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令和４年度 申請受付期間

耐震改修工事
特定精密診断

4 月 1 日（金）~12 月 23 日（金）
3 月上旬の審査申請に間に合うもの

※上記については、令和５年３月までに助成金振込まで完了するもののみ受け付けます。
※簡易診断・区精密診断はいつでも受け付けることができます。

杉並区 都市整備部 市街地整備課 耐震改修担当

令和 4年 4月

助成対象となる建築物および所有者
1 〜 4 の全てに該当する場合、助成の対象となります。
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※建築年月が不明の方は、
Ｐ.10 のＱ1 を参照下さい。
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以下の建物は対象外となります。
・構法が枠組壁工法や木質系工業化住宅
・建物の一部が鉄筋コンクリート造や鉄
骨造

᰿ኴ
᥋ྜ㔠≀

・過半の用途が住宅以外
・3 階建ての住宅

1
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A
以下のいずれかに該当する所有者
または親族が居住していること

B
対象建物について、地震保険に
加入している者または加入予定者

・65 歳以上の方

・地震共済等も対象となります。

・介護保険認定者（要介護 1から 5 まで）

・加入予定者とは、新耐震簡易診断申
請時は地震保険に加入していないが、
新耐震簡易診断完了までに地震保険
加入を証明できる者を指します。

・身体障害者手帳所持者（1 級から 3 級まで）
・愛の手帳所持者（1 度から 3 度まで）
・精神障害者福祉手帳所持者（1 級から3 級）
・難病患者福祉手当受給者

ಖ㝤

・上記に該当しない、
地域のたすけあいネットワーク
「地域の手」登録者

※ 賃貸共同住宅の場合、以下のどちらかの要件を満たせば、助成対象になります。
・建物所有者が A の要件を満たし、かつ当該建物に住んでいる。
・当該建物について、B の要件を満たしている。
※ 長屋等でそれぞれの住戸の所有者が異なる場合、所有者全員が A または B の要件を満たす
必要があります。

簡易診断・精密診断・耐震改修の申請時にA または B に該当することを

注意

その都度確認いたします。
途中で要件を満たさなくなった場合、次の段階に進むことはできません
のでご注意ください。

2

耐震化の流れ
必ず❶〜❸の流れに沿って、耐震化を進めてください。

❶ 新耐震 簡易診断

無料

P.5

対象建物に木造耐震診断士※1 を派遣し、新耐震木造住宅検証法による検証を行います。
接合金物の有無や平面・立面形状の確認、劣化状況等をチェックします。
※1 区が木造住宅等の耐震診断を行うために認定し、登録した者

ఈ 2.

判定 NG
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❷ 新耐震 精密診断

P.7・8

建物が必要な耐震性能を満たしているかを診断します。
診断方法は以下の 2 種類（ア または イ）のどちらかを選択してください。
種類

ア . 区精密診断

イ . 特定精密診断

診断士を順次派遣します。

一定の要件を満たした診断士※2 を、名簿の中
から申請者が選定し、直接連絡して下さい。

契約

申請者による契約は不要です。

申請者が特定精密診断士と直接交渉し、契約を
してください。

費用

建物の延べ床面積により予め費用が決まっ
ています。
（P.7 参照）

契約内容により異なりますので、診断士と交
渉の上、取り決めてください。

診断結果により、耐震改修を行うためのモデ
ルプラン 1 案（Iw 値1.0 以上）を提案します。

契約は助成金交付決定通知後に行ってください。
事前に契約を行うと助成を受けることができ
ませんので、ご注意ください。

診断士

その他

※2 東京都木造住宅耐震診断事務所に登録されている区内の建築事務所に所属する耐震診断技術者で、区が実施する精密
診断に必要な講習等を修了し、区に特定精密診断士として登録した者

診断の結果、Iw 値 1.0

未満
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次頁に続く
3

診断の結果、Iw 値 1.0

以上

ʰҲԢౙշ͢͵͏ʤ 3 ࢂলʥ
ʱͳ
͏͑இͪΌɼଳਔրरঁ
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前頁の続き

耐震改修助成の対象外となる建物・所有者
● 耐震改修に係るほかの助成金を受けている
建物

● 建物本体が道路に突出している、または接
道のない敷地に建っている建物

● 大規模な修繕・模様替えとなる工事を行う
建物

● 住民税（都民税や特別区民税、中小企業者の
場合は法人住民税）を滞納している所有者

● 公共施設や大企業の所有する建物

● 共同住宅等で、通行上及び避難上の規定を
満たしていない建物

上記に該当しない

上記に該当する

ଳਔրरঁΝण͜Ζ͞ͳ͗Ͳ͘
Ήͤɽ

ଳਔրरঁΝण͜Ζ͞ͳͺͲ͘
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❸ 新耐震 耐震改修

P.9

❷新耐震 精密診断の結果に基づき Iw 値 1.0 以上の耐震改修を行う方に、費用の一部を
助成します。
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❶ 新耐震 簡易診断
お申込みからの流れと必要書類は以下のようになります。
仮申込み

※仮申込みを省略し、直接本申込
みを受け付けることもできます。

巻末のハガキに必要事項を記入のうえ、郵送またはファクスを送信して下さい。
新耐震簡易診断の費用は無料です。

仮申込み内容の確認・本申込書の発送
仮申込書の内容を区で確認します。確認後、本申込書を申請者宛に発送します。

本申込みの受付
以下の必要書類を区に直接お持ち下さい。
1. 木造耐震診断士派遣（新耐震簡易診断用）申込書
2. 所有および建築年月が確認できる書類 のコピー ( 登記事項証明書、固定資産税納税通知書 ( 課税明細書共 ) 等）
3. 対象者であることが確認できる書類 のコピー（P.10 Q5 参照 )
※必要に応じて、委任状（申請手続きを第三者に委任する場合）
・同意書（P.10 Q6 参照）を提出ください。

「対象者であることが確認できる書類 」は窓口で確認後 、返却いたします。

派遣通知書の送付および診断士からの連絡
本申込後、
1 週間ほどで「木造住宅等耐震化支援事務局」から派遣通知書が郵送され、
診断士から電話連絡があります。調査日時についてご相談下さい。

調査
建物の中に入り、間取りの調査や接合金物の有無、劣化のチェックなどを行います。
壁をはがすなどの調査はしません。また、平面図の作成や建物内外の写真撮影を行います。

報告書の送付
結果を報告書にまとめ、申請者に郵送します。
「 専門家による検証が必要（詳細な診断）
」
と判断された場合、区の助成を受けて精密診断を行うことができます。
耐震改修助成の対象外になる可能性がある建物には、
その旨を報告書に添付し、発送い
たします。
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❷ - ア 区精密診断
お申込みからの流れと必要書類・診断費用は以下のようになります。
申込み
申込書は簡易診断結果報告書に同封してお送りいたします。
A. 区精密診断を申込みの場合、以下の必要書類を区に直接お持ち下さい。
1. 木造耐震診断士派遣（精密診断用）申込書
2. 所有および建築年月が確認できる書類 のコピー
（登記事項証明書、固定資産税納税通知書 ( 課税明細書共 ) 等）

3. 対象者であることが確認できる書類 のコピー（P.10 Q5 参照 )
※必要に応じて、委任状（申請手続きを第三者に委任する場合）
・同意書（P.10 Q6 参照）を提出ください。

派遣通知書の送付および診断士からの連絡
申込後、
1 週間ほどで「木造住宅等耐震化支援事務局」から派遣通知書が郵送され、
診断士から電話連絡があります。調査日時についてご相談下さい。

調査・精密診断およびモデルプランの作成
建物の内部・外部を調査し、精密診断のための図面を作成のうえ、耐震性を上部構造
評点（Iw 値）で評価します。壁をはがすなど、建物を壊しての調査は行いません。
診断結果により、耐震改修を行うためのモデルプランを提案します。
※区が定める精密診断とは、
「木造住宅の耐震診断と補強方法（ 一般財団法人日本建築防災協会）
」の「精密診断方法 1
保有耐力診断法」に基づく精密診断です。

診断費用の振込みおよび精密診断結果の説明
調査日から 2 週間以内に指定の口座に申請者負担額を振り込んで下さい。
その後、診断士が耐震診断の結果をご説明に伺います。改修のアドバイスも行います。

区精密診断費用
※1 増築などにより別々

16

5

19

8

21

11

23

の構造体になってい
る場合は、それぞれ
の延べ床面積に応じ
た算定になります。
※2 延べ床面積が 250 ㎡

10

以上の場合は、建物
形状の複雑さの度合

12

いに応じて算定しま

11
注）簡易診断報告書に記載されている延べ床面積は目安です。
7

す。

❷ - イ 特定精密診断
お申込みからの流れと必要書類・助成額は以下のようになります。
申込み

1. 精密診断助成金交付申請書

申請書は簡易診断結果報告書に同封してお送りい
たします。
「杉並区特定木造精密診断士登録簿」

2. 区の実施した簡易診断結果報告書
3. 所有および建築年月が確認できる書類
のコピー

（登記事項証明書、
固定資産税納税通知書 ( 課税明細書共 ) 等）

より区に登録している診断士を選び、直接連絡し
て下さい。その後、右記の必要書類を揃え、区に直
接お持ちください。

4. 対象者であることが確認できる書類
のコピー（P.10 Q5 参照 )
5. 精密診断見積書
6. 診断士登録証のコピー
7. その他区長が必要と認めるもの
※委任状
（申請手続きを第三者に委任する場合）
同意書（P.10 Q6 参照）など

助成金交付決定通知

※書類に不備等がない場合、
申込みから約 2 週間後

助成金交付申請が承認されると、区から「助成金交付決定通知書」と「審査申請書」を郵送します。

契約・診断実施
助成金交付決定通知後に契約・診断をして下さい。事前に契約を行うと助成を受けることができません。

審査申請

1. 審査申請書
2. 特定木造精密診断結果報告書

審査委員会 の 15 日前までに右記の必要書類を提出
して下さい。審査委員会は原則毎月 1 回開催します。

3. 付近見取り図・配置図・各階平面図等
4. 建物外観・室内写真
5. その他区長が必要と認めるもの
※2 〜 4 は 2 部ご用意ください。

精密診断結果の説明
診断士が耐震診断の結果をご説明に伺います。改修のアドバイスも行います。

完了実績報告および助成金振込
右記の必要書類を揃え、完了実績報告をして下さい。
審査後、区から「助成額確定通知書」が郵送され、
指定口座に助成金が振り込まれます。

1. 精密診断完了実績報告書
2. 精密診断の契約書のコピー
3. 領収書のコピー
4. 請求書兼口座振替依頼書
5. その他区長が必要と認めるもの

特定精密診断助成額 ＝ 11 万円 または 精密診断に要する費用 のどちらか低い額
※精密診断に要する費用が採用された場合、1,000 円未満の端数は切り捨てた額となります。
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❸ 耐震改修
助成額やお申込みからの流れ・必要書類は以下のようになります。

耐震改修助成額 ＝

100 万円
または

耐震改修に要する費用 の 1/2

のどちらか低い額

※耐震改修に要する費用の 1/2 が採用された場合、1,000 円未満の端数は切り捨てた額となります。

申込み

1. 耐震改修助成金交付申請書

申込書等は精密診断の結果報告の際に、診断士から
お渡しいたします。右記の必要書類を揃え、工事の
契約・着工前に区に直接お持ちください。補強計画
について、木造住宅等耐震化支援事務局で審査を行
います。
「4. 対象者であることが確認できる書類 」は窓口で
確認後 、返却いたします。

2. 精密診断結果報告書のコピー
3. 所有および建築年月が確認できる書類
のコピー

（登記事項証明書、
固定資産税納税通知書 ( 課税明細書共 ) 等）

4. 対象者であることが確認できる書類
のコピー（P.10 Q5 参照 )

5. 住民税（個人・法人）納税証明書または
非課税証明書のコピー
6. 耐震改修工事計画書および施工図
7. 見積書

助成金交付決定

8. その他区長が必要と認めるもの

助成金交付申請が承認されると、区から「助成金交
付決定通知書」と完了実績報告時に必要な書類を郵
送します。 ※書類に不備がない場合、申込みから約 2 〜 3 週間後

※委任状
（申請手続きを第三者に委任する場合）
同意書（P.10 Q6 参照）など

契約・工事着工
助成金交付決定後に契約・工事をして下さい。事前に契約を行うと助成を受けることができません。

工事中・工事完了・完了検査
工事期間中に中間検査、工事完了後に完了検査を行います。工事箇所ごとに、施工前・施工中・施工
後の施工過程がわかるように写真を撮るよう、施工業者に依頼して下さい。

完了実績報告および助成金振込
完了検査終了後に、右記の必要書類を提出して下
さい。
審査後、区から「助成額確定通知書」が郵送さ
れ、指定口座に助成金が振り込まれます。
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1. 耐震改修完了実績報告書
2. 契約書または注文書・請書のコピー
3. 領収書のコピー
4. 請求書兼口座振替依頼書
5. 工事写真（施工前・施工中・施工後）
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杉並区役所 都市整備部
市街地整備課 耐震改修担当
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木造耐震診断士派遣仮申込書
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所有者名

所 有 者

所 有 者
電話番号
氏名

所有者との関係

電話番号

03-3312-2907
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木造耐震診断士の派遣を下記のとおり仮申し込みします。

1.
杉並区

丁目

新築年次

昭和 ・ 平成

年

図面の有無

有 ・ 無

所在地

階数

番
月
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築造

ʀѬघீॶ࣍ंʤ ౕ͖Δ  ౕΉͲʥ

ʀਈ্֒ंෳࢳघீॶ࣍ंʤ ͖څΔ  څʥ

1 ・ 2 階建て

ʀೋබं׳ෳࢳघणंڇ

ʀىͶ֚͢͵͏ɼஏҮ͍ͪͤ͜͏ϋρφϭʖέ

対象者の要件（右記の 1 または 2）に該当する方はチェック

ʰஏҮघʱౌं

構造は在来軸組構法ですか。
基礎はコンクリート造ですか。

はい ・ いいえ ・ わからない
はい ・ いいえ ・ わからない

2.

ଲেݒͶͯ͏ͱɼஏਔฯݧͶՅ͢ͱ͏ΖंΉͪ
ͺՅ༩ఈं

注）上記 1・2 のどちらにも該当しない場合は、申込みできません。

