


吹き抜けのある
小さくても豊かな住まい

•提案：徳弘・松澤建築事務所　徳弘忠純
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災害に強く、
安心して過ごせる家

•提案：大和ハウス工業株式会社高知支店
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(参考)高知県の
災害公営住宅建設計画

•高知県災害公営住宅建設計画より抜粋
3

小さくても豊かな住まい
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＋勇工務店3
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暮らしと家を考える会
中央部（ＪＩＡ）5
暮らしと家を考える会
幡多（ＪＩＡ）6
浸水と耐震を考える家　　　　　　　　　　　　　
ＤＩＹ・グループ7
省エネと災害を考える家　　　　　　　　　　　　　
ＤＩＹ・グループ8





■主な外部仕上げ
　屋根　ガルバニューム鋼板
　外壁　サイディング
　建具　アルミ複層ガラス

■主な内部仕上げ
　床　　無垢フローリング
　壁　　クロス貼
　天井　１階クロス貼・２階野地板見出し

吹き抜けのある小さくても
豊かな住まい1

提案：徳弘・松澤建築事務所
プランの概要

延べ床面積 ７０．５０㎡

標準工期 ５カ月程度



災害に強く、
安心して過ごせる家2

高知県災害公営住宅建設プラン概要説明書

提案：大和ハウス工業株式会社高知支店

【2DKタイプ】

個室および水廻りへはリビングアクセス
としヒートショックを予防

外回りで使う物専用の
外部収納

個室以外の共用部にも
収納を設ける

玄関までは階段とス
ロープの2WAY動線

雨に濡れない物干しスペースと地域交
流促進を兼ね備えた縁側空間

南側窓は全て掃き出し窓
庭を設けプライバシーに配慮

和室はDKと一体利用可能

風通しの良い窓配置
（夏の暑さ対策）

玄関ポーチ・スロープおよび縁側
にはメンテナンスの容易な木目調
の樹脂製材料を使用

イメージパース

■コンセプト
・被災された方が安心して過ごせる高耐震な家

・住民間のコミュニティが自然に生まれる家

・安全で維持管理が容易な家

・高齢の方や体の不自由な方が使いやすい家



災害に強く、
安心して過ごせる家2

提案：大和ハウス工業株式会社高知支店

※この工程表は、上記棟数（20棟）を施工すると想定し作成しております。

高知県木造災害公営住宅標準工程表

年月 ＊＊年度
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

２DK 5 72.87 63.76 19.28 造成工事（別工程）

２LDK 5 72.87 67.07 20.28 事業者決定

３DK 5 82.81 71.21 21.54 基本設計

３LDK 5 88.61 77.84 23.54 申請

実施設計

工事施工

検査・引渡

地区 住戸タイプ 戸数 建築面積 延床面積 坪

＊＊地区

造成地引受

プラン決定

役場等検査 引渡

事業者決定 契約又は協定書締結

打合せ

【2LDKタイプ】

個室以外の共用部にも
収納を設ける

個室および水廻りへはリビングアクセ
スとしヒートショックを予防

外回りで使う物専用の
外部収納

玄関までは階段とス
ロープの2WAY動線

雨に濡れない物干しスペースと地域交
流促進を兼ね備えた縁側空間

南側窓は全て掃き出し窓
庭を設けプライバシーに配慮

和室はLDKと一体利用可能

玄関ポーチ・スロープおよび縁側
にはメンテナンスの容易な木目調
の樹脂製材料を使用

家族間のコミュニケーション
を重視した対面キッチン

風通しの良い窓配置
（夏の暑さ対策）

【3DKタイプ】

玄関ポーチ・スロープおよび縁側
にはメンテナンスの容易な木目調
の樹脂製材料を使用

南側窓は全て掃き出し窓
庭を設けプライバシーに配慮

雨に濡れない物干しスペースと地域交
流促進を兼ね備えた縁側空間

風通しの良い窓配置
（夏の暑さ対策）

和室はDKと一体利用可能

個室以外の共用部にも
収納を設ける

個室へはリビングアクセスとし
ヒートショックを予防

外回りで使う物専用の
外部収納

玄関までは階段とス
ロープの2WAY動線

【3LDKタイプ】

風通しの良い窓配置
（夏の暑さ対策）

玄関ポーチ・スロープおよび縁側
にはメンテナンスの容易な木目調
の樹脂製材料を使用雨に濡れない物干しスペースと地域交

流促進を兼ね備えた縁側空間

南側窓は全て掃き出し窓
庭を設けプライバシーに配慮

和室はLDKと一体利用可能

個室以外の共用部にも
収納を設ける

個室への動線はリビングアクセスとし
ヒートショックを予防

家族間のコミュニケーション
を重視した対面キッチン

外回りで使う物専用の
外部収納

玄関までは階段とス
ロープの2WAY動線



災害に強く、
安心して過ごせる家2

提案：大和ハウス工業株式会社高知支店



高知県の
災害公営住宅3

高知県災害公営住宅建設計画より抜粋

（基本理念）「地域らしさに配慮した人と人とがつながる生活再建の場」

（基本方針）
『生活再建の場』

　早急な災害公営住宅の供給により、生活再建の基盤を作る。安い家賃で将来の住宅購入の資金を貯めるとともに、
将来的な住宅の譲渡も視野に入れた検討を行う。
『コミュニティの再生』

　新しい地域づくりや人と人とのつながりづくりに配慮し、もともと生活していた場を離れることなく、まちの活気
を取り戻す。集まって住むことで生まれる地域交流の育成の工夫や募集方法の検討が重要。
『町の記憶継承による「地域らしさ」を活かした復興への寄与』

　大規模災害による被災前のまちの風景、歴史、文化など地域らしさに配慮し、まちの再生を阻害する要因とならな
いよう、地域の街並みや景観などとの調和にも考慮する。

　設計手法、魅力的な集住空間を創造するデザイン技術、良質な住棟配置や屋外空間、共用施設、街並み形成を検討
し、復興における新しい地域づくりに寄与する。
『まちの復興に積極的に貢献』

　地域産材、地元企業の活用を積極的に推進し、災害公営住宅の建設による仕事の創出自体が復興に寄与するものと
して検討。

（住戸形式の考え方）
　住戸は入居を予定する世帯構成や地域の状況による多様なニーズに対応するため、以下の住戸タイプについて、
適正規模で整備する。

・主寝室：4.5～6帖、台所：4.5～6帖、居間：4.5～6帖、浴室、トイレ、洗面、脱衣所、玄関、押入れ　等を備
えたものとする。

入居対象世帯 間取り
標準住戸規模
(専用面積)

単身世帯用 2DK/1LDK 約45～60㎡

標準世帯用 2LDK/3DK 約55～70㎡

大家族世帯用 3LDK/4DK 約65～80㎡

（災害公営住宅の標準性能）

評価項目(評価方法基準) 標準性能

　構造の安定に関すること 　耐震等級 等級３

　火災時の安全に関すること 　耐火等級 等級３

　劣化の軽減に関すること 　劣化対策等級
等級３（RC造)
等級２(木造)

　維持管理への配慮に関すること 　維持管理対策等級 等級３

　温熱環境に関すること 　省エネルギー対策等級 等級４

　高齢者等への配慮に関すること 　高齢者等配慮対策等級 等級３

標準世帯用

【災害公営住宅　高知型の特徴】
・高齢者対応を踏まえたシルバーカー置き場の設置。
・足洗い場、物置緒及び勝手口の設置。
・和室・洋室の配置については、地域や世帯の状況に応じて配置位置の変更が可能。
・外部仕上げについては、基本プランとしてサイディングとする。(発災後の材料入手等の問題を考慮)
　ただし、外部仕上げ(壁、腰壁、その他)において木材を多用するなどの各種バリエーションは各地域で対応



高知県の
災害公営住宅3

高知県災害公営住宅建設計画より抜粋

大家族世帯用

単身世帯用

団地計画の参考例示 
敷地の面積は1戸当り約140㎡程度として、団地計画の例示プランは、連棟型住宅8戸と戸建型住宅地8戸で同

じ敷地面積を参考例として計画する。 





■主な外部仕上げ
　屋根　ガルバニューム鋼板
　外壁　サイディング
　建具　アルミ複層ガラス

■主な内部仕上げ
　床　　無垢フローリング
　壁　　クロス貼
　天井　１階クロス貼・２階野地板見出し

プランの概要

延べ床面積 ７０．５０㎡

標準工期※1 ５カ月程度

概算工事費※2 １，６５０万円程度

小さくても豊かな住まい
を考える会（ＪＩＡ）1

グループの概要

設計事務所 徳弘・松澤建築事務所

工務店 (有)柴原建設

木材供給 (有)森製材所

建築資材 入交住環境(株)

※１　造成等の期間は含まない　※２　設計料、外構、屋外付帯工事、浄化槽などを含まない



■主な外部仕上げ
　屋根　塗装ガルバリウム鋼板立てはぜ葺
　外壁　スギ板(ｔ＝15)本実加工たて張り
　　　　木材保護塗料塗布
　建具　アルミサッシLowEペアガラス

■主な内部仕上げ
　床　　スギ板(t＝12)本実加工張り
　壁　　のり漆喰塗(GB-R9.5下地)
　天井　スギ化粧野地板(t＝12)本実加工張り表し

プランの概要

延べ床面積 ６２．１０㎡

標準工期※1 ３．５カ月程度

概算工事費※2 １,５００万円程度

｢住まい方を見直す｣会
（ＪＩＡ）2

グループの概要

設計事務所 有限会社　建築設計群　無垢

工務店 隈建装株式会社

木材供給 有限会社サンウッドハマダ

建築資材 株式会社新建材センター

※１　造成等の期間は含まない　※２　設計料、外構、屋外付帯工事、浄化槽などを含まない



■主な外部仕上げ
　屋根　ガルバリウム波鋼板
　　　　→いぶし浅瓦、鋼板一文字葺
　外壁　スギ板15㎜目板張
　　　　→一部土佐漆喰
　建具　ビニルシート、木製雨戸
　　　　→木製建具ペアガラス

■主な内部仕上げ
　床　　スギ板30㎜
　壁　　土壁
　天井　スギ材構造見出し
　柱　　スギ150×150面皮付材

プランの概要

延べ床面積 ８０．００㎡

標準工期※1 ４～７カ月程度

概算工事費※2 ２，０００万円程度

山本長水建築設計事務所
＋勇工務店3

グループの概要

設計事務所 山本長水建築設計事務所

工務店 有限会社勇工務店

木材供給 溝渕木材工業

建築資材 有限会社左官松本組、有限会社狩野タテグ工芸

※１　造成等の期間は含まない　※２　設計料、外構、屋外付帯工事、浄化槽などを含まない



土佐の大工
木造復興住宅グループ4

主な外部仕上げ

屋根：ガルバリウム鋼板ﾀﾃﾊｾﾞ葺
外壁：杉板張り、無臭柿渋塗装
玄関ポーチ：磁器質タイル300角貼

主な内部仕上げ
床：桧フローリング
壁：漆喰クリーム塗
天井：土佐和紙貼り

Ａプラン Ｂプラン

グループの概要

設計事務所 家猫設計

工務店 沖野建築

木材供給 田内木材株式会社

建築資材 株式会社新建材センター

プランの概要

延べ床面積 ６１．２８㎡

標準工期※1 ４カ月程度

概算工事費※2 １，４５０万円程度

※こうち健康・省エネ仕様

※１　造成等の期間は含まない　※２　設計料、外構、屋外付帯工事、浄化槽などを含まない



グループの概要

設計事務所 徳弘・松澤建築事務所

工務店 有限会社高村建設

木材供給 株)ハマモク

建築資材
有)左官松本組、有)村山瓦、山崎建設、相合工設、
株)ノナカ照明、高知トーヨー住器(株)

プランの概要

延べ床面積 ８６．６４㎡

標準工期※1 ５カ月程度

概算工事費※2 １，９５０万円程度

※こうち健康・省エネ仕様

暮らしと家を考える会
中央部（JIA)5

■主な外部仕上げ
　屋根　日本瓦葺
　外壁　杉板張り　木材防腐塗料塗
　開口部　アルミサッシ

■主な内部仕上げ
　床　　檜フローリング・杉厚板フローリング
　壁　　和紙クロス貼り
　天井　小屋裏見出し一部和紙クロス貼り

外観　類似イメージ 内観　類似イメージ 2階板の間　類似イメージ

※１　造成等の期間は含まない　
※２　設計料、外構、屋外付帯工事、浄化槽などを含まない



グループの概要

設計事務所 徳弘・松澤建築設計事務所

工務店 有限会社沖建築

木材供給 株式会社森岡木材

建築資材
松下瓦販売、上原塗装工業、有限会社福永工業、
でんき家、土居建具製作所、(合)中和左工、笹原
板金、(有)香川硝子卸

プランの概要

延べ床面積 ６４．９８㎡

標準工期※1 ４カ月程度

概算工事費※2 １，４５０万円程度

※こうち健康・省エネ仕様

暮らしと家を考える会
幡多（JIA)6

■主な外部仕上げ
　屋根　日本瓦葺
　外壁　杉板張り
　開口部　アルミサッシ

■主な内部仕上げ
　床　　檜フローリング
　壁　　和紙クロス貼り
　天井　小屋裏見出し一部和紙クロス貼り

外観類似イメージ

内観類似イメージ

デッキ類似イメージ

※１　造成等の期間は含まない　
※２　設計料、外構、屋外付帯工事、浄化槽などを含まない



グループの概要

設計事務所 合同会社　ＤＩＹ設計工房

工務店 株式会社　共力社

木材供給 (株)ハマモク

建築資材
西森建築、(有)高知建工舎

(株)大家建材、(株)まるや

プランの概要

延べ床面積
８０．３１㎡（＠９１０）　

８８．４４㎡（＠９５０）  

標準工期※1 ５カ月程度

概算工事費※2 １，５００万円程度

※こうち健康・省エネ仕様

浸水と耐震を考える家　　　　　　　　
ＤＩＹ・グループ7

※１　造成等の期間は含まない　
※２　設計料、外構、屋外付帯工事、浄化槽などを含まない

■主な外部仕上げ
　屋根　　塗装ＧＬ鋼板立ハゼ葺き
　外壁　　防火サイディング
　建具　　アルミ複層ガラス
　断熱材　発泡ウレタン系

■主な内部仕上げ
　床　　　無垢桧フローリング
　壁　　　クロス貼り　腰板　桧板張り
　天井　　１階クロス貼り
　　　　　２階クロス貼り・桧板張り



省エネと災害を考える家　　
ＤＩＹ・グループ

８
　省エネと災害を考える復興住宅・プラン ■主な外部仕上げ

　屋根　塗装GL鋼板立ハゼ葺き
　外壁　防火サイディング張り（光触媒系）
　建具　アルミ複層ガラス

■主な内部仕上げ
　床　　桧フローリング
　壁　　クロス貼り・珪藻土壁、　腰板　桧板張り
　天井　１階桧板張り、2階クロス貼り

プランの概要

延べ床面積 71.20㎡（＠910）77.61㎡（＠950）

標準工期※1 6カ月程度

概算工事費※2 1.500万円程度

※こうち健康・省エネ仕様

グループの概要

設計事務所 合同会社　ＤＩＹ設計工房

工務店 ㈱共力社

木材供給 ㈱ハマモク、

建築資材 ㈱大家建材、㈱まるや、

※１　造成等の期間は含まない　※２　設計料、外構、屋外付帯工事、浄化槽などを含まない



項目 内容 必須 選択 

 温熱環境 
 (省エネ性) 断熱等性能及び一次エネルギー消費量等級４又は知事が認めるもの ●  

耐震性 
いずれかの項
目を採用する

こと 

Ａタイプ  耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）３であるもの  〇 

Ｓタイプ 
 免震構造若しくは制震構造のもの又は構造 耐力上

 主要な部分にＣＬＴパネルを使用したもので耐震等  

 級（構造躯体の倒壊等防止） ３であるもの 
 〇 

劣化対策 劣化対策等級３であるもの ●  

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 高齢者等配慮対策等級３であるもの ●  

 地域材利用・ 
 高知の設計・ 
 施工技術 

いずれかの項
目を２つ以上

採用すること 

 通風性に優れた間取り及び庇(ヒサシ)等の日射遮蔽性に優れた開口

 部の構造  〇 

 BIM（ビルディング インフォメーション モデリング）による設計  〇 

 木製製作建具及び塗り壁（内外部ともにコテを用いた幅１間以上の

 ものに限る。）  〇 

 外部又は内部仕上げに県内産の建築資材（土佐和紙、瓦、畳表等） 

 を使用  〇 

 構造材に県産木材を使用（継ぎ手、仕口の全部又は一部を手刻み加工したものに

 限る。） ●  

 外部又は内部仕上げに県産木材を使用 ●  

こうち健康・省エネ住宅の基準

○必須項目は必ず設計に採用することとし、選択項目は複数の項目から選択して設計に採用する。 

【新築工事】 

・等級は住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）による住宅性能表示基準による。 

こうち健康・省エネ住宅

高知の山の木、高知の設計技術、高知の大工で創る・見守る！

設計 木材等生産 施工
住宅の持続的
メンテナンス

地域医療・
福祉のケア

住宅の新築・リフォーム【ハード】
・県産材の活用で中山間地域や林業の活性化を促進
・複数回の強い地震の揺れにも耐える高い耐震性で減災効果も
・さらに、地域の事業者が建築することで地域の雇用を確保

・高断熱化、バリアフリー化など、効率的なリフォーム

人と家との見守り【ソフト】
・地域の医療・福祉の人の目に加えて、設備を組合せた「住まい手（人）の見守り」
・古い家の断熱化や身体機能に合わせた改修等ニーズに沿った「住まい（家）の見守り」

地域の財（人・材）が担う

高知の豊富な森林資源を積極的に使うとともに土佐漆喰や土佐和紙などの地域の環境に適
応した工法や技術で作る自然素材の住宅

医療、福祉、地域コミュニティと連携した人の見守りと、地域の専門家によるメンテナン
スで家も見守り、安心して暮らせる住宅

玄関、廊下、トイレ、浴室などに手すりを設け、床の段差をなくし、長く住み続けられる
ユニバーサルデザインのバリアフリー住宅

太い柱と梁、余裕を持った耐力壁の配置など丈夫な構造とし、台風や大雨にも強く、南海
トラフ地震にも耐えられる安全な住宅

高断熱とするとともに、省エネタイプのエアコン、高効率な電気温水器やガス給湯器、さ
らに太陽光発電・太陽熱温水器なども採用した省エネ住宅

地域の木材をふんだんに使用した高性能な住宅 
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発災前の事前準備で
早期復興を目指す

プランの日常使いによる
木造住宅の普及

事業者の連携体制強化

災害公営住宅の
早期建設

復興住宅プランの
早期提供

事業者連携による
早期着工

木造災害公営住宅及び木造復興住宅建設プラン･建設事業者公募イメージ図

連携

期待効果 期待効果

・流通在庫の確保
・木造住宅普及によ
る仕事の確保

・避難所生活の短縮
・早期の生活再建





高知県内の主な木造住宅の支援制度（令和３年度）

実施地方公共団体 　高知県 

制度名（事業名） 　こうちの木の住まいづくり助成事業 

補助対象者 自らの居住を目的として県内に建築される住宅を取得する者又は県内に自ら所有し、かつ居

住する住宅のリフォームを行うもの（いずれも賃貸を目的とする者は除く） 

補助対象住宅 県内で新築、増築、リフォｰムを行う木造住宅（過半が木造の混構造も含む） 

補助対象経費 県内産乾燥木材の使用に要する経費 
補助金額 

①　基本部位、その他の部位
　　　県内産乾燥木材（JAS製品）の使用量（立方メートル）　×　20,000円

　　  県内産乾燥木材（JAS製品以外）の使用量（立方メートル）　×　12,000円

②　内装化粧仕上げ材（内装については、非木造建築物も対象とする）
　　　県内産乾燥木材の使用面積（平方メートル）　×　2,000円

③　長期優良住宅加算
　　　長期優良認定木造住宅　　100,000円

④　子育て加算
　　　対象者の世帯に児童手当受給対象となる児童が2人以上の場合　

　　　②の内装材と同額を加算 

　 補助金上限：800,000円

　 ※木材の使用量に応じて補助金額を決定 

補助対象要件 ・住宅を取得又は所有する者に県税の滞納がないこと 

　 ・延べ面積の過半の用途が住宅であること 

　 ・基本部位の80％以上に県内産乾燥木材が使用されていること 
　 　（リフォームはリフォーム部分に県内産乾燥木材が使用されていること） 

　 ・瑕疵担保責任保険加入住宅等であること（リフォームを除く） 

　 ・住宅の引渡しまでに申込書受理通知書の交付を済ませていること

  

  

  

  

詳細ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/kinosumai-goannai.html 

担当部署 林業振興・環境部　木材産業振興課 

お問合せ先 088-821-4592 

備考 詳しい内容については、担当部署にお問合せください 

実施地方公共団体 　土佐清水市 

制度名（事業名） 　土佐清水市産材使用住宅建築助成事業 

補助対象者 市内に新しく建築される木造住宅（賃貸目的除く）を取得する個人 
補助対象住宅 市内に新しく建築される木造住宅（賃貸目的除く） 
補助対象経費 市産材の使用に要する経費 
補助金額 構造材1立方メートルあたり：15,000円 

　 津波浸水想定区域外加算1立方メートルあたり：15,000円

　 
補助金上限：600,000円

※津波浸水想定区域とは，「平成24年12月10日公表【高知県版第2弾】南海トラフの巨大地震
による震度分布・津波浸水予測」を用いることとする

補助対象要件 ・市内に本拠を置く製材業者により製材された木材を5立方メートル以上使用すること 
　 ・市内に本拠を置く建築業者に依頼し、建築される住宅であること 
　 ・木造住宅を取得する個人が市税等、市に納付すべき債務について滞納がないこと 
　 ・住宅の完成前に事業に関する申請を行うこと 
詳細ホームページ https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kurashi/section/nourin/009.html 
担当部署 農林水産課 
お問合せ先 0880-82-1228 
備考 詳しい内容については、実施地方公共団体にお問合せください 

実施市町村 　四万十市 

制度名（事業名） 　四万十市産材利用促進事業 

補助対象者   住宅を取得する市内に住所を有する者又は市内に住所を有することとなる者 （個人に限る） 

補助対象住宅 市内に新築又は増築する木造住宅（賃貸を目的とするものを除く） 
補助対象経費 市産木材（ヒノキ）の使用に要する経費 
補助金額 補助金上限：1,000,000円（主要部材のみを補助対象） 
　 ※使用する材料量に応じて補助額を決定 
補助対象要件 ・建築延べ面積が50平方メートル以上であること 
　 ・1坪当たり0.2立方メートル以上の市産木材を使用すること 
　 ・市産木材のヒノキを使用すること 
　 ・市内に本拠を置く建築業を営む者に依頼し、建築される住宅であること 
　 ・住宅を取得する者が市税について滞納がないこと 
　 ・住宅建築後、当該住宅に引き続き居住すること又は居住する予定であること 

　 ・公共下水道及び農業集落排水の供用開始区域内においては、各施設に加入していること

　又は加入する予定であること 

・着工前に事業に関する申請を行うこと

　 ・交付決定後３か月以内に着工すること 
詳細ホームページ http://www.city.shimanto.lg.jp/life/menu/jyutaku/riyousokushin.html 
担当部署 農林水産課 
お問合せ先 0880-34-1170

備考 詳しい内容については、実施地方公共団体にお問合せください 



実施地方公共団体 　香美市 

制度名（事業名） 　香美市木材住宅支援事業 

補助対象者 市内に建築される木造住宅（賃貸を目的とするものを除く）を取得する者 
補助対象住宅 市内に新築又は増改築する木造住宅 
補助対象経費 市産木材の使用に要する経費 
補助金額 1立方メートルあたり：〔市内製材〕　100,000円　　〔市外製材〕　75,000円 
　 補助金上限：500,000円～2,000,000 円
　 ※使用する材料量に応じて補助額を決定 
　 ※製材場所、施工業者の所在地によって補助金上限が決定 
補助対象要件 ・市産木材を用い、市内に新築又は増改築（増改築に係る部分の床面積の合計が10平方メー

　トルを超えるもの）する木造住宅で、高知県「こうち木の住まいづくり助成事業」の補助

　対象であること 

　 ・公共下水道供用区域内及び農業集落排水供用区域内においては、便所を含む生活雑排水は

　全て汚水管に接続し、他の地域では、基本的に合併処理浄化槽を設置すること 
　 ・完成後は速やかに入居し、10年以上、自己が居住する住宅として使用すること 
　 ・住宅の取得者及びその同一世帯全員が、市町村税等を滞納していないこと 
詳細ホームページ https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/31-1/k-mokusien.html 
担当部署 農林課 
お問合せ先 0887-52-9283 
備考 詳しい内容については、実施地方公共団体にお問合せください 

実施地方公共団体 　土佐町 

制度名（事業名） 　土佐町産材利用促進事業 

補助対象者 町内に一戸建て木造住宅を新築する者 
補助対象住宅 新築される一戸建て木造住宅 
補助対象経費 町産木材の使用に要する経費 
補助金額 1立方メートルあたり：50,000円 
　 補助金上限：1,000,000円 
　 ※木材使用量は20立方メートルを限度、7立方メートル未満は対象としない 
　 ※使用する材料量に応じて補助額を決定 
補助対象要件 ・主要な構造部材の全てにおいて木材を使用した木造住宅で、使用木材のうち町産木材の

　使用率が70％以上であること 
　 ・町産木材の使用量が7立方メートル以上であること 
　 ・町内の製材業者より納入された材料を使用するものであること 
　 ・町内の建築業者により施工されるものであること 
　 ・個人の居住用住宅であること 
詳細ホームページ http://www.town.tosa.kochi.jp/publics/index/279/ 
担当部署 農畜林振興課 
お問合せ先 0887-82-0484 
備考 詳しい内容については、実施地方公共団体にお問合せください 

実施地方公共団体 　仁淀川町 

制度名（事業名） 　「町産材の家」推進事業 

補助対象者 町内に在住又は在住予定であり、住宅の新築又は増改築等を行った者 
補助対象住宅 町内に新築又は増改築する木造住宅 
補助対象経費 町産木材の使用に要する経費 

補助金額 増改築等：1立方メートルあたり：〔町内業者施工〕 　100,000円　 

　　　　　　　　　　　　　　　  〔町外業者施工〕　   67,000円 
　 補助金（定額）：新築　〔町内業者施工〕    2,000,000円     〔町外業者施工〕  1,500,000円 

　 　　　　　上限：増改築〔町内業者施工〕       750,000円     〔町外業者施工〕    500,000円 

　 ※使用する材料量に応じて補助額を決定 
補助対象要件 ・町産木材を用い、町内に新築（構造材の70％以上町産木材を使用）された木造住宅で、高

　知県「こうち木の住まいづくり助成事業」の補助対象であること、また町産木材を0.5立方

　メートル以上使用して増改築等した住宅（賃貸借住宅を除く） 

　 ・町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置を受けていないこと 
　 ・自ら、又は3親等以内の親族が居住すること 
　 　 
詳細ホームページ http://www.town.niyodogawa.lg.jp/ 
担当部署 企画課 
お問合せ先 0889-35-1082 
備考 詳しい内容については、実施地方公共団体にお問合せください 

実施地方公共団体 　檮原町 

制度名（事業名） 　檮原町町産材利用促進条例 

補助対象者 町内に自ら居住するため、新たに住宅を建築する者 
補助対象住宅 町内に新たに建築する住宅 

補助対象経費 町産木材の使用に要する経費 

補助金額 補助金上限：2,000,000円 
　 ※使用する材料量に応じて補助額を決定 
補助対象要件 ・建築延べ面積が66平方メートル以上であること 
　 ・3.3平方メートル当たりおおむね1.0立方メートル以上の町産木材を使用すること 
　 ・町産木材を20立方メートル以上使用すること 
　 ・住宅建築後、当該住宅に引き続き10年以上居住できること 

　 ・合併浄化槽を設置すること（ただし、公共下水道及び農業集落排水の指定を受けている区

　域に住宅を建築する場合は、この限りでない） 

　 ・住宅を建築する者の属する世帯全員が、町に対して支払義務を有する町税等について滞納

　がないこと 
　 　 
詳細ホームページ http://www.town.yusuhara.kochi.jp/town/life/hikoshi-sumai.html#link05

担当部署 森林の文化創造推進課 
お問合せ先 0889-65-0811 
備考 詳しい内容については、実施地方公共団体にお問合せください 



ずっと固定金利の安心【フラット３５】

メリット① 　　ずっと固定金利の安心　

たとえ市中金利や物価が上昇しても、資金受取時に確定した借入金利と返済額がずっと
変わらない。全期間固定金利型の住宅ローン【フラット３５】なら、将来まで見通すこと
ができるから安心です。

 メリット② 　多彩なメニューで安心の住まいづくりを応援　

【フラット３５】は、新築住宅でも中古住宅でも、マンションでも一戸建てでもご利用い
ただけます。お客さまのさまざまな住宅取得のニーズにお応えするため、多彩な借入メ
ニューや返済方法をご提案します。

  メリット③ 　保証人不要、繰上返済手数料不要　

　● 保証人は必要ありません。　

　● 返済中に繰上返済や返済方法の変更を行う場合の手数料もかかりません。

  メリット④ 　ご返済中も安心サポート　

　● お客さまに万一のことがあった場合に備えて、新機構団信や新３大疾病付機構団信を

　　 ご用意しています。

　● 多様な返済方法変更のメニューをそろえ、お客さまからの返済のお悩みに対して、

　 事情に合った返済方法をご提案します。

【フラット３５】Ｓ

【フラット３５】をお申込みのお客さまが、省エネルギー性・耐震性などを備えた質の
高い住宅を取得する場合に、【フラット３５】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

【フラット３５】地域連携型
　　　子育て支援や地方移住者等に対する積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が
　　　連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて
　　　【フラット３５】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

実施地方公共団体 　津野町 

制度名（事業名） 　津野町木のいえ普及促進事業 

補助対象者 町内に新築される木造住宅（賃貸を目的とするものを除く）を取得する者（個人に限る）又
は町内に木造住宅（賃貸を目的とするものを除く）を所有している者（個人に限る）で増築

（10平方メートル以上の増築に限る）を行う者 

補助対象住宅 町内に新築又は増築する木造住宅（一部の構造部が非木造の住宅を含む） 
補助対象経費 地域木材の使用に要する経費 
補助金額 高知県「こうち木の住まいづくり助成事業費補助金交付要綱」の規定に基づき算定された額

の２分の１ 
　 補助金上限：500,000円 
　 ※使用する材料量に応じて補助額を決定 
補助対象要件 ・町内に建築する住宅で、高知県「こうち木の住まいづくり助成事業」の補助対象となる住

　宅 
詳細ホームページ https://town.kochi-tsuno.lg.jp/section/post_1673 
担当部署 産業課 
お問合せ先 0889-55-2021 
備考 詳しい内容については、実施地方公共団体にお問合せください 

実施地方公共団体 　四万十町 

制度名（事業名） 　四万十町町産材利用促進事業 

補助対象者 町内に住宅を建築する者 
補助対象住宅 3.3平方メートルあたり0.6立方メートル以上の町産木材を使用し、新築又は増築する延べ床面

積70平方メートル以上の住宅 
補助対象経費 町産木材の使用に要する経費 
補助金額 補助金上限：1,500,000円 
　 ※住宅の延べ床面積及び使用する材料量に応じて補助額を決定 
補助対象要件 ・住宅建築後、当該住宅に引き続き居住すること 
　 ・町内に住所又は営業所のある建築業を営む者に建築を依頼すること 

　 ・原則として合併浄化槽を設置すること（ただし、公共下水道及び農業集落排水の指定を受

　けている区域に住宅を建築する場合は、各施設に加入すること） 

　 ・建築する者の属する世帯全員が、町に対して支払義務を有する町税等について滞納がない

　こと 
詳細ホームページ https://www.town.shimanto.lg.jp/index2.php 
担当部署 建設課 
お問合せ先 0880-22-3120 
備考 詳しい内容については、実施地方公共団体にお問合せください 

○その他の支援制度・優遇措置などについては、下記をご覧ください。

　　〔高知県土木部住宅課ホームページ〕

　　　　http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171901/

住宅金融支援機構　住宅ローンのご案内

【金利引下げ幅】　年▲0.25％　（金利Ａプラン：当初10年間、金利Ｂプラン：当初５年間）

【金利引下げ幅】　年▲0.25％　（当初５年間）

【フラット３５】Ｓを併用した場合、 年▲0.5％　（当初５年間）

（【フラット３５】Ｓ（金利Ａプラン）なら、さらに６～10年目まで年▲0.25％）

メリット②

メリット③

メリット④

メリット①

「こうちの木の住まいづくり助成事業」と
セットで利用可能

営業時間 ： ９：００～１７：００（祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。）
www.flat35.com

利用できない場合（国際電話など）は、次の番号へおかけください。

　　　　　　　０４８-６１５-０４２０　（通話料金がかかります。）

0120-0860-35（通話無料）

お客さまコ－ルセンタ－　 

フラット３５ 検索

フラット３５サイト　 


