
　横浜市では、安心して耐震改修をできるように、
登録事業者制度を実施しています。登録事業者は、
誠意を持って良心的に耐震改修を行うことを宣誓し
た業者です。家族を守る耐震改修工事の第一歩は
安心できる業者選びから！
　補助金を上手に活用して、この機会に地震に対す
る備えをすることをおすすめいたします。

世帯の課税区分 補助限度額

一般世帯 225 万円
非課税世帯　 300 万円（※）

世帯の課税区分 補助限度額

一般世帯 150 万円
非課税世帯　 225 万円（※）

横浜市木造住宅耐震改修促進事業
登録事業者実績書

当社も、設計・施工事業者
として登録しております。
ご依頼・ご相談はお気軽に
昭和建設にご連絡ください。
心よりお待ちしております。

ご存知ですか？

横浜市木造住宅耐震改修促進事業は、木造の個人住宅の耐震改修
工事費用の一部を市が補助する制度です。 

ご家族の安全と安心の住まい造りを応援！

横浜市木造住宅耐震改修促進事業横浜市木造住宅耐震改修促進事業

設計・施工業者の選び方設計・施工業者の選び方

昭和56年５月末日以前に建築確認を得て着工された２階建以下の在来軸組構法の木造
個人住宅（自己所有で、自ら居住しているもの）
上記の住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満（倒壊の可能性がある、または、
高い）と判定された住宅、または横浜市が行った「わが家の耐震診断表」による診断の結
果、総合評点が1.0未満（「やや危険」、または、「倒壊の危険あり」）と判定されたもの

基礎、柱はり、筋かい（耐力壁）の補強、軽量化のための屋根のふき替え等の耐震改修工事で、改修後の
上部構造評点が1.0以上「（一応）倒壊しない」となる工事『建替え工事は対象となりません。』

○耐震改修工事費用に対して、世帯の課税区分に応じて２段階の補助限度額で補助を行います。
○耐震設計費及び補強工事費の補助金の上限額は以下のとおりです。

【左記の期日以降に申請した場合】【平成25年12月27日までに申請した場合】 

※世帯全員が、過去２年間、住民税の課税を受けていない世帯

消費税アップでどう変わる？

家を買う前に知っておきたいＱ&Ａ

　現在５％の消費税率は来年４月に８％、再
来年10月には10％へと引き上げられる予定
です。住宅の場合、消費税は土地にはかから
ず、建物にだけ課税されます。次の図のような
ケースでは、建物価格の2,000万円が課税対
象となり、現在の消費税額は100万円になり
ます。それが税率８％では160万円、10％で
は200万円に倍増します。

　住宅にかかる消費税は、契約成立時ではな
く、引き渡しの時の税率が適用されます。販売
開始から引き渡しまで何か月もかかる物件も
あるため、増税後の税率を避けるなら早めに
行動する必要があります。
　ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅に
は経過措置があります。経過措置についてはQ
３をご覧ください。

　注文住宅など請負契約を行う住宅について
は、新消費税率施行の半年前までに請負契約を
締結した場合、引き渡しが増税後であっても旧
税率が適用されます。
　ただし、その後、新消費税率施行までに仕様
変更や追加工事の契約を交わした場合、増額分
については新税率が適用されます。

　土地代金に消費税はかかりませんが、土
地に関する地盤調査費や地盤改良費、不動
産会社へ支払う仲介手数料などは課税対象
となります。
　その他にも、土地家屋調査士の手数料や
司法書士の手数料、金融機関の融資手数料
などのような項目に消費税がかかります。

マイホームの購入費用は
どれくらい増えるの？

「消費税５％」で買えるのは
いつまで？

建物にかかる消費税の額が大きく増えます。 増税前日までに「引き渡し完了」が原則！

注文住宅にかかる消費税の
「経過措置」とは？

消費税がかかるのは
建築費だけなの？

増税後の引き渡しでも「旧税率」でＯＫなんです！ 課税対象になる費用は他にもあります。

Q.1 Q.２
ＡＡ

Q.３ Q.４
ＡＡ

消費増税で物件購入総額も変わる
　　　　　　　　（建物価格2,000万円、土地価格2,000万円の場合）

100万円 160万円 200万円100万円 160万円 200万円

2,000万円

2,000万円

2,000万円

2,000万円

2,000万円

2,000万円
〈現行〉
消費税５％

〈H26.4/1～〉
消費税８％

〈H27.10/1～〉
消費税10％

消費税

建物価格

土地価格
（非課税）

総額
4,100万円

総額
4,200万円

総額
4,160万円

注文住宅など請負契約を行う住宅の場合

消費
税率

経過
措置
（５％）

経過
措置
（８％）

平成25年 平成26年 平成27年

８％ 10％５％

9/30までに
契約締結

完成引き渡し
５％

H27.3/31までに
契約締結

完成引き渡し
８％

施行日4/1

10/1 4/1

施行日10/1

マイホームの購入費用は、高額であるため、消費税増税の影響は、非常に大きな負担
となります。消費税増税の内容を理解し、賢く計画をすすめて行きましょう。

読売新聞より

■ 制度概要

■ 対象となる住宅

■ 対象となる工事

■ 補助金 （返済の必要はございません）

　東日本大震災の
発生をうけ、これま
で以上に木造住宅
の耐震化を促進す
るため、３年間に
限り上限額を増額
しています。



1. 電気を通す（通電性）・・・物質の分解や電磁波対策に関わってきます。
2. 空気を通す（通気性）・・・湿気は通しますが水は通しません。
3. はがれにくい（密着性）・・・クロスを張替えても剥がれることはありません。
4. 色落ちしない（耐水性）・・・水に濡れても周りを汚しません。
5. 水分吸収が早い（吸水性）・・・表面の湿気がみるみるうちに吸収されます。

調湿 省エネ消臭
吸着分解 吸着分解

電磁波
除去

ホルムアルデヒド電子
供給 冷暖房の効率ＵＰ

お見積無料です

10年耐久

床暖房対応

水拭き可

ワックス不要

▼はく離前

▲はく離後

フローリング床のキレイを長持ちさせるなら・・・

快適住まいづくりのお手伝い快適住まいづくりのお手伝い昭和建設の

日本で最も使われている床下調製剤
調湿
効果

寒暖の差や住宅構造により発生する結露や大気中と土壌の湿
気を吸収。また、乾燥時は湿気を放出して床下空間の湿気の調
整を自然に行い、一年を通して床下を敵湿状態に保ちます。

防臭
効果

弱アルカリ性のため、カビだけでなくキノコなどの菌が嫌う作
用も合わせ持っています。また、無数の小さな穴（多孔質）が
カビなどの不快な臭いを吸収し、高い消臭効果を発揮します。

防蟻
効果

調湿効果で白アリやイエダニ、ゴキブリなど害虫が発生しにくい
環境にし、害虫がセピトールに付着すると水分が吸収されて死
滅します。また主成分が硅酸塩のため害虫を寄せ付けません。

▲実際の床下への施工事例です。
　マット型セピトールを使用しています。
▲実際の床下への施工事例でです

価格の目安 ６畳間当たり　99,000円（税込）※ 材料＋工事代

10帖（リビング・キッチン）の場合
通常価格 114,000円（税込）      特別価格 91,800円（税込）
　　　　　　　　　　　　　※ ワックスのはく離代・下処理代、家具移動代が含まれております。

環境にやさしい
自然鉱物です

床下調湿剤『セピトール』は、
家屋の床下に敷き詰めるだけで、
住まいの大敵である湿度を
コントロール、木材の腐敗や
カビ・白アリなどの被害を防ぎ、
大切な建物をいつまでも
健康に保ちます。

ヘルスコートは塗る木炭！
環境汚染等により、
色々な健康有害物が飛び交う現代。 
ヘルスコートは、
マイナスイオンの力が
空気質や室内環境を改善、
あなたの住まいの健康を守ります。

コーティングってどんなもの？
家の中の綺麗な状態を維持して、ふだんのお手入れをラク
にできるものです。よごれが気になっているところも一度汚
れをリセットして、綺麗な状態に戻してからその状態を維持
することができるものです。

ワックスとは違って水ぶきができるので普段のお手入れがラクになります
お茶や水はもちろん、日焼けや生活キズからも床を守ります
安全性に優れているので、ペットやお子様でも安心して生活できます

ナノＶコートなら安心です
ラク
守る
安心

施工前 ワックスはく離中 施工後

例えば・・・

　フローリングコー
ティングの他にも、
水廻りコーティング
など様々なメニュー
がございます。
　お気軽にご相談
ください。

木質炭素の機能性を最大限に活かすように配合設計された木質炭素特殊塗料

（日米特許取得）（長崎県産品認定材料）

炭素

始めませんか太陽光発電始めませんか太陽光発電
地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出をできるだけ抑える「低炭素
社会」への転換が急がれています。また国内のエネルギー自給率を高め
る意味でも、再生可能エネルギーが注目を集めています。太陽光発電
は“クリーンなエネルギー”であり、一般家庭でも環境保全への取り組みと
して、低炭素社会への転換を進める有力な手段となっています。

■国の補助金　（9.99kWまで）

■横浜市の補助金
　３．５kW未満  一律５万円
■10年間固定買取り
　１kW当たり38円

昼間、発電して
余った電気は

電力会社に売ることができます
太陽光発電は…屋根上貯金とも言われています !!

電力会社から毎月定期的に
振込まれます

貯まったお金で
旅行やショッピングなど…
楽しみがいっぱい !!

〇〇銀行
毎月の

振込が

　　楽
しみだ

わ！

新たな買取制度で
　　　　さらにお楽しみ！
1kW   38 円（10 年間固定）1kW当たりの補助対象経費

システムの工事費(税別)
1kW当たりの
補助金単価

２万円を超えて 41万円以下 ２万円

41万円を超えて50万円以下 1.5万円


