
1 

 

補助金交付決定日（予定） 

４月中の申請：令和５年５月１５日(月) 

５月中の申請：令和５年５月３１日(水) 

※補助金の対象は、交付決定日以降の工事契約及び着工です 

着工中の工事、既に終わった工事は対象外です 

 

市民の住環境の向上と子育て世帯の定住促進を図るため、 

市内業者による住宅の改修工事に対して補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

受 付 期 間 

令和５年４月１０日(月)～令和５年５月１９日(金) 
 

予算額に達し次第、受付終了します 
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１． 補助の対象となる人… 次のすべての条件にあてはまる人 

・南魚沼市に住民登録をしている（することが確実と見込まれる） 

・リフォームを行う住宅に住んでいる（住むことが確実と見込まれる） 

・リフォームを行う住宅の所有者およびその配偶者又は所有者の２親等以内の親族 

・申請者とその世帯員全員に市税の滞納がない 

 

２．補助の対象となる住宅… 次のすべての条件にあてはまる住宅 

・市内に現存している住宅（併用住宅を含む） 

・住宅の所有者およびその配偶者又は所有者の２親等以内の親族が住んでいる（住むことが  

確実と見込まれる） 

・建築から１年経過している 

 

３．補助の対象となる工事… 次のすべての条件にあてはまる工事 

・住宅建物に対して行うリフォーム工事 

・市内の施工業者と契約し行う工事 

・他制度の補助金の対象となっていない工事 

・補助対象経費（※）が５０万円以上の工事 

・補助金の交付決定後に契約する工事 

・令和６年２月２９日までに工事及び工事費の支払いが完了し、実績報告書の提出ができる工事 

 

４．補助金の額… 子育て世帯：１５万円 、 一般世帯：１０万円 

            （階段昇降機、ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等の設置を含む：１０万円加算） 

※子育て世帯：令和５年度に中学生以下の子供がいる、又は妊娠している人がいる世帯 

※一度この補助金を受けた人や住宅は対象外です。ただし、階段昇降機等の新規設置工事を行う

場合は、加算分の１０万円を補助額として申請できます。 

※平成３０年度までに実施した「住宅リフォーム事業補助金」についてはリセットとなります。 

 

５．申請受付窓口 

南魚沼市役所 都市計画課（本庁舎３階）、大和市民センター、塩沢市民センター 

受付時間 月曜～金曜 ８：３０～１７：１５（土日、祝祭日は除く） 

 

６．問合せ先 

〒９４９－６６９６ 新潟県南魚沼市六日町１８０番地１ 

南魚沼市役所 建設部 都市計画課 施設係  ≪電話≫ ０２５－７７３－６６６２ 

(※)補助対象経費 
リフォーム工事に要する費用から、補助の 

対象とならないものに係る費用を除いた額

（次ページに対象・対象外工事の主な例が 

記載されています） 
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階段昇降機、ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等の新規設置について 

階段昇降機等設置工事を行う場合、補助額に１０万円が加算されます。また、過去に補助金の交付を受け

ていても一定の条件で加算分の１０万円を申請できます。 

過去に補助金の交付を受けた場合、申請の可否は表のとおりです 

過去に交付を受けた 

工事内容 

実施する工事内容 

リフォーム工事 

（階段昇降機等設置なし） 

リフォーム工事 

（階段昇降機等設置あり） 

階段昇降機等設置のみ 

リフォーム工事 

（階段昇降機等設置なし） 
× 

△ 

階段昇降機等設置のみ対象 
○ 

リフォーム工事 

（階段昇降機等設置あり） 
× × × 

階段昇降機等設置のみ × × × 

○ 屋根のふき替えや塗装  

○ 外壁の修繕や塗装  

○ 壁紙、天井、床材などの張り替え 

○ 間取り変更、防音断熱工事  

○ 浴室、台所などの水回り改修  

○ 建具、畳、サッシなどの入れ替え 

○ ディスポーザーの設置工事  

○ LED照明器具の設置  

○ シロアリ駆除（シロアリ被害部分の修繕工事を伴う場合） 

○ 階段昇降機、ホームエレベーター等の設置（※新規設置は補助金加算対象。改修工事の場合は対象と

なりますが加算はされません。） 

〇 工事に関する諸経費及び消費税 

× 車庫、物置、倉庫、蔵などの工事  

× 外構に関する工事  

× 建物外部の下水道接続工事 

× 井戸に関する工事  

× 衛生設備製品(ユニットバス、トイレ、給湯器など) 

× 家電製品(テレビ、エアコン、LED以外の照明器具など)  

× 厨房製品(システムキッチン、流し台、換気扇など)  

× その他設備製品（カーテン、ボイラー等）  

× シロアリ駆除（工事をせず、消毒のみの場合など） 

× 併用住宅の事業用部分の工事 

× 国・県または市が実施する他の制度による補助金の交付申請を行っている工事 

補助対象・対象外工事の主な例 
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工事前 工事前 

 

 

１． 申請に必要な書類を準備します 

申請書に添付する書類 

① 見積書の写し 

  明細形式のものをご用意ください。 

 

② 現況写真 

  住宅の全景写真と工事箇所の着手前写真をご用意ください。 

    工事前写真は、実績報告書提出時にも必要です 

 

③ 通帳の写し 

  口座番号、口座名義人（カタカナ）の分かる面の写しをご用意ください。 

  ※申請者本人の口座に入金します。 

 

④ 市税の納税証明書 

  専用様式にて税務課でお手続きください。（P6の注意事項をご覧ください） 

 

⑤ 母子手帳の写し（該当者のみ） 

  妊娠している人がいる世帯のみ、表紙の写しをご提出ください。 

 

⑥ 交付決定前事業着手届（該当者のみ） 

交付決定日より前に、早期に工事する必要がある場合のみご提出ください。（P6 の注意事項を

ご覧ください） 

   

⑦ 居住確約書（該当者のみ） 

工事後にその住宅に転居される方は提出してください。 

 

◇ その他、ディスポーザーを設置する場合は、事前に下水道課への手続きが必要です。 
 

２．「みんな住マイル」改修補助金交付申請書を提出してください 

 

 

 

 

 

     ※提出 ＝ 受付ではありません。 

記載不足や不足書類等がある場合は受付となりませんのでご注意ください。 

 

３．審査後、補助金交付決定の可否を決定し通知を送ります 

４月中の申請受付分は５月１５日（月）、５月中の申請受付分は５月３１日（水）に交付決定を

行う予定です。交付決定後に工事契約及び工事着工してください。 

交付決定日より前に工事を契約し、着工する必要がある場合は、「交付決定前事業着手届」を

ご提出ください。 

 

 

申請の流れ 

受 付 期 間 

令和５年４月１０日（月）～令和５年５月１９日（金） 

※予算額に達し次第受付終了 

提出場所：都市計画課(本庁舎３階)または各市民センター 
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１．申請者と施工業者で工事請負契約書を取り交わしてください 

契約日は「交付決定通知書」記載の交付決定日以降の日付でお願いします。 

※「交付決定前事業着手届」を提出した場合、申請日以降の契約が可能です。 

 

２．工事個所の工事前・工事中・工事後の写真を撮影してください 

・工事を行ったことが確認できるように、同じアングルで撮影してください。 

確認ができる写真がない場合、補助金の交付が行えませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

３．工事と支払いが終わったら、実績報告書兼請求書を提出してください 

実績報告書件請求書に添付する書類 

① 工事請負契約書の写し（１の書類） 

② 工事費支払い領収書の写し 

※申請者（＝契約者）の名義になっていること 

※「領収書の金額＝総工事費」になっていること 

③ 工事写真（２で撮影した工事前・工事中・工事後の写真） 

④ 工事内訳明細書（工事内容に変更があった場合のみ必要。値引きの場合は不要です。） 

 

   

 

 

 

４．補助金をお支払いします 

・申請書にご記入いただいた口座にお振込みします。 

・実績報告兼請求書を受付した月の翌月末頃にお支払いする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付決定後の流れ 

工事前 工事中 工事後 

提 出 期 限 

令和６年２月２９日（木）まで 

（交付決定日以降にご提出ください） 

提出場所：都市計画課(本庁舎３階)または各市民センター 
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● 工事内容に変更があったとき 

・実績報告書提出時に「工事費内訳明細書」を添付してください。（様式は任意です） 

   ※施工業者の値引きによる変更の場合は不要です。 

   ※工事費内訳明細書は、数量が確認できるものをご提出ください。 

工事の変更により、補助対象経費が５０万円未満となった場合は、補助対象外となります。 

● 補助金の申請を取りやめるとき 

・予定していた工事を取りやめた場合は「辞退届」の提出をお願いします。 

決まりしだい、速やかに提出をお願いいたします 

 

 

● 納税証明書について 

・専用様式（様式第２号）に、申請者の世帯全員の名前を直筆で記入し、税務課で滞納がないこ  

との証明をもらってください。また、補助金申請者氏名欄に押印が必要です。 

  ・施工業者が代理で証明書を取得する場合も、補助金申請者氏名、住所、世帯員氏名は本人が記 

入してください。 

    ・市外からの転入者も、南魚沼市税の納税状況を確認するため、当市の納税証明書を提出してく  

ださい。 

  ・証明書の発行には手数料３００円が必要です。 

● 交付決定前事業着手届について 

・申請者と施行者の連名で、補助金交付申請書と併せて提出してください。 

・工事契約及び工事着工は上記提出日以降としてください。提出前に契約及び着工したものは補 

助対象外となります。 

  ・工事を進めていても、審査の結果、交付決定とならない場合もあります。ご承諾のうえ提出し   

てください。 

● その他提出書類について 

・申請書等の提出書類は、空欄なくすべて記入してください。空欄がある場合は受付できません 

  ・リフォームする住宅が併用住宅の場合は、必ず住宅部分の割合を記入してください。記入がな 

い場合は審査不可能であり、補助金の交付はできません。 

  ・原則、領収書の提出が必要です。振込明細書や通帳写しは証明書類となりません。 

  ・業者が提出を代行する場合でも、提出書類は申請者本人控えのものとしてください。 

● 工事の未実施・補助金の辞退について 

・例年、交付決定を受けた工事を実施せず、辞退するケースが多くあります。必要とする人に補   

助金が適切に交付できるように、工事内容や工期等をよく検討し、確実に工事を実施する場合  

に申請してください。 

辞退理由によっては、次回以降の申請受付ができなくなる場合があります。 

 

こ ん な と き は 

ご 注 意 く だ さ い 
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補助対象者について 

Ｑ1 過去にこの補助金の交付を受けていても対象になりますか？ 

Ａ1 

過去にこの補助金(「みんな住マイル」改修補助金)の交付を受けている場合は対象外です。  

ただし、階段昇降機又はホームエレベーターの新規設置工事を行う場合は、加算分の 10万円

を補助額として申請することができます。 

※平成 30年度まで実施の「住宅リフォーム事業補助金」の交付を受けていた方については、

交付を受けた金額に関わらず交付の対象となります。 

Ｑ2 既に行ったリフォーム工事も対象になりますか？ 

Ａ2 

対象外となります。 

※補助金の交付決定日以降の契約工事のみが対象となります。ただし、早期に工事をする必要

がある場合は、補助金交付申請書と併せて「交付決定前事業着手届」を提出することに  

より、提出日以降の工事契約、着工が可能となります。 

Ｑ3 他の補助制度（介護保険の住宅改修制度など）との併用はできますか？ 

Ａ3 

他の補助制度を同じ工事に対して利用することはできません。 

※A工事は介護保険の住宅改修制度に申請し、A工事とは異なる B 工事を、住宅リフォーム

事業補助金に申請するということはできます。 

Ｑ4 ２親等以内の親族とはどこまでですか？ 

Ａ4 
両親、祖父母、兄弟、子、孫、配偶者の両親、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟までです。

（おじ、おば、甥、姪などは含まれません。） 

Ｑ5 子育て世帯はどの時点で判断しますか？ 

Ａ5 

子育て世帯の可否については交付申請日時点で判断します。 

(令和５年度に中学生以下の子どもがいる世帯、または妊娠している人が同一世帯に含まれる

ことが条件です。) 

※交付申請後に子育て世帯要件を満たしたとしても一般世帯とします。 

補助対象工事について 

Ｑ6 複数の工事を対象にできますか？ 

Ａ6 

複数の工事をまとめれば補助の対象となります。 

※同じ年度内に複数の工事を予定している場合は、業者の方とご相談いただき、まとめて  

申請し工事を実施してください。 

Ｑ7 工事は複数の業者に依頼してもいいの？ 

Ａ7 
いずれも市内の業者であれば、複数の業者に依頼しても補助の対象となります。 

※添付書類はそれぞれの業者ごとに必要です。 

Ｑ8 いつまでに工事が完了すればいいの？ 

Ａ8 令和６年２月２９日までに工事を完了し、実績報告をしていただく必要があります。 

「みんな住マイル」改修補助金 Ｑ＆Ａ 
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Ｑ9 工事費はいつまでに支払えばいいの？ 

Ａ9 令和６年２月２９日までに支払いを完了し、実績報告をしていただく必要があります。 

申請について 

Ｑ10 申請時に添付する見積書はどういうものが必要ですか？ 

Ａ10 

見積書は明細書形式のものが必要です。 

※見積書の宛名は申請者名にしてください。 

※●●工事一式等の書き方の見積書の場合、申請をお受けできません。 

Ｑ11 申請時に添付する写真はどういうものが必要ですか？ 

Ａ11 

工事を行う住宅の全景写真(道路側から１枚)と工事を行う箇所の工事前の写真が必要です。 

※写真がない場合、申請をお受けできませんのでご注意ください。 

※申請時に工事前写真を撮影できない箇所（屋根の上、壁の中等）は、撮影できるように   

なったときに忘れずに撮影してください。 

※工事前の写真は実績報告の際も必要になります。 

Ｑ12 補助対象経費とは？ 

Ａ12 
補助対象経費とは、総工事費から補助の対象とならない工事や製品にかかる費用と、その部分

にかかる消費税を引いたものです。 

Ｑ13 なぜ製品代は対象外なの？ 

Ａ13 市内の建築関連産業を通じた地域経済の活性化の観点から、製品代は対象外としています。 

Ｑ14 車庫などの工事は対象になりますか？ 

Ａ14 

補助金の対象になるのは住宅に対する工事のみです。 

※車庫などが住宅と別棟の場合は対象外です。 

※車庫などが住宅と構造上一体となっている場合は対象になります。 

※渡り廊下で接続している場合は、一定の要件を満たす場合のみ対象となります。 

※工事をお考えの方は事前にご相談ください。 

Ｑ15 カーポート、デッキなどの工事は対象になりますか？ 

Ａ15 

補助金の対象になるのは住宅に対する工事のみです。 

※カーポート、デッキなどが住宅と構造上一体となっている場合は対象になります。 

※住宅と接している（くっついている）だけでは対象になりません。 

※工事をお考えの方は事前にご相談ください。 

Ｑ16 外構、塀、井戸などの工事は対象になりますか？ 

Ａ16 

補助金の対象になるのは住宅に対する工事のみです。 

※外構、塀、井戸の工事などは住宅敷地内の工事であっても、住宅そのものの工事ではない 

ため対象になりません。 

Ｑ17 ディスポーザー設置工事で対象となる工事費は？ 

Ａ17 
ディスポーザー本体と、その設置費用、設置に伴う電気工事の費用などが対象です。 

※同時にキッチンも入れ替える場合、その設置費用は対象ですが、本体は対象外です。 
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Ｑ18 併用住宅（事業用部分がある住宅）の場合、工事費等はどうなりますか？ 

Ａ18 

補助金の対象になるのは住宅に対する工事のみです。 

※事業用部分の工事がある場合は、総工事費から事業用部分の工事に対する費用を除いた額

が対象になります。 

※共有部分の工事の場合（屋根塗装などの場合）は、住宅部分の面積と事業用部分の面積の 

割合に応じて、工事費を按分して対象となる工事費を算出します。 

（例）併用住宅で住宅部分と店舗部分の床の張替と屋根の塗装を行う場合 

   住宅部分の床の張替 → 工事費の全額が対象 

   店舗部分の床の張替 → 工事費の全額が対象外 

   屋根の塗装     → 工事費×住宅の面積／（住宅＋店舗の面積）が対象 

実績報告について 

Ｑ19 実績報告書はいつまでに提出すればいいの？ 

Ａ19 令和６年２月２９日までに実績報告書を提出していただく必要があります。 

Ｑ20 総工事費での消費税や値引きの扱いはどうなりますか？ 

Ａ20 
総工事費は消費税を含めた金額です。 

※値引きがあった場合、値引き後の金額が総工事費です。 

Ｑ21 実績報告書に添付する契約書はどういうものが必要ですか？ 

Ａ21 

工事名、工事場所、工事期間、工事内容、請負金額、契約日が確認できるものが必要です。 

※発注者名は申請者名にしてください。 

※契約書の様式は任意ですが、別紙ひな形を使用していただいても結構です。 

Ｑ22 実績報告書に添付する領収書はどういうものが必要ですか？ 

Ａ22 

領収書は総工事費の確認ができるものが必要です。 

※領収書の宛名は申請者名にしてください。 

※原則、銀行の振込み証明書等では補助金の交付は行えません。 

※領収書の発行が可能か、契約の際に業者の方にご確認ください。 

Ｑ23 実績報告書に添付する写真はどういうものが必要ですか？ 

Ａ23 

工事前、工事中、工事完了後の写真が必要です。 

※工事前、工事中、工事完了後の写真は同じアングルから撮影するなど、工事を行ったことが

明確に確認できるようにしてください。 

※写真がない、写真が不明瞭で確認ができないなどの場合、補助金の交付は行えません。 

※写真の撮り忘れなどがないようにご注意ください。 

Ｑ24 工事に変更が出た場合に補助金はどうなりますか？ 

Ａ24 
工事に変更があったときは、実績報告の際に必要書類を提出していただく必要があります。 

※工事の変更により、補助対象経費が５０万円未満になった場合は補助対象外となります。 

Ｑ25 補助金はいつ支払われますか？ 

Ａ25 実績報告書の提出のあった月の翌月末頃に、口座振込によるお支払いとなります。 


