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制 度 名 制度内容・目的 担当課・係 

高

齢

者

・

障

害

者 

①居宅介護住宅改修費等・福祉用

具購入費等支給     （ P24） 

介護保険で要支援・要介護と認定された在

宅の高齢者の日常生活を容易にするため 

 介護・高齢福祉課 

保険料係 

Tel ３５４－８１９０  

②生活福祉資金貸付 

 ◆不動産担保型生活資金貸付 

             （P24） 

低所得者・障害者・高齢者世帯への資金貸

付制度 

四日市市社会福祉協議会 

管理係 

Tel ３５４－８２６５ 

③日常生活用具給付事業（居宅生

活動作補助用具） 

          （P25） 

在宅の重度障害者の日常生活動作補助用具

の設置・取り換えの支援 

障害福祉課  

管 理 係 

Tel ３５４－８１７１ 

下

水 

④水洗便所改造資金融資あっせ

ん及び利子助成制度  （P25） 公共下水道処理区域内における水洗化トイ

レへの普及促進 

上下水道局生活排水課  

水洗化普及係 

Tel ３５４－８２２１ 
⑤水洗化工事費積立奨励金 

制度         （P25） 

⑥合併処理浄化槽設置整備事業

補助制度        （P26） 生活排水による公共用水域の水質汚濁 

およびこれに伴う生活環境の悪化防止 

上下水道局生活排水課  

浄化槽指導係 

Tel ３５４－８４０２ ⑦浄化槽維持管理事業補助制度 

          （P26） 

環

境 

⑧新エネルギー等導入奨励金 

制度               （P26） 
温室効果ガスの排出量の削減 

環境保全課  

環境調整係 

Tel ３５４－８１８８ 

⑨生ごみ処理機購入費補助制度 

                     （P27） 
生ごみの減量  

生活環境課 

リサイクル係  

Tel ３５４－８１９2 

耐
震 

⑩木造住宅住まいの無料耐震診

断            （Ｐ27） 

住まいの安全確保を図る 

建築指導課  

建築安全係 

Tel ３５４-８２０７ 
⑪木造住宅耐震補助制度 

                    （Ｐ2７） 

⑫耐震ｼｪﾙﾀｰ設置費補助制度 

            （P28） 
危機管理室 

Tel ３５４－８１１９ 

ま
ち
づ
く
り 

⑬狭あい道路後退用地整備事業 

                     （Ｐ28） 
狭い道を４m に広げ生活環境向上 

市街地整備・公園課 

整 備 係  

Tel ３５４－８２８９ 

⑭生垣設置助成金交付制度 

（Ｐ29） 
民地の緑化、安全で緑豊かなまちづくり 

都市計画課 

総務・まちづくり支援グ

ループ 

Tel ３５４－８２１４ 

２ 住まいに関する制度のご案内 

１．個人向け制度の一覧表 (詳しい内容は、（ ）内の参考ページをご覧下さい） 
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制 度 名 制度案内・目的 担当課・係 

住

宅 

⑮『とくゆうちん』 特定優良賃

貸住宅制度       （P29） 
ﾌｧﾐﾘｰ向け民賃の供給（中堅所得者向け） 

都市計画課 

総務・まちづくり支援グ

ループ 

Tel ３５４－８２１４ 

⑯マンション管理無料相談事業 

 （Ｐ29） 

マンションの管理や修繕工事などの相談

に、マンション管理士を派遣 

都市計画課 

総務・まちづくり支援グ

ループ 

Tel ３５４－８２１４ 

⑰郊外住宅団地（モデル団地） 

子育て世帯の住み替え支援事業 

（ﾘﾌｫｰﾑ補助・家賃補助）（P30） 

郊外住宅団地の活性化、空き家の有効活用、

子育てや介護環境の向上、少子高齢化対策 

都市計画課 

計画グループ 

Tel ３５４－８２７２ 

⑱子育て世帯の住み替え等促進 

空き家ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 

（ﾘﾌｫｰﾑ補助）     （P30）    

空き家の有効活用、市内への定住促進、子

育てや介護環境の向上、少子高齢化対策 

都市計画課 

計画グループ 

Tel ３５４－８２７２ 

⑲移住促進のための空き家ﾘﾉﾍﾞｰ

ｼｮﾝ事業（ﾘﾌｫｰﾑ補助） 

      （P31） 

県外からの転入者促進、空き家の有効活

用、人口減少対策 

都市計画課 

計画グループ 

Tel ３５４－８２７２ 

⑳狭小宅地改善支援制度 

                     （P31） 

密集市街地における安全安心な住環境の形

成、市内への定住促進 

都市計画課 

計画グループ 

Tel ３５４－８２７２ 

㉑住み替え支援制度(空き家ﾊﾞﾝｸ) 

            （P3２） 
空き家の有効活用、市内への定住促進 

都市計画課 

計画グループ 

Tel ３５４－８２７２ 

㉒『市営住宅』の入居申込み     

                 （P3２） 

収入の少ない方で、住宅にお困りの方への

住宅供給 

市営住宅課  

住 宅 係  

Tel ３５４－８２１８ 

㉑雨水貯留タンク設置補助金 

制度                  （P3２） 

雨水の流出抑制を図るための雨水貯留タン

クの普及促進 

河川排水課  

管理係 

Tel ３５４－８３５７ 
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２．住まいの制度のご案内 

 

 

    

 

①①①①    居宅介護住宅改修費等・福祉用具購入費等支給居宅介護住宅改修費等・福祉用具購入費等支給居宅介護住宅改修費等・福祉用具購入費等支給居宅介護住宅改修費等・福祉用具購入費等支給    

介護保険で利用できる介護サービスとして、住宅改修・福祉用具の購入は、いったん

全額をお支払いいただいた後、9 割又は 8 割相当額が給付されます。 

対 象対 象対 象対 象 者者者者      要介護又は要支援の認定を受けている方 

支給対象支給対象支給対象支給対象    

住宅改修…手すりの取付け、床段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の

変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え 

福祉用具…腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分 

限 度限 度限 度限 度 額額額額…（次の 9 割又は 8 割相当額が支給されます） 

住宅改修費の支給の限度基準額は２０万円とする 

福祉用具購入費の支給の限度基準額は、1 年間 10 万円とする（いずれも事前に申請が必要で

す） 

(福祉用具購入は三重県から指定を受けた業者からの購入に限ります) 

 （介護・高齢福祉課／℡３５４－８１９０ Fax３５４－８２８０） 

 

 

②②②②    生活福祉資金貸付生活福祉資金貸付生活福祉資金貸付生活福祉資金貸付    

   低所得者世帯、高齢者世帯、障害者世帯に対して安定した生活を送れるように支援す

ること目的に資金を貸し付ける制度です。 

  対対対対    象象象象    者者者者            概ね６５歳未満の方とし、原則世帯主を借受人とします。６５歳以上の高齢

者の場合は連帯借受人を立てていただくことで借受人になることを認める場

合があります。 

  貸付限度貸付限度貸付限度貸付限度額額額額  それぞれの資金によって異なります。 

  貸付利子貸付利子貸付利子貸付利子            連帯保証人が確保できれば無利子、できなければ年 1．5％の利子がつきます。 

      （※下記の不動産担保型は、年 3％又は長期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄの低い方の利率となります。） 

◆不動産担保型生活資金貸付（リバースモーゲージ制度）◆不動産担保型生活資金貸付（リバースモーゲージ制度）◆不動産担保型生活資金貸付（リバースモーゲージ制度）◆不動産担保型生活資金貸付（リバースモーゲージ制度）    

生活福祉資金の中で、現在居住し、また将来にわたって住み続けようとしている土地・建物を所

有している高齢者に、不動産を担保として生活資金をお貸しする制度（リバースモーゲージ制度）も

あります。（※対象世帯や貸付条件など、詳しくは下記までお問い合わせください。） 

 （四日市市社会福祉協議会／℡３５４－８２６５ Fax３５４－６４８６） 

 

 

 

 

 

住まいの制度のご案内住まいの制度のご案内住まいの制度のご案内住まいの制度のご案内    （制度の内容）（制度の内容）（制度の内容）（制度の内容） 



 - 25 - 

③日常生活用具給付事業③日常生活用具給付事業③日常生活用具給付事業③日常生活用具給付事業（（（（居宅生活動作補助居宅生活動作補助居宅生活動作補助居宅生活動作補助用具用具用具用具））））    

（申請はおひとりにつき１回です）（申請はおひとりにつき１回です）（申請はおひとりにつき１回です）（申請はおひとりにつき１回です）    

在宅の重度障害者の方が、住宅改修を伴う用具の取付け・取替えを行う場合に給付を行いま

す。 

対 象対 象対 象対 象 者者者者    学齢児以上であり、①と②のいずれかに該当する方。 

①身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢又は体幹機能障害３級以上の方。 

（特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害２級以上の方。） 

②障害者総合支援法の対象となる難病患者の方。 

※ただし、①と②のいずれの場合であっても、６５歳以上の方、４０歳以上６５

歳未満で介護保険の対象となる疾病をお持ちの方は対象外です。 

給 付 対給 付 対給 付 対給 付 対 象象象象 手すりの取付け、床段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え 

補助限度額補助限度額補助限度額補助限度額 ２０万円 （世帯の課税状況により、一部自己負担が生じる場合があります。）               

   （障害福祉課／℡３５４－８１７１ Fax３５４－３０１６） 

 

 

④④④④水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成制度水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成制度水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成制度水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成制度    

公共下水道の水洗化トイレへ改造していただくために、「融資あっせん及び利子助成」

制度を設けています。 

対 象対 象対 象対 象 者者者者  ・公共下水道区域内の家屋の所有者 

・公共下水道の供用開始から３年以内であること（その他条件あり） 

融資融資融資融資あっせあっせあっせあっせんんんん額額額額   １００万円以内（単位万円） 

利 子 助利 子 助利 子 助利 子 助 成成成成   年２回（８月・２月） 

  （上下水道局 生活排水課／℡３５４-８２２１ Fax３５４-８３７５） 

 

 

⑤⑤⑤⑤水洗水洗水洗水洗化工事費積立奨励金制度（らくらく水洗化積立）化工事費積立奨励金制度（らくらく水洗化積立）化工事費積立奨励金制度（らくらく水洗化積立）化工事費積立奨励金制度（らくらく水洗化積立）    

 この制度は、下水道が整備されたら、速やかに宅内の水洗化工事を行っていただくため、

事前に金融機関等で専用口座を開設して積立をしていただき、この積立金を使って工事し

た場合に奨励金が受けられる制度です。 

対対対対    象象象象    工工工工    事事事事                    事業計画区域内の下水道工事が予定されている区域及び供用開始後 1 年

以内の区域にある建物（新築、増築及び共同住宅を除く）の水洗化工事で、

供用開始後 3 年以内に完了したもの    

対象積立期間対象積立期間対象積立期間対象積立期間       建物ごとに積立預貯金口座を開設し、開始届後、毎月、1 年以上の積立 

奨励金の算出方法奨励金の算出方法奨励金の算出方法奨励金の算出方法    水洗化工事費と積立預貯金から支払った金額の内、低い方の金額を、積立

を開始した年月から水洗化工事が完成した年月までの期間における積立月

数に応じ下表の奨励率によって単利計算にて算出（１００円未満切捨、上

限額５万円） 

                                                【奨励金の算出方法】【奨励金の算出方法】【奨励金の算出方法】【奨励金の算出方法】        

水洗化工事完成日 奨励率（年利計算） 

供用開始後 1 年以内 ２．５０％ 

供用開始後 2 年以内 １．２０％ 

供用開始後 3 年以内 ０．７０％ 

  （上下水道局 生活排水課／℡３５４-８２２１ Fax３５４-８３７５） 
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⑥⑥⑥⑥合併処理浄化合併処理浄化合併処理浄化合併処理浄化槽設置整備事業補助制度槽設置整備事業補助制度槽設置整備事業補助制度槽設置整備事業補助制度    

市が定める区域にて新築・改築・リフォームにより、専用住宅等に合併処理浄化槽を設

置しようとする方に対し、予算の範囲内で以下の補助金を交付しています。 

対 象対 象対 象対 象 者者者者  ・浄化槽設置補助の対象区域であること。 

・自己が居住する建築物に新たに合併浄化槽を設置される方 

（※詳細は生活排水課へお問い合わせください。） 

補助の種類 新築補助金 転換補助金 

５人槽 ２１０，０００円 ５７０，０００円 

６～７人槽 ２４０，０００円 ６３０，０００円 

８～５０人槽 ２７０，０００円 ６９０，０００円 

 (上下水道局 生活排水課／℡３５４－８４０２ Fax３５４－８３７５) 

 

 

⑦⑦⑦⑦浄化槽維浄化槽維浄化槽維浄化槽維持管理事業補助制度持管理事業補助制度持管理事業補助制度持管理事業補助制度    

市が定める区域にて合併処理浄化槽を適正に維持管理している方に対し、予算の範囲内

で以下の補助金を交付しています。 

対 象対 象対 象対 象 者者者者  ・四日市市内の下水道等の共用開始区域外で合併浄化槽を管理していること。 

                                                    （単独浄化槽は、対象外） 

・申請者が居住している専用住宅又は併用住宅であること。 

・浄化槽の適正な維持管理を行っていること。 

・法定検査(11条)の総合判定が「適正」又は「おおむね適正」であること。 

（※詳細は生活排水課へお問い合わせください。） 

人糟 補助額 

５～６人槽 １１，０００円 

７～９人槽 １４，０００円 

１０～５０人槽 １７，０００円 

 (上下水道局 生活排水課／℡３５４－８４０２ Fax３５４－８３７５) 

 

    

⑧⑧⑧⑧新エネルギー新エネルギー新エネルギー新エネルギー等導入奨励金制度等導入奨励金制度等導入奨励金制度等導入奨励金制度    

温室効果ガス排出量の削減を推進するため、太陽光発電設備（10kW 未満）または燃料

電池設備を設置しようとする個人または中小企業者向けに奨励金制度を設けています。 

◆◆◆◆募集期間募集期間募集期間募集期間◆◆◆◆    

平成２９年４月３日（月）から平成３０年１月３１日（水）まで 

※先着順。ただし、交付申請額が予算額に達した場合は、その日で募集を終了し、募集を終了

した日の申請者の中から抽選により交付対象者を決定します。 

 ◆奨励金交付対象者◆奨励金交付対象者◆奨励金交付対象者◆奨励金交付対象者    

以下のすべてに該当する個人または中小企業者 

 (1)四日市市内で太陽光発電設備（10kＷ未満）または燃料電池設備を設置するまたは設置

された住宅等を購入する者 
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 (2)よっかいちＣＯ2ダイエットチャレンジ宣言を行う者 

 (3)市税を滞納していない者 

 (4)申請時において未着工であり、交付決定日以降に着手し、平成３０年３月３０日（金）

【必着】までに実績報告書を提出できる者 

◆対象設備◆対象設備◆対象設備◆対象設備    

         対象設備は自己が所有する未使用のものであり、対象設備にかかる工事が未着手のもの

で、次のいずれかに該当するものです。 

  ただし、展示、販売を目的とするものは補助対象外です。 

        (1)太陽光発電設備（発電能力 10kＷ未満のものに限る） 

  (2)燃料電池設備    

◆奨励金◆奨励金◆奨励金◆奨励金                    1 件 ３０，０００円 

◆募集件数◆募集件数◆募集件数◆募集件数            ３７０件 

◆募集方法募集方法募集方法募集方法    

    市ホームページに掲載する交付申請書を、添付資料とともに環境保全課に郵送（書留郵

便）または持参により提出してください。 

 （環境保全課/℡３５４－８１８８ Fax３５４－４４１２） 

 

 

⑨⑨⑨⑨生ごみ処生ごみ処生ごみ処生ごみ処理機購入費補助制度理機購入費補助制度理機購入費補助制度理機購入費補助制度    

市では、生ごみ処理機（以下「処理機」という。）の設置を推進することで生ごみの減

量および資源の再利用意識を高めることを目的として、処理機を設置する方に対して、生

ごみ処理機購入費補助金を交付しています。 

対 象対 象対 象対 象 者者者者  市内に住所が有り、居住している方（原則として 1 世帯あたり１基） 

補助金額補助金額補助金額補助金額  処理機の購入費の１／２（限度額１５，０００円） 

そ のそ のそ のそ の 他他他他  生ごみ処理機を購入する前に申請が必要です。 

 （生活環境課／℡３５４－８１９２ Fax３５４－４４１２） 

 

 

⑩⑩⑩⑩木造住宅住まい木造住宅住まい木造住宅住まい木造住宅住まいの無料耐震診断の無料耐震診断の無料耐震診断の無料耐震診断    

市では、皆さんの住まいの安全確保を図るために木造住宅の耐震診断を無料で行います。

大地震による家屋の倒壊から身を守るためにも、住まいの耐震性を確認しましょう。 

診断対象診断対象診断対象診断対象 四日市市内にある住宅で、次の 1）～４）すべてに該当するもの 

1） 昭和 56年 5月 31 日以前に建てた（工事着手した）木造住宅であること 

2） 店舗などとの併用住宅の場合は、延べ面積の半分以上が住宅用であること 

3） 階数が 3階以下であること 

4） 木造の在来軸組工法、伝統的構法、枠組壁工法（ツー・バイ・フォー）のもの 

対象外の住宅対象外の住宅対象外の住宅対象外の住宅  ○鉄骨造 ○鉄筋コンクリート造   

○木造丸太組工法（ログハウス）  ○木造プレハブ工法などの住宅 

申し込み申し込み申し込み申し込み   お近くの地区市民センターか建築指導課(市役所４階)に申込書がありますので

必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。申込書はインターネットの市ホ

ームページからもダウンロードできます。 

 （建築指導課/℡３５４－８２０７ Fax３５４－８４０４） 
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⑪⑪⑪⑪木木木木造住宅耐震補助制度造住宅耐震補助制度造住宅耐震補助制度造住宅耐震補助制度    

耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断さ

れた場合、耐震改修費(設計費、工事費、除去費)の補助金が受けられる場合があります。 

（※条件があり、事前に申請が必要です） 

 

補強計画費（設計費）補助補強計画費（設計費）補助補強計画費（設計費）補助補強計画費（設計費）補助  

三重県の耐震診断マニュアルの講習会を受講した建築士等が所定の基準を満たす補強計

画（設計）を行う場合に、委託費の２／３で上限１６万円が受けられます。 

補強工事費補助補強工事費補助補強工事費補助補強工事費補助  

一定の条件が満たされ、所定の補強計画に基づき適切に補強工事を行われる場合に、工事

費の補助が受けられます。また、補強工事と同時にリフォーム工事を行う場合に、リフォ

ーム工事費の１／３で上限２０万円が受けられます。 

除除除除却却却却工事費補助工事費補助工事費補助工事費補助  

地震発生時の倒壊による、隣接する建築物への被害防止や避難路の確保を目的として行う

木造住宅の除却工事を行う場合に、工事費の２／３で上限４０万円が受けられます。 

その他その他その他その他  

耐震診断・改修に関する相談を随時受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。 

（建築指導課/℡３５４－８２０７ Fax３５４－８４０４） 

 

 

⑫⑫⑫⑫耐震シェ耐震シェ耐震シェ耐震シェルター設置費補助制度ルター設置費補助制度ルター設置費補助制度ルター設置費補助制度    

地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守り、地震に強いまちづくりを進めることを

目的として、耐震シェルターを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付す

るものです。 

  対象となる住宅対象となる住宅対象となる住宅対象となる住宅    ・耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高

い」と診断された住宅 

・四日市市木造住宅耐震補強工事費補助金の交付を受けていない住宅 

対象となる人対象となる人対象となる人対象となる人            ・四日市市に住所を有する者 

・対象住宅に現に居住している者 

・世帯用件を満たす者 

  補 助 金 の補 助 金 の補 助 金 の補 助 金 の 額額額額        ・耐震シェルターを設置するために要する費用（床下工事その他付帯工事に

要する費用を除く）（千円未満切捨て）ただし、上限を２５万円とします。 

（危機管理室/℡３５４－８１１９ Fax３５０－３０２２） 

 

 

⑬⑬⑬⑬狭あい狭あい狭あい狭あい道路後退道路後退道路後退道路後退用地整備事業用地整備事業用地整備事業用地整備事業                                                                                                                                                            

狭い道路に接した敷地で建物の建て替えや増改築を行う際に、建築主や関係権利者の協

力と承諾を得て、建物や門、塀の位置を後退していただき、４メートルの幅員まで道を広

げることを目的としています。このため、後退部分の用地の寄付をいただいた場合は、測

量費や後退用地内にある門や塀などの撤去費用の一部を市が助成し、後退した部分の舗

装・整備を市が行います。 
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また、平成 17 年度からは建築行為を伴わない駐車場・空き地の場合でも市が助成した

り、整備できるよう事業の対象範囲を広げました。 

※狭い道路には次のような問題があります。 

・救急車や消防車が入りにくい。・生活に必要な日照、通風が得られない。・火災時には、

延焼しやすい。・避難路として危険である。・歩きにくく、自動車も走りにくい。 

（市街地整備・公園課／℡３５４－８２８９ Fax３５４－８４０４） 

⑭⑭⑭⑭生垣生垣生垣生垣設設設設置助成金交付制度置助成金交付制度置助成金交付制度置助成金交付制度    

緑豊かな都市環境づくりと美しく潤いのあるまちづくりを推進することを目的として、 

四日市市緑化基金を活用して、市民が生垣を造る際に費用の一部を助成しています。 

対 象対 象対 象対 象 者者者者：：：：四日市市内に土地を有する個人又は事業所若しくは事務所を有する法人で新た

に生垣を設置するもの 

（１） 幅員４ｍ以上の道路に面する土地に生垣を設置するもの 

（２） 幅員４ｍ未満の道路に面する土地で、道路後退用地整備の実施に伴い、生垣

を設置するもの  等 

設置基準：設置基準：設置基準：設置基準：生垣の設置は、道路に面した部分のみ 

（１） 生垣の延長が、２ｍ以上であること 

（２） フェンスを設置する場合は、生垣の内側（道路側でない）であること 

（３） 補植又は植替えでないこと 

（４） 植栽は、１ｍ当たり２．５本を基準とする 等 

※同一敷地へ生垣を設置する際に、過去に四日市市より助成等を受けた場合を除きます。 

補助金額補助金額補助金額補助金額：樹木１本当たり 1,000 円とし、助成額は 50,000 円を限度とする。 

（都市計画課／℡３５４－８２１４ Fax３５４－８４０４） 

 

 

⑮⑮⑮⑮『とくゆうちん』特定優良賃貸住宅制度『とくゆうちん』特定優良賃貸住宅制度『とくゆうちん』特定優良賃貸住宅制度『とくゆうちん』特定優良賃貸住宅制度    

市では、民間賃貸住宅の建設を支援することにより、広めで（床面積 70 ㎡前後）、敷

地内に広場、十分な駐車場などを備えた『とくゆうちん』の供給を進めています。『とく

ゆうちん』とは、特定優良賃貸住宅制度の愛称です。 

現在、市内には、1 団地（25 戸）の『とくゆうちん』がゆとりある民間賃貸としてありま

す。なお、収入に応じた家賃補助は現在、終了しています。 

（都市計画課／℡３５４－８２１４ Fax３５４－８４０４） 

 

 

⑯⑯⑯⑯ママママンション管理無料相談事業ンション管理無料相談事業ンション管理無料相談事業ンション管理無料相談事業 

マンションの管理や修繕工事などの相談に対応するため、市内の分譲マンション管理 

組合に、マンション管理士を派遣する。 

申込方法申込方法申込方法申込方法        所定の用紙で、四日市市 都市整備部 都市計画課へ申し込む 

派遣対象派遣対象派遣対象派遣対象        市内のマンション管理組合の理事会など 

費用負担費用負担費用負担費用負担        無料（年度内、1 管理組合 3 回まで） 

派遣場所派遣場所派遣場所派遣場所        依頼者の希望する場所（市内） 

日時・時間日時・時間日時・時間日時・時間        ２時間以内、休日・夜間も可 

 （都市計画課／℡３５４－８２１４ Fax３５４－８４０４） 
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⑰⑰⑰⑰郊外住宅団地（モデル団地）子育て世帯郊外住宅団地（モデル団地）子育て世帯郊外住宅団地（モデル団地）子育て世帯郊外住宅団地（モデル団地）子育て世帯のののの住み替え支援事業住み替え支援事業住み替え支援事業住み替え支援事業（リフォーム補助・家賃補助）（リフォーム補助・家賃補助）（リフォーム補助・家賃補助）（リフォーム補助・家賃補助）    

郊外住宅団地の活性化とともに、戸建て住宅の流通を促進して空き家の解消を図るため、

市外から郊外住宅団地（モデル団地）への子育て世帯の住み替えを支援します。 

また、子育てや介護環境の向上に繋がるため、親世帯の近くに住む場合は支援策のかさ

上げを行います。さらに、子育てに適した環境に住むことで、少子化対策にも期待してい

ます。 

     リフォーム補助：リフォーム補助：リフォーム補助：リフォーム補助：モデル団地内の１戸建て中古住宅（空き家）を購入する場合 

         補助金額：リフォーム費用の１／３（上限３０万円） 

         親世帯と近居（※）の場合は、上限５０万円 

  家家家家    賃賃賃賃    補補補補    助：助：助：助：モデル団地内の１戸建て中古住宅（空き家）を賃貸する場合 

         補助金額：家賃の１／２（上限３万円）、最長３年間 

                                    親世帯と近居（※）の場合は、上限４万円    

      （※）近居とは同一団地内又は同一小学校区をいう。 

補助対象条件：補助対象条件：補助対象条件：補助対象条件：（1）子育て世帯であること【１８歳未満の子を有すること】        

                                                            （2）市外からの転入者であること【市外に１年以上居住していた者】 

         （3）転入日から３ケ月が経過していないこと 等 

        （４）リフォーム補助については、昭和５６年５月３１日以前に建築又は工事

に着手したものは、耐震性を確保すること 等 

  対象となる郊外住宅団地（モデル団地：１対象となる郊外住宅団地（モデル団地：１対象となる郊外住宅団地（モデル団地：１対象となる郊外住宅団地（モデル団地：１３３３３団地）団地）団地）団地）    

  高花平、あさけが丘、笹川、坂部が丘、平津新町、桜台周辺（桜台、桜ヶ丘）、八千代台、

三重周辺（三重、生桑美里が丘、尾平美里が丘）、三滝台、かわしま園、あかつき台、大

谷台周辺（大谷台、みゆきが丘２丁目）、あがたが丘【家賃補助除く】 

（都市計画課／℡３５４－８２７２ Fax３５４－８４０４） 

 

 

⑱⑱⑱⑱子育て世帯の住み替え等促進空き家リノベーション事業子育て世帯の住み替え等促進空き家リノベーション事業子育て世帯の住み替え等促進空き家リノベーション事業子育て世帯の住み替え等促進空き家リノベーション事業（リフォーム補助）（リフォーム補助）（リフォーム補助）（リフォーム補助）    

中古住宅等の空き家の有効活用を図るとともに、市内への定住促進を図るため、市外か

らの子育て世帯の住み替えを支援しています。 

また、子育てや介護環境の向上に繋がるため、親世帯の近くに住む場合は支援策のかさ

上げを行います。さらに、子育てに適した環境に住むことで、少子化対策にも期待してい

ます。 

        リフォーム補助：リフォーム補助：リフォーム補助：リフォーム補助：⑰の事業のモデル団地以外の１戸建て中古住宅（空き家）を購入する場合 

または、空き建築物を購入し居住用に改修する場合 

         補助金額：リフォーム費用の１／３（上限３０万円） 

         親世帯と近居（※）の場合は、上限５０万円  

      （※）近居とは同一団地内又は同一小学校区をいう。 

補助対象条件：補助対象条件：補助対象条件：補助対象条件：（1）子育て世帯であること【18 歳未満の子を有すること】        

                                    （２）市外からの転入者であること【市外に１年以上居住していた者】 

（3）転入日から３ケ月が経過していないこと 

（4）昭和５６年５月３１日以前に建築又は工事に着手したものは、耐震性を

確保すること  等  

（都市計画課／℡３５４－８２７２ Fax３５４－８４０４） 
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⑲⑲⑲⑲移住促進のための空き家リノベーション事業移住促進のための空き家リノベーション事業移住促進のための空き家リノベーション事業移住促進のための空き家リノベーション事業（リフォーム補助）（リフォーム補助）（リフォーム補助）（リフォーム補助）    

中古住宅等の空き家の有効活用を図るとともに、市内への定住促進を図るため、県外か

らの移住者の住み替えを支援しています。 

リフォーム補助：リフォーム補助：リフォーム補助：リフォーム補助：市内の１戸建て空き家住宅を購入する場合 

または、空き建築物を購入し居住用に改修する場合 

         補助金額：リフォーム費用の１／３（上限１００万円） 

 補助対象条件：補助対象条件：補助対象条件：補助対象条件：（１）県外からの転入者であること【県外に１年以上居住していた者】 

 （２）転入日から６ヶ月が経過していないこと等 

 （３）昭和５６年５月３１日以前に建築又は工事に着手したものは、耐震性を

確保すること  等 

（都市計画課／℡３５４－８２７２ Fax３５４－８４０４） 

    

    

⑳狭小宅地改善支援制度⑳狭小宅地改善支援制度⑳狭小宅地改善支援制度⑳狭小宅地改善支援制度（新規）（新規）（新規）（新規）    

  密集市街地における安全安心な住環境の形成と定住促進を図ることを目的として、狭小

宅地の敷地増し※を行って定住する人に対して、登記費用などの手続き費用の一部を支援

します。 

 ※敷地増し：隣接する土地を新たに取得し、２以上の土地を併せて定住するための敷地面

積を増やすこと。  

補 助 金補 助 金補 助 金補 助 金 額額額額：：：：下記の敷地増し手続き費用の１／２（上限３０万円） 

（１） 測量費用（２）登記費用（３）不動産取得にかかる仲介手数料 

 補助対象条件：補助対象条件：補助対象条件：補助対象条件：（１）補助対象者が居住するために１６５㎡（５０坪）未満の土地を含めて

敷地増しを行い、１６５㎡以上の敷地面積とするものであること、また

は、補助対象者が補助対象者の２親等内の世帯と居住するために敷地増

しを行い、１６５㎡以上の敷地面積とするものであること 

 （２）取得する土地が補助対象者の世帯構成員の２親等内の親族が所有して

いないものであること 等 

 対象となる区域対象となる区域対象となる区域対象となる区域（下記の区域の市街化区域内） 

   十志町、大字茂福、蒔田一丁目、松原町、富田三丁目、南富田町、富州原町、天カ須

賀一丁目、天カ須賀二丁目、住吉町、富田一色町、東富田町、富田浜元町、富田浜町、

別名二丁目、浜一色町、新浜町、東新町、京町、川原町、八王子町、伊倉二丁目、中

川原三丁目、ときわ三丁目、浜田町、元町、新々町、本町、栄町、幸町、相生町、北

納屋町、南納屋町、中納屋町、高砂町、稲葉町、中町、新町、蔵町、西町、八幡町、

浜町、北町、北条町、北浜町、泊山崎町、小古曽一丁目、御薗町一丁目、七つ屋町、

大字塩浜 

（都市計画課／℡３５４－８２７２ Fax３５４－８４０４） 
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㉑住み替え支援制度（空き家バンク）㉑住み替え支援制度（空き家バンク）㉑住み替え支援制度（空き家バンク）㉑住み替え支援制度（空き家バンク）（新規）（新規）（新規）（新規）    

  空き家の有効活用と定住促進を図ることを目的として、住み替えなどを検討している人

に対して、空き家に関する情報を市のホームページなどで提供します。 

  空き家バンクで扱う住宅空き家バンクで扱う住宅空き家バンクで扱う住宅空き家バンクで扱う住宅    

   一戸建ての空き家中古住宅（予定も含む） 

  空き家を所有されている方へ空き家を所有されている方へ空き家を所有されている方へ空き家を所有されている方へ    

今後、ご利用の予定の無い人は空き家バンクへの登録について検討ください。（登録に

あたっては、宅地建物取引業者へご相談ください。） 

  一戸建てのお住いをお探しの人へ一戸建てのお住いをお探しの人へ一戸建てのお住いをお探しの人へ一戸建てのお住いをお探しの人へ    

   空き家バンクをご覧いただき、住まいの選択肢として中古住宅もご検討ください。 

   制度の詳細は、ホームページをご覧ください。

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/~yk-toshikei/akb/ 

（都市計画課／℡３５４－８２７２ Fax３５４－８４０４） 

    

    

㉒㉒㉒㉒『『『『市営住宅』の市営住宅』の市営住宅』の市営住宅』の入居申込み入居申込み入居申込み入居申込み    

収入が少なく、住宅に困っている市民を対象にした市営住宅について、申し込み資格は

下記のとおりです。 

対 象対 象対 象対 象 者者者者 ①四日市市内にお住まいか、勤務先のある方 

②同居親族がいる方（お一人の方は、条件付で「定期募集」の募集のみ） 

③公営住宅法に定める収入基準に合う方（原則、月額所得 15 万 8千円以下） 

④市税を完納している方                      

⑤暴力団員でないこと 

⑥その他、条件あり 

申 込申 込申 込申 込 みみみみ 「随時募集（順番待ち）」と年３回（６月・１０月・２月）行われる「定期募集」

があります。 

（市営住宅課／℡３５４－８２１８ Fax３５４－８４０４） 

 

 

㉓㉓㉓㉓雨水貯留雨水貯留雨水貯留雨水貯留タンク設置補助金制度タンク設置補助金制度タンク設置補助金制度タンク設置補助金制度    

四日市市では、雨水の流出抑制を目的に、一般住宅に雨水貯留タンクを設置する方に対

して、予算の範囲内で補助金を交付しています。 

対 象対 象対 象対 象 者者者者  市内の戸建住宅又は集合住宅に雨水貯留タンクを設置し、適切な維持管理ができ

る人 

補助対象補助対象補助対象補助対象  市販されている貯留容量が８０リットル以上のもの 

タンクタンクタンクタンク 

補助金額補助金額補助金額補助金額        雨水貯留タンクの購入費の１/２以内（千円未満は切り捨て）で３０，０００円を

限度額とします。 

そそそそ    のののの    他他他他  補助金は一戸あたり一回限り、一基とします。また、購入の前に申請が必要です。 

（河川排水課／℡３５４－８３５７ Fax３５４－８４０４） 

     


