第１号様式（第８条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　南さつま市長　　本坊　輝雄　様

　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（団体の場合は、団体名及び代表者名）

南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書

　　南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱第８条の規定により、
次のとおり申請します。
補助事業の名称
南さつま市木造住宅耐震改修工事補助事
補助事業の
目的及び内容
目的　木造住宅の耐震改修工事　　　　　　　
所在地　南さつま市　　　　　　　　　　　　　
階数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延べ面積　　　　　　　㎡（住宅部分　　　　㎡）
建築年月　　　　　　　年　　　　　月（着工）　
耐震診断技術者名　　　　　　　　　　　　　　　　　
建築士事務所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工事施工者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交付申請額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
添付書類
１　耐震診断補助要綱による耐震診断に係る補助金の交付を受けた木造住宅の場合
□　耐震改修工事実施計画書
□　耐震改修工事に係る見積書の写し（実施設計及び
工事監理費を含むことができる）
□　耐震改修工事計画図面
□　市税納付状況調査同意書又は市税を完納して
いることを示す証明書
□　借主（貸主）同意書（借主（貸主）がいる場合）
□　その他市長が必要と認める書類
２　上記１の補助金の交付を受けていない木造住宅の場合
□　上記１の書類
□　付近見取図、配置図及び平面図
□　木造住宅の所有者及び建築時期が記された官公署の
発行した書類の写し（確認通知書・検査済証・登記
簿謄本・名寄帳）
□　耐震診断結果報告書

第２号様式（第８条関係）
　　　　年　　月　　日

耐震改修工事実施計画書

１．所在地　　南さつま市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．耐震改修工事を行う木造住宅の概要
　　　　　　用　　途：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　（併用部分がある場合はその具体的用途：　　　　）
　　　　　　延べ面積：　　　　　　　　　㎡（住宅部分　　　　　　㎡）　
　　　　　　階　　数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　建築年月：　　　　　　年　　　月（着工）　　　　　　　　　
３．耐震改修工事を設計監理する建築士事務所の概要
　　　　　　建築士事務所名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　事務所登録：（　　）建築士事務所（　　　　）知事登録第　　　号
　　　　　　代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　
　　　　　　所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　耐震診断技術者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　
　　　　　　講習会受講番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．耐震改修工事を行う施工者の概要
　　　　　　会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５．補助対象経費
耐震改修工事費
円（消費税込）
耐震設計費
円（消費税込）
工事監理費
円（消費税込）
合計・・・①
円（消費税込）
補助申請額・・・①又は上限３０万円
1,000円未満切り捨て
円
６．耐震改修工事の予定期間
　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日（予定）


７．耐震診断の方法 一般診断法 ・ 精密診断法 （いずれかを○で囲む）
８．耐震診断結果（一般診断法による上部構造評点又は精密診断法による
上部構造耐力）

改　修　前
改　修　後
１階
Ｘ
点
Ｙ
点
Ｘ
点
Ｙ
点
２階
Ｘ
点
Ｙ
点
Ｘ
点
Ｙ
点
６．添付書類
　ア　耐震改修工事を実施しようとする木造住宅の外観写真
（なるべく全景が入るように写したもの２面以上）
　イ　鹿児島県木造住宅耐震技術講習会受講修了証の写し
　ウ　補強計画後の診断表



























第３号様式（第８条関係）

市税納付状況調査同意書
　　　年　　月　　日

南さつま市長　　本坊　輝雄　様


　　　　　　　　　　　　　　住　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金の交付申請にあたり、私に係る南さつま市市税の納付状況について、南さつま市が職権で調査することに同意します。
























第４号様式（第８条関係）

耐震改修工事借主（貸主）同意依頼書

借主（貸主）　　　　　　　　　　　　　　　様

　下記に所在する木造住宅の耐震改修工事を行いたいので、工事に同意をお願いいたします。

　　　　年　　月　　日

　　　　　　貸主（借主）　住　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　氏　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　

記

１．所在地　　南さつま市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




耐震改修工事借主（貸主）同意書

貸主（借主）　　　　　　　　　　　　　様

依頼のありました木造住宅の耐震改修工事を行うことについて、借主（貸主）として同意いたします。

　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　借主（貸主）　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　



第５号様式（第９条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　南さつま市長　　　　　　　　　　印



南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付決定通知書


　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった南さつま市木造住宅耐震改修工事
補助金の交付については、次のとおり決定したので通知します。

補助事業の名称
南さつま市木造住宅耐震改修工事補助事業
交付決定額
　　　　　　　　　　　　　　円
対象建物の概要
所在地　　南さつま市　　　　　　　　　　　
階数　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延べ面積　　　　　　㎡（住宅部分　　　　㎡）
建築年月　　　　　　　年　　　　月（着工）　
耐震診断技術者名　　　　　　　　　　　　　　　　
建築士事務所名　　　　　　　　　　　　　　　　　
工事施工者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交付の条件




第６号様式（第10条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　南さつま市長　　本坊　輝雄　様

補助事業者　住所　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　印　
（団体の場合は，団体名及び代表者名）


南さつま市木造住宅耐震改修工事補助事業計画変更承認申請書


　　南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱第10条の規定により、
次のとおり申請します。

交付決定年月日
　　年　 月　 日
決定番号
　　第　　号
補助事業の名称
南さつま市木造住宅耐震改修工事補助事業
事業額変更の内容
　変更前　　　　　　　　　　　円
　増　減　　　　　　　　　　　円
変更後　　　　　　　　　　　円
変更の理由

変更年月日
　　　　年　　月　　日（予定）
添付書類





第７号様式（第11条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
南さつま市長　　　　　　　印　


南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金変更交付決定通知書


　　　　年　　月　　日付けで変更申請のあった南さつま市木造住宅耐震改修
工事補助金については、申請のとおり承認することを決定したので通知します。

補助事業の名称
南さつま市木造住宅耐震改修工事補助事業
変更交付決定額
　　　　　　　　　　　円
対象建物の概要
所在地　　南さつま市　　　　　　　　　　　
階数　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延べ面積　　　　　　㎡（住宅部分　　　　㎡）
建築年月　　　　　　　年　　　　月（着工）　
耐震診断技術者名　　　　　　　　　　　　　　　　
建築士事務所名　　　　　　　　　　　　　　　　　
工事施工者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交付の条件





第８号様式（第12条関係）

　　年　　月　　日

耐震改修工事中間検査申請書


南さつま市長　本坊　輝雄　様

　　　　補助事業者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　印
電話番号


南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱第12条の規定により、
下記の木造住宅の中間検査を申請します。

記

１　所在地　　南さつま市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　建築士事務所
事務所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事務所登録　（　）建築士事務所（　　　）知事登録第　　号
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○,印)　
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
耐震診断技術者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　○,印)　
講習会受講番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　中間検査の工程に達する日　　　　　　　年　　　月　　　日（予定）
４　添付書類
⑴　設計監理業務契約書の写し
⑵　耐震改修工事請負契約書の写し
⑶　耐震改修図面
⑷　その他市長が必要と認める書類





第９号様式（第12条関係）

　　年　　月　　日

耐震改修工事中間検査結果通知書


　　　　　　　　　　様

南さつま市長　　　　　　　　　　□,印)


南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱第12条の規定により、
下記のとおり木造住宅の中間検査の結果を通知します。

記

１　所在地　　南さつま市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　中間検査日　　　　　年　　　月　　　日

３　検査結果
□　検査の結果、耐震改修工事が適切に行われていると認めます。
□　検査の結果、耐震改修工事が適切に行われていないと認められるため、以下のとおり指示します。








第10号様式（第13条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　南さつま市長　　本坊　輝雄　様

　　　　　　　　　　　　　補助事業者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　印
（団体の場合は、団体名及び代表者名）


南さつま市木造住宅耐震改修工事補助事業実績報告書


　　南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱第13条の規定により、
次のとおり報告します。

交付決定年月日
　　　年 　月 　日
決定番号
　　　第　　号
補助事業の名称
南さつま市木造住宅耐震改修工事補助事業
補助事業の着手年月日
　　　　　　　年　　　月　　　日
補助事業の完成年月日
　　　　　　　年　　　月　　　日
交付決定額
　　　　　　　　　　　　　　　円
関係添付書類
□　耐震改修工事監理報告書（添付図書を含む）
□　建築士事務所が発行した請求書又は領収書の
写し
□　工事施工者が発行した請求書又は領収書の写し
□　その他市長が必要と認める書類







第11号様式（第13条関係）　　
　　年　　月　　日

耐震改修工事監理報告書

　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　建築士事務所　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務所名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　下記の木造住宅の耐震改修工事について、設計図書のとおり実施されている
ことを確認したので、報告いたします。
　　　　　　　　　　　耐震診断技術者氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

記
１．所在地　　南さつま市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．耐震改修工事を行った木造住宅の概要
　　　　　　　用　　途：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　（併用部分がある場合はその具体的用途：　　　　）
　　　　　　　延べ面積：　　　　　　　　　㎡（住宅部分　　　　　　㎡）　
　　　　　　　階　　数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　建築年月：　　　　　　年　　　月（着工）　　　　　　　　　
３．耐震改修工事を行った施工者の概要
　　　　　　　会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．工事完了年月日　　　　　年　　　月　　　日
５．耐震診断の方法　　一般診断法　・　精密診断法　（いずれかを○で囲む）
６．耐震診断結果（一般診断法による上部構造評点又は精密診断法による上部構造耐力）

改　修　前
改　修　後
１階
Ｘ
点
Ｙ
点
Ｘ
点
Ｙ
点
２階
Ｘ
点
Ｙ
点
Ｘ
点
Ｙ
点
７．添付書類
　ア　耐震改修図面
　イ　施工写真
　ウ　耐震改修工事中間検査結果通知書の写し
第12号様式（第14条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南さつま市長　　　　　　　印　



南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付確定通知書


　　　　年　　月　　日付けで報告のあった南さつま市木造住宅耐震改修工事
補助事業については、次のとおり補助金の額を確定したので、南さつま市木造
住宅耐震改修工事補助金交付要綱第14条の規定により通知します。

交付決定年月日
　年　 月　 日
決定番号
　　第　　号
補助事業の名称
南さつま市木造住宅耐震改修工事補助事業
交付決定額
　　　　　　　　　　　　　　　円
交付確定額
　　　　　　　　　　　　　　　円







第13号様式（第15条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　南さつま市長　本坊　輝雄　様

　　　　　　　 　　　　補助事業者　住所　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　
（団体の場合は、団体名及び代表者名）


南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書


　　南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱第15条の規定により、
次のとおり請求します。

交付確定年月日
　　年　 月　 日
確定番号
　　第　　号
補助事業の名称
南さつま市木造住宅耐震改修工事補助事業
交付確定額
　　　　　　　　　　　　　　　円
補助金請求額
　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　振込口座
銀行名

口座の種類
普通　　・　　当座
口座番号

ふりがな
口座名義人




