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No

名称

正誤表

制度概要・助成内容等

問合せ先

道路に面した倒壊の危険性の高いブロック塀等の撤去費用の一部に補助を 久留米市
行う制度です。
都市建設部
建築指導課
次の要件を全て満たすこと
0942-30-9241
(1) 建物の所有者または相続関係者
(2) 道路に面し、高さが 1 ｍ以上のブロック塀等
(3) 市が確認し、地震で倒壊の恐れがあると判定したもの
撤去費用の 2 分の 1 の額と、撤去するブロック塀等の長さ（m）× 10,000
円の 2 分の 1 の額のどちらか低い額（12 万円が上限）
生ごみ処理容器の購入費用の一部を補助します。
久留米市内にお住まいで生ごみ処理容器を購入予定の方
購入金額の３／４以内（10 円未満切り捨て）で上限は 6,000 円です。
※購入される前にお住まいの校区の環境衛生連合会へ申込みが必要です。
※補助金の対象となるのは１世帯各２台です。
家庭用電動式生ごみ処理機・家庭用電動式剪定枝葉粉砕機の購入費用の一
部を補助します。
久留米市内にお住まいで家庭用電動式生ごみ処理機・家庭用電動式剪定枝
葉粉砕機を購入予定の方
購入金額の１／２（100 円未満切り捨て）で上限は 20,000 円です。
※購入される前に申込みが必要です。
※補助金の対象となるのは、１世帯各１台です。
※また、再購入される場合は、購入から５年を経過した後でなければ補
助対象となりません。
空き家の活用促進を目的として、空き家のリフォーム工事に係る経費の一
部を補助します。
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12 危 険 ブ 概要
ロック塀
等撤去費 対象
補助事業

久留米市
環境部
資源循環推進課
0942-30-9143
久留米市
環境部
資源循環推進課
0942-30-9143

久留米市
都市建設部
住宅政策課
0942-30-9139

助成制度等［久留米市］

対象工事に係る経費（消費税除く）が 10 万円以上で、補助対象経費の 50％
に相当する額（上限額は 30 万円）

対象空き 次の全てに該当する空き家
家
(1) 久留米市内にある戸建ての空き家
(2) 1 年以上居住していない空き家

119

助成制度等

資料と相談

対象工事 (1) 市内事業者が施工する工事
(2) 工事内容
○省エネ改修工事
開口部の断熱改修・天井（屋根含む）
・床・壁の断熱改修、省エ
ネルギー等設備機器の設置（高断熱浴槽の設置、節水型トイレの
設置）等
○バリアフリー改修工事
手すりの設置、床の段差解消、床材の変更等
○耐久性向上改修工事
屋根の塗替え・葺替え、外壁の塗替え・張替え等
○居住性向上改修工事
間取りの変更に伴う間仕切り壁の撤去等
※ただし、工事をする前の申請が必要で、かつ、令和 4 年 2 月 28 日まで
に工事が完了し、実績報告及び補助金請求ができる工事であること。

住まいづくりの手引き

建築に関する法律等

助成額

久留米市
都市建設部
建築指導課
0942-30-9241
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久留米市
都市建設部
住宅政策課
0942-30-9139
問合せ先

住まいづくりの
建手
築順
に関する法律等

次の全てに該当する方
制度概要・助成内容等
(1) 自らが居住する目的で所有する補助対象空き家のリフォーム工事を行う方
道路に面した倒壊の危険性の高いブロック塀等の撤去費用の一部に補助を
※ 3 親等以内の親族が所有または居住する場合も対象
行う制度です。
※売買契約成立後、前所有者がリフォーム工事を行う場合も対象
次の要件を全て満たすこと
※新たに居住、または居住してから 3 月以内
(1) 建物の所有者または相続関係者
(2)
申請日現在、久留米市税を滞納していない方
(2) 道路に面し、高さが 1 ｍ以上のブロック塀等
(3) 市が確認し、地震で倒壊の恐れがあると判定したもの
助成額
対象工事に係る経費（消費税除く）が
10 万円以上で、補助対象経費の 50％
補助額
撤去費用の 2 分の 1 の額と、撤去するブロック塀等の長さ（m）×
10,000
に相当する額（上限額は
30 万円）
円の 2 分の 1 の額のどちらか低い額（12 万円が上限）
13 生ごみ処 対象空き
概要
生ごみ処理容器の購入費用の一部を補助します。
次の全てに該当する空き家
対象
久留米市内にお住まいで生ごみ処理容器を購入予定の方
理容器購 家
(1)
久留米市内にある戸建ての空き家
購入金額の３／４以内（10
円未満切り捨て）で上限は 6,000 円です。
入費補助 補助額
(2)
1 年以上居住していない空き家
※購入される前にお住まいの校区の環境衛生連合会へ申込みが必要です。
金
※補助金の対象となるのは１世帯各２台です。
対象工事 (1) 市内事業者が施工する工事
14 家庭用電 概要
家庭用電動式生ごみ処理機・家庭用電動式剪定枝葉粉砕機の購入費用の一
(2)
工事内容
動式自家
部を補助します。
○省エネ改修工事
久留米市内にお住まいで家庭用電動式生ごみ処理機・家庭用電動式剪定枝
処理機購 対象
開口部の断熱改修・天井（屋根含む）
・床・壁の断熱改修、省エ
葉粉砕機を購入予定の方
入費補助
ネルギー等設備機器の設置（高断熱浴槽の設置、節水型トイレの
補助額
購入金額の１／２（100 円未満切り捨て）で上限は 20,000 円です。
金
設置）等
※購入される前に申込みが必要です。
○バリアフリー改修工事
※補助金の対象となるのは、１世帯各１台です。
手すりの設置、床の段差解消、床材の変更等
※また、再購入される場合は、購入から５年を経過した後でなければ補
○耐久性向上改修工事
助対象となりません。
屋根の塗替え・葺替え、外壁の塗替え・張替え等
15 空 き 家 概要
空き家の活用促進を目的として、空き家のリフォーム工事に係る経費の一
○居住性向上改修工事
活 用 リ
部を補助します。
間取りの変更に伴う間仕切り壁の撤去等
フォーム
※ただし、工事をする前の申請が必要で、かつ、令和 4 年 2 月 28 日まで
次の全てに該当する方
助成事業 対象
に工事が完了し、実績報告及び補助金請求ができる工事であること。
(1) 自らが居住する目的で所有する補助対象空き家のリフォーム工事を行う方
※ 3 親等以内の親族が所有または居住する場合も対象
※売買契約成立後、前所有者がリフォーム工事を行う場合も対象
※新たに居住、または居住してから 3 月以内
(2) 申請日現在、久留米市税を滞納していない方

No

久留米市
環境部
資源循環推進課
0942-30-9143

住まいづくりのポイント

14 家庭用電 概要
動式自家
処理機購 対象
入費補助
補助額
金

久留米市
環境部
資源循環推進課
0942-30-9143

