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戸建木造住宅耐震改修等事業補助金
■申請受付期間
　平成29年６月19日㈪～平成29 年８月31日㈭
　（土・日曜日、祝日除く）
■交付対象建築物
◦昭和56年５月31日以前に着工したものまたは平成28年熊

本地震で被災したもの
◦在来軸組工法、枠組壁工法または伝統的工法（木造）で３階

建て以下のもの
◦戸建て住宅で現に居住中であるもの
◦所有者が町税を滞納していないもの　など
■交付対象事業および補助金額
❶耐震改修設計（耐震改修工事の計画策定）
　補助対象経費の３分の２以内（上限20万円）
❷耐震改修工事（耐震改修工事および工事監理）
　補助対象経費の２分の１以内（上限60万円）
※交付対象建築物のうち、耐震診断の結果、倒壊の危険性が

あると判断されたものが対象となります。
❸建替え工事
　補助対象経費の23％以内（上限60万円）
※交付対象建築物のうち、耐震診断の結果、倒壊の危険性が

あると判断されたものおよび被災者生活再建支援法に基づ
く被災者生活再建支援金の支給対象でないものが対象とな
ります。
❹耐震シェルター工事
　補助対象経費の２分の１以内（上限20万円）
※交付対象建築物のうち、昭和56年６月１日以降に着工し

たものについては、次のいずれかに該当するものが対象と
なります。
ア　災害対策基本法に基づく住家の被害認定において、
「全壊」または「大規模半壊」に認定されたもの

イ　耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたも
の

※耐震シェルターとは、住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な
箱型の空間をつくり安全を確保するものです。

※平成28年４月14日から平成29年６月18日までに、補助
を受けずにご自身で宅地復旧または耐震改修などを実施さ
れている場合は、さかのぼって補助ができる場合がありま
す。

被災宅地復旧補助金
■申請受付期間
　平成29年６月19日㈪～平成30年２月28日㈬
　（土・日曜日、祝日除く）
■交付対象宅地
　平成28年熊本地震発生時に住宅の用に供されていた土地
　（民間企業や団体等の社宅や寮は除く）
■交付対象工事（調査・設計を含む）
　宅地被害に対して原形に復旧することを基本とした次に掲
げる工事（構造基準を満たすものへの変更を含む）
◦宅地のり面の復旧工事
◦宅地擁壁の復旧・補修工事（ブロック塀やフェンスは対象

外）
◦宅地の亀裂・ひび割れ・陥没の復旧工事
◦住宅基礎の傾斜修復工事（家屋の修理などは対象外）
※工事費が50万円に満たないものや、他の補助金の交付を

受けたものなどは対象外です。
■補助金額
　補助対象経費から50万円を控除した金額の３分の２以内
   （上限633万円）
　例）工事費が350万円かかった場合
　　　（350万円－50万円）×2/3＝補助金額200万円

戸建木造住宅耐震診断事業補助金
■申請受付期間
　平成29年６月19日㈪～平成29年８月31日㈭
　（土・日曜日、祝日除く）
■交付対象建築物
◦昭和56年５月31日以前に着工したもの
◦在来軸組工法（木造）で２階建て以下のもの
◦戸建て住宅で現に居住中であるもの
◦所有者が町税を滞納していないもの　など
■補助金額
　補助対象経費の３分の２以内（上限８万６千円）

あなたの地区の嘱託員を紹介します被災宅地復旧、耐震診断（精密診断）・耐震改修などの費用
の一部を補助します

問 総務課　総務法制係　☎（232）2111

平成29年度第１回嘱託員会議を５月12日、杉並木公園管理センター学習室で開催しました。
会議では、町長が退職した嘱託員の皆さんに感謝状を贈呈し、新任18人を含む61人の嘱託員
に委嘱状を交付しました。今年度の各行政区の嘱託員の皆さんは次のとおりです。

■菊陽町嘱託員（継続・新任）   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略） ■退職された嘱託員　  　　（敬称略）

校区 行政区 氏名 校区 行政区 氏名 行政区 氏名

菊
陽
南
小
学
校
区

井口 弓削　幸雄

菊
陽
北
小
学
校
区

古閑原 髙木　一孝 道明 松野　武美

辛川 緒方　義則 入道水 鹿子木　明 曲手 桑住　壽博

道明 馬場　功世 柳水 上田　忠昭 戸次 内村　博之

曲手 森田　秀久 馬場 村本　廣見 上中代 東　　裕幸

馬場楠 吉山　新也 鉄砲小路 那須　彰一 出分 竹中榮次郎

戸次 田島　修一 長塚 古川　信寛 中代 橋本　 司

菊
陽
中
部
小
学
校
区

上中代 荒木　新也 新町 矢野　厚子 川久保 津村　千春

出分 江藤　豊文 南方 久保田昌生 津留 阪本　敏郎

中代 西本　憲二 光団地 村上　 緑 大堀木 矢野　光幸

川久保 吉川　照幸 中尾 紫藤　和昭 ひばりヶ丘 立石　隆城

津留 阪本　良一 駅前 石原　末信 あさひヶ丘 清水　 紀

大堀木 渡邉　 勲

武
蔵
ヶ
丘
小
学
校
区

光の森１町内 岡﨑　孝則 境の松 松永　英憲

下原 亀井　 健 光の森２町内 原田　正孝 鉄砲小路 舟津　敬二

宮ノ上 江口　重治 光の森４町内 笠村　敏男 駅前 赤塚　茂則

ひばりヶ丘 野尻　洋一 光の森５町内 上田　喜一 光の森２町内 泉　　國雄

あさひヶ丘 渡邊　 修 武蔵ヶ丘１町内 竹下　輝昭 光の森４町内 奥野　寛治

津久礼ヶ丘 緒方　憲子 武蔵ヶ丘２町内 西山サトル 武蔵ヶ丘５町内 丸山　 勉

上津久礼 石坂　益幸 武蔵ヶ丘３町内 米田　亮子

下津久礼 士野　和道 武蔵ヶ丘４町内 井原理恵子

緑ヶ丘 猪股　 稔 武蔵ヶ丘５町内 井之口明洋

緑陽台 小原　 誠

武
蔵
ヶ
丘
北
小
学
校
区

武蔵ヶ丘６町内 前田　光喜

菊
陽
西
小
学
校
区

三里木 藤田　英也 武蔵ヶ丘７町内 深田　俊彦

三里木北 原田　謙二 武蔵ヶ丘８町内 森田　忠満

新山 濱田　健一 八久保 隈部　 勲

境の松 福島　知雄 花立 早野　洋一

新成 佐藤　豊次 南花立 梅北　兼弘

北新山 廣瀨　英二 向陽台 久保田　實

杉並台 大山　 實 南八久保 上野　幸一

青葉台 髙宮　茂巳 にじの森 山田　好行

東ヶ丘 古川　武志

沖野 松永　 功

光の森６町内 原山　敏行

嘱託員とは
　嘱託員とは、町の行政を円滑にす
るために、町長が委嘱する特別職の
地方公務員です。嘱託員は町からの
お知らせを町民に周知したり、各種
調査を取りまとめたりしています。
地域や行政について知りたいことが
あれば、お住まいの行政区の嘱託員
にお尋ねください。

町では、平成28年熊本地震で被災した宅地の復旧および被災した住宅の耐震改修や、
新耐震基準を満たさない恐れのある住宅の耐震診断（精密診断）・耐震改修などにかかる
費用の一部を補助します。詳しくはお問い合わせください。

問 都市計画課　都市計画係　☎（232）4927
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