厚木市居住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金交付要綱
（趣旨）
第１条 この要綱は、厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画に定める居住誘
導区域への居住を緩やかに誘導するため、居住誘導区域外の区域のうち、がけ地の崩壊
等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に存する危険住宅の移転を行う者
に対し、予算の範囲内において厚木市居住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業
補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、厚木市補助金等交付規則（昭
和 45 年厚木市規則第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、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、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 危険住宅 がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のアからウまでのいずれか
に該当する区域（市内に限る。以下「危険区域」という。）に存する既存不適格住宅又
は次のいずれかに該当する区域に存する住宅のうち、大規模地震、台風等により安全
上又は生活上の支障が生じ、市長が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行
った住宅をいう。ただし、避難勧告及び避難指示については、当該避難勧告又は避難
指示が公示された日から６月を経過している住宅に限る。
ア 厚木市建築基準条例（平成 17 年厚木市条例第 35 号）第３条に規定する災害危険
区域
イ 厚木市建築基準条例第５条の規定により建築を制限している区域
ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年
法律第 57 号。以下「土砂災害防止法」という。）第９条の規定により知事が指定し
た土砂災害特別警戒区域
エ 土砂災害防止法第４条第１項に規定する基礎調査を完了し、ウに掲げる区域に指
定される見込みのある区域
オ 補助金の交付対象事業（以下「補助事業」という。）の着手時点で過去３年間に災
害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用を受けた区域
(2) 所有者等 次に掲げる者をいう。
ア 危険住宅の所有者（個人に限る。以下「所有者」という。）
イ 次のいずれかに該当する者で、補助事業の実施に関し、所有者の同意を得ている
もの
(ｱ) 所有者の配偶者
(ｲ) 所有者の一親等の親族
（補助金対象者）
第３条 補助金の交付を受けることができる者は、危険住宅に居住する所有者等で当該危
険住宅を安全な場所に移転する者とする。
２ 前項の規定にかかわらず、市税を滞納している者は、この要綱による補助の対象としな
い。所有者以外の者が補助事業を行う場合で、所有者が市税を滞納している場合も同様
とする。
（補助対象事業）
第４条 補助事業は、次に掲げるものとする。
(1) 危険住宅の除却

(2) 危険住宅に代わる住宅（以下「移転先住宅」という。）の建築又は購入（これらに伴
う土地に対する権原の取得を含む。以下同じ。）
(3) 前２号に掲げるもののほか、移転先住宅（移転先が厚木市コンパクト・プラス・ネ
ットワーク推進計画に定める居住誘導区域に限る。）への移転等に係る事業
（補助対象経費及び補助金の額）
第５条 補助金の交付の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額
は、別表のとおりとする。
（移転の要件）
第６条 移転事業は、次の各号のいずれの要件も備えていなければならない。
(1) 危険住宅を除却すること。
(2) 移転先住宅は、市内の危険区域以外の区域において建築し、又は存すること。
（交付申請）
第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、厚木市居住誘導
区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」
という。）に次に掲げる書類を添えて、補助事業に係る契約を締結する前に市長に申請し
なければならない。ただし、申請者が所有者である場合にあっては、第７号の図書を添
えることを要しない。
(1) 危険住宅及びその敷地の登記事項証明書その他の危険住宅及びその敷地の所有者を
確認することができる書類（３月以内に交付されたものに限る。）
(2) 危険住宅の所有者について、市民税の滞納がないことを証する書類（３月以内に交
付されたものに限る。）
(3) 危険住宅の付近見取図、配置図（当該住宅が危険区域内に存することが分かる図書
を含む。）、平面図、跡地計画図及び外観写真
(4) 危険住宅が建築された年月を確認することができる書類（他の書類で確認すること
ができない場合に限る。）
(5) 資金計画書（第２号様式）
(6) 別表第４条第１号に掲げる補助事業の項除却等費の項に掲げる経費の見積書
(7) 申請者と所有者との関係を証明する書類及び所有者の同意書
(8) 居住者を証明する書類
(9) 第４条第２号に掲げる補助事業を行う場合にあっては、次に掲げる書類
ア 移転先住宅の付近見取図、配置図、平面図及び立面図
イ 移転先住宅の建築又は購入に要する経費の見積書
ウ 融資を受ける金融機関が作成した移転先住宅、土地及び敷地造成の費目ごとの借
入金利子相当額の計算表
(10) 第４条第３号に掲げる補助事業を行う場合にあっては、別表第４条第３号に掲げ
る補助事業の項移転等費（移転先が居住誘導区域の場合）の項に掲げる経費の見積書
(11) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の内容を確認する上で市長が必要と認める書
類
２ 申請者は、別表に掲げる補助事業に関し、仕入れに係る消費税額が控除されることと
なるときは、申請書に補助対象経費から消費税仕入控除税額（消費税法（昭和 63 年法律
第 108 号）第 30 条に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除がある場合における当
該消費税額をいう。以下同じ。）を控除した額を明記するものとする。ただし、申請時に
消費税仕入控除税額が確定していない場合は、当該消費税仕入控除税額の確定後速やか
に、第 15 条に定めるところにより報告するものとする。

（交付決定等）
第８条 市長は、前条第１項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、及び
必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは決定した内容及びこれに
付した条件を厚木市居住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金交付決定通
知書（第３号様式）により、補助金の不交付を決定したときはその旨を厚木市居住誘導
区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金不交付決定通知書（第４号様式）により、
申請者に通知するものとする。
２ 補助金の交付には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 危険住宅の解体に関し必要な手続及び発生した廃材の処理等は、関係法令を遵守し、
適切に行うこと。
(2) 規則及びこの要綱の規定を遵守すること。
(3) 前２号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認め
ること。
（変更の承認）
第９条 前条第１項の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」と
いう。）は、当該交付決定通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当する場合
は、厚木市居住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金変更承認申請書（第
５号様式）により市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、軽微なものに
ついては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
２ 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助事業の変更を承認した
ときは、その旨を厚木市居住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金変更承
認通知書（第６号様式）により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
（申請の取下げ等）
第 10 条 申請者が第８条第１項の規定による申請を取り下げようとするときは、取下届
（第７号様式）を市長に提出しなければならない。
２ 補助事業者が補助事業を取りやめたときは、取りやめ届（第８号様式）に第８条に規
定する通知書を添えて市長に提出しなければならない。
（補助事業が予定の期間内に完了しない場合等の報告等）
第 11 条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行
が困難となった場合は、市長にその状況を書面により速やかに報告しなければならない。
２ 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、補助事
業者に対して書面により適切な指示をしなければならない。
（完了届）
第 12 条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに厚木市居住誘導区域（がけ
地近接等危険住宅）移転事業完了届（第９号様式。以下「完了届」という。）に次に掲げ
る書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 危険住宅を除却したことが分かる写真及び移転先住宅の外観写真
(2) 危険住宅の除却等に係る契約書の写し
(3) 危険住宅の除却等に係る請求書又は領収書の写し
(4) 移転先住宅の建築又は購入に要した経費の請求書又は領収書の写し
(5) 資金調達書（第 10 号様式）
(6) 融資に係る金銭消費貸借契約書等の写し又はこれに代わる証明書

(7) 融資を受ける金融機関が作成した移転先住宅、土地及び敷地造成の費目ごとの借入
金利子相当額の計算表
(8) 移転先住宅及びその敷地の登記事項証明書その他の移転先住宅及びその敷地の所有
者を確認することができるもの（３月以内に交付されたものに限る。）
(9) 移転先住宅の建築基準法第７条第５項の規定に基づく検査済証の写しその他同等と
認められる書類
(10) 第４条第２号に掲げる事業を行う場合にあっては、移転先住宅の建築又は購入に係
る契約書の写し
(11) 第４条第３号に掲げる事業を行う場合にあっては、移転先住宅への移転に係る経費
（危険住宅の除却等及び移転先住宅の建築又は購入に要した経費を除く。）の請求書
又は領収書の写し
(12) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の実績を確認する上で市長が必要と認める書
類
２ 市長は、完了届の提出を受けたときは、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容
及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査しなければならない。
（交付額の確定）
第 13 条 市長は、前条第２項の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の
決定及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の
額を確定し、厚木市居住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金確定通知書
（第 11 号様式）により、補助事業者に通知するものとする。
（補助金の交付請求等）
第 14 条 前条の規定により補助金の交付額の確定通知を受けた補助事業者は、厚木市居住
誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金交付請求書（第 12 号様式。次項にお
いて「請求書」という。）を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。
２ 市長は、請求書の提出があった場合は、当該請求書の内容を審査し、適正と認めたとき
は、当該請求書を提出した補助事業者に補助金を交付するものとする。
（消費税仕入控除税額の報告）
第 15 条 第７条第２項ただし書の規定による報告は、厚木市居住誘導区域（がけ地近接等
危険住宅）移転事業補助金消費税仕入控除税額報告書（第 13 号様式。次項において「控
除報告書」という。）を提出することにより行うものとする。
２ 市長は、控除報告書の提出を受けた場合において、既に補助金を交付しているときは、
当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を厚木市居住誘導区域（がけ地近接等危
険住宅）移転事業補助金返還命令書（第 14 号様式）により命ずるものとする。
（交付決定の取消し）
第 16 条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決
定の一部又は全部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 完了届により報告された補助事業の成果又は補助事業の事業費の実績額が著しく第
７条の規定による交付申請の内容を下回るとき。
(4) 前３号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件
又は法令に違反したとき。
(5) 故意に完了届に虚偽の記載をし、又は記載すべき事項を記載しなかったとき。
(6) 補助事業に関し、他の助成金、委託料等を受け、又は受けることになっていること

が判明したとき。
２ 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、その内容を厚木市居住誘導区域（が
け地近接等危険住宅）移転事業補助金交付決定取消通知書（第 15 号様式。以下「取消通
知書」という。）により当該補助事業者に速やかに通知するものとする。
（補助金の返還）
第 17 条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに
係る部分について既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対して厚木市居住誘
導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金返還命令書（第 14 号様式）により補助
金を返還させることができる。
（書類の保存）
第 18 条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収支の状況を会計帳簿に
よって明らかにさせておくとともに、当該会計帳簿及び補助事業に係る収支に関する書
類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存するものとする。
（調査に対する協力の要請）
第 19 条 市長は、補助金の交付の申請、決定、請求等に関する調査のために必要と認める
ときは、当該補助金の交付に係る申請者又は補助事業者に協力を求めるものとする。
附 則
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

別表（第５条関係）
区分

補助対象経費
移転を行う者に対し
て、危険住宅の除却等
に要する経費（除却
費、跡地整備費）

補助金の上限金額

第４条第１号
に掲げる補助
事業

除却等費

第４条第２号
に掲げる補助
事業

移転を行う者に対し
て、危険住宅に代わる
住宅の建設、購入（こ
れに必要な土地の取得
を含む。）及び改修をす
建物助成費 るために要する資金を
金融機関その他の機関
から借り入れた場合に
おける当該借入金利子
に相当する額（年利率
8.5％を限度とする。）

１戸当たり 4,210 千円（建物
3,250 千円、土地 960 千円）

第４条第３号
に掲げる補助
事業

建築確認等手続費用、
移転等費
登記に係る費用、既存
（移転先が 不適格調査費、動産移
居住誘導区 転費、仮住居費、住宅
域の場合） の建設又は購入に付帯
して要する経費等

１戸当たり 500 千円

備考

１

１戸当たり 975 千円

次に掲げる経費は、補助対象経費としないものとする。
(1) 公共事業等による立ち退きに伴い危険住宅の除却に係る補償を受ける場
合における除却等費
(2) 消費税仕入控除税額
２ 市の負担を求められる同種の国庫補助金等の交付を受ける場合にあっては、
本補助金の補助額は、当該国庫補助金等において市が負担すべき額を控除した
額とする。

