
倉吉市住宅リフォーム助成金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、倉吉市が補助金等として交付する倉吉市住宅リフォーム助成金（以下「助成

金」という。）について、倉吉市補助金等交付規則（平成12年倉吉市規則第29号。以下「規則」と

いう。）第１条第３項の規定に基づき、規則の他の規定にかかわらず、その交付について必要な事項

を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、「個人住宅」とは、市内に存する建築物のうち、次のいずれかに該当する

ものをいう。

(１) 個人の居住の用に供する専用住宅

(２) 店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業の用に供する部分と個人の居住の用に供する部分が併用

された建築物のうち個人の居住の用に供する部分

(３) 集合住宅のうち個人が専有して居住の用に供する部分

２ この要綱において、「リフォーム工事」とは、個人住宅の機能又は居住環境の向上のために行う修

繕、模様替え、一部増改築等の工事をいう。ただし、家具、家庭用電気製品等の備品の購入及び設

置を伴うもので、工事の結果当該備品が個人住宅に固着されない場合は、これを除く。

３ この要綱において「市内業者」とは、市内に本店又は主たる事務所を置くリフォーム工事を施工す

ることができる事業者（個人事業者を含む。）をいう。

（交付目的）

第３条 助成金の交付は、新型コロナウィルス感染症の拡大に対応した個人住宅での居住環境の改善

のためのリフォーム工事を促進し、及びこれに伴う消費喚起により地域経済の活性化を図ることを

目的として行う。

（助成金の交付）

第４条 市は、前条の目的を達成するため、別表の第２欄に掲げる個人住宅（以下「助成対象住宅」

という。）に対して同表の第３欄に掲げるリフォーム工事（以下「助成対象工事」という。）を行う

同表の第１欄に掲げる者（以下「助成対象者」という。）に対し、予算の範囲内で助成金を交付す

る。ただし、１の助成対象工事につき２以上の助成対象者がある場合は、そのうちの１の助成対象

者に限る。

２ 助成金の額は、助成対象工事に要する経費（国又は地方公共団体（倉吉市を含む。）の個人住宅の

改修に関する他の助成をその経費に充当する助成対象工事にあっては、充当する他の助成の額を控

除した額）の額に別表の第４欄に掲げる助成率を乗じて得た額（1,000円未満の端数を生じた場合

は、当該端数を切り捨てた額）と同表の第５欄に掲げる限度額のいずれか低い額とする。

（交付の申込み）

第５条 助成金の交付を希望する助成対象者（以下「助成希望者」という。）は、倉吉市住宅リフォーム

助成金申込書（様式第１号）に所定の事項を記入し、交付の申込みにつき市長が別に定める日までに

これを市長に提出しなければならない。

２ 前項の規定による申込みは、１の助成対象者につき１件に限る。

（交付対象者等の決定等）



第６条 市長は、前条第１項の規定による申込みの助成見込額の欄に記入された金額の総額（以下「助

成見込総額」という。）が予算の範囲を超える場合は、当該申込みをした助成希望者のうちから、助成

金の交付の申請（以下「交付申請」という。）をすることができる者（以下「交付対象者」という。）

を、その助成見込額の合計額が予算の範囲内となるように決定し、及び交付対象者以外の者（以下「補

欠者」という。）の順位を決定する。

２ 市長は、前項の規定による決定を、その職員に抽選をさせることにより行う。

３ 市長は、交付対象者のうちで交付申請をすることを辞退した者（交付申請を取り下げた者を含む。

以下「交付辞退者」という。）がある場合は、補欠者で順位がより上位の者から、交付対象者（交付辞

退者を除く。）の助成見込額の合計額にその者の助成見込額を加えた額が予算の範囲内で最大となる

まで、順次当該補欠者を交付対象者として決定する。

４ 前３項の規定にかかわらず、助成見込総額が予算の範囲を超えない場合は、市長は、申込みをした

助成希望者の全員を交付対象者に決定する。

５ 市長は、第１項又は前２項の規定により交付対象者又は補欠者となった者に、それぞれその旨を通

知する。

（交付申請の時期等）

第７条 交付対象者は、交付申請につき市長が別に定める日（以下「申請期限日」という。）までに交付

申請を行わなければならない。この場合において、申請期限日までに交付申請を行わなかった交付対

象者は、交付辞退者とみなす。

２ 前条第４項の規定により交付対象者を決定した場合において、なお助成見込総額が予算の範囲を超

えず、かつ、助成対象者（交付対象者及び交付辞退者を除く。以下この項において同じ。）があるとき

は、第５条第１項の規定にかかわらず、助成対象者は、申請期限日までに交付申請を行うことができ

る。

３ 交付申請をしようとする交付対象者（以下「申請者」という。）は、倉吉市住宅リフォーム助成金交

付申請書（様式第２号）に所定の事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、市長にこれを申請しなけ

ればならない。

(１) 申請者の属する世帯の住民票又はその写し

(２) 申請者が交付申請をする日（以下「交付申請日」という。）において居住する市町村の市町村税

に滞納がないことを証明する書面

(３) 登記事項証明書、固定資産評価証明書、固定資産税についての課税明細書その他の助成対象住

宅の所有者を確認できる書類

(４) 戸籍抄本その他の助成対象住宅の所有者との親族関係を確認できる書類（申請者が助成対象住

宅の所有者でない場合に限る。）

(５) 助成対象工事の内容が確認できる市内業者の作成した見積書並びに工事数量及び仕様が確認

できる図書（以下「確認図書」という。）

(６) 助成対象工事の施工前の状況が分かる写真

(７) 別表の第１欄２の項各号に掲げる世帯のいずれかに該当するかどうかを証する書面又はその

写し（申請者が同項の規定の適用を受ける場合に限る。）

（助成金の交付決定）

第８条 市長は、申請者から前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当



と認める場合は、申請の日から20日を経過する日までに当該申請に係る助成金の交付を決定し、倉吉

市住宅リフォーム助成金交付決定通知書（様式第３号）により、交付決定をしないときにあっては、

その旨及びその理由を、それぞれ申請者に通知するものとする。

２ 前項の規定による審査は、交付申請に当たって提出された書類によるほか、必要に応じ、現地調査

を行うこと等による。

３ 交付決定を行う場合において、市長は、必要があると認めるときは、申請者に交付申請に係る事項

についての補正を求め、又は条件を付してこれを行うことができる。

（助成決定者の責務）

第９条 交付決定を受けた申請者（以下「助成決定者」という。）は、この要綱その他法令の規定並びに

交付決定の内容及びそれに付された条件（以下「決定内容等」という。）に従い、誠実に助成対象工事

その他の助成金に関する事務（以下「助成対象事業」という。）を実施しなければならない。

（変更等の承認）

第10条 助成決定者は、決定内容等のうち、助成金の額の増額又は２万円以上の減額を伴う変更をしよ

うとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

２ 前項の規定は、助成対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合について準用する。

３ 第１項の承認（前項において準用する場合を含む。以下「変更等の承認」という。）を受けようとす

る助成決定者は、倉吉市住宅リフォーム助成金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第４号）に第７

条第３項各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、市長にこれを提出しなければならない。

４ 第８条の規定は、変更等の承認について準用する。

（報告等）

第11条 市長は、助成対象事業に関して必要があると認めるときは、助成決定者からその報告を求め、

及び指示を行うことができる。

２ 助成決定者は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に報告し、その指示を受け

なければならない。

(１) 助成対象事業が決定内容等に従って実施されないとき。

(２) 前号に掲げるもののほか、助成対象事業により交付目的を達成することが困難になったと認め

るとき。

（完了の報告）

第12条 助成決定者は、助成対象事業が完了したとき（助成対象事業を中止し、又は廃止したときを含

む。）は、倉吉市住宅リフォーム助成金事業完了報告書（様式第５号。以下「完了報告書」という。）

に次に掲げる書類を添えて市長に報告するものとする。

(１) 助成決定者の世帯の住民票又はその写し（交付の申込みの日に市外に居住していた者に限る。）

(２) 助成対象工事に係る工事請負契約についての契約書又は請書若しくは注文書の写し

(３) 助成対象工事の内容が確認できる見積書及び確認図書（第７条第３項第５号に掲げる見積書及

び確認図書（第10条第３項の規定により変更に係るものとして提出されたものがある場合は、当該

変更に係るもの）とその内容に相違がある場合であって、市内業者の作成したものに限る。）

(４) 助成対象工事に係る工事代金領収書（市内業者の押印があるものに限る。）

(５) 助成対象工事の施工後の状況が分かる写真

２ 前項の規定による報告は、助成対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日と



市長が別に定める日のいずれか早い日までに行わなければならない。

（完了検査）

第13条 市長は、前条第１項の規定による報告があったときは、市の職員のうちから指名した者（以下

「検査員」という。）に、当該報告があった日から10日以内に、助成対象事業の完了を確認する検査

（以下「完了検査」という。）を行わせるものとする。

２ 完了検査は、提出された書類により行い、その結果を市長に報告しなければならない。ただし、検

査員が必要があると認めるときは、現地調査等を行うことができる。

３ 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、助成対象事業が決定内容等に従って実施さ

れていないと認めるときは、助成決定者に必要な措置をとるよう指示することができる。

４ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定による措置が完了した場合について準用する。

（額の確定）

第14条 市長は、前条第２項の規定による報告（同条第４項において準用する場合を含む。）に基づき、

助成対象事業の内容が適正であると認めたときは、決定内容等による額と報告に基づく額のいずれか

低い額により助成金の額を確定する。

２ 前項の規定による確定があったときは、市長は、助成決定者に、倉吉市住宅リフォーム助成金交付

額確定通知書（様式第６号）に完了検査の結果の写しを添えて、その額を通知するものとする。

（概算払）

第15条 市長は、概算払により助成金の支払をするときは、あらかじめその旨を助成決定者に通知しな

ければならない。

（支払の請求）

第16条 助成決定者は、助成金の支払を請求するときは、倉吉市住宅リフォーム助成金支払請求書（様

式第７号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、概算払の場合にあっ

ては、第２号に掲げる書類を除く。

(１) 交付決定通知書（変更等の承認があった場合は、当該変更等の承認に係るものを含む。）の写し

又は交付額確定通知書の写し

(２) 市長が別に定める様式によるアンケート

（交付決定の取消し等）

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定（変更等の承認を含む。）の

全部又は一部を取り消すことができる。

(１) 助成決定者が、助成対象事業に関し、この要綱その他法令の規定又は決定内容等に違反したと

き。

(２) 助成決定者が第11条第１項の規定による報告を行わないとき又は同項、同条第２項若しくは第

13条第３項の規定による指示に従わないとき。

２ 前項の規定は、第14条第２項の規定による通知を行った後においても適用があるものとする。

３ 市長は、第１項の場合以外においても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定

の全部若しくは一部を取り消し、又は決定内容等を変更することができる。ただし、助成対象事業の

うち既に実施した部分については、この限りでない。

(１) 天災地変その他交付決定後生じた事情の変更により、助成対象事業の全部又は一部を実施する

必要がなくなったとき。



(２) 次のいずれかの事由（助成決定者の責めに帰すべきものを除く。）により、助成対象事業の全部

又は一部を実施することができなくなったとき。

ア 助成決定者が助成対象事業に要する経費のうち、助成金によってまかなわれるべき部分以外の

部分を負担することができないこと。

イ その他交付決定後に生じたやむを得ない事由

４ 市長は、第１項又は前項の規定により交付決定を取り消し、又は決定内容等を変更したときは、助

成決定者に対し、その旨を通知するものとする。

（助成金の返還）

第18条 市長は、前条第１項又は第３項により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る

部分について既に助成金を支払っているときは、期限を定めて、その支払った部分の額の返還を命ず

るものとする。

（助成金の交付の権利の譲渡又は担保の禁止）

第19条 助成対象者は、助成金の交付の権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

（その他）

第20条 規則又はこの要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に市長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行する。

（この要綱の失効）

２ この要綱は、各年度の当初において助成金についての予算措置が講ぜられなかった場合は、当該

年度の前年度の３月31日限り、その効力を失う。

３ この要綱の失効前に規則又はこの要綱の規定によりなされた助成金についての行為に対するこの

要綱の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有

する。



別表（第４条関係）

１ 助成対象者 ２ 助成対象住宅 ３ 助成対象工事 ４ 助成率 ５ 限度額

１ 次のいずれにも該当する者

(１) 市内に居住し、及び市

の住民基本台帳に記録され

ている者で第３欄に掲げる

リフォーム工事が完了した

日から20日を経過する日

（以下「居住期限日」とい

う。）までに助成対象住宅に

居住する者

(２) 第７条の規定による交

付申請の時に居住する市町

村において、その市町村税

に滞納がない者

(３) 暴力団員（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律

第77号）第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。）で

ない者

次に掲げる要件

のいずれにも該当

する個人住宅

(１) 市内に存

するものであ

ること。

(２) 助成対象

者が自ら又は

その親族が所

有し、かつ、

助成対象工事

の施工後に助

成対象者の属

する世帯が居

住することと

なる個人住宅

次に掲げる要件

のいずれにも該当

するリフォーム工

事

(１) 市内業者

が受注して施

工するもので

あること。

(２) 助成対象

経費が20万円

以上であるこ

と。

(３) 交付決定

の通知日以後

に着手し、並

びに市長が別

に定める日ま

でに竣工し、

及びその代金

が支払われる

ものであるこ

と。

(４) 国又は地

方公共団体

（倉吉市を含

む。）の個人

住宅の改修に

関する他の助

成を受けるも

のの助成対象

経費は、充当

する他の助成

の額を控除し

た額であるこ

と。

100分の10 20万円

２ 前項の規定に該当し、か

つ、次のいずれかの要件に該

当する世帯に属する者（第４

号に掲げる世帯に属する者に

あっては、前項第１号の規定

に該当しない場合を含む。）

(１) 障がい者が属する世帯

(２) 交付申請を行う日にお

いて65歳以上の者だけで構

成された世帯

(３) 18歳未満の者を含む世

帯

(４) 交付の申込みの日から

居住期限日までの間に市外

から転入し、助成対象住宅

に居住する世帯

100分の15 30万円


