市町村（賛助会員）の住宅関連補助制度 一覧（2）

北本市で空き家の解体を支援します！

富士見市空家除却補助金

【概要】
老朽化した空き家を解体して跡地の利活用等を考えている方など
に、
その費用の一部を補助します。

【概要】
市民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりを推進する
ため、空家の除却（解体）工事に係る費用の一部を助成します。

【補助金額】
・補助対象工事に要する費用の２分の１
（上限２０万円）
２.
表彰
※北本市内の施工業者である場合は上限３
０万円

【対象工事】
空家の除却（解体）工事

【問合せ先】
北本市 建築開発課
電話：048-594-5574

【概要】
3. 発表
自己居住用住宅のリフォームにかかる経費の一部を補助します
【対象工事】
①耐震補強関連工事
富士見市
助成制度
②バリアフ
リー工事 「住宅リフォーム」
【対象者】
補助対象住宅の所有者の方
【補助額】
対象工事①②ごとに最大１０万円
（工事に要した額の３０％以内）
【問合せ先】
志木市 建築開発課
電話：048-473-1111

坂戸市既存木造住宅耐震診断・耐震改修補助制度
【概要】
住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の「耐震診断」及び「耐
震改修」
に対して、費用の一部を補助します。
【補助対象建築物】
昭和56年５月31日以前に着工された木造２階建て以下の一戸建
ての住宅又は併用住宅で、市の定める要件を満たしているもの。
【補助対象者】
補助対象建築物の所有者で市税の滞納がない方。
【その他】
着工前に申請し交付の決定を受ける必要があります。
また、工事は
年度内に完了するものに限ります。
【耐震診断】補助限度額13万円 ※耐震診断に要した費用の額
【耐震改修】補助限度額60万円
23％に30万円を加えた額
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〒330-0853 さいたま市大宮区錦町630 埼玉県住宅供給公社 住まい相談プラザ内

TEL 048-830-0033 ホームページアドレス http://www.sahn.jp/

【対象者】
対象空家の所有者又はその相続人（個人であること）
市税の滞納がない方
【助成額】
最大３０万円
（補助対象経費の３分の１以内）

志木市安全住宅リフォーム補助制度

【問合せ先】
坂戸市 住宅政策課
電話049-283-1331

令和２年 10 月 編集・発行／埼玉県住まいづくり協議会

住宅政策係

※耐震改修に要した費用の

【問合せ先】
富士見市 建築指導課
電話：049-251-2711

寄居町定住促進補助金
熊谷市住宅リフォーム資金補助金
【概要】
熊谷市内の施工業者による住宅リフォームにかかる費用の一部
を補助します。
【費用】
工事費用
（税抜き）
の5％に相当する額
上限額10万円
「まち元気」熊谷市商品券で交付
【問合せ先】
熊谷市 商工業振興課
電話：048-524-1111

寄居町まちなか住宅取得支援補助金
【概要】
中心市街地内へ転入・転居する方の住宅取得を支援します
【対象要件】
①子育て世帯（１８歳以下の子どもがいる世帯）
または４０歳未満
の方
②転居前に３年以上中心市街地外に住んでおり、令和２年４月１
日以降に新たに中心市街地内に転居した方
③令和２年４月１日以降の契約により住宅を取得・登記した方
④５年以上継続して当該住宅を所有し、居住する方
⑤世帯全員に町税の滞納がない方
⑥当該補助金・寄居町定住促進補助金を利用していない方
【補助金額】
新築住宅（敷地面積１５０㎡以上） １００万円
中古住宅（延床面積１００㎡以上・新耐震基準のもの） ５０万円
【問合せ先】
寄居町 都市計画課
電話：048-581-2121

※補助要件等の詳細については、市町村ホームページ(ＱＲコード)からご覧ください。
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ここで、
ともに隣の川越市内になるが、新河岸川の舟運の
跡を辿るため、関連した建造物をあわせて紹介しておきたい。

❾仙波河岸公園

緻な欄間といかにも接客用にというしつらえ。❺急な階段
を上がっていくと２階。和室一部屋だが、
こちらの周囲をめ
ぐらしたすかし欄間はひとつひとつが異なる文様。
さらに３
階にあがると和室一部屋の周囲をめぐらす障子戸には近
江八景の図様が彫られるという凝りよう。欄間は２階同様
精緻な透かし欄間。
また床の間脇の窓には色ガラスがはめ
込まれ美しい。各階とも１階から３階まで和室が各一室。
そ
れぞれ紫檀、黒檀、鉄刀木という銘木を用いた床の間は、
周囲をめぐる精緻な欄間模様とともに賓客の眼を存分に
楽しませたことだろう。❻❼
晴れた日には東に富士、西に筑波山が望めるという３階
からの眺望をしばし確認した後、急な階段をゆっくりと降
り、
その脇の建物へ。
黒塗りの壁に覆われた２階建ての文庫蔵。明治30年代
に建てられたもの。
大福帳や勘定帳、冠婚葬祭や年中行事に使うお膳や食
器などが納められていたという。現在は展示スペースとして
使われている。
ところでこの記念館を訪ねるには東上線上福岡駅が最
寄りの駅になる。その上福岡駅が開通したのは大正３
（1914）年。帰り際、上福岡駅前にその敷設に尽力したこの
河岸記念館の所有者星野仙蔵の碑に眼が留まった。剣
道、神道無念流の達人で衆議院議員も務めた星野仙蔵
は、時代の流れとはいえ、家業の舟運から新しい輸送手段、
鉄道へと、次代への橋渡しの役も引き受けていたのである。

❽伊勢安︵斎藤家︶
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まずは主屋。木造2階建て。明治初期のもの。土間に続
く帳場が眼に入る。❶ 荷主との取引を行う船問屋の顔
として位置し、背後の板戸を開けると
「中の間」、
「おく」
と二
間がつながる。
右手に襖を境に
「茶の間」、
「仏間」
の二間が配され、主
屋の二階へは箱階段で上がることになる。
この使いこんだ
飴色混じりの黒光りの箱階段がいい。❷ ２階は４部屋。
視界の広がる北側の部屋からは新河岸川の岸辺で荷揚
げされる様をながめられたはずである。❸ もう一度一階
に降りる。舟運に使われた船が天井から下げられて展示
されている主屋の北側に連結して問屋で働く大勢の人々
や家族の食事を賄う大きな釜の並ぶ大きな台所がある。
明治30年代に建てられたもの。
大勢の客の集まる酒宴の際にはここから料理が次々に
運ばれていったのである。
そこでふと眼に留まったのはこの棟の壁側と入口付近に
取り外し可能な梯子。
２階にしつらえられた男部屋、せまい
女部屋へとつづくもの。間違いをおこさぬよう、使われた梯
子は最後に上った者が引き上げるしくみ。
建物としては、頑丈な主屋の脇にある明治33（1900）年
頃に建てられた離れが最も面白い。❹
木造３階建ては県内でも珍しい。主に接客として使われ
たものである。
１階の奥に床柱も珍しい和室。
ここでは便所に注目。入り
口天井を見上げると旭光飾りの装飾、
引き戸の上部には精

❺付け書院のある旧金子家住宅の床の間

❻河岸記念館ー欄間

県土における川の面積比率が日本一の本県。
川を介し
た舟運が盛んだった。
大井町と上福岡市の合併で旧上福岡河岸記念館はふ
じみ野市立福岡河岸記念館と改称している。
コロナ禍のはざまに、急いで離れと主屋２階の特別公
開の日にでかけた。
新河岸川に架けられたコンクリート製の養老橋からも３
階建ての離れがひときわ眼をひく建物である。
もとはといえば、寛永15（1638）年、
川越の大火で焼失
した仙波東照宮の再建資材を江戸から新河岸川で運ん
だのがはじまり。江戸期から明治期の中頃まで舟運で栄
えたこの辺り。
天保期以降、幕府から公認され回漕問屋として江戸
屋、吉野屋、
そしてこの河岸記念館のある福田屋が仲買商
を兼ねながら営業をしてきた。
コンクリート造となっている養老橋の上から新河岸川を
のぞむ。
雑草の生い茂った現在の状況からは対岸の古市場河
岸とともに繁華だった盛時の様子を想像するのは難しい。
新河岸川の堤から福田屋だったこの記念館まではゆった
りとした上り坂となっている。
明治期中頃には十数棟の建物が築かれていたが、現在
残されているのは主屋・台所棟、文庫蔵、
そして離れ。
それ
らがL字型に並ぶ。

❺河岸記念館ー離れの便所

舟運の記憶〜福岡河岸記念館

❷河岸記念館ー二階へ通じる箱階段

❶河岸記念館ー帳場から

今号からしばらく、2005〜2015年の連載時に触れられな
かった市町村を中心に、
「シリーズ埼玉の住まい」
を掲載いた
します。

❼河岸記念館ー障子の下部

舟運の記憶〜ふじみ野市

❹河岸記念館ー離れと文庫蔵

❸河岸記念館ー２階から新河岸川をのぞむ

シリーズ 埼玉の住まい——３７回

河岸のあとを訪ねて

新河岸川を少し川越方面に上った旭橋付近の新河岸も
また舟運の要地でもあった。
東上線の隣駅の新河岸駅から歩いて10分たらず。
広い土間と袖蔵のある帳場格子、明治3（1870）年築の
船問屋伊勢安(斎藤家)。❽ 帳場内の堂々たる看板は奥
に連なる元禄時代のそうめん蔵のほか味噌蔵、米蔵ととも
に、舟運の盛時のさまを語る。
さらにもう一駅先、東上線川越駅から歩いて10数分。国
道16号線沿いの愛宕神社に隣接した地点。大地の湧水と
小川の開発により設けられた新河岸川上流の河岸、仙波河
岸が新設されるのは明治12（1879）年。樹陰の映る澱んだ
池に悠然と鯉の泳ぐ仙波河岸公園はその跡。❾
河川改修を経、輸送機関の変遷に伴い、盛時を誇った新
河岸川の舟運は、昭和6（1931）年、県の命令によりその歴
史を閉じている。
伊豆井秀一（元埼玉県立近代美術館主席学芸主幹）
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令和２年度総会開催
会長あいさつ

埼玉県住まいづくり協議会 会長

平素は、埼玉県住まいづくり協議会に対し、格別のご協力を頂き

厚く御礼申し上げます。
本年も新年度総会の場にて多くの会員の皆様にお会いし、
当協
議会の施策についての議論、
また、総会後には住宅事業に関わる会
員の皆様、各メーカーや設備業者様、金融機関、行政、公益団体の
皆様との意見交換を楽しみにしておりましたが、新型コロナウイルス
禍の影響を鑑み、誠に残念ながら定時総会は書面会議の開催とさ
せて頂きました。会員の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。
さて、新型コロナウイルス禍による住宅業界への影響は大きく、会
員の皆様に於かれましても大変な日々を過ごされていると思います。
緊急事態宣言は全国的に解除されましたが、首都圏に於きまして
は感染者数の減少とはならず、第２波、第３波を危惧しながら、新常
態と言われる中での経済活動や生活となっています。在宅勤務、
オ
ンライン授業、
サテライトオフィスが広がっていく事により、家で過ご
す時間が増え、家族との関わりや役割も変化し、住宅や街の在り方
も大きく変化、進化していく事は容易に想像できます。
また、豪雨や
地震による自然災害も懸念されます。
昨年度総会の新会長あいさつに於いて、私たちを取り巻く環境

令和２年度埼玉県住まいづくり協議会総会は、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止のため、書面による開催とさせていただきまし
た。総会開催に当たり事前に正会員の皆様へ、総会資料を郵送さ
せていただき、審議事項の採決をいただきました。
正会員数１３６社のうち８１社から採決の回答を頂きました。会
則第１７条第５項の規定により正会員の過半数を満たしているた
め、本総会が成立している事を確認いたしました。
上程、審議された議案は以下のとおりです。
第１号議案 令和元年度事業報告（案）
について
第２号議案 令和元年度収支決算（案）
について
第３号議案 令和２年度事業計画（案）
について
第４号議案 令和２年度収支予算（案）
について
第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案のいずれも全
員異議無く、原案通り承認されました。

令和元年度事業報告
《情報普及部会》
●住生活月間シンポジウムの実施 令和元年10月21日
（参加者136名）
第１部 いくつになっても脳が若返る生き方
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宇佐見

佳之

は、第四次産業革命と言われる科学や技術の進化により、仕事、生
活、消費のプロセスが大きく変わる事、
そして、少子高齢化問題、環
境エネルギー問題、空き家の増加等が懸念されるなか、住宅の在
り方が大きく変わる時代になるという話をさせて頂きました。新型コ
ロナウイルス禍による影響は、変化の内容はもちろん、
そのスピード
を大きく加速させるものであり、官民が一体となり、活動する当協議
会の力を発揮する時だと思います。
新常態へと変化する現在、安心で快適な暮らしをどう実現して
いくのか、私たちの役割と責任が問われます。
これから発生する課
題に真摯に向き合い、会員の皆様と共に、埼玉県に於ける住生活
向上、会員の皆様の発展に寄与出来ればと思っています。様々なイ
ベントや活動が自粛、縮小される中ですが、今年度も運営委員会、
情報普及部会、広報部会を中心に、事業の推進、各種後援の承
認、予算執行状況の確認を行い、
６つの専門委員会が新常態の住
まいと住まい方の実現に向けて参ります。皆様のご意見をお聞き
し、今までの活動実績に、時流を踏まえた活動内容、形態を取り入
れながら運営を進めて参りますので、皆様のご理解とご協力を頂け
れば幸いです。

講演者：株式会社脳の学校代表、加藤プラチナクリニック院長
昭和大学客員教授 加藤 俊徳 氏
第２部 超高齢化社会における持続可能な郊外住環境の実現に
むけて
講演者：建築家 東京藝術大学准教授 藤村 龍至 氏
（展示）
第15回埼玉住み心地の良いまち大賞、第6回埼玉県環境住宅
賞の作品展示
●第１回講習会（現地見学会）
開催日：令和元年９月１７日
（水）
見学場所：豊洲スマートエネルギーセンター
第２回講習会（空き家対策講習会）参加者：５５名
開催日：令和２年１月２８日
（火）／埼玉県県民健康センター
講演テーマ及び講演者
○テーマ：暮らしを豊かにする空き家まちづくり
講師：首都大学東京都市環境学部 教授
饗庭（あいば）伸（しん）氏
○テーマ：県の空き家対策の取組
講師：県都市整備部建築安全課 職員
《広報部会》
●Smile通信の発行

第76号（令和元年7月） 第77号（令和元年10月）
第78号（令和2年1月） 第79号（令和２年3月）
●ホームページによる広報活動
随時、活動情報等の掲載。
《良いまちづくり推進委員会》
●第15回埼玉住み心地の良いまち大賞事業
募集内容：埼玉県内の身近な
「まち」
の良さを再発見
・応募数：2,537点
・表彰：知事賞1点、教育長賞1点、会長賞2点、審査委員長賞
2点、優秀賞30点、協賛企業賞30点、優秀団体賞3点
計69点
・表彰式：台風19号の影響により中止
●住まいの防犯アドバイザー事業
①養成講習会 ②フォローアップ研修会 ③住宅防犯相談の開催
《住宅リフォーム推進委員会》
●定期講習会（５回）
（但し、第82回は住生活月間シンポジウムと併
催）
●新規登録事業者向け説明会（1回開催）
●住宅リフォーム相談の開催（24回開催）
●県民向け住宅リフォーム講習会、事業者向け住宅リフォーム講
習会の開催
●埼玉県・市町村開催の事業者向けの住宅リフォーム講座・相談
会について協議会で積極的に協力支援
●台風19号被災者向けの住宅リフォーム相談会（東松山で2回開催）
《サスティナブル研究委員会》
●第7回埼玉県環境住宅賞の実施（応募数 92作品）
表彰：埼玉県知事賞1作品、優秀賞3作品、審査委員長特別賞1
作品、協議会会長特別賞1作品、入選5作品、奨励賞3作品
表彰式：令和元年12月12日
（参加者47名）
●講習会・勉強会等の開催（２回）
・テーマ：拡大するＲＥ１００とＳＤＧｓで描く地域の未来
開催日：令和元年７月１２日
（金） 参加者２４名
・テーマ：住宅産業はＳＤＧｓに取り組もう！
開催日：令和元年 ９月１３日
（金） 参加者３５名
《応急仮設プロジェクトチーム》
●被災後の応急仮設住宅の供給について検討
●災害時における応急仮設木造住宅の建設に関する協定書
埼玉県及び救助実施市であるさいたま市が埼玉県住まいづくり
協議会に協力を求めるに当たって必要な事項を定めた協定書を
令和２年３月３１日に締結。
《優良マンション検討委員会》
●住み心地の良いマンション登録制度などの検討
《既存住宅流通促進検討委員会》
●安心中古住宅登録制度の運用について
●制度運用要綱改正
《住宅施策研究会及び理事懇談会》
●第１回 令和元年8月19日開催
《運営委員会》
●県内が被災した際の住宅応援修理の支援について協議した

令和元年度収支決算
一般会計
収入 16,568,228円
（含 前年度繰越金 5,368,138円）
支出
9,936,273円
防犯アドバイザー特別会計
収入 1,446,743円
（含 前年度繰越金 1,114,732円）

支出
853,425円
リフォーム事業特別会計
収入 5,109,531円
（含 前年度繰越金 2,780,429円）
支出 1,790,382円

令和２年度事業計画
《情報普及部会》
●住生活月間シンポジウム開催 ●見学会、講習会の開催
●空き家対策講習会 ●会員募集活動についての研究
《広報部会》
●会報「Smile通信」4回発行 ●ホームページの更新（随時）
《良いまちづくり推進委員会》
●埼玉住み心地の良いまち大賞事業
●住まいの防犯アドバイザー養成・登録事業実施
●防犯の家認証事業の実施 ●市町村と連携した防犯啓発事業
《住宅リフォーム推進委員会》
●定期講習会実施 ●新規登録事業者向け制度説明会
●住宅リフォ−ム相談の開催
《サスティナブル研究委員会》
●埼玉県環境住宅賞事業 ●講習会の実施
《応急仮設プロジェクトチーム》
●県とさいたま市との災害時における応急仮設住宅の建設に関す
る協定書に基づく、災害時に迅速に対応できる体制の構築
《優良マンション検討委員会》
●住み心地の良いマンションの検討
《既存住宅流通促進検討委員会》
●安心中古住宅登録制度の普及に向けた総合的な検討
●市町村等と連携した既存住宅流通に関する施策の検討
●住宅ストック維持・向上促進事業（国交省補助）
に関する検討

令和２年度収支予算
一般会計
収入
18,522,045円
（含 前年度繰越金 6,631,955円）
支出
13,100,000円
防犯アドバイザー特別会計
収入
1,559,329円
（含 前年度繰越金 593,318円）
支出
1,125,000円
リフォーム事業特別会計
収入
5,077,173円
（含 前年度繰越金 3,319,149円）
支出
1,515,000円

報告事項

●新規入会会員
（正会員）（株）Looop、
（株）太陽商工
（賛助会員）
さいたま市、
ふじみ野市、
日高市、鴻巣市
●功労者表彰
功労者表彰規定に基づき次の８名と９社を表彰した
須賀亮（大賀建設（株)）、細井保雄（（株)ファイブイズホーム）
渡邊弘美（（株）藤島建設）、河北哲哉（大賀建設（株)）
小林敏昭（（株)ファイブイズホーム）、岩井真（（株）藤島建設）
浅野俊郎（東京電力エナジーパートナー(株)）
中藤栄顕（(株)中央住宅）
i-sumu設計(株)、(株)アキュラホーム埼玉西、(株)OKUTA、
近藤リフレサービス(株)、独立行政法人住宅金融支援機構、
大和ハウスリフォーム(株)、
ポラス(株)、(株)ポラスのリフォーム、
(株)LIXIL
●住宅リフォーム登録事業者表彰
令和元年度の講習会に皆勤した次の２社を表彰した
栄光建設（株）、
（株）
ポラスのリフォーム
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情報普及部会長

広報部会長

就任あいさつ

就任あいさつ

近藤建設株式会社
發知 正仁
この度、情報普及部会の部会長を務めさせていただくことになり
ました近藤建設株式会社の發知正仁と申します。
今まで協議会が培ってきた実績に時流を踏まえた活動を取り入
れながら、講習会や見学会の開催など、新しい情報発信を通じて会
員の皆様と共に学び、成長し、
そして埼玉県の住環境の向上に積極
的に取り組んで参ります。
至らない点も多々あるかと思いますが、皆様方のご指導・ご協力を

安心中古住宅登録制度
埼玉県住まいづくり協議会が「３つの安心」
を備えた中古
住宅をご紹介します。

株式会社アキュラホーム埼玉西
田端 秀之
私儀、この度は埼玉県住まいづくり協議会広報部会長を務
めさせて頂くことになりました株式会社アキュラホーム埼玉
西の田端秀之と申します。
埼玉県住まいづくり協議会の活動が埼玉県民の「豊かな暮
らし」向上のために日々様々な活動を行っている事、そして
価値ある情報を収集、提供していく事など広報部として県民

①「品質」
の安心
定められた品質検査をクリアし、既存住宅売買瑕疵保険等
に加入済み。
万が一の事故の費用を補償します。
②「アフターメンテナンス」
の安心
購入後でも、修繕・リフォームのご相談を販売会社がいつ
でも承ります。
③「地震」
への安心
一定の耐震基準に適合した住宅をご提供します。

【概要】
さいたま市では、住宅の耐震診断・耐震補強工事にかかる費用の
一部を補助しています。

埼玉アートプロジェクト

一般社団法人 芸術支援・地方創造機構 理事
株式会社AGホールディングズ代表取締役

柴山哲治
埼玉県文化振興基金からの2019年度に助成金を頂き、埼玉県

加え、実際に一般の方々に購入し作品を楽しんで頂くことが若手

から文化・芸術を発信することと、若手アーティストの育成・支援を

アーティストへの経済的な支援にもなる、
という点です。加えて、特に

目的とした
「埼玉アートプロジェクト」
を開催しました。具体的には

コロナ以降、
リモートワーク等「新たなる日常」
を見据え、
オンライン

「埼玉県にゆかり
（出身或いは居住）
のある若手アーティスト
（＊）
が

で家で仕事をすることが多くなりました。仕事場でもある
「家」
に潤い

制作した美術作品」
「埼玉県内の風景等を、
モチーフとした美術作

を持たせるために
「アートを外で見る」
だけの習慣から
「アートを買っ

品（出身・居住地は問わない）」及び
「埼玉県の伝統工芸品を使った

て家で飾って楽しむ」
習慣が「新たなる日常」
の一つになると考えて

美術作品（出身・居住地は問わない）」
を公募し、厳正なる審査（＊＊）

おります。

を通して、入選作品を埼玉会館で展示し、
その後、公開オークション

買って楽しむ、
と言っても１点何十万円、何百万円もする作品は

を実施し、制作したアーティストに落札金額を全額還元しました。落

一般人には買えません。
そこで、今は無名でも将来性がありそうな若

札手数料に代わり、運営費は埼玉県文化振興基金からの助成を以

手アーティストの作品、
しかも地元に何らかの所縁がある作品を数

て開催することが出来ました。

万円〜１０万円程度で買えるのが本プロジェクトの特徴です。

＊応募資格は４０歳以下の方
＊＊作品審査委員長は、建畠晢 埼玉県立近代美術館館長

本年度以降は助成金は出ませんので、今後は、埼玉地元の企業
等を通じ、
「一家に１点アートを」毎年購入、
という
「新たなる日常」
に
適用した動きが起こるように期待をしております。

この活動を通じて、埼玉にゆかりのアーティストに美術作品を発
表する機会を与え、経済的にも自立出来る若手アーティストの育

問い合わせ先

成・支援に貢献出来たと思います。
また作品の材料としての埼玉県

一般社団法人 芸術支援・地方創造機構 理事

の伝統工芸品（小川和紙等）
や素材（西川材）
にも光が当たることに

株式会社AGホールディングズ代表取締役 柴山哲治

より、埼玉の芸術・文化や伝統工芸を発信・支援する仕組みを作る

Email : art@ag-h.net

ことで、持続的に発展させることを目的としております。

Tel : 03-3465-3010

このプロジェクトが通常のアートイベントと異なる点は、展覧会に
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【お問合わせ】
埼玉県住まいづくり協議会事務局 ０４８８３０００３３
※会員の皆様へ
物件登録事業者も随時募集しています。希望者は協議会事
務局へご連絡ください。

市町村（賛助会員）の住宅関連補助制度 一覧（１）
さいたま市耐震補強等助成制度

賜りながら精一杯に取り組んで参りますので何卒よろしくお願い申し

また、
中古住宅の買取査定も行っています。
詳細はホームページをご覧いただくか、協議会事務局まで
お問い合わせください、

【助成額】
１．木造住宅耐震診断員派遣制度
無料で派遣します
２．耐震診断助成制度
最大6.6万円
３．耐震補強工事助成制度
最大120万円
（費用の1/2）
【問合せ先】
さいたま市 建築総務課
電話：048-829-1539

川口市住宅リフォーム補助金
【対象工事】
（1）
から
（5）全てにあてはまる工事
（1）川口市内の個人住宅のリフォーム工事（過去にこの制度を利
用したことがある住宅のリフォーム工事は対象外）
（2）税込20万円以上のリフォーム工事
（3）
川口市内に本社がある事業者が行う工事（市内に支社、支店
等のみがある場合は対象外）
（4）令和２年４月１日以降に着工した工事（契約の締結日はそれ
以前でも可）
（5）
エアコンやLED照明などの家庭用電化製品や、蓄電池等の購
入及び附帯工事でないこと
【補助金額】
リフォーム工事費（税込）
の５％に相当する金額
（限度額１０万円）
【問合せ先】
川口市 住宅政策課
電話：048-242-6326

飯能市多世代同居・近居住宅取得事業補助金
８

【概要】
2世代以上の直系親族（親・子・孫等）
がともに市外から転入、又は
いずれかの世代が市外から転入し同居・近居するために住宅を取
得した場合に、補助金を交付します。
【補助率】
・住宅取得費（税抜）
の10％
・上限額：
①新築住宅（市内事業者施工）
を取得される場合は40万円
②新築住宅（市外事業者施工）、建売住宅、
中古住宅を取得
される場合は10万円
※飯能市空き家バンク制度を利用して補助対象住宅を取得さ
れる場合は、10万円加算します。
【問合せ先】
飯能市 建築課
電話：042-973-2170

桶川市既存木造住宅耐震化事業(補助制度）
【耐震診断】
・昭和５６年５月以前に建てられた２階建て以下の木造住宅又は
兼用住宅
【耐震改修】
・前記の耐震診断の補助対象とされた住宅で、耐震診断の結果、
改修が必要であると判定されたもの
【建替え】
・前記の耐震診断の補助対象とされた住宅で、耐震診断の結果、
改修が必要であると判定されたもの
・市内に本店を置く建設業者が建築するものであること
【耐震診断】
・補助金の上限額：５万円
【耐震改修】
・補助金の上限額：８０万円
【建 替 え】
・補助金の上限額：８０万円
【問合せ先】
桶川市 建築課
電話： 048-788-4957

※補助要件等の詳細については、市町村ホームページ(ＱＲコード)からご覧ください。
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