
「地域材活用住宅等リフォーム促進事業」Q＆A

掲載日　平成27年6月26日
　

1 交付対象となる木材・工事

Q1. 「商品券交付申込書」の提出前でも着工できますか。

A1. できます。

対象となる工事は、平成27年4月1日以降に工事に着手したものです。

なお、工事着手とは、工事請負契約を締結した時点です。

Q2. 床に張る単層・複合フローリング（いわゆる化粧合板）は対象になりますか。

A2. 使用されている木材が合法（産地）証明されていれば対象になります。

Q3. 建物の全部を災害等により滅失した後に、同じ場所で造る場合は改築と考えて

いいでしょうか。また、別の場所に造った場合は新築でいいでしょうか。

A3. 災害等により滅失した後同じ場所に用途、規模、構造が著しく異ならない建物を

建てる場合は対象となりますが、別の場所に建てた場合は対象になりません。

Q4. 外装工事や床・内装の下地材等は増改築の対象となりますか。

A4. 床・内装に使用する床材（フローリング等）、内装材（羽目板等）の木材製品

以外の木材は、増改築工事( 単位は㎥ )の対象となります。

Q5. 内装工事で天井、木製ドア、木製窓枠は対象となりますか。

A5. 天井、木製ドア（木製の部分の面積のみ対象です。）は内装工事の対象となり

ますが、木製窓枠は対象になりません。

Q6. 合法木材について、原則、道産材だとされているが、合法木材であれば道外材、

外材も対象となりますか。

A6. 対象となる木材は、合法証明に加えて産地の証明があれば、道外材、輸入材も

対象とします。

Q7. すでに増改築工事等が完了したものは、対象になりますか。

A7. 契約年月日が平成27年4月1日以降であれば、対象になります。

Q8. 床・内装工事の場合、図面を作らないで施工することがあるが、この場合、図面

の添付は必要ですか。

A8. 図面は必要です。施工箇所（部位）、対象木材が使用されている部分の求積が

できる（寸法、求積式等）簡易な図面を添付して下さい。



2 対象となる住宅・建築物

Q1. フランチャイズ契約の契約者が所有する店舗は対象になりますか。

A1. 対象になります。ただし、契約者が施主の場合です。

Q2. モデルハウスは対象になりますか。

A2. 対象になりません。　　　

Q3. 託児所や老人ホームなどは対象になりますか。

A3. 住宅・店舗・事務所に該当しないため対象になりません。

＜参考＞　

以下に示す「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第2条で定める公共建築物
は対象外です。

・学校

・老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する社会福祉施設

・病院又は診療所

・体育館、水泳場その他これに類する運動施設

・図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設　　等

Q4. 会社が所有する社宅は対象になりますか。

A4. 賃貸に当たるため対象になりません。

Q5. 建物、廊下等でつながっている建物は一棟と数えるのですか。

A5. 地番が同じであれば一棟と数えます。　

Q6. 内装（内装木質化工事）の範囲はどのようなものですか。また、居室以外の部分

（階段、踊り場、ビルトインガレージ等）も対象になりますか。

A6. 内壁（腰壁含む。）及び天井をいい、居室以外の部分も居室と同じレベルに仕上

げが行われた場合は対象になります。

（例：廊下、脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット）

居室以外の階段、押入れ、踊り場、物置、ビルトインガレージ、ウッドデッキ等

 は対象になりません。

Q7. 分譲住宅・分譲マンションは対象になりますか。

A7. 分譲住宅等の一戸分を所有する居住者が、戸別に改修等を行った場合は対象に

なります。



Q8. 賃貸住宅や別荘等のセカンドハウスは対象となりますか。

A8. 賃貸住宅は対象になりません。

別荘等のセカンドハウスは、施主が所有し、利用するものであれば対象となり

ます。ただし、一人１棟、１回しか申請できません。

Q9. 牛舎や倉庫、作業場の増改築は対象になりますか。

A9. 対象になりません。

Q１0. 建売住宅や中古住宅販売物件の床・内装工事は対象となりますか。

A１0. 対象なりません。ただし、購入後に購入者が施主となり改修を行う場合は対象と

なります。

Q１1. 子が、親の住んでいる親名義の住宅を工事する場合は対象となりますか。

A１1. 住宅の所有者のみが申請可能ですので、同居・別居の子が施主の場合は対象に

なりません。

Q１2. 自社事務所を自前で改装等を行った場合は対象となりますか。

A１2. 自前で改装等を行った場合、契約書及び関係書類がないため対象となりません。

ただし、他社に請負わせて施工した場合は対象となります。

Q13. 住宅・建築物の所有者が企業等であっても対象になりますか。

A13. 企業等が所有する住宅は対象になりません。

企業等が所有する店舗、事務所は対象なりますが、企業等が所有し、利用する

ものが対象です。

Q14. 中古住宅の購入契約を結び、引き渡し及び所有権の移転登記が終わっていない

状況で増改築工事等を行っているものは、対象になりますか。

A14. 対象になります。この場合は申込みのときに売買契約書等を添付して下さい。

なお、工事完了後に所有を確認する書類の提出を求めることがあります。

また、現地確認の対象となることがあります。

3 商品券交付の要件

Q1. 補助対象とする木材を住宅・建築物に5年以上利用することになっていますが、

どのように証明するのですか。

A1. 申込みのときに誓約書（別記第3号様式）を提出していただくこととしていま

す。



Q2. 増改築工事において、「対象木材が木材利用量全体の５０％以上、かつ、

５㎥ 以上」となっていますが、主要構造材をこの中に含めてもいいですか。

A2. 木材全体の利用量は、主要構造材を含めて計算します。増改築工事は、床・内装

工事を除く部分を対象としています。

Q3. 床・内装工事において施工面積とは、木材を使用した面積のみをいうのですか。

それとも、木材以外の製品を使用した面積を合わせた面積をいうのですか。

A3. 木材を使用した面積のみをいいます。

4 他の補助事業との重複

Q1. 市町村が実施する住宅建築等に対する補助金等との併用はできますか。

A1. 市町村が、地域材の利用促進を目的とした補助で国の補助金等を活用したもの、

及び国の地域活性化・地域住民生活支援交付金を活用して市町村が実施する

プレミアム付き商品券（リフォーム券・建築券）等との併用はできません。

詳細については、各市町村にお問い合わせ下さい。

＜参考＞

・プレミアム商品券（リフォーム券・建築券）発行予定市町村

岩見沢市、蘭越町、登別市、豊浦町、江差町、乙部町、遠軽町、清水町、中標津町

Q２. 住宅エコポイント、省エネ住宅ポイントを取得済の住宅との併用は可能ですか。

A２. 目的・対象が異なることから、併用は可能です。

Ｑ3. 国土交通省等の社会資本整備総合交付金を財源としている事業との併用は可能

ですか。

A３. 「他の事業との併用不可」等の制限がある場合や、地域材の利用促進を目的と

している事業の場合は併用できません。

※ 「長期優良住宅化リフォーム推進事業」「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウ

ス支援事業」「高性能建材導入促進事業」においては、国からの他の補助金と

重複する対象経費を含めることはできないこととなっており、併用する場合は、

補助の対象経費を明確に切り分けることが必要となります。

Q４. 「地域型住宅ブランド化事業」「地域型住宅グリーン化事業」との併用は可能

ですか。

A４. 目的・対象で重複する部分があるため併用はできません。



5 商品券交付額

Q1. 申込み時点よりも実績で対象木材の利用量が増加した場合、商品券交付額はどう

なるのですか。

A1. 申込み時に記載した予定商品券交付額が上限額となりますので、その額から増額

はできません。

Q2. 商品券交付に係る予算総額はいくらですか。

A2. ８,２００万円です。　

6 商品券交付の申込

Q1. 「第１次募集途中で応募総額に達した場合はその時点で終了とし、第２次、第３

次募集は行わない。」となっていますが、募集の終了は事前に周知されるので

しょうか。

A1. 募集の終了ついては、応募総額に達する前に北海道木材産業協同組合連合会（道

木連）のホームページでお知らせします。

Q2. 交付申込みをしてから交付対象者決定通知までは、どのくらいの期間になります

か。

A2. 申請が集中しなければ１週間～10日程度と想定しています。

Q3. 各様式の印鑑は、誰が押印するのですか。

A3. 次のように記載し、押印してください。

(1) 別記第1号様式及び別記第6号様式

　   施主又は代理人の名前を記載して、それぞれの個人印を押印してください。

ただし、施主又は代理人が法人（会社等）の場合は、法人（会社）名・代表

      者名を記載して、代表者印又は会社印を押印してください。

 (2) 別記第2号様式その１及び同様式その2

作成者の所属会社名・作成者名を記載して、作成者の個人印を押印して

　　 ください。

 (3) 別記第3号様式、別記第4号様式、別記第5号様式及び別記第7号様式

  　  施主の名前を記載して、個人印を押印してください。

ただし、施主が法人（会社等）の場合は、法人（会社）名・代表者名を

　　 記載して、代表者印又は会社印を押印してください。



7 商品券の交付申請

Q1. 実績報告書の提出期限は平成28年1月29日（金）ですが、当日消印は有効で

すか。

A1. 有効です。ただし、提出期限前であっても応募額が交付総額に達した時点で

募集を終了します。

Q2. 添付書類の「契約書等」とは、具体的にどのようなものですか。

A2. 契約書、請書、覚書等名称の如何を問わず、施主と施工者の意思が確認できる

書類です。

Q3. 添付書類の「木材が利用されている現場写真」とは、どのような写真ですか。

A3. 地域材等の利用状況が確認できる写真であって、具体的には施工後の該当部分の

写真と木材（製品）の荷姿写真をいいます。

Q4. 合法（産地）証明する材積及び施工面積は、木拾い表（実績）及び床・内装施工

面積表（実績）の交付対象とする木材利用材積及び施工面積と必ず一致しなけれ

ばだめですか。

A4. 合法（産地）証明は棟ごとに作成するので、証明する数量は交付対象とする木材

利用材積及び施工面積に一致するか、又はそれより多いことが必要です。

Q5. 施工業者・住宅メーカー等の代理による申込み及び申請が可能となっているが、

代理人になるには「建築許可を持った者」などの要件はありますか。

A5. 特に要件はありません。ただし、代理による申込み及び申請の場合は申込同意書

（別記第４号様式）及び委任状（別記第７号様式）が必要となります。

8 商品券の交付

Q１. 地域材活用住宅等リフォーム促進事業実績報告書を提出してから、商品券交付

まではどのくらいの期間になりますか。　

A１. 実績報告書の内容を審査し、「地域材活用住宅等リフォーム促進事業に係る商品

券の交付について」（別記第８号様式その１）を交付対象者に送付したあと、

商品券交付までおおむね１ヶ月程度を想定しています。



Q２. 商品券の種類を教えて下さい。また、複数の商品券を希望することはできます

か。

A２. 商品券の種類は、JCBギフトカード、日専連ギフトカード、全国百貨店共通

商品券の３種類です。希望できる商品券は１種類で、複数希望することはでき

ません。

Q３. 申込み時の希望商品券を、実績報告のときに変更できますか。

A３. 変更することはできません。

Ｑ4. 商品券交付対象の決定通知は、施主本人だけに通知するのですか。

Ａ4. 施主及び代理人へ通知します。

9 その他

Q1. 実績報告のときの交付対象木材の予定納入業者が、申し込みのときの業者と

違っていても、対象となりますか。

A1. 合法性（産地）証明等があれば対象となります。

Q2. 乾燥材の納入業者であることの証明は、どのようにするのですか。

A2. 納入業者のJAS認定証と、納入先（施主、工務店、流通業者等）あての納品を

証明する書類（納品書、仕切書、荷送伝票等）をもらって、添付してください。

なお、証明する数量については、対象となる建物のみの納入数量としてくださ

い。

Q3. 増改築工事においては検査済証の写しが必要とあるが、既存の建物を一部改修

して減築する場合など、検査済証が出ない場合はどのようにしたらよいか。

A3. 交付に当たっての審査においては、必要に応じ現地確認を実施することとして

おり、検査済証がない場合などは、現地確認の対象となります。

    


