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Aokiの家

【物件概要】◆所在地：宮城県遠田郡美里町字峯山8-5◆交通：JR東北
本線小牛田駅徒歩15分◆敷地面積：261.34㎡（79.07坪）◆延床面積：
115.93㎡（35.08坪）◆木造2階建◆東北電力オール電化◆公共下水
道完備◆浴室暖房換気扇／エアコン4台／全室照明器具／カーテン
◆ロフト3帖2室◆2面道路接道◆外構は基本仕様◆R4年3月10日完成

不動堂小学校現地

（のぼりが目印）

峯山公園

傾いていてグラグラ・・
生垣でナチュラルな外観に！ 大崎市 Ｗ様邸

劣化による穴やヒビ割れ
耐久性のあるフェンスに！

大崎市 Ｔ様邸

ブロック塀が傾いてい
ると自然災害が発生
したときに崩れる可能
性があり、傾きがある
ブロック塀は劣化が
進んでいます。
生垣には、防音や防
風の効果もあるとい
われています。

一般的にブロック塀は
ヒビ割れしにくいとい
われていますが、設
置してから長い年月
が過ぎれば、ヒビ割れ
の可能性もあります。
ヒビ割れはブロック塀
の劣化を進め、倒壊
の原因にも・・・。

除却後は？・・

●目線を遮り
プライバシーを守る
フェンスの設置

●四季折々の景観が
楽しめる生垣の設置

●補助額

●対象となるブロック塀 （次の条件を全て満たすものに限ります）

面倒な手続き、申請等は当店にお任せください！

5/9
から

大崎市では皆さんが自ら地震に備え安全で安心な暮らしができるように、危険ブロック塀などの除却に
ついて助成を行っています。

（1）道路に面していること
（2）道路からの高さが1メートル以上のブロック塀であること
（3）市が行ったブロック塀等実態調査において危険と判定したもの
（4）申請年度の3月15日までに工事が完了するもの
（5）ブロック塀等を全て除却するもの（一部を残して除却する場合は道路面より概ね50cm以下が対象）

上限額：30万円（①除却費用の6分の5または②1平方メートルあたり9,500円のいずれか低い額）

皆さんのお宅は
大丈夫ですか？ 以下の項目を点検し、一つでも不適合があれば危険なので改善しましょう。

まず外観で1～5をチェックし、一つでも不適合がある場合や分からないこ
とがあれば、ご相談ください。

□塀は高すぎないか
・塀の高さは地盤から2.2m以下か

□塀の厚さは十分か
・塀の厚さは10㎝以上か（高さが2m超、2.2m以下の場合は15㎝以上）

□控え壁はあるか（塀の高さが1.2m超の場合）
・塀の高さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え壁があるか

□基礎があるか※1
・コンクリートの基礎があるか

□塀は健全か
・塀に傾き、ひび割れはないか

□塀に鉄筋は入っているか※2

＜※1と※2については、ご相談ください＞

補助金対象施工事例

万円

ブロック塀点検のチェックリスト

厚さ

鉄筋

ひび割れ

控え壁

根入れ

★

★

★

高さ

●安全性の高い
ブロック塀の再設置

美里町に持ち家を取得し定住しようとする方に対しての支援制度

詳しくはこちらの
ＱＲコードから。

見学のご予約も
承ります。

スマホからも

ご予約可

★感染予防
対策の為、

内覧ご希望
の場合は予
約制とさせて
いただいてお
ります。

現地案内

新築分譲価格 (税込)

骨組みでゆっくり自然乾燥「スローハウスの家」

ウッドショック前の価格で提供！

洋室と2ヶ所のロフト



①～③のいずれか実施

①開口部の断熱改修
ガラス交換 内窓設置・外窓交換 ドア交換

[大]21,000円/箇所

[中]16,000円/箇所

[小]14,000円/箇所

[大]8,000円/枚
[中]6,000円/枚
[小]2,000円/枚

②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

[大]32,000円/箇所

[小]28,000円/箇所

外壁 屋根または天井 床

③エコ住宅設備の設置

太陽熱利用システム

④子育て対応改修

（ⅰ）家事負担の軽減に資する設備の設置

⑤耐震改修

こどもみらい
住宅支援事業補助金

対象工事で

最大

30万円 45万円
子育て世帯

2021年11月26日
～2022年10月31日

2022年10月31日まで

とは…18歳未満の子を有する世帯

とは…夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

①ZEH 100万円/戸

②認定住宅 80万円/戸

③省エネ住宅 60万円/戸

①【必須】住宅の省エネ改修

②【任意】住宅の子育て対応改修、バリアフリー改修等
30万円/戸①+②上限

【必須工事】

【任意工事】 ※補助額の合計が、5万円以上から申請可能！

「リフォーム」おすすめプラン例
かしこくリフォーム！

トイレリフォーム
奥の洋風便器と、手前
の立小便器、中央にあ
る仕切壁を撤去し広々
したトイレに。床がタイ
ル張りで冬はとても寒
かったのですが・・・壁
や床を張替え、断熱効
果アップ！

介護保険における住宅改修ついでに・・入口の段差を解消！

●支給額 18万円（20万円の9割が上限金額）

●住宅改修の種類

（1）手すりの取付け （2）引戸等への扉の取替え

（3）段差の解消 （4）移動の円滑化等のための床材の変更

（5）洋式便器等への便器取替え （6）その他付帯する改修

●対象者 在宅で要介護（支援）認定を受けている人
補助金適応工事です

青木工務店の

リフォーム
施工事例

※子育て世帯・
若者夫婦世帯は

若者夫婦世帯

リフォーム 新築
対象期間

契約締結

工事着工

補助額

対象のリフォーム工事

もらえます!

NEW！

子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する
住宅の新築や、世帯問わず省エネリフォーム等を行う場合
所定の補助金額が交付されます。

「こどもみらい住宅支援事業補助金」とは

102,000円/戸 36,000円/戸

節水型トイレ（掃除しやすい機能有）

61,000円/戸

150,000円/戸

住まいのことなら
おまかせください！

※子育て世帯または、若者夫婦世帯は上限45万円/戸

24,000円/戸 19,000円/戸

高断熱浴槽 高効率給湯機 節湯水栓

24,000円/戸 24,000円/戸 5,000円/戸

ビルトイン食器洗機 掃除しやすいレンジフード

ビルトイン自動調理対応コンロ

（ⅱ）防犯性の向上に資する開口部の改修

[大]29,000円/枚
[中]20,000円/枚
[小]17,000円/枚

外窓交換 ドア交換

[大]43,000円/箇所

[小]31,000円/箇所

（ⅲ）生活騒音への配慮に資する開口部の改修

[大]21,000円/箇所

[中]16,000円/箇所

[小]14,000円/箇所

[大]8,000円/枚
[中]6,000円/枚
[小]2,000円/枚

[大]32,000円/箇所

[小]28,000円/箇所

ガラス交換 内窓設置・外窓交換 ドア交換

（Ⅳ）キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事

浴室乾燥機

宅配ボックス

19,000円/戸 10,000円/戸

13,000円/戸

20,000円/戸

86,000円/戸

10,000円/戸

⑥バリアフリー改修

手すり 衝撃緩和畳の設置

⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

3.6kW以上 2.4～2.8kW以下 2.2kW以下

⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

廊下幅等拡張

段差解消 ホームエレベーター設置

5,000円/戸

6,000円/戸

28,000円/戸

17,000円/戸

7,000円/契約

24,000円/戸 22,000円/戸

150,000円/戸

19,000円/戸

※バリアフリー改修は
各種の設備を設置し
た箇所数による支給
ではなく、設置を行っ
た設備に応じた一戸
への補助額です

キッチン 掃除しやすい
レンジフード

10,000円/戸

ビルトイン自動
調理対応コンロ

13,000円/戸

ビルトイン
食器洗機

19,000円/戸

節湯水栓

5,000円/戸

キッチン合計 61,000円

バスルーム 浴室乾燥機

20,000円/戸

高断熱浴槽

24,000円/戸

節湯水栓

5,000円/戸

手すり設置

5,000円/戸

段差解消

6,000円/戸

バスルーム合計 60,000円

外窓交換［小］

14,000円/戸


