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○石巻市定住促進住宅取得等補助金交付要綱 

令和３年６月30日告示第458号 

改正 

令和４年３月31日告示第147号 

石巻市定住促進住宅取得等補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市への定住促進を図るため、本市の区域外（以下「市外」と

いう。）から区域内（以下「市内」という。）に移住をしようとする者が住宅を取

得若しくは改修した場合又は市内の空き家所有者が移住者へ賃貸するために当該

空き家を改修した場合に、予算の範囲内において石巻市定住促進住宅取得等補助金

（以下「補助金」という。）を交付することについて、石巻市補助金等の交付に関

する規則（平成17年石巻市規則第47号）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

（用語の定義） 

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、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１) 定住 市内に永く住むことを前提に、住民基本台帳法（昭和42年法律第81

号）第６条の規定による本市の住民基本台帳（第３号において「住民基本台帳」

という。）に登録され、生活の拠点を本市に置くことをいう。 

(２) 住宅 市内において、居住用に供する家屋で自ら居住するために所有する住

宅をいう。ただし、店舗併用住宅にあっては、居住部分が当該住宅の延べ床面積

の２分の１以上であるものに限る。 

(３) 取得 住宅又は過去に居住用に供されたことがある住宅を、自己の居住用に

供するため新築又は購入し、かつ、引き渡しの日から１年以内に住宅の所在地が

住民基本台帳に登録されることをいう。ただし、相続、贈与、防災集団移転促進

事業（防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法

律（昭和47年法律第132号）第２条第２項に規定する集団移転促進事業をいう。）

その他対価を伴わない事由により住宅を取得した場合を除く。 

(４) 改修 建築から10年を経過している住宅の修繕、補修、模様替えその他住宅

の機能や環境の維持・向上のために行う改築、増築、設備工事又はリフォーム工

事をいう。 

(５) 空き家所有者 市内に居住していない又は近く居住しなくなる予定の住宅

を所有している者をいう。 

(６) 子育て世帯 第５条の規定による補助金の申請日において、15歳以下の子を

扶養している世帯又は妊婦を含む世帯をいう。 

(７) 空き家バンク 石巻市空き家バンク実施要綱（令和３年石巻市告示第448号）

第２条第３号に規定する事業をいう。 
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(８) 市内業者 本社が市内にある建設業法（昭和24年法律第100号）第３条に規

定する建設業の許可若しくは宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第３条

に規定する免許を受けた法人又は個人その他市長が特に認めたものをいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者（以下「補助対象者」という。）は、第５条の申請を行

う時点において、次に掲げる要件を全て満たす者であって、別表第１の区分に応じ、

当該各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 直近年度の市区町村税に滞納がない者 

(２) 石巻市暴力団排除条例（平成24年石巻市条例第42号）第２条第２号及び第４

号に掲げる暴力団関係者が含まれていない又はそれらと密接な関係を有する者

がいないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、本市が実施する移住定住施策等により市長から委嘱を

受け市外から本市に転入した者で、当該委嘱期間中のものは、補助対象者としない。 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助金額

等は、別表第２のとおりとする。この場合において、算出された補助金の額に1,000

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、改修を行う場合においては、次の各号に掲げる経費は、

補助金の交付対象としない。 

(１) 補助対象経費の総額が50万円未満の事業 

(２) 敷地造成、舗装、門、塀その他の外構工事 

(３) 物置、車庫等の附随設備 

(４) 建物の解体、除却のみを行う工事 

(５) エアコン、ガスコンロ、照明その他の住宅設備機器類の購入及び設置工事 

(６) カーテン、家具、家電製品、調度品等の購入及び設置工事 

(７) 他の制度による補助金等の対象となる工事 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助の対象として適当でないと認める工

事 

３ 補助金の交付は、一の住宅につき１回限りとする。 

（補助金の交付申請） 

第５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、石巻市定

住促進住宅取得等補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に申請しなければならない。 

(１) 申請者及び申請者の属する世帯全ての世帯員が記載されている住民票の写

し 

(２) 住宅の取得又は改修に関する契約書の写し 

(３) 補助対象経費の内訳が記載された見積書又は収支計画書 

(４) 取得又は改修する住宅の位置図、平面図、立面図等工事内容が確認できる図
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面等 

(５) 直近年度の市区町村税に係る納税証明書（完納証明書又は非課税証明書） 

(６) 取得の場合で妊婦がいる場合は、母子手帳の写し 

(７) 改修して三世代同居する場合は、転入予定者及び転入予定者の属する世帯全

ての世帯員が記載されている住民票の写し及び申請者と転入予定者の関係が確

認できる書類 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定等） 

第６条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、補助金の

交付の可否を決定し、石巻市定住促進住宅取得等補助金交付可否決定通知書（様式

第２号）により、当該申請者に通知するものとする。 

（事業の変更等） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、交付決定

を受けた事業を変更し、又は中止しようとするときは、石巻市定住促進住宅取得等

補助金変更（中止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、石巻市定住促進住宅取得等補助金変更（中止）承認通知書（様式第４号）に

より、当該交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 交付決定者は、住宅取得又は改修完了後、速やかに石巻市定住促進住宅取得

等補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなけ

ればならない。 

(１) 住宅の取得又は改修に係る領収書等の写し 

(２) 取得の場合は、住宅の登記事項証明書等本人所有が確認できる書類の写し及

び住宅に入居後の申請者及び申請者の属する世帯全ての世帯員が記載されてい

る住民票の写し 

(３) 改修の場合は、住宅を改修したことが確認できるもの（写真等） 

(４) 改修し三世代同居する場合は、世帯全ての世帯員が記載されている住民票の

写し 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の報告書が提出されたときは、その内容を審査の上、適当と認

めたときは、補助金の額を確定し、石巻市定住促進住宅取得等補助金確定通知書（様

式第６号）により交付決定者に通知するものとする。 

２ 市長は、必要と認める場合は、補助対象工事の状況について、実地調査を行うこ

とができる。 

（補助金の交付等） 
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第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。 

２ 交付決定者は、補助金を請求しようとするときは、石巻市定住促進住宅取得等補

助金請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の取消し等） 

第11条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は交付決定者に対

して、第１号及び第２号のいずれかに該当するときは全額の返還を、第３号に該当

するときは半額の返還を、第４号に該当するときは既に交付した補助金の範囲内の

額で市長が定める額の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ない事

情があると認める場合は、この限りでない。 

(１) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(２) 交付決定日から３年以内に転居し、又は当該住宅の売渡し、譲渡等を行った

とき。 

(３) 交付決定日から３年を超えて５年以内に転居し、又は当該住宅の売渡し、譲

渡等を行ったとき。 

(４) 前３号の掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、石巻市定住促進住宅

取得等補助金交付決定取消・補助金返還通知書（様式第８号）により当該交付決定

者に通知するものとする。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この告示は、令和３年７月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日告示第147号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

区分 交付対象者 

取得 (１) 市外に居住し過去１年以内に本市に居住したことがない者で、か

つ、住宅を取得しようとする意思を持つもの 

(２) 市内の賃貸住宅に居住している者で、その居住期間が２年以内かつ

市内の賃貸住宅に居住する前１年以内に市内に居住したことがなく、か

つ、住宅を取得し、定住しようとする意思を持つもの 

改修 (１) 市外に居住し過去１年以内に本市に居住したことがない者で、か

つ、市内の賃貸住宅を改修し、定住しようとする意思を持つもの 

(２) 市内の賃貸住宅に居住している者で、その居住期間が１年以内かつ

市内の賃貸住宅に居住する前１年以内に市内に居住したことがない者
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で、居住している賃貸住宅を改修し、定住しようとする意思を持つもの 

(３) 空き家所有者であり、移住者へ賃貸するためにその住宅を改修し、

空き家バンクへ登録しようとする意思を持つもの。ただし、賃貸目的で

建設した建物の所有者は除く。 

(４) 市内に住宅を所有している者で、市外に居住し過去１年以内に本市

に居住したことがない親族を受け入れ、三世代同居するために住宅を改

修しようとする意思を持つもの 

別表第２（第４条関係） 

区分 補助対象経費 補助金額（限度額） 

取得 

住宅の取得に要する費用 基本補

助金 

補助対象経費の10パーセン

ト（限度額100万円） 

加算補

助金 

子育て世帯 30万円 

空き家バンク活用又は市内

業者施工 20万円 

改修 

(１) 屋根のふき替え、防水、塗装

その他の屋根工事 

(２) 外壁の張り替え、塗装その他

の外装工事 

(３) 雨どいの交換、塗装その他の

とい工事 

(４) 開口部及びガラスの取替えそ

の他の建具工事 

(５) ベランダ及び縁側の改修工事 

(６) 床材、壁材及び天井材の張り

替えその他の内装工事又はタイル

工事 

(７) ユニットバス及び浴槽の取替

えその他の浴室工事 

(８) システムキッチンの取替えそ

の他の厨房工事 

(９) 洗面台及び便器の取替えその

他の衛生設備工事 

(10) 給水管、配水管及びガス管の

取替えその他の配管工事 

(11) 配線及びコンセント設置その

他の電気設備工事 

(12) ボイラー及び温水器の取替え

補助対象経費の50パーセント（限度

額50万円） 
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その他電気設備工事 

(13) 既存住宅の増改築工事（建物

全部の解体工事は除く。） 

(14) バリアフリー等に関する工事 

(15) 外部工事、内部工事及び建設

設備工事に関連して行う解体工事 

(16) 耐震改修工事 

(17) 専門業者によらず自ら行った

改修工事等に要する材料費 

(18) その他市長が認めるもの 
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様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第７条関係） 
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様式第４号（第７条関係） 
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様式第５号（第８条関係） 
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様式第６号（第９条関係） 
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様式第７号（第10条関係） 

 



14/14 

様式第８号（第11条関係） 

 


