耐震シェルター等助成制度一覧
平成25年７月１日現在
※ 融資金利、利子補給額･率等は、年又は年度ごとに変動する場合があります。詳細は、所管行政庁 問合せ先(担当課）にお問合せください。
助成制度の対象等
事業
主体

事業名

千代田区 木造住宅耐震促進事業

制度
の
種類

対象となる建築物
昭和56年5月31日以前に建築された木
造住宅

中央区

※詳しくは区へ問い合わ
せください。

新宿区

新宿区建築物等耐震化
支援事業

文京区

耐震改修促進助成事業（木造住宅耐震シェルター等助成）
補助 ・防火地域内の昭和56年5月31日以前に
建築された木造住宅で耐震化基準を満
たさない建物
・建築基準法上の道路に突出していない
等
台東区耐震シェルター等設置助成事業
補助 昭和56年5月31日以前に建築された木
造住宅

台東区

江東区

所管行政庁 問合せ先
補助支払
又は
融資対象限度額

対象者の要件
（所得制限、年齢制限等)
当該住宅に住民票があること

50万円

10/10

備考
担当課
まちづくり推進部建築指
導課
都市整備部建築課構造
係

補助 昭和56年5月31日以前に着工した木造
の２階建て以下の住宅、共同住宅、店舗
等併用住宅（住宅の用に供する床面積
の合計が延べ面積の1/2を超えるもの）

ＴＥＬ 内線
0352114310
0335465459

9/10

予備耐震診断の結果「耐震補強が必 都市計画部地域整備課
要」と診断されていること

0352733829

高齢者等のみ居住
耐震シェルター等
高齢者等：①満65歳以上で対象建築物に1年以 上限 15万円
上居住②一定基準以上の障害者で対象建築物
に1年以上居住

3/4

0358031374

①年間所得額が200万円以下の世帯のうち20歳 50万円
以上65歳未満の方がいない世帯②区の助成を
受けた耐震診断の結果、耐震改修工事が困難な
もの③建物の構造上の理由等により、耐震診断
が困難なもの

9/10

耐震診断の状況により、準防火地域 都市計画部地域整備課
内の木造住宅の場合でも、シェル
住環境整備担当
ター等助成の対象となる場合があり
ます。詳しくは区へ問い合わせくださ
い。
台東区都市づくり部建築
課建築防災担当

①世帯全員が住民税を滞納していないこと、及
び世帯全員の所得金額の合計が800万円以内で
あること
②年齢65歳以上の高齢者又は障害者

①65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯
②当該住宅に住民票があり居住していること
③前年分の所得が200万円以下の世帯
④住民税を滞納していないこと
⑤共同住宅や借家に居住する方は、建築物所有
者の承認を得ていること
①身体障害者手帳1･2級をお持ちの方で、障害
者のみの世帯又は障害者と65歳以上の高齢者
昭和56年5月31日以前に建築された建 のみで構成されている世帯
身体障害者防災ベッド
築物で、木造の平屋建て又は2階建ての ②当該住宅に住民票があり居住していること
補助
助成事業
戸建て住宅、併用住宅、長屋又は共同 ③前年分の所得が200万円以下の世帯
住宅
④住民税を滞納していないこと
⑤共同住宅や借家に居住する方は、建築物所有
者の承認を得ていること
耐震シェルター等設置支 補助 昭和56年5月31日以前に建築された、2 品川シェルター
援事業
階建て以下の木造住宅等（戸建住宅、長 ①高齢者（65歳以上）、または身体障害者（障害
屋、共同住宅）
者等級2級以上）の方がいる世帯
②年間世帯所得が600万円未満であること。
③共同住宅や借家に居住する方は、建築物所有
者の承認を得ていること。
その他のシェルター
①高齢者（65歳以上）のみの、または身体障害
者（障害者等級2級以上）の方がいる世帯
②低所得世帯（200万円未満）
③共同住宅や借家に居住する方は、建築物所有
者の承認を得ていること。
昭和56年5月31日以前に建築された建
高齢者防災ベッド設置助
築物で、木造の平屋建て又は2階建ての
補助
成事業
戸建て住宅、併用住宅、長屋又は共同
住宅

品川区

補助率 又は
利子補給率
（上限）

1/4

・耐震シェルター
45万円
・耐震ベッド
35万円

033641
5246- 3642
1335(
直)

9/10

設置は構造上、住宅の1階部分のみ
で江東区民間建築物耐震改修等助
成（耐震診断除く）を受けていないこと 福祉部高齢者支援課在
及び本事業の助成を受けていないこ 宅福祉係
と
都要綱で定める耐震シェルター（ベッ

0336474319
(直通)

２７万円

9/10

設置は構造上、住宅の1階部分のみ
で江東区民間建築物耐震改修等助
成（耐震診断除く）を受けていないこと
福祉部障害者支援課相
及び本事業の助成を受けていないこ
談第一係
と
都要綱で定める耐震シェルター（ベッ
ド型に限る。）であること。

0336474953
（直通）

（品川シェルター）50
万円
（耐震シェルター）30
万円

10/10

２７万円

都市環境事業部都市計
画課耐震化促進担当

耐震シェルター等助成制度一覧

0357426634

平成25年７月１日現在
※ 融資金利、利子補給額･率等は、年又は年度ごとに変動する場合があります。詳細は、所管行政庁 問合せ先(担当課）にお問合せください。
助成制度の対象等
事業
主体

事業名

制度
の
種類

対象となる建築物

所管行政庁 問合せ先
補助支払
又は
融資対象限度額

対象者の要件
（所得制限、年齢制限等)

補助率 又は
利子補給率
（上限）

備考

担当課

ＴＥＬ 内線

目黒区

目黒区耐震シェルター等 補助 昭和56年5月31日以前に建築された木
設置支援事業
造住宅

年間所得額が200万円以下の世帯のうち、65歳 30万円
未満の方（障害程度1級又は2級の人を除く）がい
ない世帯

10/10

住宅の1階部分に設置すること。
都市整備部建築課耐震
既に、耐震シェルター等の設置助成 化促進係
または耐震改修助成の交付決定を受
けていないこと。

0357229490

大田区

大田区耐震シェルター等 補助 昭和56年5月31日以前に建築確認を受
設置助成事業
けた木造住宅

年間課税所得額が200万円以下の世帯のうち、 50万円
65歳以上の方又は障害者の方が居住しているこ
と

9/10

・設置場所は１階部分とすること。
・耐震改修工事助成を受けていない
こと。

0357441349

世田谷区 世田谷区耐震シェルター 補助 昭和56年5月31日以前に建築された平
等設置支援事業
屋または2階建て木造建築物で、一戸建
て住宅、過半が住宅の店舗併用住宅、
長屋または共同住宅
中野区 中野区防災ベッド設置助 補助 昭和56年5月31日以前に建築された木
成金交付事業
造住宅

①年間所得額が200万円以下の世帯
②20歳以上65歳未満の方がいない世帯（身体障
害者を除く）
③区民税を滞納していない世帯
75歳以上の者のみで構成される世帯に属する
者、介護保険法の要介護状態区分が要介護4又
は要介護5に該当する者、並びに身体障害者福
祉法の下肢又は体幹の機能障害の等級が1級
又は2級の者。

10/10

耐震改修工事もしくは簡易耐震改修 都市整備部建築調整課
工事の世田谷区の助成金交付を受
けていないこと。東京都で指定してい
る耐震シェルター等であること。
・区が実施する耐震診断を受けた木 都市基盤部防災・都市安
造住宅・耐震改修前の耐震診断の総 全分野地域防災担当
合評点が1.0未満の建築物に居住す
る者
・ベッド設置が１階にできる者

豊島区

耐震シェルター助成

年間所得額が200万円以下の世帯のうち65歳未 30万円
満の方がいない世帯

9/10

・既に、耐震シェルター等の設置助成 都市整備部建築課許可・ 03または耐震改修助成の交付決定を受 耐震グループ
3981けていないこと
0590
・東京都が推奨している耐震シェル
ター等であること

北区

ｈし

補助 昭和56年5月31日以前に建築に着手した ①居住者であること②住民税の滞納がないこと 27万円
木造住宅
③20歳以上65歳未満の者（障害程度1級又は2
級を除く）がいないこと④世帯全員の所得の合計
額が年間200万円以下であること
木造建物耐震化推進事 補助 ・昭和56年5月31日以前に建築された木 所有者又はその同居者が高齢者（65歳以上）又 30万円
業(耐震シェルター設置
造戸建住宅（貸家含む）
は障がい者（障害者手帳を持っていること）
工事支援事業)
・区の耐震診断支援事業を受けた建物
練馬区耐震シェルター等 補助 昭和56年5月31日以前に建築された木 ・世帯合計所得が一定以下、高齢者等の地震発 50万円
設置支援事業
造住宅
生時に避難することが困難な方がいる世帯
・住民税等を滞納していないこと

9/10

東京都北区木造民間住宅耐震化促
進事業の耐震改修又は建替えの助
成を受けていないこと

荒川区
練馬区

補助 昭和56年5月31日以前に建築された木
造住宅

2/4

30万円

年間所得が500万円 10/10
未満の世帯は50万 (年間所得に応じ限
円。500万円以上の 度額を定める)
世帯については25万
円

2/3
9/10

まちづくり推進部都市開
発課防災まちづくり担当

まちづくり部建築課建築
防災担当

0354322468
0332288930

0339081240

防災都市づくり部防災街 032826
づくり推進課
3802- 2827
3111
・１階に設置すること。
環境まちづくり事業本部 03・耐震改修工事等助成金の交付決定 都市整備部建築課耐震 5984を受けていないこと。
化促進係
1938

耐震シェルター等助成制度一覧

平成25年７月１日現在
※ 融資金利、利子補給額･率等は、年又は年度ごとに変動する場合があります。詳細は、所管行政庁 問合せ先(担当課）にお問合せください。
助成制度の対象等
事業
主体

事業名

制度
の
種類

対象となる建築物

所管行政庁 問合せ先
補助支払
又は
融資対象限度額

対象者の要件
（所得制限、年齢制限等)

足立区

耐震シェルター等設置支 補助 昭和56年5月31日以前に建築された木 60歳以上の方を含む世帯、障がい者を含む世帯 30万円
援助成
造住宅で、耐震診断助成を受けて実施し 又は住民税非課税世帯
た耐震診断の結果、耐震性が不足して
いるものと判定されたもの

葛飾区

葛飾区耐震シェルター等 補助 昭和56年5月31日以前に建築された木
設置助成
造住宅で、地階を除く階数が２以下

①65歳以上の者（以下「高齢者」という。）、又は 27万円
高齢者と同居する者
②身体上の障害が身体障害者福祉法施行規則
別表5号の1級から4級の者（以下「障害者」とい
う。）、又は障害者と同居する者
上記①、②のいずれかに該当する方

八王子市 八王子市耐震シェルター 補助 昭和56年5月31日以前に建築された木
等設置補助事業
造住宅

①世帯の年間所得額は公営住宅入居資格基準 27万円
（障害者等世帯）額以下
②使用者が65歳以上の方のいる世帯又は身体
障害者などが同居する世帯
③対象住宅に居住している者
④市税の滞納がないこと。

立川市

立川市木造住宅耐震改
修等工事（耐震シェル
ター等設置工事）助成事
業

補助 市の助成を受けて実施した耐震診断の ①対象住宅を所有する個人で、市税を滞納して 25万円
結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒 いない者
壊する可能性が高い」と診断された住宅 ②世帯の年間合計所得が700万円以下であるこ
と
③高齢者世帯又は障害者世帯であること

府中市

府中市木造住宅耐震改
修等助成制度（耐震シェ
ルター等設置）

補助 昭和56年5月31日以前に建築された木 次のいずれかの要件を満たす者
30万円
造住宅で、市の助成制度に基づく耐震診 ①65歳以上のみの世帯に属する
断で評点が1.0未満と診断された住宅
②身体障害者手帳(１・２級)、精神障害者保健福
祉手帳(１級)、愛の手帳(１・２度)の交付を受けた
者と同一世帯に属する

昭島市

昭島市耐震シェルター等 補助 昭和56年5月31日以前に建築された市
設置支援事業
の区域内にある木造住宅のうち、２階建
て以下で現に住居として使用している住
宅

町田市

町田市木造住宅耐震
補助 昭56年5月31日以前に建築された住宅 対象住宅に居住している個人であり、既に納期
シェルター等設置事業助
で、２階建て以下の木造在来工法による の経過した市税の滞納がないこと
成制度
戸建住宅（1/2以上を住宅としてりようし
ている併用住宅も含む）であり、市内に
存するもの。

・高齢者又は障害者のみの世帯（高齢者・障害 27万円
者の単身世帯含む）
・高齢者又は障害者のいる世帯で、２０歳以上６
５歳未満の障害者でない者がいない世帯
・世帯全員の年間所得合計金額が200万円以下
の世帯

3/4

２０万円（一般世
帯）、５０万円（高齢
者世帯※要件あり）

補助率 又は
利子補給率
（上限）
100/100

9/10

9/10

1/2

備考

・自己所有で自己居住の住宅に限
る。
・耐震改修工事助成との併用は不
可。

担当課

ＴＥＬ 内線

都市建設部建築安全課
建築防災係

0338805317

都市整備部建築課

0356548552

まちなみ整備部住宅対策 042課
6207260

3404

経済的な事情その他やむをえない事 市民生活部住宅課
由により耐震改修工事を行わない場
合の対策として、東京都耐震シェル
ター等設置支援事業要綱別表１に定
めるものを設置する工事

0425284384

3/4

東京都耐震シェルター等設置支援事 都市整備部建築指導課
業要綱別表1に定める耐震シェルター 住宅耐震化推進係
等の設置に限る

0423354173

9/10

・高齢者 ６５歳以上の者
保健福祉部生活福祉課
・障害者 身障手帳の１級若しくは２
級の交付を受けているもの又は肢体
不自由の場合は身障手帳の３級の交
付を受けているもの

0425445111

2123

1/2（一般世帯）、
耐震改修工事もしくは簡易耐震改修 都市づくり部建物住宅対 0429/10（高齢者世帯※ 工事の市の助成金の交付を受けてい 策課安全街づくり係
724用件あり）
ないこと。東京都で指定している耐震
4269
シェルター等であること。

4067

耐震シェルター等助成制度一覧

平成25年７月１日現在
※ 融資金利、利子補給額･率等は、年又は年度ごとに変動する場合があります。詳細は、所管行政庁 問合せ先(担当課）にお問合せください。
助成制度の対象等
事業
主体

清瀬市

事業名

清瀬市木造住宅耐震改
修等助成制度

制度
の
種類

対象となる建築物

補助支払
又は
融資対象限度額

対象者の要件
（所得制限、年齢制限等)

備考

担当課

ＴＥＬ 内線

平成２４年度東京都耐震シェルター 都市整備部まちづくり課
等設置支援事業要綱（平成２４年４月 まちづくり係
１日付、東京都２３都市建設企第１４
１９号）別表１に規定する耐震シェル
ター等を設置する工事

0424925111

363

武蔵村山 武蔵村山市安心安全・エ 補助 市の安心安全・エコ住宅等改修助成事 対象住宅の所有者であって、現に対象住宅に居 20万円
市
コ住宅等改修助成事業
業補助金交付要綱による耐震診断の結 住していること。
果、耐震改修が必要と認められた住宅。 市税を滞納していないこと。申請を行った年度内
にシェルターの設置が完了すること。

1/2

対象住宅への市内に事業所等を
有する事業者で購入した耐震シェル
ター等の設置を行うものとする。

生活環境部産業観光課
商工グループ

0425651111

227

西東京市 西東京耐震シェルター等 補助 木造住宅で昭和56年5月31日以前に建
設置助成金
築された２階建て以下の戸建て住宅。
（併用住宅の場合、延べ床面積が２分の
１以上が住宅の用途に供しているもの。）

・高齢者又は障害者のみの世帯（高齢者・障害 30万円
者の単身世帯含む）
・高齢者又は障害者のいる世帯で２０歳以上６５
歳未満の障害者でない者がいない世帯
・世帯全員の年間所得合計金額が200万円以下
の世帯
・木造住宅耐震無料相談実施要綱に規定する相
談事業を受けていること。
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・高齢者 ６５歳以上の者
都市整備部都市計画課
・障害者 身障手帳の１級若しくは２ 住宅対策係
級の交付を受けている又は肢体不自
由の場合は身障手帳の３級の交付を
受けているもの。
・東京都で指定している耐震シェル
ター等であること。

0424384051

瑞穂町

・申請時点で瑞穂町民であること
50万円
・世帯全員の年間所得合計金額が200万円以下
であること
・高齢者または未成年、あるいは身体上の障害
のある者で構成されること
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・東京都で指定している耐震シェル
住民部地域課安全係
ター等を設置する工事であること
・高齢者 ６５歳以上の者
・障害者 身体上の障害の程度が身
体障害者福祉法施行規則別表第5号
の１級又は2級に該当し障害者手帳
の交付を受けている者

042－
557－
7610

補助 ・昭和56年5月31日以前に建築を着工し
た町内にある木造一戸建て住宅（延べ床
面積の2分の1以上を居住ために使って
いるもの。）
・耐震診断の結果、上部構造評点が１．
０未満であったもの

ア 個人で住宅を所有している者であって、か
30万円
つ、現にその住宅に居住している者。ただし、所
有権が共有とされた住宅にあっては、共有者の
全員によって合意された代表者とする。
イ 申込み時において、２０歳以上６５歳未満の
者（身体上の障害の程度が身体障害者福祉法
施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５
号の１級又は２級の者を除く。）がいない世帯に
属する者
ウ 市税を滞納していない者
エ 助成対象住宅に居住している世帯員全員の
前年（１月から６月までに行う申込みについては
前々年）の所得の合計金額が２００万円以下の
世帯に属する者

補助率 又は
利子補給率
（上限）
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瑞穂町簡易耐震改修費
助成事業

補助 耐震診断助成金要綱に基づく助成金の
交付の対象となった住宅であって、耐震
診断の結果、上部構造評点が１．０未満
と診断されたもの

所管行政庁 問合せ先
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耐震シェルター等助成制度一覧

