
 

 

住まいの安全安心・流通促進事業補助金交付要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、住まいの安全安心・流通促進事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）

に基づく補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領における用語の意義は、要綱に定めるもののほか、次の各号に定めるところに

よる。 

２ 空き家取得後リノベ型 既存住宅の取得者等が市内業者と請負契約を締結し、補助対象工事

を行う方式をいう。 

３ リノベ済空き家購入型 買取再販事業者が補助対象工事を実施した既存住宅を売買により取

得する方式をいう。 

４ 要綱第２条第１項第３号に規定する取得者等の定義において、売買若しくは相続により取得

又は賃借する者とは、以下の者をいう。 

(1) 事前申込を行う日（以下「事前申込日」という。）の１２ヶ月以内に売買により取得した

者（売買契約又は購入申込など書面による事前の手続きを行った者を含む。） 

(2) 相続により取得した者で、現にその住宅に居住していない又は事前申込日の１２ヶ月以内

にその住宅に居住を開始した者 

(3) 事前申込日の１２ヶ月以内に賃借を行った者（賃貸借の契約又は入居申込など書面による

事前の手続きを行った者を含む。） 

(4) リノベ済空き家購入型である場合は、令和３年４月１日以降に売買により取得した者 

５ 第４項及び要綱第２条第１項第３号における相続には、３親等以内の親族間の生前贈与を含

むものとする。 

６ 要綱第２条第１項第３号に規定する取得者等には、取得者等の３親等以内の親族を含むもの

とする。 

７ 要綱第３条第１項第１号に規定する若者世帯とは、事前申込日において補助金交付申請者が

３９歳以下の世帯をいう。 

８ 要綱第３条第１項第１号に規定する子育て世帯とは、事前申込日において１８歳未満の子又

は妊娠している者を有する世帯をいう。 

９ 要綱第３条第１項第１号に規定する同居とは、親世帯の補助金交付申請者が子世帯（同号に

規定する若者世帯又は子育て世帯に限る）と同一の補助対象住宅に居住することをいう。 

１０ 要綱第３条第１項第１号に規定する近居とは、親世帯の補助金交付申請者が市内の子世帯

（同号に規定する若者世帯又は子育て世帯に限る）の居住地と同一小学校区または直線距離概

ね 4 ㎞以内の補助対象住宅に居住することをいう。 

 

（補助金の交付対象工事） 

第３条 要綱第５条第１項第４号に規定する一定規模以上の改修工事とは、工事に要する経費（消

費税及び地方消費税相当額を除く）が１００万円以上である工事をいう。 

２ 要綱第５条第２項に規定する補助対象工事の仕様・性能は、別表１に定めるものとする。 

 

（補助金の交付対象者） 

第４条 要綱第３条第１項第２号アにおける自らが居住するために工事を行う者等には、３親等

以内の親族が居住するために工事を行う者を含むものとする。 

２ 要綱第３条第１項第２号イにおける自らが居住するために売買により取得した者には、３親

等以内の親族が居住するために売買により取得した者を含むものとする。 

 



 

 

（補助金の事前申込） 

第５条 要綱第７条第１項に規定する別に定める期日とは、以下のとおりとする。 

 (1) 空き家取得後リノベ型 工事の着手の日 

 (2) リノベ済空き家購入型 既存住宅の取得の日の１２ヶ月以内 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 要綱第８条第１項に規定する別に定める期日とは、以下のとおりとする。 

 (1) 空き家取得後リノベ型 工事の完了の日から起算して２０日を経過した日 

 (2) リノベ済空き家購入型 要綱第７条第２項の受付の日又は建物売買契約書に係る費用を支

払った日から起算して２０日を経過した日  

２ 要綱第８条に規定する補助金交付申請書（兼実績報告書）に添付する書類は、次の各号に掲

げる書類とする。ただし、北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助金の交付申請を同時に

行う場合は、第１号、第２号、第３号、第６号及び第７号に掲げる書類を省略することができ

る。 

(1) 補助対象工事を行う住宅の位置図 

(2) 補助対象住宅の建築年月（又は工事着手年月）を証する書類 

(3) 耐震性能を有することを証する書類（本事業と併せて耐震改修工事を行った場合は、耐震

改修工事が完了したことを証する書類） 

(4) 取得者等であることを証する書類 

(5) 賃借人が所有者の同意を得て工事を行う場合は、所有者全員の同意書（様式第８号） 

(6) 補助金交付申請者の納税証明書（申請書提出日の３ヶ月以内に発行された原本） 

(7) 施工業者（元請）代表者・役員リスト（様式第９号） 

(8) 補助対象工事に係る施工箇所及び施工内容を記載した図面 

(9) 空き家取得後リノベ型である場合は、補助対象工事の契約を明らかにする書類の写し（契

約書、注文書等）及び補助対象工事に要する経費が確認できる明細書（見積書等）の写し 

 (10) 空き家取得後リノベ型である場合は、補助対象工事に要した経費に係る施工業者からの領

収書の写し 

(11) リノベ済空き家購入型である場合は、建物売買契約書の写し及び補助対象工事説明書（様

式第１０号） 

(12) リノベ済空き家購入型である場合は、建物売買契約書に係る費用を支払ったことがわかる

書類 

(13) 施工写真（使用する材料や設備機器等が、市が指定する仕様・性能を備えることを証する

写真） 

(14) 補助金交付申請者が若者世帯である場合は、補助金交付申請者の住民票の写し 

(15) 補助金交付申請者が子育て世帯である場合は、補助金交付申請者の世帯全員の住民票の写

し（出産予定の子がいる場合は、母子健康手帳等の診断経過がわかる書類の写し） 

(16) 補助金交付申請者が子世帯と同居・近居する親世帯である場合は、補助金交付申請者と子

世帯の住民票の写し及び補助金交付申請者と子世帯の親族関係がわかる書類 

(17) 自ら居住することがわかる書類 

(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付請求） 

第７条 要綱第１０条第１項に規定する補助金交付請求書に添付する書類は、次の各号に掲げる

書類とする。 

(1) 北九州市会計関係帳票規則第１５号様式 

  (2) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 



 

 

（様式） 

第８条 要綱に規定する様式は、別表２のとおりとする。 

２ 要領に規定する様式は、別表３のとおりとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、令和２年１１月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 



 

 

別表１（第３条関係 補助対象工事の仕様・性能） 

補助対象工事 仕様・性能 

１  エコ

工事 

(1) 断 熱

工事 

(ｱ)開口部 開口部（窓、玄関ドアなど）、外壁、屋根・天井、床の

断熱性能を現況より向上させるもの。 (ｲ)外壁 

(ｳ)屋根・天井 

(ｴ)床 

(2)浴室断熱を伴うユニッ

トバス設置工事 

JIS A 5532に規定する高断熱浴槽（4時間後の湯の低下温

度が2.5℃以内）と同等以上の性能を有する浴槽を含むユ

ニットバス設置を行うもので、外気に面する場合は浴室

の断熱工事（外気に面する壁面や床下など）を実施し、

断熱性能を現況より向上させるものを含む。 

(3)エコ住宅設備設置工事 節水トイレ、節湯水栓、高効率給湯器、太陽熱利用シス

テムを設置するもの。 

２  子育

て・高齢

化対応工

事 

(1) バ リ

アフリー

化工事 

(ｱ)屋内段差

解消 

便所、浴室、脱衣所その他の居室及び廊下等の段差を解

消するもの。 

(ｲ)手すり設

置 

浴室、便所、脱衣所、玄関、階段、廊下、アプローチ等

に手すりを取り付けるもの。  

(2) ヒ ー

トショッ

ク対策工

事 

(ｱ)浴室・脱衣

所暖房機器設

置 

浴室または脱衣所に固定式の暖房機器を設置するもの。 

(ｲ)床暖房機

器設置 

温水式又は電気式の床暖房機器を設置するもの。 

(3)家事負担軽減設備設置

工事 

ビルトイン食器洗機、掃除しやすいレンジフード、ビル

トイン自動調理対応コンロ、宅配ボックスを設置するも

の。 

(4)子育て対応改修工事 対面型・アイランド型キッチンへの改修、間取り広さの

変更など、見通し確保のための改修を行うもの。 

３  新し

い生活様

式対応工

事 

(1)在宅勤務への対応改修

工事 

間取り広さの変更、造作机を新設など、在宅勤務へ対応

するための改修を行うもの。 

(2) 新 型 コ

ロナウイス

感染予防等

対応工事 

( ｱ )換気対

策対応 

採風機能のついた玄関ドア・勝手口・室内窓・室内ドア

を設置するもの又は、開閉可能な外窓・埋込式の換気設

備を新設するもの。 

( ｲ )手洗い

設備設置 

手洗い設備機器を新設するもの。 

(ウ)非接触

型自動水栓

の設置 

自動的に開閉する機能を持つ水栓を設置するもの。 

４ 要綱第５条第１項第１号、第２号

又は第３号の工事を含む一定規模以上

の改修工事 

同表１、２又は３に掲げる工事を含む一定規模以上の工

事を行うもの。 

 

 

別表２（第８条関係 要綱に規定する様式） 

要 綱 名 称 別記様式 

第７条第１項 住まいの安全安心・流通促進事業事前申込書 様式第１－１

号 



 

 

第８条 

第１３条 

住まいの安全安心・流通促進事業補助金(変更)交付申請書兼

実績報告書（兼申請等事務代行届） 

様式第１－２

号 

第９条第１項 住まいの安全安心・流通促進事業補助金交付決定通知書（兼

額確定通知書） 

様式第２号 

第９条第２項 住まいの安全安心・流通促進事業補助金不交付決定通知書 様式第３号 

第１０条第１項 住まいの安全安心・流通促進事業補助金交付請求書 様式第４号 

第１１条第３項 住まいの安全安心・流通促進事業補助金交付決定取消通知書 様式第５号 

第１２条第１項 住まいの安全安心・流通促進事業補助金事前申込取下げ届 様式第６号 

第１４条第１項 住まいの安全安心・流通促進事業補助金返還命令書 様式第７号 

 

 

別表３（第８条関係 要領に規定する様式） 

要 領 名 称 別記様式 

第６条 住まいの安全安心・流通促進事業補助金同意書 様式第８号 

第６条 住まいの安全安心・流通促進事業補助金施工業者（元請）代

表者・役員リスト 

様式第９号 

第６条 住まいの安全安心・流通促進事業補助金補助対象工事説明書 様式第１０号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


