目黒区不燃化推進特定整備事業助成金交付要綱
平成２６年３月２５日付け目都整第２４５７号決定
改正 平成２７年４月１５日付け目都整第２０７号
改正 平成３０年３月３０日付け目都整第２６４３号
改正 令和３年３月３１日付け目都整第２３８０号
改正 令和３年４月１日付け目都整第１４０３号
改正 令和４年６月１日付け目都整第６１５号
第1章 総則
（目的）
第１条 この要綱は、不燃化特区の区域内において、不燃化建替えや老朽建築物の除却を行う
ものに対し、その費用の一部を助成することにより、延焼危険性の高い建築物の不燃化の促
進等を図り、もって地域の防災性の向上に資することを目的とする。
（通則）
第２条 目黒区不燃化推進特定整備事業による助成金及び奨励金（以下「助成金等」という。
）
については、目黒区補助金等交付規則（昭和 43 年３月目黒区規則第６号）によるほか、こ
の要綱に定めるところによる。
（定義）
第３条 この要綱において使用する用語の定義は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）
、
東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱（平成 18 年３月 31 日付 17 都市整防第 809
号。以下「密集制度要綱」という。
）
、東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱（平成 25 年
３月 29 日付 24 都市整防第 598 号。以下「都制度要綱」という。
）
、東京都不燃化推進特
定整備事業補助金交付要綱（平成 25 年 4 月 12 日付都市整防第 49 号。以下「都交付要綱」
という。
）の例による。
２ この要綱において老朽建築物とは、次のいずれかに該当する建築物をいう。
(1) 密集制度要綱第３章第１０(１)及び都交付要綱第３条第１項第１０号に規定する老朽
建築物
(2) 目黒区不燃化推進特定整備地区における防災上危険な老朽建築物の確認及び土地の適
正管理に関する要綱 (平成25年10月1日付け目都整第1415号。以下「適正管理要綱」
という。)第２条第２号に規定する防災上危険な老朽建築物
(3) 区長が特に必要があると認める建築物
（助成対象区域）
第 4 条 この要綱による助成の対象区域は、目黒区内の不燃化特区の区域とする。
（助成を受けることができる者）
第 5 条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するもの
とする。ただし、第２号に掲げる者は、第３章及び第７章の助成を受けることができない。
(1)個人（ただし、市区町村民税を滞納していない者とする。
）
(2)中小企業基本法
（昭和 38 年法律第 154 号）
第 2 条各号に規定する中小企業者
（ただし、
法人住民税を滞納していない者とする。
）
(3)前２号に掲げる者のほか、区長が特に必要があると認める者
２ 前項の規定に関わらず、この要綱と同種の助成金、補助金、補償費等の交付を受けるもの

に対して、この要綱による助成は行わない。
第２章 老朽建築物除却助成
（助成対象及び助成金の額）
第６条 老朽建築物及びそれに付属する工作物を除却する者に対して、その除却費用の一部を
助成する。
２ 助成金の額は、予算の範囲内において、別に定める額とする。
（除却後の土地の管理）
第７条 除却後の土地を更地として管理する場合は、適正管理要綱第２条第３号イに規定する
延焼防止上有効な更地として管理しなければならない。
２ 区長は、前条の助成を受けた者に対して、除却後の土地の管理の状況について報告を求め
ることができる。
第３章 老朽建築物除却に伴う仮住居費の助成
（助成対象及び助成金の額）
第８条 助成の対象となる者は、老朽建築物に２年以上継続して居住する建物所有者（法人を
除く。）で第２章による助成を受けた者が、老朽建築物の除却後の土地に引き続き建替え、
その建替え後の住居に居住する者とする。
２ 助成金の額は、予算の範囲内において、別に定める額とする。なお、仮住居先が民間賃貸
住宅以外の場合は、住居用家財移転費用のみ助成する。
第４章 戸建建替え助成
（助成対象及び助成金の額）
第９条 助成の対象となる者は、過去５年以内に老朽建築物を除却した土地所有者等（土地の
所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用賃借による権利を有する者
をいう。
（第１１条において同じ。
）
）であり、第７条第１項により管理する土地に、別表第１
の要件に適合する建築物に建替えようとする者に対し、
その費用の一部を助成する。
ただし、
次の各号に掲げる建築物については、助成の対象としない。
(1) 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第2条第3号に規定する宅地建物取引業
者が販売を目的として建築する建築物。
(2) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内
に建築する建築物（建築物の一部が都市計画施設の区域内にかかる場合にあっては、当該
区域内にかかる建築物の部分）
(3) 仮設建築物
２ 助成金の額は、予算の範囲内で、別に定める額とする。
（助成を受けた者の責務）
第１０条 助成を受けた者は、当該建築物を適正に維持管理しなくてはならない。
２ 区長は、助成を受けた者に対して、管理の状況について報告を求めることができる。
第５章 共同住宅建替え助成
（建替えを促進すべき建築物の定義）
第１１条 この章において建替えを促進すべき建築物とは、密集制度要綱第３章第１０（３）

に定めるものをいう。
（助成対象及び助成金の額）
第１２条 助成の対象となる者は、過去５年以内に建替えを促進すべき建築物を除却した土地
所有者等であり、第７条第１項により管理する土地に、別表第２の要件に適合する建築物に
建替えようとする者とする。ただし、次の各号に掲げる建築物については、助成の対象とし
ない。
(1) 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が販売を目的として建築す
る建築物。
(2) 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内に建築する建築物（建築物の
一部が都市計画施設の区域内にかかる場合にあっては、
当該区域内にかかる建築物の部分）
(3) 仮設建築物
２ 助成金の額は、予算の範囲内で、別に定める額とする。
（助成を受けた者の責務）
第１３条 助成を受けた者は、当該建築物を適正に維持管理しなくてはならない。
２ 区長は、助成を受けた者に対して、管理の状況について報告を求めることができる。
第６章 壁面後退奨励金
（壁面後退の定義）
第１４条 壁面後退とは、地区計画等で規定されたもので、壁面の位置の制限や、壁面の位置
の制限として定められた限度の線と道路境界線の間の土地の区域における工作物等の設置
制限をいう。
（壁面後退奨励金）
第１５条 前条に規定する土地の区域内において、壁面後退をともなう敷地で、壁面後退して
いない既存の建築物の除却を行う場合は、奨励金を交付することができる。
２ 奨励金の額は、予算の範囲内において、別に定める額とする。
第７章 老朽建築物からの住替え助成
（助成対象及び助成金の額）
第１６条 助成の対象となる者は、老朽建築物の除却に伴い移転する建物賃借人又は借地上の
建物所有者とし、次の各号のいずれにも該当する者。
(1) 建物賃借人又は借地上の建物所有者（法人を除く。）で、老朽建築物に２年以上継続し
て居住しているもの。
(2) 老朽建築物の除却が行われるもの。
(3) 住替え先が整備地域又は不燃化特区の区域内の老朽建築物以外であるもの。
２ 助成金の額は、予算の範囲内において、別に定める額とする。なお、住替え先が民間賃貸
住宅以外の場合は、住居用家財移転費用のみ助成する。
第８章 助成金等の交付手続
（交付対象の確認）
第１７条 助成金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる時期の原則約１か月前に交付対
象確認申請書（別記第１号様式）に指定する図書を添えて区長に提出するものとする。
(1) 第２章及び第３章並びに第７章による助成金の交付を受けようとする者は、老朽建築物

の除却工事に着手する日
(2) 第４章及び第５章による助成金の交付を受けようとする者は、建築工事に着手する日
(3) 第６章による奨励金の交付を受けようとする者は、建築物の除却工事に着手する日
２ 区長は、前項の規定による申請があった場合は、相当の期間のうちにその内容を審査し、
次の各号のいずれかにより当該申請者に通知するものとする。
(1) 交付の対象となることを確認したときは、交付対象確認通知書（別記第２号様式）によ
り当該申請者に通知するものとする。
(2) 交付の対象とならないことを確認したときは、交付対象とならない旨の通知書（別記第
３号様式）により当該申請者に通知するものとする。
（変更届）
第１８条 前条第２項第１号の規定による通知を受けた申請者（以下「交付対象者」という。）
は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに内容変更申請書（別記第４号様式）に
必要な図書を添えて区長に提出するものとする。
２ 区長は、前項の規定による変更申請があった場合は、相当の期間のうちにその内容を審査
し、変更後も交付の対象となることを確認したときは、内容変更承認通知書（別記第５号様
式）により交付対象者に通知するものとする。
3 前条第２項第２号の規定は、前項の規定による審査により、変更後に交付の対象とならな
いことを確認した場合について準用する。
4 交付対象者が工事を取り止めようとするとき又は交付を辞退しようとするときは、取止め
届書（別記第６号様式）を区長に提出するものとする。
（中間検査等）
第１９条 区長は、必要に応じて敷地又は建築物に立ち入り、調査を行うことができる。
２ 区長は、交付対象者に対し、指導、助言等を行うとともに、申請内容と異なるときは是正
の指示を行うことができる。
３ 前項の是正の指示を受けた交付対象者は、その結果を区長に報告するものとする。
（助成金等の交付申請等）
第２０条 交付対象者は、次に掲げる時期に、速やかに助成金等交付申請書（別記第７号様式）
に指定する書類を添えて提出するものとする。
(1) 第２章に該当する助成金の交付対象者は、老朽建築物除却工事完了報告書(別記第８号
様式)を添付し、老朽建築物の除却工事完了後
(2) 第３章及び第４章並びに第５章に該当する助成金の交付対象者は、建築工事完了後
(3) 第６章に該当する奨励金の交付対象者は、建築物の除却工事完了後
(4) 第７章に該当する助成金の交付対象者は、老朽建築物の除却工事完了後
２ 区長は、前項の申請があった場合は、相当の期間のうちにその内容の審査及び現地調査等
を実施し、交付の可否及び交付すべき額の決定を行うものとする。
３ 区長は、前項により交付を決定したときは、助成金等交付決定通知書（別記第９号様式）
により当該申請者に通知するものとする。
（交付決定の取消し等）
第２１条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消すことができ
る。
(1) 偽りその他不正の手段により交付を受けようとしたとき。
(2) 正当な理由がなく工事を中止し、又は、廃止しようとするとき。

(3) 前２号によるほか、この要綱に違反したとき。
２ 区長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に交付した助成金等
があるときは当該助成金等の全部又は一部の返還を求めることができる。
３ 前項の助成金等の返還を求められた者は、直ちに返還しなければならない。
（助成金等の交付請求等）
第２２条 第２０条第２項の規定により助成金等の交付の決定を受けた者は、助成金等支払請
求書（別記第１０号様式）により区長に請求しなければならない。
２ 区長は、前項の規定による助成金等の請求があったときは、これを支払うものとする。
第９章 その他
（財産処分の制限）
第２３条 交付を受けた者は、助成金等にかかる建築物若しくは土地を、助成金等の目的に反
して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ、
区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金等の交付のあった日から５年を経過し
た場合はこの限りではない。
（委任）
第２４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり推進担当部長が別に定める。
付 則
（施行期日）
１ この要綱は、平成26年４月１日から施行する。
付 則（平成２７年４月１５日付け目都整第２０７号）
（施行期日）
１ この要綱は、平成2７年４月１５日から施行する。
付 則（平成３０年３月３０日付け目都整第２６４３号）
（施行期日）
１ この要綱は、平成３０年３月３０日から施行する。
付 則（令和３年３月３１日付け目都整第２３８０号）
（施行期日）
１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
（失効）
２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和７年度目黒区予算に
係る助成金等の交付に関しては、その手続終了までの間、なお効力を有する。
（経過措置）
３ この要綱による改正後の目黒区不燃化推進特定整備事業助成金交付要綱の規定は、この要
綱の施行の日以後に受理する交付対象確認申請について適用し、同日前に受理した申請につ
いては、なお従前の例による。
付 則（令和３年４月１日付け目都整第１４０３号）
（施行期日）
１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
付 則（令和４年６月１日付け目都整第６１５号）
（施行期日）

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行する。
（経過措置）
２ この要綱による改正後の目黒区不燃化推進特定整備事業助成金交付要綱の規定は、
この要綱
の施行の日以後に受理する交付対象確認申請について適用し、同日前に受理した申請につい
ては、なお従前の例による。

別表第１（第９条関係）
区分

建築物の要件
ア 耐火建築物等（建築基準法（昭和25 年法律第201 号）第53 条第３項第１号
（以下、「同号」という。）イに規定する耐火建築物等をいう。）又は準耐火建築
物等（同号ロに規定する準耐火建築物等をいう。）であること。

戸建

イ 建築物の延べ面積の1/2以上が自己使用住宅であること。

建替

ウ 建築物の形状、外壁等の色彩は周辺の環境に配慮したものであること。
エ 生活用設備（台所、水洗便所及び浴室等）を備えたものであること。
オ 外壁面と隣地境界線は、５０ｃｍ以上離すこと。
カ 地区計画等が策定されている場合は、それに適合すること。

別表第 2（第１２条関係）
区分

建築物の要件
ア 共同住宅等（共同住宅、長屋）の用途を含んだ建設であること。
イ 耐火建築物等（建築基準法（昭和25 年法律第201 号）第53 条第３項第１号
（以下、「同号」という。）イに規定する耐火建築物等をいう。）又は準耐火建築

共同
建替

物等（同号ロに規定する準耐火建築物等をいう。）であること。
ウ 建築物の形状、外壁等の色彩は周辺の環境に配慮したものであること。
エ 生活用設備（台所、水洗便所及び浴室等）を備えたものであること。
オ 外壁面と隣地境界線は、５０ｃｍ以上離すこと。
カ 地区計画等が策定されている場合は、それに適合すること。

