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補助率 一律
30万

10％ 10％ 10％ 10％ 20％ 20％ 20％ 20％ 20％ 20％ 30％ 30％ 30％
補助上限 20万 30万 30万 30万 30万 40万 40万 30万 40万 40万 40万 50万 50万

住宅の新築
増築＆リフォーム

平成
31年

度 リフ
ォーム補助金

フロー
チャート

空き家ですか

三世代リフォームに
該当しますか

平成31年度　寒河江市住宅建築推進事業補助金平成31年度　寒河江市住宅建築推進事業補助金

●対象要件
・一戸建て住宅や住宅用車庫・物置等の新築、増築、リフォーム工事
・市内の建設・建築業者と契約を行うこと
・令和2年３月１０日までに工事完了報告書及びそれに付する書類を
　提出できること
・市税の滞納がないこと

●補助金額
・一戸建て木造住宅の新築（工事費６００万円以上）は一律３０万円
・住宅や空き家の増築・リフォーム、カーポートを含む車庫と物置の新築・増築リフォーム工事
 （工事費２０万円以上・１０万円単位で端数は切り捨て）は
　対象工事費の１０％の額または2０％の額または3０％の額
　（要件により限度額が２０～5０万円）
★これまでにこの事業を利用された方も、改めて利用可能です。 

平成31年4月1日から、
補助金交付申請の受付を
開始しています。
申請は、確実に令和2年３月１０日まで工事
完了報告書を提出できるものに限ります。

なお、交付決定前の着工は補助対象とはなりませんのでご
注意ください。また、予算がなくなり次第、終了いたします。
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子育て定住補助金を検討ください

※この緑枠内にあてはまる補助金
　タイプは省エネ住宅ポイント制
　度との併用はできません。
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県産木材3㎥
利用しますか

いいえ

新　築リフォーム
工事種別は

この補助金は、寒河江市商工会が関係団体と連携し市当局へ
要望し、実現いたしました。どうぞお気軽にご相談ください。

□世帯要件について

・三世代世帯リフォーム（次のいずれかに該当すること）

□工事要件について
・５要件
　減災・部分補強、バリアフリー化、寒さ対策・断熱化、
　県産木材使用、克雪化のうち一定条件に該当する場合
・県産木材３㎥以上使用
　県産木材を３㎥以上使用している場合（木材使用量
　計算書にて計算が必要です）
・空き家活用
　売買で中古住宅診断を受け取得、もしくは相続・贈与
　で取得した場合

・三世代世帯
　直系で、３世代にわたる居住者がおり、平成13年4月
　2日以降に生まれた子がいる三世代世帯
・近居世帯
　平成30年4月1日以降に親世帯と子世帯の居所が新た
　に近居区域(親世帯と子世帯の居所の直線距離が2km以
　下である区域、又は、親世帯と子世帯の居所が同一小
　学校の通学区域である区域)内になった世帯(既に親世
　帯と子世帯の居所が近居区域内にある場合を除く。)
・新婚世帯
　申請時点で婚姻した日から 1年以内である世帯
・多子世帯
　平成 13年4月2日以降に生まれた子が 3人以上いる世帯
・移住世帯
　平成30年4月1日以降に県外から市内に移住した世
　帯員を含む世帯。もしくは申請時点で県外に住民票が
　あり、リフォーム終了後 31年度以内に居住する世帯 

①要件工事「バリアフリー化」に該当し、工事点合計
が10点以上となる工事。②居室の床面積合計がリフ
ォーム工事着手前と比べて10㎡以上増加する工事。
③便所、浴室、脱衣所、洗面所または台所を1か所以
上増設するリフォーム工事。
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補助率や、補助上限等の種類が
複雑化していますので、フロー
チャートでの確認や、窓口（市建設
管理課　Tel.86-2111）への問い
合わせを必ずしてください。

この補助金は、寒河江市商工会が関係団体と連携し市当局へ要望し、実現いたしました。どうぞお気軽にご相談ください。

なお、交付決定前の着工は補助対象とはなりませんのでご注意ください。また、予算がなくなり次第、終了いたします。

●対象要件・一戸建て住宅や住宅用車庫・物置等の新築、増改築、リフォーム工事
・市内の建設・建築業者と契約を行うこと
・平成31年３月10日までに工事完了報告書及びそれに付する書類を提出できること
・市税の滞納がないこと



事　業　所　名 所　在　地
㈱アールテック 寒河江市日田字中向４００
アイエス工業 寒河江市仲谷地１－８－１
㈱アイケン 寒河江市八鍬字南478－ 11
相原左官 寒河江市大字清助新田２３－１
㈲相原塗装店 寒河江市小沼町２３－１０
青山建設㈱ 寒河江市緑町２２７－１
㈱秋場設計 寒河江市西根字高畑５２－２
㈱秋山興建 寒河江市仲田２７－４
秋山電気設備 寒河江市大字柴橋４１２－２
旭建設㈲ 寒河江市大字米沢５７６－１
安孫子芸石 寒河江市本楯３－１３－２
㈱安孫子建築事務所 寒河江市中央１－１０－１８
安彦工務店 寒河江市西根字木ノ下５
㈲安孫子石材店 寒河江市大字寒河江字古河江４３－２
安孫子畳店 寒河江市本町３－１１－１２
建託アベ 寒河江市大字島３０－１
阿部工務店 寒河江市大字寒河江字石田５２０－３
㈱阿部産業 寒河江市日田字後田１３７
㈱阿部林業 寒河江市大字八鍬５３６－１
菖浦建設 寒河江市大字白岩１９４６
荒井工業㈱ 寒河江市大字柴橋７１２－１
㈲荒木建板工業所 寒河江市栄町８－３５
㈱アルス 中山町長崎１１６５－２
粟野左官工業 寒河江市大字柴橋２２９３－５
粟野建具店 寒河江市大字寒河江字鶴田47-2
安藤塗装 寒河江市島８１６－６
㈲石川建具店 寒河江市丸内３－６－８
㈱石山設備 寒河江市古河江３０－４
石山鉄工所 寒河江市大字寒河江字石田６５
市村建築設計事務所 寒河江市船橋町６５３－６
伊藤建設㈱ 寒河江市下河原１
㈲伊藤建具製作所 寒河江市鶴田７－２
犬飼建設㈱ 寒河江市西根１７８０
犬飼土木工事㈱ 寒河江市西根１７４５－３
井上工業㈱ 寒河江市字松川１２０
今井建築 寒河江市船橋町１７－２
今井建築工業 寒河江市大字高屋２８７７－６
㈱インテリアクニイ 寒河江市仲田３４－２
インテリア　スギヌマ 寒河江市大字中郷１００－３
interior COZY 寒河江市西根字石川下６１－１
㈱インテリ屋 寒河江市元町４－５－１１
㈲宇津井工務店 寒河江市大字日田１５４
楳津建設㈱ 寒河江市大字宮内１
㈲エクステリア荒木 寒河江市新山町２０－１
エコサービス㈲ 寒河江市大字寒河江字若神子２７５
S.K 設備 寒河江市大字高屋字西浦４５９－２
㈱エム．サンテック 寒河江市日田字五反６８－１
㈲遠藤石材店 寒河江市大字寒河江字鶴田２－２
㈱遠藤塗装 寒河江市西根２－１８－１７
遠藤農設 寒河江市大字柴橋１４４８－２９
大泉興業㈱ 寒河江市大字八鍬５７１－６
㈲大泉鉄工所 寒河江市大字八鍬１６０３
大泉塗装店 寒河江市山岸町２６６３－１６０
㈲太田建築 寒河江市大字寒河江字塩水５６－５
㈱太田塗装店 寒河江市大字寒河江字鶴田３０
大富建設㈱ 寒河江市大字日和田８８６
㈲大波建具製作所 寒河江市越井坂町１１８
大沼建築 寒河江市大字島字島東１１４－５
㈱大沼建築 寒河江市新山町２０－３
大沼工業㈱ 寒河江市中央工業団地１７６－１０
大沼コンクリート工業所 寒河江市大字八鍬１６０６
大沼板金加工所 寒河江市大字八鍬１２８２－２
岡崎興業 寒河江市本楯２－１００－７５
沖島塗装 寒河江市大字島５９－１
沖津内装 寒河江市大字島１７１
㈲奥山左官工業 寒河江市六供町２－６－２４
㈱オフィス K 寒河江市日田字後田１３７－３
㈲鏡畳店 寒河江市中央工業団地６４
㈲鹿島重機 寒河江市元町２－４－４
柏倉建築設計事務所 寒河江市大字柴橋１７３２－２
片桐工務店 寒河江市緑町１５３－７
㈱片桐塗装店 寒河江市末広町２－７
片倉空調　片倉幸二 寒河江市栄町４－４０
桂工業 山形市大字今塚４３
㈱加藤塗装所 寒河江市西根長面３５
㈱鎌上設計積算事務所 寒河江市大字柴橋４４５－３
軽部建設㈱ 寒河江市大字米沢字冨沢７９０－１
軽部林業㈱ 寒河江市大字清助新田１０５－１
㈲菅野ジュータン 寒河江市中河原１４４－３
㈱ KANSHO 寒河江市八鍬８５６－６
㈱菅野測量設計事務所 寒河江市中郷４８１
㈲菊地工務店 寒河江市上河原４３－１
菊地工業㈱ 寒河江市大字米沢７１－４
㈲菊地索道架設 寒河江市大字宮内４０－６
菊池商事㈱ 寒河江市中央工業団地１６８
㈱木香の家 寒河江市新山町３１２－2
木島住設 寒河江市大字寒河江字鶴田3８－１３
㈱共立製材 寒河江市大字中郷１６８５－１
㈲日下部ダクト工業 寒河江市西根字石川東10－ 9

事　業　所　名 所　在　地
武田建築 寒河江市大字寒河江字内の袋２１－５
武田左官 寒河江市日田字楯越３９４
田中商事 寒河江市中河原７
田中工業 寒河江市大字寒河江字鶴田４０－１
㈲土田製作所 寒河江市西根大字木下１３－７
土屋建築 寒河江市南町１－１－２４
土井ダクト工業㈱ 寒河江市大字日田字弓貝６３－１
東海林建築 寒河江市大字寒河江字月越２７－２
東海林土建 寒河江市上河原５３
東邦砕石㈱ 寒河江市緑町2２７－１
東北村山建設㈱ 寒河江市元町３－１２－１

（協）東北林産工業 寒河江市中央工業団地４８
㈱東洋住建 寒河江市日田１５０－３
飛塚塗装店㈱ 寒河江市西根字石川西２５１－３
㈱ナガオカ通信 寒河江市元町２－１８－１８
仲田園 寒河江市柴橋下鎌１０４９－１
仲田屋塗料店 寒河江市大字寒河江甲１７８９－３
那須左官 寒河江市大字白岩３９６
奈良崎左官工業 寒河江市緑町１４２－３
㈱西浦工業 寒河江市大字高屋字西浦１１７－５
日塔石材店 寒河江市本町３－５－２４
㈲仁藤プラスター 寒河江市六供町２－５－２
野川建具店 寒河江市西根字高畑７６－２
芳賀水道㈱ 寒河江市大字八鍬１４４７－１
㈲芳賀板金工業 寒河江市西根１２７４－２
芳賀久塗装 寒河江市大字西根字石川下２０７４
橋間建装 寒河江市柴橋３３６４
橋間塗装店 寒河江市大字寒河江字小沼３２－３
八松園㈱ 寒河江市中央工業団地１８６－２
㈱浜島電工 寒河江市南町３－１－８
東日本架線工業㈱ 寒河江市大字寒河江丙１２２９
Financial  Partners  Group 寒河江市高屋西浦２１６－１２
フジケン㈱ 寒河江市大字八鍬字東２７１－１
布施建設㈱ 寒河江市南町３－３－３５
布施建具製作所 寒河江市大字白岩２１２－１０
双葉重機リース㈱ 寒河江市中央工業団地１６９
古郡電気工事 寒河江市みずき１－５－１２
㈱ブルーシステム 寒河江市八幡町１－４６
古河江工務店 寒河江市字松川１４０－１
㈲古川板金工業所 寒河江市大字柴橋１６７７
平成道路㈱ 寒河江市西根字中川原６－１
㈲紅家製作所 寒河江市赤田１５１－５
㈲ホームサポート 寒河江市高田３－１１０－１
北條建設㈱ 寒河江市大字慈恩寺字醍醐１２０７
㈲北都電気工事 寒河江市大字高屋字西浦２１６－６
細谷建材 寒河江市大字寒河江字塩水１０－１
真壁建築 寒河江市大字寒河江字鶴田６０－１
真木左官工業所 寒河江市大字白岩６１６
㈲槙畳店 寒河江市丸内２－２－２７
㈱槙本鋳造所 寒河江市赤田１２８－１
升川建設㈱ 河北町谷地甲1083
㈲マックスレンタリース 寒河江市大字松川２８
松田建築 寒河江市西根２－４－１４
㈲松田建築美装 寒河江市南町３－３－７６
㈱松田設備工業 寒河江市大字寒河江字小和田４５－４
㈱マモル 寒河江市西根字中川原16-1
丸北木材工業㈱ 河北町西里字天満１９９－１
丸五建設㈱ 寒河江市寒河江字横道４３－１
マルタ建具店 寒河江市越井坂１２５－４
㈱丸友中屋 寒河江市中央２－３－６
マルミ・ライク・アン・アロー 寒河江市大字寒河江字仲田１３３
まるわ建機㈱ 寒河江市大字慈恩寺１２２２
美希プランニング 寒河江市大字島４８４
ミヤウチ建設㈱ 寒河江市大字白岩８２１－１
㈲水戸部塗装 寒河江市寒河江字石田４３－８
㈲宮林左官工業 寒河江市大字寒河江字仲田１４８－１
㈱村建 寒河江市中央１－３－５
モリ住工㈱ 寒河江市大字島４２－１
森田建設㈱ 寒河江市若葉町１３－１２
森田建具店 寒河江市大字寒河江字横道１２
モリ木工建具 寒河江市丸内１－１－１０
森谷建具製作所 寒河江市本楯４－３６－２
山形基礎㈱ 寒河江市中央工業団地159-5
ヤマガタリース販売㈱ 寒河江市西根字下堰４２３－１
㈱山匠エコシステム 寒河江市元町３－１８－１５
㈱ヤマゼン 寒河江市大字島東２３８－３
㈱ユアテック寒河江営業所 寒河江市中央工業団地１５８－４
㈱結設計工房 寒河江市仲谷地1－ 3－ 4
優技建 寒河江市高屋字台下８２６－１
㈱悠心 寒河江市本楯３－１４０
㈲横山板金 寒河江市大字高松８３
吉田板金 寒河江市若葉町５－２
陵南建設㈲ 寒河江市柴橋字台下７０４－１
㈲若葉建築 寒河江市若葉町１５－２
㈲ワダサッシセンター 寒河江市高田３－８０－１
渡辺塗料産業㈱ 寒河江市仲谷地２－５－３
㈱ WATANABE 寒河江市中郷５４９－３
渡辺建設工業㈱ 寒河江市大字西根字前川原４０－１
渡辺板金 寒河江市大字柴橋字金谷１６３０

事　業　所　名 所　在　地
工藤外装 寒河江市元町３－１５－４
工藤電気 寒河江市大字寒河江字仲田８１－５
國井建設㈱ 寒河江市日田３６０
国井設備工業 寒河江市大字白岩３－１
熊沢建設 寒河江市西根１８００
㈲グリーン・プランテーション 寒河江市寒河江字鷹の巣４－３
㈲クリエイト 寒河江市大字柴橋１５１８－１７
黒田建設㈱ 寒河江市栄町２－２
㈲グッドライフ黒田工務所 寒河江市中央工業団地１７３
株式会社  K-TEC 寒河江市大字清助新田４７９
建築佐藤 寒河江市本町３－３－１２
㈱建図 寒河江市日田字五反２０８－１３
㈲コウセイ技建 寒河江市新山町１４－２
高信設備 寒河江市日和田４９４－２
㈲小関商店 寒河江市本町２－３－１９
こぎ建設産業㈱ 寒河江市大字島４９４－１
後藤建設㈱ 寒河江市大字島６４６－１５
㈱後藤石材工業 寒河江市西根字外川原８８－１
後藤塗装 寒河江市大字中郷２７５２－１
小林エアコンサービス 寒河江市日田字弓貝４２－３
小林ダクト工業㈱ 寒河江市日田五反２５－３
古原設計 寒河江市大字日田五反204－ 7
小松工務店 寒河江市日田３０８
斉藤建築 寒河江市南町２－３－２８
㈲齋藤電気 寒河江市西根１７３８－１
寒河江仮設工業㈱ 寒河江市大字柴橋８４２
㈱寒河江技術コンサルタント 寒河江市西根字石川西４０４－３
新寒河江生コンクリート㈱ 寒河江市大字寒河江字若神子２７５
サガエコンテック㈱ 寒河江市中央工業団地７
㈱寒河江製作所 寒河江市大字寒河江字横道１０
㈱寒河江測量設計事務所 寒河江市西根字長面１５３－１
佐竹ダクト工業 寒河江市中央１－１１－１３
佐竹ボーリング 寒河江市大字高屋３８7－１
㈲佐藤エンジニアリング 寒河江市中央工業団地159-9
佐藤建設工業㈱ 寒河江市大字寒河江字月越２３－１
佐藤工業 寒河江市大字柴橋１０３５－４
佐藤工匠 寒河江市清助新田６０－１
㈲佐藤工務店 寒河江市大字中郷１５７1
佐藤サッシ 寒河江市七日町４－５９
㈲佐藤砂利販売 寒河江市大字柴橋１４９９
㈱佐藤造園 寒河江市西根２－６－３１
㈱さとう電熱 寒河江市若葉町１３－９
佐藤塗装 寒河江市大字寒河江字内の袋４３－６
佐藤土木㈱ 寒河江市大字松川１０３
㈲佐藤板金工業 寒河江市大字八鍬８７５－２
㈱サトー住販 寒河江市大字柴橋１４５４－１０
㈱サトネン 寒河江市大字谷沢２２９９－１
サラヤ㈱ 寒河江市本楯３－１５０－１
㈲サン ･ メイク 寒河江市八鍬１７８－５
㈲三協土木 寒河江市大字島４９４－１
㈲柴田左官工業 寒河江市大字寒河江字塩水６８－２
柴田板金 寒河江市大字日田弓貝６１－３
㈲柴橋製材所 寒河江市大字柴橋７６９－６
㈱シェルタープレカット工場 寒河江市米沢字東２０９－１
住宅設備　真木 寒河江市大字白岩６３８
㈲真正工業 寒河江市大字清助新田９０
末広工務店 寒河江市末広町４－５８
菅井塗装 寒河江市中央１－１２－８
菅野設備 寒河江市本楯３－１７７－１
菅野内装 寒河江市大字寒河江甲1827-14
杉本建築 寒河江市大字寒河江字鶴田２５－３
㈲鈴木工務店 寒河江市大字柴橋５６３－９
鈴木重機 寒河江市六供町１－６－１０
鈴木製材所 寒河江市大字白岩２８－２
鈴木土建 寒河江市大字白岩５５４－１
㈲鈴建 寒河江市大字柴橋２６９
鈴建工務所 寒河江市平塩６４５－１
㈲スマイル設備 寒河江市大字寒河江字五反２１－１
星秋塗装 寒河江市元町４－７－１７
セイシン工業㈱ 寒河江市白岩７０１
西部建材㈱ 寒河江市西根字中川原１１０－５
㈱ Zero1 寒河江市東新山町２２２－２
㈱創建 寒河江市大字寒河江字内の袋９６－１
蒼和 寒河江市大字高屋字西浦１２６－６
ダイゴ建設㈱ 寒河江市大字日和田916-1
大盛設備㈱ 寒河江市大字島６０
太陽コーポレーション㈱ 寒河江市大字寒河江字古河江３－１
髙子建築設計室 寒河江市高田１－２－６
㈱髙田地研 寒河江市本楯３－１６０
㈱タカトシ建装 寒河江市日田字五反２３－２
高橋建築 寒河江市大字日和田４８７
高橋興業 寒河江市大字中郷１９３７－２
高橋工業所 寒河江市大字白岩９２
高橋特殊工業 寒河江市大字寒河江字塩水９７－９
髙馬塗装店 寒河江市寒河江字仲田２８
㈱高木 寒河江市大字島字島東８７
㈱宝工務店 寒河江市大字西根字長面１５８－１
竹内建具店 寒河江市西根字長面１５７－１
建築タケダ 寒河江市柴橋字台下７１５－１
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