額

①ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented
　（強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20％に適合するもの） 100万円／戸

80万円／戸

60万円／戸

②高い省エネ性能等を有する住宅
　（認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅）

③省エネ基準に適合する住宅
　（断熱等級４かつ一次エネ等級４を満たす住宅）
　＊令和４年６月末までに契約を締結したものに限る。

※対象となる住宅の延べ面積は、50㎡以上とする。※土砂災害特別警戒区域における住宅は原則除外とする。

住宅のリフォーム

対象工事 補助額

①（必須）住宅の省エネ改修
リフォーム工事内容に
応じて定める額
上限30万円／戸※

②（任意）住宅の子育て対応改修、耐震改修、バリアフリー改修、
　空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等

※子育て世帯・若者夫婦世帯は、
上限45万円/戸（既存住宅購入
を伴う場合は60万円/戸）

※安心R住宅の購入を伴う場合
は、上限45万円/戸

工事
着手

補助金
交付

完了
報告

着工
契約※１

補助額以上の
出来高があること

交付
申請

事業者
登録

交付申請の
予約（任意）

※１ 注文：工事請負契約、分譲：売買契約　　※２ 完了報告期限までに省エネ住宅の新築工事全体が完了していない場合は、補助金返還の対象

補正予算案
閣議決定

（R3.11.26）

事業者登録
開始

（R4.1.11）

申請受付
開始

（R4.3.28）
交付申請期限

（R4.10末→R5.3末まで）

完了報告期限※２

（住宅の規模に応じて、
遅くともR6.12末→

R7.5末まで）



国土交通省からのお知らせ

こどもみらい住宅支援事業

20220428 版

申請手続き、補助金の受取と一般消費者への還元は
『こどもみらい住宅事業者』が代わりに行います。
（一般消費者の方が申請することはできません）

子育て世帯 または
　　  若者夫婦世帯

補助金の申請はどのようにするの？

どれくらいの補助が受けられるの？

どんな人が対象となるの？Q
A

A

A

■子育て世帯とは、申請時点において、2003 年 4月2日以降に出生した子を有する世帯
■若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが 1981年 4月2日以降に生まれた世帯

※「一定の省エネ性能を有する住宅」の新築は、2022 年 6月末までの契約に限ります。

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日含む）
※通話料がかかります

ナビダイヤル▶ 0570-033-522
IP電話等からのお問い合わせ先 042-204-0994

こどもみらい住宅支援事業事務局
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/

世帯を問わず
対象となるリフォームをした方

60万円～100万円 5 万円～最大60万円

Q

Q

その他、申請にあたっては、一定の要件があります。
本事業のご検討、詳しい要件については
こどもみらい住宅事業者にご相談ください。

新築
（注文・分譲）

新築
（注文・分譲）

共通

リフォーム

リフォーム

事務局ホームページから
検索できます

あなたが、新築住宅の建築・購入、リフォーム工事の契約を締結する事業者で、予め本事業に参加のため、
登録をした事業者（工事施工者または販売事業者）です。

こどもみらい住宅事業者とは・・・

住宅の省エネ性能等に応じて 工事の内容や属性に応じて

本事業は、子育て支援と 2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、子育て世帯または若者夫婦
世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得に伴う負担を軽減するとともに、住宅の
省エネリフォーム等を補助することにより、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る
ことを目的とする補助金事業です。

交付申請の期限が

2023 年 3 月末まで

延長されました！

06

B こどもみらい住宅支援事業
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一般消費者の方の手続きの流れ
本事業のホームページからも検索できます。
新築住宅（注文・分譲）、リフォームで
それぞれ事業者が異なります。
住宅事業者に、本事業に事業者登録しているか
お問い合わせください。

こどもみらい住宅事業者
を探す

こどもみらい住宅事業者（以下、住宅事業者）に、
本事業を利用できるか相談しましょう。
ご自身の家族構成や住宅の性能、新築かリフォームかによって、
補助額が変わります。（要件に該当しない場合、申請できません）

詳しい要件の確認

共同事業実施規約とは、あなたと住宅事業者が「申請手続きの代行」、
「補助金の還元方法」、「消費者の義務」などを予め確認するための書類です。
申請時に提出が必要になります。

住宅事業者と契約を結びます。
また、本事業の利用に同意することを確認するため、
本事業用『共同事業実施規約』も併せて締結します。

契約締結

工事着手

（共同事業実施規約を含む）

補助金は、住宅事業者に振り込まれます。
共同事業実施規約の取り決めに従い、
以下のいずれかで住宅事業者から還元されます。
① 契約代金（最終支払）の一部に充当
② 現金の支払い（契約代金を精算済みの場合に限る）

補助金の交付・還元

▶ 補助金の交付から10 年間は、新築住宅やリフォームの設備を国・事務局の
　 承認なく交付の目的に反して処分等をすることはできません。
▶ 本補助金について確定申告が必要になる場合があります。
　 詳しくは税務署にお問い合わせください。

補助金の交付後

新築住宅は、住宅事業者から、入居の報告が必要です。
（完了報告ができておらず還元を受けている場合、補助金の返金を求められます）
以下の書類（全てコピー）を準備しましょう
● 新築住宅への入居が確認できる住民票（世帯票）
●（共同住宅のみ）不動産登記

（新築のみ）完了報告
入居後、所定の期限まで

事務局ホームページから
検索できます

交付申請の予約とは、着工後、必要書類が準備できた時期に行う任意の手続きで、
一定期間、予算が確保されます。

住宅事業者が書類を取りまとめて申請を行います。
新築は基礎工事等の完了後、リフォームは全工事の完了後に
申請します。以下の書類（全てコピー）を準備しましょう。

補助金の交付申請
（交付申請の予約を含む）

2022 年 3 月 28 日～
遅くとも 2023 年 3 月末まで 新築（注文・分譲）

リフォーム

● 本人確認書類
　（運転免許証、マイナンバーカードなど）

【申請する要件に応じて】
● 住民票（世帯票）
● 既存住宅の不動産売買契約書　など

● 住民票（世帯票）

※必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります。

※複数契約（分離発注）により工事を行う
場合、いずれかの事業者が他の事業者
を取りまとめて交付申請を行うことの
協力が得られる場合のみ申請できます。
なお、申請する事業者はこどもみらい
住宅事業者として登録が必要です。

B こどもみらい住宅支援事業
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A．地域型住宅グリーン化事業 （工務店等に対する助成） 

地域型住宅グリーン化事業 http://chiiki-grn.jp/ 

地域に根付いて活動する工務店等が、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住
宅を整備すると、国土交通省より補助※を受けることができます。さらに、新築の際、
地域材活用、三世代同居、若者・子育て世帯・バリアフリーに該当すると加算措置が 

地元の中小工務店等によって、長期優良住宅や省エネに優れた住宅を建てたい方は
要チェックです。 

※すべての工務店等が対象ではありません。工事をお願いする工務店等に確認してください。 
補助金は工務店に入ることになります（施主に直接支払われませんのでご注意ください） 

 
 

  

詳しくは、工事をお願いする工務店等にご相談ください。 

補助対象（住宅）のイメージ 

太陽熱利用 省エネルギー 
例）外壁断熱、窓断熱 

耐 震 性 

高効率給湯 

劣化対策 計画的な維持管理 

   補助限度額 140万円／戸     

 
補助限度額 90万円／戸 

 
   補助限度額 140万円／戸 

 
   補助限度額 90万円／戸 

＜住宅の新築における加算＞ （補助限度額） 

あります。 

   ①地域材加算   ︓20 万円／戸 
   ②三世代同居加算 ︓30 万円／戸 

③若者・子育て世帯加算  ︓30 万円／戸 
④バリアフリー加算        ︓30 万円／戸 

認定長期優良住宅 ZEH・Nearly ZEH

認定低炭素住宅ZEH Oriented

C 地域型住宅グリーン化事業

問合せ先 詳しくはこちら https://chiiki-grn.jp/

本事業は、地域の木材関連事業者、建材流通事業者、中小住宅生産
者等が連携体制（グループ）を構築し、グループ毎の住宅生産システ
ムの共通ルールに基づき、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木
造住宅・木造建築物の整備及び木造住宅の省エネ改修及び、これと
併せて行う三世代同居への対応等に対して支援を行うことにより

（１）グループによる住宅生産者へのサポート・育成等の取組をつうじた、地
域における木造住宅生産体制の強化及び、省エネルギー性能や耐久性
等に優れた木造住宅の供給拡大

（２）関連産業の多い、地域の木造住宅市場の振興による地域経済の活性化
（３）地域の住文化の継承及び街並みの整備
（４）地域の林業・木材関連事業者と住宅生産関連事業者との連携構築を通

じた、木材需要の拡大
（５）住宅の省エネルギー化に向けた技術力の向上
（６）若者・子育て世帯の支援や、三世代同居など複数世帯の同居がしやすい

環境づくり等
を目指すものです。

令和4年度地域型住宅グリーン化事業

ここで、最寄りの採択グループ（工務店）をお探しください！

住所：〒107-0052　東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル5F
一般社団法人 木を活かす建築推進協議会内
地域型住宅グリーン化事業評価事務局

電話：03-3560-2886 （平日11：00～12：00、13：00～16：00）
※当面の間テレワーク実施によりメール対応とさせていただきます。

お問い合わせは右記メールアドレスまでお願いいたします。　hyouka@chiiki-grn.jp

地域型住宅グリーン化事業評価事務局
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C 地域型住宅グリーン化事業

問合せ先 詳しくはこちら https://chiiki-grn.jp/

本事業は、地域の木材関連事業者、建材流通事業者、中小住宅生産
者等が連携体制（グループ）を構築し、グループ毎の住宅生産システ
ムの共通ルールに基づき、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木
造住宅・木造建築物の整備及び木造住宅の省エネ改修及び、これと
併せて行う三世代同居への対応等に対して支援を行うことにより

（１）グループによる住宅生産者へのサポート・育成等の取組をつうじた、地
域における木造住宅生産体制の強化及び、省エネルギー性能や耐久性
等に優れた木造住宅の供給拡大

（２）関連産業の多い、地域の木造住宅市場の振興による地域経済の活性化
（３）地域の住文化の継承及び街並みの整備
（４）地域の林業・木材関連事業者と住宅生産関連事業者との連携構築を通

じた、木材需要の拡大
（５）住宅の省エネルギー化に向けた技術力の向上
（６）若者・子育て世帯の支援や、三世代同居など複数世帯の同居がしやすい

環境づくり等
を目指すものです。

令和4年度地域型住宅グリーン化事業

ここで、最寄りの採択グループ（工務店）をお探しください！

住所：〒107-0052　東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル5F
一般社団法人 木を活かす建築推進協議会内
地域型住宅グリーン化事業評価事務局

電話：03-3560-2886 （平日11：00～12：00、13：00～16：00）
※当面の間テレワーク実施によりメール対応とさせていただきます。

お問い合わせは右記メールアドレスまでお願いいたします。　hyouka@chiiki-grn.jp

地域型住宅グリーン化事業評価事務局
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-

2021年1月28日付

2022年4月10日まで延長

2022年4月10日まで延長
南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村（8市町村）

いわき市、相馬市、二本松市、南相馬市、本宮市、広野町、楢葉町、富岡町、
大熊町、双葉町、浪江町、新地町、飯舘村（13市町村）

●東日本大震災により被害を受けた方

＜申請に必要な書面＞

①基礎支援金：災害発生日から13月以内

・支援金支給申請書
・住民票等
・罹災証明書等

＜申請期間＞

●令和元年台風第19号により被害を受けた方はP40～41。
お問い合せ窓口：福島県企画調節部生活拠点課 TEL024-521-8306

・預金通帳の写し
・その他関係書類
　契約書（住宅の購入・補修、借家の賃貸借 等）

②加算支援金：災害発生日から37月以内

D 被災者生活再建支援制度
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-

2021年1月28日付

2022年4月10日まで延長

2022年4月10日まで延長
南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村（8市町村）

いわき市、相馬市、二本松市、南相馬市、本宮市、広野町、楢葉町、富岡町、
大熊町、双葉町、浪江町、新地町、飯舘村（13市町村）

●東日本大震災により被害を受けた方

＜申請に必要な書面＞

①基礎支援金：災害発生日から13月以内

・支援金支給申請書
・住民票等
・罹災証明書等

＜申請期間＞

●令和元年台風第19号により被害を受けた方はP40～41。
お問い合せ窓口：福島県企画調節部生活拠点課 TEL024-521-8306

・預金通帳の写し
・その他関係書類
　契約書（住宅の購入・補修、借家の賃貸借 等）

②加算支援金：災害発生日から37月以内

D 被災者生活再建支援制度
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E ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業

令和4年度 ふくしまの未来を育む
森と住まいのポイント事業

詳しいポイントの交付条件や申請方法、交換商品については次ページをご覧ください ・・・・・・・・・＞＞＞

福島県木材協同組合連合会 FAX 024-521-1308／E-mail info@fmokuren.jp
検索福島県木連※詳しくはホームページをご覧ください

〒960-8043 福島市中町5番18号（林業会館2階）

https://www.fmokuren.jp/
024-523-3307 ☎問合せ・申請窓口

ふくしまの未来を育む
森と住まいのポイント事業

「ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業」は福島県森林環境税を財源として実施しています

10万ポイント
20～50万ポイント

《先着順・予算なくなり次第終了》
令和4年７月1日●～令和5年2月24日●

交換
商品

◎県産品（農林水産品・加工食品・木材製品・工芸品・その他）
◎商品券（全国型・地域型）

申請
方法

◎所定の申請書に記入し、窓口に提出してください
ホームページから申請書類がダウンロードできます

募集
期間

森林認証材とは 森林認証制度に基づき、独立した第三者機関により適切な森林経営が行われていると認証された、県内の森林から
生産された木材です。持続可能な森林経営に貢献する環境・社会・経済にやさしい木材です。

※交換商品写真はイメージです

福島県産木材を
規定量使用すると
プレゼント！

さらに、森林認証材を
2分の1以上使用すると…

※使用している木材の割合によって
　ポイントが変わります（裏面参照）

プラス

金金

１ポイント１円相当で
福島県産農林水産品や商品券と

交換できます。

１ポイ =１円ント１ポイ =１円ント

住宅の

新築や増改築

などを検討されて

いる方へ

ポイントをプレゼント
万円分  の60 相

当
最
大

福島県産木材や森林認証材を使って
住宅を建設（新築・増改築・購入）
した方に、県の登録商品と

交換できるポイントを交付します。
（１ポイント１円相当）

●●

●●●●●●●

福
島

県
産 木 材 使 用 で
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E ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業

※ポイント発行申請は、木造住宅建設等完了後に受け付けます。
　なお、予算がなくなり次第終了となります。

令和4年7月1日（金）～
　 　　令和5年2月24日（金）

［県  北］ 024-521-2575  ［県　中］ 024-935-1462　
［県  南］ 0248-23-1636  ［会津若松］ 0242-29-5461
［喜多方］ 0241-24-5727  ［南会津］ 0241-62-5337　
［相  双］ 0244-26-1223  ［いわき］ 0246-24-6134

日本全国で使用できる旅行券・お食事券・お花券・すし券・
お米券・地域限定で使用できる商品券など（商品券との交
換は、交付ポイントの50%が上限となります。）

※交換商品カタログなど詳しくはHPをご覧ください。

◎商品券（全国型・地域型）

福島県産の米、野菜、肉、魚・麺類・菓子・飲料・酒類・調味料
・家具・木工品・家電製品など

◎県産品（農林水産品・加工食品・
　　　　  木材製品・工芸品・その他）

※1） 床組、柱、筋交、胴差、梁、桁及び小屋組　
※2） 福島県森と住まいのエコポイント事業、ふくしまエコプラス住宅応援事業を含む

◎所定の申請書を作成し、窓口に提出してください

〒960-8043 福島市中町5-18（林業会館２階）
電話 024-523-3307

福島県木材協同組合連合会　
▼以下の窓口に郵送または持参により提出してください。

右記お問合せ窓口にて受取り可能です。②窓口での受取り

◎福島県土木部建築指導課ホームページ
　 ・・・福島県トップページから「ふくしまの未来を育むポイント」で検索。

◎福島県木材協同組合連合会ホームページ
　 ・・・https://www.fmokuren.jp/

①ホームページからダウンロード

検索福島県木連

◎県建設事務所

◎福島県土木部建築指導課

◎福島県木材協同組合連合会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・電話 024-52１-7529

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・電話 024-523-3307

・・・・・・・・・・・・・・（担当窓口は建築住宅課となります。）

交 付 要 件

申 請 期 間

申 請 方 法

交 換 商 品

お 問 合 せ 窓 口

用 紙 の 入 手 方 法

◎福島県内に自ら居住するための木造住宅であること。
◎施工業者の主たる営業所が福島県内にあること。
◎令和4年4月1日以降に完成している住宅であること。
◎構造用部材※1において、【表1】に定める量以上の福

島県産木材を使用している住宅であること。
◎ポイント加算対象となる条件は、福島県産木材のう

ち【表1】に定める量の２分の１以上の森林認証材を
使用していること。

◎建築基準法等の関係法令に適合している住宅であ
ること。

◎世帯員のいずれも過去に本事業によるポイントの交
付を受けていないこと。※2

ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業

4立方メートル
5立方メートル
6立方メートル
7立方メートル
8立方メートル

20万ポイント
30万ポイント
40万ポイント
50万ポイント

80㎡未満

80以上95㎡未満

95以上110㎡未満

110以上125㎡未満

125㎡以上 

住宅の延べ面積 県産木材の最低必要量

県産木材の使用量 交付ポイント数

4以上8立方メートル未満

8以上15立方メートル未満

15以上20立方メートル未満

20立方メートル以上

【表1】 ポイントの交付対象の住宅の条件と
　　　なる県産木材最低必要量

【表2】 交付ポイント数
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F「住んで ふくしま」空き家対策総合支援事業
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F「住んで ふくしま」空き家対策総合支援事業
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G 福島県木造住宅等耐震化支援事業

最大１５万円補助
木造住宅の耐震診断

耐震診断
補強計画

補助

1

木造住宅の耐震改修

一般改修

段階改修

最大１00万円補助多雪地域は最大120万円

最大60万円補助多雪地域は最大72万円

補助

2

大丈夫？
あなたの家の
耐震化

昭和56年（1981年）5月以前に建てられた木造住宅にお住まいの方

県は、木造住宅等の耐震化を支援しています！

福島県木造住宅耐震化支援事業

耐震診断

耐震改修

診
断

ま
ず
は

地
震
に
備
え
て

改
修

必
要
な
時
は

地
震
に
耐
え
る

福島県土木部建築指導課
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/mokuzoutaisinkasiennjigyou.html

まずは、お住まいの市町村に相談を！
事業を実施している市町村はこちら！▶
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G 福島県木造住宅等耐震化支援事業

木造住宅耐震化支援事業の流れ

15万円
最大補助額

住まいの安全・安心、地域の防災性が向上します現行の耐震基準（上部構造評点1.0以上）への適合

耐
震
診
断

耐
震
改
修

●概算工事費　●補強内容耐震診断・補強計画

60万円
最大補助額

まずは建物の強さを診断してみましょう

耐震改修は３段階から
選ぶことが出来ます！

改修レベルを選べて生活しながら工事可能！
一般リフォームと同時に工事できる！
居間や居室だけの改修でも命を守れます!!

一般改修

❷簡易改修

❸部分改修

❶一般改修

段階改修

③から①に向かって
耐震性能が向上されます。
何より大切な命を守ることを
優先します。

耐震改修 対象工事費の1/2かつ最大補助額まで

申
請
手
続

地震に対する強度が不足していたら…

住宅の補強を工事をやろうとしたら…

耐震改修の参考となる補強計画を提示します

昭和56年（1981年）5月以前に建築された木造住宅
【補助の対象】

耐震化の目標
【現行の耐震基準（上部構造評点1.0 以上）への適合】

上部構造評点とは？…
建物の耐震性能を評価する計算値です。
1.5以上＝倒壊しない　　　  0.7～1.0＝倒壊の可能性あり
1.0～1.5＝一応倒壊しない　0.7未満＝倒壊の可能性が高い

❸特定の部屋だけを補強します
居間や寝室等をシェルター型で補強します。

❶上部構造評点を1.0以上にします
目標レベル。（倒壊しないレベル）　
（税制上の優遇措置等も用意されています）

目標手前。現行耐震基準は満足できません。
❷上部構造評点を0.7以上にします

新築

建替

解体

100万円
最大補助額

ブロック塀の安全対策にも補助します！

出典：パンフレット「地震からわが家を守ろう」
　　 日本建築防災協会2013.1より一部改

まずは、自己点検をしてみませんか？

□ 塀は高すぎないか？

□ 塀の厚さは十分か？

□ 控え壁はあるか？

□ 基礎があるか？

□ 塀は健全か？

点検項目鉄筋

ひび割れ

高さ

厚さ

控え壁

根入れ

市町村窓口で、申し込みをしましょう

ブロック塀等の耐震改修・除却

改修・建替 最大１0万円補助
補助

3

※補助内容は市町村によって異なります。
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H 福島県 多世代同居 ･ 近居推進事業
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H 福島県 多世代同居 ･ 近居推進事業
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I 福島県省エネルギー住宅改修補助事業
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I 福島県省エネルギー住宅改修補助事業
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J 福島県ネット・ゼロ・エネルギーハウス推進事業
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J 福島県ネット・ゼロ・エネルギーハウス推進事業
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K 来て ふくしま 住宅取得支援事業
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K 来て ふくしま 住宅取得支援事業



26

L 福島県住宅用太陽光発電設備等補助金
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L 福島県住宅用太陽光発電設備等補助金
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M 木質バイオマス利用ストーブ普及支援事業

木質ペレット：おが粉などを圧
縮成型して作る固形燃料

令令和和４４年年６６月月11日日（（水水））かからら令令和和５５年年２２月月２２８８日日((火火))ままでで
※期間内でも補助台数に達した日で募集を締め切ります。

募 集 期 間

ペレット・薪ストーブ１台に ５５万万円円 補助台数 １１００００台台
※薪ストーブは二次燃焼構造を有するものに限ります。
※申請が補助台数を上回った場合、抽選により決定する場合があります。

補 助 額 ・ 台 数

（１）福島県内に住所を有し居住している者、又は福島県内で主に活動する事業者や団体である
こと

（２）購入するストーブは、ペレットストーブ又は薪ストーブであること

（３）使用場所は福島県内とし、個人の場合はその住居とし、事業者や団体の場合は、主たる活
動拠点施設（本店、支店、営業所等）とする

（４）令令和和４４年年４４月月１１日日以以降降にに（（２２））をを購購入入設設置置ししてていいるるこことと

（５）（（２２））のの購購入入にに要要ししたた経経費費がが、、本本体体価価格格、、付付属属器器機機及及びび設設置置経経費費にに係係るる費費用用をを含含めめてて総総額額
がが５５万万円円をを超超ええてていいるるこことと

申請資格 以下の全てをみたすこと

福島県木材協同組合連合会では、ペレットストーブ、薪ストーブの導入費用の助
成希望者を募集します。

福島県木材協同組合連合会ホームページから入手できます
（ホームページ https://www.fmokuren.jp/ ）

申請書類 ・募集要領

福島県県木連 検 索

令令和和４４年年度度木木質質ﾊﾊﾞ゙ｲｲｵｵﾏﾏｽｽ利利用用ｽｽﾄﾄｰーﾌﾌﾞ゙普普及及支支援援事事業業

薪

窓口は、
福島県木材協同組合連合会
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M 木質バイオマス利用ストーブ普及支援事業

申請種類の審査（必要に応じて現地確認）

交付決定通知

補助金交付 （５万円／台）

「「補補助助金金交交付付申申請請書書（（様様式式１１））」」（（添添付付書書類類含含むむ））のの提提出出（（県県木木連連へへ））

スストトーーブブのの購購入入・・設設置置（令和４年4月1日以降）

｢｢利利用用アアンンケケーートトのの協協力力（（回回答答））」」

ストーブの愛用と関係書類の保存をお願いします

・補助金の交付は、受理された日付毎の先着順で決定します。

・申請は郵送でも受付けますが、郵便の到着後、書類確認（必要に応じて現地確認）の上受理となります。

募募集集期期間間前前にに提提出出さされれたた申申請請・・受受付付けけ終終了了日日以以降降にに到到着着ししたた申申請請はは無無効効となりますのでご注意願います。

・補助金は１名（１事業者）につき１台限りです。

・補助金の申請をしても、購入設置費用の支払いが済んでいない場合は、補助金の交付対象となりません。

・県で定めた規程に従わなかった場合などは、補助金の交付を取り消したり返還を命じることがあります。

・詳細につきましてはホームページ（ダウンロード可）をご覧になるか、下記までお問い合わせ下さい。

（ホームページ https://www.fmokuren.jp/ ）

補 助 金 交 付 申 請

注 意 事 項

申申請請書書類類はは福福島島県県木木材材協協同同組組合合連連合合会会（（下下記記））にに提提出出ししててくくだだささいい。。
【【申申請請にに必必要要なな書書類類】】
補助金交付申請書(様式１)
ー添付書類ー
（1）申請者の確認書類（運転免許証、住民票等）の写し（使用場所がこれらに記載されている所在地と
異なる場合には、申請者が使用場所を所有していることがわかる書類（登記事項証明書）の写しを追
加添付すること）
（2）領収書の写し
（3）領収書の内訳金額がわかる明細書
（4）ストーブが設置されていることがわかる写真
（5）カタログ等の写し（薪ストーブの場合は二次燃焼機能が確認できること）
（6）口座振込申出書 参考様式１ （預金通帳の写し 本支店名等の確認用）

福島県県木連 検 索

福島県木材協同組合連合会

電話０２４－５２３－３３０７

・・・・・・ここのの事事業業はは福福島島県県森森林林環環境境基基金金をを活活用用ししてて実実施施ししてていいまますす・・・・・・

〒960-8043
福島市中町５番１８号 林業会館２Ｆ

ＦＡＸ ０２４－５２１－１３０８

Ｅ－ｍａｉ info@fmokuren.jp

交付手続きの窓口・問合せ先
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N がけ地近接等危険住宅移転事業

1 1

― 150

3 1 150 250

170 250 270 350

250 350
350

350

1 220

2 430

3 620

4 730

5 730 30

1,270

申請窓口

がけ地近接等危険住宅移転事業（住宅・建築物安全ストック形成事業） 災害援護資金貸付制度

1. 目的
災害援護資金貸付金

　がけ崩れ、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の危険から住民の生命の安全を確保するため、災害危
険区域等の区域内にある既存不適格住宅等の移転を行う者に対して助成する事業

東日本大震災により、世帯主が1ヶ月以上の負傷をした場合や、住居、家財等に相当程度の被害を受けた場合、
所得が一定額未満の世帯については生活の立て直しを図るための資金の貸付を受けることができます。

2. 補助対象

3. 補助要件等

4. 問合わせ先

お住まいの各市町村の窓口

（１）除却等費
 ○危険住宅の除去などに要する費用で撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等は、975千円/戸を限

度とする。

（２）建設助成費
〇危険住宅に代わる新たな住宅の建設（購入を含む。）のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息に

相当する額（年利率8.5％を限度）は、4,210千円/戸（建物3,250千円/戸、土地960千円/戸）を限度とす
る。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域、出水に
よる災害危険区域の場合は、7,318千円/戸（建物4,650千円/戸、土地2,060千円/戸、敷地造成608千
円/戸）を限度とする。

（１）対象地区要件
○建築基準法第39条第１項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域
○建築基準法第40条の規定に基づき地方公共団体が条例で建築を制限している区域
○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第８条に基づき都道府県知事が指定
   した土砂災害特別警戒区域　

（２）対象住宅要件
     ○既存不適格住宅、又は建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が
        是正勧告等を行った住宅

（４）事業主体
     市町村

（５）対象区域
     県内全域

（３）交付率
     国：１／２、地方公共団体：１／２（市町村：１／４、県：１／４）

このページに関するお問い合わせ先
企画調整部生活拠点課　〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2-16　 Tel：024-521-8306

市町村 令和5年3月31日まで(震災特例)
※市町村により異なる場合があります。

実施主体 申請受付期間

被害の種類・程度等に応じて、貸付限度額が異なりますので、下記の表を参照ください。

※被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざる得ない場合等特別な事情がある場合には（　　）内の額となります。
※「家財及び住居に損害なし」とは、家財の3分の1以上の損害及び半壊以上の住居の被害がない場合のことです。

貸付限度額

所得制限
災害援護資金の貸付を受けるには、被災当時の世帯の所得の合計
が、一定額未満である必要がありますので、下記表を参照ください。

利率
無利子(震災特例）
※保証人がいない場合は年率1.5パーセント

据置期間
6年(震災特例)
※東日本大震災により世帯主の死亡や住居が全壊した場

合等の要件に該当し、かつ市町村長が特に必要と認め
た場合については、据置期間は8年となります。

13年(震災特例)　※据置期間を含む

※原則として、平成21年分の所得（平成22年度市町村民税所得）
により判定されます。

被災当時お住まいの市町村

年賦、半年賦又は月賦

償還期間

償還方法
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N 災害援護資金貸付制度

1 1

― 150

3 1 150 250

170 250 270 350

250 350
350

350

1 220

2 430

3 620

4 730

5 730 30

1,270

申請窓口

がけ地近接等危険住宅移転事業（住宅・建築物安全ストック形成事業） 災害援護資金貸付制度

1. 目的
災害援護資金貸付金

　がけ崩れ、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の危険から住民の生命の安全を確保するため、災害危
険区域等の区域内にある既存不適格住宅等の移転を行う者に対して助成する事業

東日本大震災により、世帯主が1ヶ月以上の負傷をした場合や、住居、家財等に相当程度の被害を受けた場合、
所得が一定額未満の世帯については生活の立て直しを図るための資金の貸付を受けることができます。

2. 補助対象

3. 補助要件等

4. 問合わせ先

お住まいの各市町村の窓口

（１）除却等費
 ○危険住宅の除去などに要する費用で撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等は、975千円/戸を限

度とする。

（２）建設助成費
〇危険住宅に代わる新たな住宅の建設（購入を含む。）のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息に

相当する額（年利率8.5％を限度）は、4,210千円/戸（建物3,250千円/戸、土地960千円/戸）を限度とす
る。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域、出水に
よる災害危険区域の場合は、7,318千円/戸（建物4,650千円/戸、土地2,060千円/戸、敷地造成608千
円/戸）を限度とする。

（１）対象地区要件
○建築基準法第39条第１項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域
○建築基準法第40条の規定に基づき地方公共団体が条例で建築を制限している区域
○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第８条に基づき都道府県知事が指定
   した土砂災害特別警戒区域　

（２）対象住宅要件
     ○既存不適格住宅、又は建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が
        是正勧告等を行った住宅

（４）事業主体
     市町村

（５）対象区域
     県内全域

（３）交付率
     国：１／２、地方公共団体：１／２（市町村：１／４、県：１／４）

このページに関するお問い合わせ先
企画調整部生活拠点課　〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2-16　 Tel：024-521-8306

市町村 令和5年3月31日まで(震災特例)
※市町村により異なる場合があります。

実施主体 申請受付期間

被害の種類・程度等に応じて、貸付限度額が異なりますので、下記の表を参照ください。

※被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざる得ない場合等特別な事情がある場合には（　　）内の額となります。
※「家財及び住居に損害なし」とは、家財の3分の1以上の損害及び半壊以上の住居の被害がない場合のことです。

貸付限度額

所得制限
災害援護資金の貸付を受けるには、被災当時の世帯の所得の合計
が、一定額未満である必要がありますので、下記表を参照ください。

利率
無利子(震災特例）
※保証人がいない場合は年率1.5パーセント

据置期間
6年(震災特例)
※東日本大震災により世帯主の死亡や住居が全壊した場

合等の要件に該当し、かつ市町村長が特に必要と認め
た場合については、据置期間は8年となります。

13年(震災特例)　※据置期間を含む

※原則として、平成21年分の所得（平成22年度市町村民税所得）
により判定されます。

被災当時お住まいの市町村

年賦、半年賦又は月賦

償還期間

償還方法
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O 災害復興住宅融資
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O 災害復興住宅融資
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３. 免除対象となる「申請者」

２. 免除対象となる「被害」

建築確認申請手数料等の免除

東北地方太平洋沖地震により被害を受けた者等に係る建築物の建築確認申請手数料等を免除する期間を延長します。
東北地方太平洋沖地震に伴う建築確認手数料等の免除について 

設定された区域

警戒区域

計画的避難区域

緊急時避難準備区域

福島第一原子力発電所から３０キロメートルの範囲

特定避難勧奨地点

4. 免除対象となる「手数料」

５. 免除対象となる「申請」

６. 免除に関する注意事項

７. 免除を受けるために必要な添付書類

8. 免除規定が適用される主な事例

9. お問い合わせ先

○免除規定の適用に当たっては、「免除事例」を参考にしてください。

（１）確認申請手数料
　  計画変更申請手数料は免除となりますが、構造計算適合性判定手数料は免除対象から除きます。

（２）中間検査申請手数料
（３）完了検査申請手数料
（４）承認、許可及び認定申請手数料
     主に第４３条第2項第1号の認定・第2号の許可申請手数料、道路位置指定申請などが対象です。

（１）被災住宅に代わる住宅の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各
申請または被災住宅の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請

（２）被災建築物に代わる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係
る各申請または被災建築物の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申
請ただし、建築等を行う建築物の面積（兼用住宅の場合は、住宅以外の用途に供する部分の面積）が、被災
建築物の当該面積に対して１．５倍を超える範囲は、免除対象外となりますので、ご注意願います。

（３）建築基準法第85条第５項の仮設建築物を建築する場合
     ※用途変更に係る申請については、免除対象から除かれます。

（１）令和5年３月31日までに住宅または建築物の建築等に係る当初の申請（許可、指定、認定または建築確認）
が行われた場合は、その後の申請（中間検査、完了検査（付帯する擁壁等の工作物、昇降機等の建築設備に
係る各種申請を含む。）手数料を免除します。

（２）免除対象には、住宅や建築物に付属する物置や車庫（用途上不可分の関係にあるもの）も含まれます。

（１）建築確認関係申請手数料免除申請書 に市町村が発行する「り災証明書」または「被災証明書」を添付してく
ださい。（証明書は写しでも可）

（２）り災証明書または被災証明書の申請者と確認申請等の申請者が異なる場合は、その家族であることを確
認する必要があるため、住民票（写でも可）を添付してください。

○建設地を所管する各建設事務所建築住宅課に御相談ください。

このページに関するお問い合わせ先
建築指導課　指導審査担当　〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2-16　 Tel：024-521-7523

東北地方太平洋沖地震に伴う建築確認手数料等の免除

1. 改正の概要

　平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及び引き続き発生した余震により被害を受けた住宅
または建築物並びに原子力発電所事故により設定された警戒区域等に所在することとなった住宅または建築
物の所有者等が、令和5年３月３１日までに建築等をする場合で、福島県（特定行政庁）が行う建築確認について
は、建築確認申請手数料等を免除します。

　平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及び引き続き発生した余震により、住宅（一戸建て、共
同住宅、長屋等の専用住宅をいう。以下同じ。）または建築物（兼用住宅を含む。以下同じ。）に半壊以上の被害を
受けた場合

（１）地震被害

（２）原発被害

（１）「地震被害」の場合

（２）「原発被害」の場合

　東京電力福島第一原子力発電所事故に基づき設定された下表の警戒区域等（福島県建築基準法施行条例附
則第２項ただし書において定める「原子力災害対策対策特別措置法（平成11年法律第156号）第28条第２項の
規定により読み替えて適用される災害対策基本法（昭和36年法律第２２３号）第63条第１項の警戒区域その他
これに準ずる区域として知事が定める区域」）の区域内に住宅または建築物が所在することとなった場合

　市町村から発行される半壊以上の「り災証明書」等の交付を受けている所有者または居住者（その相続人や
家族を含む）

　市町村から発行される原発被害に基づく「被災証明書」等の交付を受けている所有者または居住者（その相
続人や家族を含む）
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３. 免除対象となる「申請者」

２. 免除対象となる「被害」

建築確認申請手数料等の免除

東北地方太平洋沖地震により被害を受けた者等に係る建築物の建築確認申請手数料等を免除する期間を延長します。
東北地方太平洋沖地震に伴う建築確認手数料等の免除について 

設定された区域

警戒区域

計画的避難区域

緊急時避難準備区域

福島第一原子力発電所から３０キロメートルの範囲

特定避難勧奨地点

4. 免除対象となる「手数料」

５. 免除対象となる「申請」

６. 免除に関する注意事項

７. 免除を受けるために必要な添付書類

8. 免除規定が適用される主な事例

9. お問い合わせ先

○免除規定の適用に当たっては、「免除事例」を参考にしてください。

（１）確認申請手数料
　  計画変更申請手数料は免除となりますが、構造計算適合性判定手数料は免除対象から除きます。

（２）中間検査申請手数料
（３）完了検査申請手数料
（４）承認、許可及び認定申請手数料
     主に第４３条第2項第1号の認定・第2号の許可申請手数料、道路位置指定申請などが対象です。

（１）被災住宅に代わる住宅の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各
申請または被災住宅の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請

（２）被災建築物に代わる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係
る各申請または被災建築物の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申
請ただし、建築等を行う建築物の面積（兼用住宅の場合は、住宅以外の用途に供する部分の面積）が、被災
建築物の当該面積に対して１．５倍を超える範囲は、免除対象外となりますので、ご注意願います。

（３）建築基準法第85条第５項の仮設建築物を建築する場合
     ※用途変更に係る申請については、免除対象から除かれます。

（１）令和5年３月31日までに住宅または建築物の建築等に係る当初の申請（許可、指定、認定または建築確認）
が行われた場合は、その後の申請（中間検査、完了検査（付帯する擁壁等の工作物、昇降機等の建築設備に
係る各種申請を含む。）手数料を免除します。

（２）免除対象には、住宅や建築物に付属する物置や車庫（用途上不可分の関係にあるもの）も含まれます。

（１）建築確認関係申請手数料免除申請書 に市町村が発行する「り災証明書」または「被災証明書」を添付してく
ださい。（証明書は写しでも可）

（２）り災証明書または被災証明書の申請者と確認申請等の申請者が異なる場合は、その家族であることを確
認する必要があるため、住民票（写でも可）を添付してください。

○建設地を所管する各建設事務所建築住宅課に御相談ください。

このページに関するお問い合わせ先
建築指導課　指導審査担当　〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2-16　 Tel：024-521-7523

東北地方太平洋沖地震に伴う建築確認手数料等の免除

1. 改正の概要

　平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及び引き続き発生した余震により被害を受けた住宅
または建築物並びに原子力発電所事故により設定された警戒区域等に所在することとなった住宅または建築
物の所有者等が、令和5年３月３１日までに建築等をする場合で、福島県（特定行政庁）が行う建築確認について
は、建築確認申請手数料等を免除します。

　平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及び引き続き発生した余震により、住宅（一戸建て、共
同住宅、長屋等の専用住宅をいう。以下同じ。）または建築物（兼用住宅を含む。以下同じ。）に半壊以上の被害を
受けた場合

（１）地震被害

（２）原発被害

（１）「地震被害」の場合

（２）「原発被害」の場合

　東京電力福島第一原子力発電所事故に基づき設定された下表の警戒区域等（福島県建築基準法施行条例附
則第２項ただし書において定める「原子力災害対策対策特別措置法（平成11年法律第156号）第28条第２項の
規定により読み替えて適用される災害対策基本法（昭和36年法律第２２３号）第63条第１項の警戒区域その他
これに準ずる区域として知事が定める区域」）の区域内に住宅または建築物が所在することとなった場合

　市町村から発行される半壊以上の「り災証明書」等の交付を受けている所有者または居住者（その相続人や
家族を含む）

　市町村から発行される原発被害に基づく「被災証明書」等の交付を受けている所有者または居住者（その相
続人や家族を含む）

Q 災害に伴う建築確認手数料等免除
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1. 改正の概要 6. 免除に関する注意事項

3. 免除対象となる「申請者」

免除規定の適用に当たっては、「免除事例」を参考にしてください。

令和元年台風第１９号に伴う建築確認手数料等の免除

　令和元年台風第１９号により被害を受けた住宅または建築物の所有者等が、被災日から起算して３年以内に建
築等をする場合で、福島県（特定行 政庁）が行う建築確認等については、建築確認申請手数料等を免除します。
※上記は台風第１９号により被災した場合に限ります。
※台風第1９号以外の災害（令和元年１０月２５日からの大雨等）により、被害を受けた住宅については被災日か

ら起算して１年以内に住宅を建築する場合、建築確認申請手数料等を免除します（免除対象となる「手数料」
は下記４（１）（２）（３）のみとなります。）。

２. 免除対象となる「被害」

　令和元年台風第１９号により、住宅（一戸建て、共同住宅、長屋等の専用住宅をいう。以下同じ。）または建築物
（兼用住宅を含む。以下同じ。）に半壊以上の被害を受けた場合

　市町村から発行される半壊以上の「り災証明書」等の交付を受けている所有者または居住者（その相続
人や家族を含む）

4. 免除対象となる「手数料」

（１）確認申請手数料
　　  計画変更申請手数料は免除となりますが、構造計算適合性判定手数料は免除対象から除きます。

（２）中間検査申請手数料

（３）完了検査申請手数料

（４）承認、許可及び認定申請手数料　
       主に第４３条第２項第１号の認定・第２号の許可申請手数料、道路位置指定申請などが対象です。

5. 免除対象となる「申請」　

（１）被災住宅に代わる住宅の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申
請または被災住宅の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請

（２）被災建築物に代わる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る
各申請または被災建築物の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申
請。ただし、建築等を行う建築物の面積（兼用住宅の場合は、住宅以外の用途に供する部分の面積）が、被
災建築物の面積に対して１．５倍を超える範囲は免除対象外となりますので、ご注意願います。

（３）建築基準法第８５条第５項の仮設建築物を建築する場合
       ※用途変更に係る申請については、免除対象から除かれます。

（１）被災日から起算して３年以内に住宅または建築物の建築等に係る当初の申請（許可、指定、認定または建
築確認）が行われた場合は、その後の申請（中間検査、完了検査（付帯する擁壁等の工作物、昇降機等の建
築設備に係る各種申請を含む。）手数料を免除します。

（２）免除対象には、住宅や建築物に付属する物置や車庫（用途上不可分の関係にあるもの）も含まれます。

７. 免除を受けるために必要な添付書類

（１）建築確認関係申請手数料免除申請書に市町村が発行する「り災証明書」等を添付してください。（証明書は
写しでも可）

（２）り災証明書の申請者と確認申請等の申請者が異なる場合は、その家族であることを確認する必要があるた
め、住民票（写でも可）を添付してください。

8. 免除規定が適用される主な事例

9. お問い合わせ先

建設地を所管する各建設事務所建築住宅課に御相談ください。

このページに関するお問い合わせ先
建築指導課　指導審査担当　〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2-16　 Tel：024-521-7523

Q 災害に伴う建築確認手数料等免除
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1. 改正の概要 6. 免除に関する注意事項

3. 免除対象となる「申請者」

免除規定の適用に当たっては、「免除事例」を参考にしてください。

令和元年台風第１９号に伴う建築確認手数料等の免除

　令和元年台風第１９号により被害を受けた住宅または建築物の所有者等が、被災日から起算して３年以内に建
築等をする場合で、福島県（特定行 政庁）が行う建築確認等については、建築確認申請手数料等を免除します。
※上記は台風第１９号により被災した場合に限ります。
※台風第1９号以外の災害（令和元年１０月２５日からの大雨等）により、被害を受けた住宅については被災日か

ら起算して１年以内に住宅を建築する場合、建築確認申請手数料等を免除します（免除対象となる「手数料」
は下記４（１）（２）（３）のみとなります。）。

２. 免除対象となる「被害」

　令和元年台風第１９号により、住宅（一戸建て、共同住宅、長屋等の専用住宅をいう。以下同じ。）または建築物
（兼用住宅を含む。以下同じ。）に半壊以上の被害を受けた場合

　市町村から発行される半壊以上の「り災証明書」等の交付を受けている所有者または居住者（その相続
人や家族を含む）

4. 免除対象となる「手数料」

（１）確認申請手数料
　　  計画変更申請手数料は免除となりますが、構造計算適合性判定手数料は免除対象から除きます。

（２）中間検査申請手数料

（３）完了検査申請手数料

（４）承認、許可及び認定申請手数料　
       主に第４３条第２項第１号の認定・第２号の許可申請手数料、道路位置指定申請などが対象です。

5. 免除対象となる「申請」　

（１）被災住宅に代わる住宅の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申
請または被災住宅の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請

（２）被災建築物に代わる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る
各申請または被災建築物の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申
請。ただし、建築等を行う建築物の面積（兼用住宅の場合は、住宅以外の用途に供する部分の面積）が、被
災建築物の面積に対して１．５倍を超える範囲は免除対象外となりますので、ご注意願います。

（３）建築基準法第８５条第５項の仮設建築物を建築する場合
       ※用途変更に係る申請については、免除対象から除かれます。

（１）被災日から起算して３年以内に住宅または建築物の建築等に係る当初の申請（許可、指定、認定または建
築確認）が行われた場合は、その後の申請（中間検査、完了検査（付帯する擁壁等の工作物、昇降機等の建
築設備に係る各種申請を含む。）手数料を免除します。

（２）免除対象には、住宅や建築物に付属する物置や車庫（用途上不可分の関係にあるもの）も含まれます。

７. 免除を受けるために必要な添付書類

（１）建築確認関係申請手数料免除申請書に市町村が発行する「り災証明書」等を添付してください。（証明書は
写しでも可）

（２）り災証明書の申請者と確認申請等の申請者が異なる場合は、その家族であることを確認する必要があるた
め、住民票（写でも可）を添付してください。

8. 免除規定が適用される主な事例

9. お問い合わせ先

建設地を所管する各建設事務所建築住宅課に御相談ください。

このページに関するお問い合わせ先
建築指導課　指導審査担当　〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2-16　 Tel：024-521-7523

Q 災害に伴う建築確認手数料等免除



災害による被災者の住まいの支援制度（被災の程度別）の概要

※災害によって支援内容は異なります。

このページに関するお問い合わせ先
危機管理部災害対策課　〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2-16　 Tel：024-521-7194
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R 災害による被害者の住まい支援制度（令和元年東日本台風（台風第19号）等関連）の概要
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災害による被災者の住まいの支援制度（被災の程度別）の概要

※災害によって支援内容は異なります。

このページに関するお問い合わせ先
危機管理部災害対策課　〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2-16　 Tel：024-521-7194
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R 災害による被害者の住まい支援制度（令和元年東日本台風（台風第19号）等関連）の概要
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S 省エネ住宅のススメ



協力

令和元年５月に公布された改正建築物省エネ法により、住宅を新築する際※2に、建築士から建て主に対して、省エネ性能を説明することが義務づ
けられます（令和３年４月スタート予定）。住まいを新築される際は、建築士からの説明を参考に、賢く省エネルギーな住まいを検討しましょう！

建築士は住宅を新築する施主に対し、省エネ性能の説明をすることが義務づけられます。

改正建築物省エネ法 令和３年４月スタート（予定）

※2 300㎡未満の注文住宅や賃貸住宅等の設計契約時に、建築士に対して適用される説明義務制度です。
マンションや分譲戸建住宅の購入時や賃貸住宅の賃借時において、売り主や仲介事業者に対して適用されるものではありません。

省エネで健 康・快 適 な 住まいづくりを！

「省エネ住宅」と「健康」の関係を
ご存知ですか？

～断熱性能が高く、暖かい「省エネ住宅」は、住まい手の健康づくりにつながります～

高齢者が自立して暮らせる住生活の実現や、安全で質の高い住宅ストックを推進する観点から、ヒートショック防止等の
健康増進リフォームを推進。（住生活基本計画）

◉循環器疾患の対策として、40～80歳代の国民の収縮期血圧を平均で4mmHg低下させる目標。※1（健康日本21（第二次））
◉糖尿病・循環器疾患等の予防の観点から、現在の身体活動量を少しでも増やすことを世代共通の方向性とし、活動指針
　として「＋10（プラステン）:今より10分多く体を動かそう」を推進。（健康づくりのための身体活動基準2013）
※1 これにより、脳卒中死亡数が年間約１万人、冠動脈疾患死亡数が年間約５千人減少すると推計されています。

ヒートショックの防止 高血圧症の防止 循環器疾患の予防

熱中症の予防 身体活動の活性化

冬暖かく、夏涼しい！ 省エネ住宅は 経済的 ＋ 健康的

断熱性を高める住宅設備は数多くありますが、普及はまだ充分とは言えません。

このためヒートショックや高血圧症など深刻な健康被害になることもあります。

リフォームや新築の際には、経済面だけでなく、より健康で快適な暮らしのために

省エネルギー住宅について考えてみませんか。

住宅をリフォームする方住 宅 を 新 築 す る 方

44
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省エネ住宅のススメ

省エネリフォームを実施した居住者の健康への影響を調査
調査：国土交通省 スマートウェルネス住宅等推進調査事業（2014年度～）

断熱改修等による居住者の健康への影響調査中間報告（第３回）
https://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000198.html調査結果の詳細はこちら
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リフォームで断熱性を改善、最高血圧が平均3.5mmHg低下！
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健康診断結果にも差が
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ヒートショックに気をつけて！

居間や脱衣所の室温が上昇すると

住宅内での活動が活発に
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床付近の室温が15℃未満の住宅に住む人は、
床付近の室温が15℃以上の住宅に住む人に比べて、
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断熱改修により居間や脱衣所の室温が上昇。
コタツが不要となることなどで、住宅内の身体活動時間が
約30分程度増加。

室温の18℃未満の住宅に住む人は、
18℃以上の住宅に住む人に比べて、
・心電図の異常所見のある人が約1.9倍
・総コレステロール値が基準範囲を超える人が約2.6倍

居間や脱衣所の室温が18℃未満の住宅では、
入浴事故リスクが高いとされる“熱め入浴（42℃以上）”が
約1.8倍に増加します。また、部屋間の温度差を無くす
ために居室だけでなく、家全体を暖かくすることが重要です。
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　浄化槽とは、地中に埋設させたタンク等において、微生物の働きを利用して生活排水を浄化する設備であり、
下水道と並んで生活排水対策に欠かすことのできないものです。
　し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」と、し尿及び雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」があります
が、平成１２年度の浄化槽法の一部改正の施行以降（平成１３年４月１日から）は、合併処理浄化槽のみが設置可
能となっています。また、この改正によって、合併処理浄化槽のみが浄化槽と定義され、既存の単独処理浄化槽は

「みなし浄化槽」と定義されています。
　単独処理浄化槽は、し尿以外の雑排水を処理しないことから水環境への負荷が大きく、合併処理浄化槽への
転換が課題となっています。

浄化槽について

　福島県では浄化槽整備事業を推進しています。その概要は次のとおりです。
(1)浄化槽設置整備事業
     浄化槽の計画的な整備を図るため、その設置を行う者に対し、市町村がその設置に要する費用を助成する場

合、その助成費用の一部を補助する。
(2)公共浄化槽等整備推進支援事業
　  生活排水対策及び生活基盤整備を緊急に実施する必要がある地域において、浄化槽の面的整備を促進する

ため、市町村が自ら設置主体となる公共浄化槽等整備推進支援事業を実施する場合、その事業の費用の一
部を補助する。

※ (1)浄化槽設置整備事業で実際に設置を行うのは住民の方であり、下水道が当分の間整備されない地域等
において浄化槽を設置する場合は、設置者は費用の一部について国・県・市町村から補助を受けられます。補
助を受けられるかどうかなど詳しいことについては、浄化槽設置工事を行う前に市町村の浄化槽担当課にお
問い合わせ下さい。

　県と株式会社東邦銀行が締結した「福島県と株式会社東邦銀行の包括連携協定」に基づき、「単独処理浄
化槽等から合併処理浄化槽への転換」が住宅・リフォームローンの金利引き下げ項目の一つに追加され、
平成２７年４月１日から取扱が開始されています。
当該ローンの詳細については、東邦銀行ローン事業部へお問い合わせください。
電話番号　024-523-3175

このページに関するお問い合わせ先
一般廃棄物課　〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2-16　　 Tel：024-521-7249

1. 浄化槽とは…

2. 浄化槽整備事業について

3. 浄化槽県費補助制度について

「福島県・株式会社東邦銀行　合併処理浄化槽転換のローン金利優遇」について

交付要綱、個人設置型実施要綱、市町村設置型実施要綱
※住民の方が受けられる補助額については、県の補助制度改正を踏まえて、市町村が補助額をどのように定めるかに

より決まります。　

　設置された浄化槽は年数回（処理方式などにより異なりますが、一般的に家庭に設置されているような、処
理対象人員が20人以下の合併処理浄化槽の場合は４ヶ月に１回以上）の保守点検と年１回以上の清掃が必要
です。
　保守点検については、知事（中核市を営業区域とする場合は各市長）の登録を受けている業者に委託するこ
とができます。
　また、清掃については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
浄化槽管理者（設置者）の方には適正な維持管理をお願いします。

　法定検査には、新たに設置した際の「設置後等の水質検査」とその後毎年１回実施する定期検査があります。
法定検査は、その名のとおり浄化槽法で必ず実施するよう定められているものであり、維持管理を行っていて

も、その浄化槽が適正に機能しているかを確認するために必要です。ご家庭の浄化槽が法定検査を受検してい
るか、ご確認をお願いいたします。

　法定検査は、「指定検査機関」により実施されることとなっております。
　福島県では、公益社団法人福島県浄化槽協会を検査機関に指定していますので、万が一、受験していない場

合は公益社団法人福島県浄化槽協会に申し込みましょう。

◎微生物資材の浄化槽への投入について（浄化槽管理者の方へ）
  微生物資材（微生物を培養した液体で浄化作用があるとされるもの）を浄化槽へ投入すれば、浄化

槽の清掃が不要と誤解している浄化槽管理者（設置者）の方がいるようですが、微生物資材の効果
にかかわらず、浄化槽は年１回の清掃（汚泥のくみ取り）が浄化槽法により義務付けられております。

（浄化槽の保守点検を業者に委託している場合は、その業者が清掃の時期を判断します。）
　また、一度に多量の微生物資材を浄化槽に投入すると、浄化槽の機能を損なうおそれがありますの

で、十分ご注意ください。
　なお、浄化槽保守点検業者が誤解を与えるような営業を行っている場合は、県庁一般廃棄物課、お

近くの地方振興局県民環境部、またはお住まいの市町村浄化槽担当課へご連絡くださるようお願い
します。

浄化槽の維持管理

浄化槽の法定検査

46

T 浄化槽整備事業



　浄化槽とは、地中に埋設させたタンク等において、微生物の働きを利用して生活排水を浄化する設備であり、
下水道と並んで生活排水対策に欠かすことのできないものです。
　し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」と、し尿及び雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」があります
が、平成１２年度の浄化槽法の一部改正の施行以降（平成１３年４月１日から）は、合併処理浄化槽のみが設置可
能となっています。また、この改正によって、合併処理浄化槽のみが浄化槽と定義され、既存の単独処理浄化槽は

「みなし浄化槽」と定義されています。
　単独処理浄化槽は、し尿以外の雑排水を処理しないことから水環境への負荷が大きく、合併処理浄化槽への
転換が課題となっています。

浄化槽について

　福島県では浄化槽整備事業を推進しています。その概要は次のとおりです。
(1)浄化槽設置整備事業
     浄化槽の計画的な整備を図るため、その設置を行う者に対し、市町村がその設置に要する費用を助成する場

合、その助成費用の一部を補助する。
(2)公共浄化槽等整備推進支援事業
　  生活排水対策及び生活基盤整備を緊急に実施する必要がある地域において、浄化槽の面的整備を促進する

ため、市町村が自ら設置主体となる公共浄化槽等整備推進支援事業を実施する場合、その事業の費用の一
部を補助する。

※ (1)浄化槽設置整備事業で実際に設置を行うのは住民の方であり、下水道が当分の間整備されない地域等
において浄化槽を設置する場合は、設置者は費用の一部について国・県・市町村から補助を受けられます。補
助を受けられるかどうかなど詳しいことについては、浄化槽設置工事を行う前に市町村の浄化槽担当課にお
問い合わせ下さい。

　県と株式会社東邦銀行が締結した「福島県と株式会社東邦銀行の包括連携協定」に基づき、「単独処理浄
化槽等から合併処理浄化槽への転換」が住宅・リフォームローンの金利引き下げ項目の一つに追加され、
平成２７年４月１日から取扱が開始されています。
当該ローンの詳細については、東邦銀行ローン事業部へお問い合わせください。
電話番号　024-523-3175

このページに関するお問い合わせ先
一般廃棄物課　〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2-16　　 Tel：024-521-7249

1. 浄化槽とは…

2. 浄化槽整備事業について

3. 浄化槽県費補助制度について

「福島県・株式会社東邦銀行　合併処理浄化槽転換のローン金利優遇」について

交付要綱、個人設置型実施要綱、市町村設置型実施要綱
※住民の方が受けられる補助額については、県の補助制度改正を踏まえて、市町村が補助額をどのように定めるかに

より決まります。　

　設置された浄化槽は年数回（処理方式などにより異なりますが、一般的に家庭に設置されているような、処
理対象人員が20人以下の合併処理浄化槽の場合は４ヶ月に１回以上）の保守点検と年１回以上の清掃が必要
です。
　保守点検については、知事（中核市を営業区域とする場合は各市長）の登録を受けている業者に委託するこ
とができます。
　また、清掃については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
浄化槽管理者（設置者）の方には適正な維持管理をお願いします。

　法定検査には、新たに設置した際の「設置後等の水質検査」とその後毎年１回実施する定期検査があります。
法定検査は、その名のとおり浄化槽法で必ず実施するよう定められているものであり、維持管理を行っていて

も、その浄化槽が適正に機能しているかを確認するために必要です。ご家庭の浄化槽が法定検査を受検してい
るか、ご確認をお願いいたします。

　法定検査は、「指定検査機関」により実施されることとなっております。
　福島県では、公益社団法人福島県浄化槽協会を検査機関に指定していますので、万が一、受験していない場

合は公益社団法人福島県浄化槽協会に申し込みましょう。

◎微生物資材の浄化槽への投入について（浄化槽管理者の方へ）
  微生物資材（微生物を培養した液体で浄化作用があるとされるもの）を浄化槽へ投入すれば、浄化

槽の清掃が不要と誤解している浄化槽管理者（設置者）の方がいるようですが、微生物資材の効果
にかかわらず、浄化槽は年１回の清掃（汚泥のくみ取り）が浄化槽法により義務付けられております。

（浄化槽の保守点検を業者に委託している場合は、その業者が清掃の時期を判断します。）
　また、一度に多量の微生物資材を浄化槽に投入すると、浄化槽の機能を損なうおそれがありますの

で、十分ご注意ください。
　なお、浄化槽保守点検業者が誤解を与えるような営業を行っている場合は、県庁一般廃棄物課、お

近くの地方振興局県民環境部、またはお住まいの市町村浄化槽担当課へご連絡くださるようお願い
します。

浄化槽の維持管理

浄化槽の法定検査

47

T 浄化槽整備事業



U 住宅瑕疵担保責任保険
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U 住宅瑕疵担保責任保険
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V リフォームの補助制度

2.介護保険法にもとづく住宅改修費の支給
住宅に対する要介護及び要支援の認定を受けた者の一定の住宅改修に対し、各20万円ま
で（7～9割保険支給、1～3割自己負担）支給します。
詳しくはお住まいの市区町村までお問合せ下さい。

注：国の補助制度は、補助の対象が重複する他の国の補助制度と併用することはできません。

リフォームの補助制度
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W 被災住宅等の再建・修理やリフォームなどに関する相談窓口のご案内

2.介護保険法にもとづく住宅改修費の支給
住宅に対する要介護及び要支援の認定を受けた者の一定の住宅改修に対し、各20万円ま
で（7～9割保険支給、1～3割自己負担）支給します。
詳しくはお住まいの市区町村までお問合せ下さい。

注：国の補助制度は、補助の対象が重複する他の国の補助制度と併用することはできません。

リフォームの補助制度
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安心の住まいと
快適なくらし

住まいの支援制度の紹介
(補助金・給付金など)

令和4年度

〒960-8061　福島市五月町4-25福島県建設センター５階
　

一般社団法人福島県建築士事務所協会
　

E-mail:info＠sekkei-f.jp
TEL.024-521-4033　FAX.024-521-5087

一般社団法人
福島県建築士事務所協会




