
住宅リフォーム等支援事業費補助金について住宅リフォーム等支援事業費補助金について

● 補助金に関する お問い合わせ
上山市役所建設課 建築・住宅係

023-672-1 1 1 1（内線429）
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～商工会は行きます・
　聞きます・提案します～ 023-672-2057 ◎ 各家庭・事業所まわりの工

　 事は、市内の業者へどうぞ
　 お気軽にご相談ください。上山市商工会

● 要件工事

● 一般的なリフォーム工事
　 

5％

上山市の上山市の

～昨年度に引き続き みなさまに助成します!!～
住宅支援制度のご案内

持家住宅建設等補助金持家住宅建設等補助金
● 上山市内の子育て世帯が住宅を建設又は取得
　 する場合は、 最大90万円補助します。 市外から
　 転入し住宅を建設又は取得する方についても
　 補助があります。 詳しくはお問い合わせください。

※その他にもいくつか条件があります。

木造住宅耐震診断士派遣事業木造住宅耐震診断士派遣事業
● 昭和56年5月以前に着工された2階建て以下の
　 木造住宅の耐震診断を行う方へ、耐震診断士を
　 派遣します。（市が90％を負担します。）

についてについて

についてについて

※具体的な工事内容などにつきましては、高い技術と信用のあるお近くの「上山市商工会建設部会」所属の建設・建設関連業者にご相談ください。（裏面に名簿を掲載しております）

主な対象条件たとえば… 主な対象条件
● 上山市に住宅を所有し住所がある方、 または
　 令和４年１月末までに転入される方
● リフォームを上山市内業者に発注する方

● 工事の総額が30万円以上かかる方

たとえば…
● 住宅の壁を筋かい・構造用合板での補強
● 二重窓やペアガラスの設置 
● バリアフリー化（段差解消・風呂、トイレ改修設置）
● 県産木材使用工事
● 雪止め、融雪設備の設置

こんなにありますよこんなにありますよ ご確認くださいご確認ください

令和
３
年度

Before After

お風呂場リフォーム例

● 申請時に工事に着手していない方

 一般型  移住型  世帯型

 補助率 平成28年4月1日以降に山形県外から上山
市へ移住された方、又は東日本大震災後平
成28年3月31日までに岩手県、宮城県もし
くは福島県から上山市へ移住（転入）され
た方　　※世帯員に上記の者がいる場合

① 新 婚 世 帯／婚姻した日から５年以内   
                      である世帯
②子育て世帯／平成１５年４月２日以降 
                     に出生した世帯員がいる
                     世帯

※先着順 ※先着順20％
 補助率 30％

1. 新・生活様式対応　 2. 減災・部分補強　 3. 寒さ対策・断熱化　 
4. バリアフリー化　     5. 県産木材使用　   6. 克雪化

(上限15万円）

 (上限30万円）
 補助率 30％
 (上限30万円）

対象工事費の 　　 補助
 （上限 10万円）



上山市商工会 建設業者「各家庭、事業所まわりの工事は、
　　　　　　　　　　市内の業者へご相談ください」
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事　業　所　名 電話番号

事　業　所　名 電話番号

①＜建築工事業＞

②＜土木・建築工事業＞

③＜管工事業＞

⑪＜板金工事業＞

⑱＜造園工事業＞

⑯＜建築材料卸売・小売業＞

⑩＜さく井工事業＞

④＜左官工事業＞

⑲＜石工工事業＞

⑨＜とび工事業＞

⑭＜内外装工事業＞

⑮＜製材業＞

⑰＜鋼構造物・鉄筋工事業＞

事　業　所　名 電話番号
㉔＜電気通信業＞

事　業　所　名 電話番号
⑬＜表具業＞

㉑＜コンクリート製品製造業＞

事　業　所　名 電話番号

事　業　所　名 電話番号

㉒＜家具製造業＞

㉓＜林業＞

⑳＜砂・砂利・玉石採取業＞

⑧＜塗装工事業＞

⑥＜電気工事業＞

事　業　所　名 電話番号
⑦＜消融雪設備工事業＞

⑫＜畳製造小売業＞

⑤＜建具小売業＞
事　業　所　名 電話番号

芦野建築
㈲稲毛工務店
岩間建築
川口巧建
京谷工務店
渋谷建築
鈴木工務店
㈲鈴建
㈱土屋建設
丸定稲毛建築
㈱丸常工務店
尾形建築
㈱クリエイト礼文
㈱カタチハウス
Arｑ Home
木村工務店
建築鈴木 ＢＥＬＬＳ ＨＯＵＳＩＮＧ
㈱キムラ建匠
ササキ興業

023-672-6936
023-673-3112
023-672-2845
023-673-3252
023-672-2137
023-672-6241
023-673-5423
023-672-7990
023-673-1116
023-673-4811
023-673-2853
023-672-1886
023-665-1700
023-616-6322
023-687-0812
090-7068-4966
023-676-2219
023-672-2235
023-672-4278

023-672-3744
023-672-0759
023-672-1373
023-672-1670
023-672-1555

023-679-2315
023-674-2014
023-677-1202

023-674-2331
023-672-0456

023-674-2464
023-645-4715

023-672-2834
023-679-2723
023-673-2602
023-672-5633

023-674-3335

023-672-0931
023-679-2126

023-672-2896
023-672-1835
023-672-2059
023-674-2301

023-674-2361
023-672-4388
023-672-0946
023-672-7245
023-679-2721

023-672-5350
023-672-3350
023-672-1717
023-673-6002
023-672-0067
023-673-4936
023-673-1209
023-674-0628
023-674-6618
023-672-3379
023-664-3750
023-664-3661
023-665-5157
023-607-9184
023-665-5950
090-7665-6254

023-672-0921
023-672-2883
023-672-5152

023-672-4459
023-672-3909
023-676-2241

023-672-0707
023-672-5226
023-676-2106
023-664-0203
023-672-5718

023-672-5490

023-672-1424
023-672-1326
023-672-1036
023-673-3328
023-672-1470
023-673-1987
023-673-1235
023-672-2437
023-673-5556
023-672-5988
023-674-2126
023-672-2351
023-674-2751
023-672-2131
023-673-3194
090-2025-5024
023-673-3066
023-672-0808
023-673-2297

023-673-2010
023-695-8033
023-672-4211
023-672-4821
023-679-2809
023-672-2075
023-672-1232
023-672-8182
023-672-7763
023-672-0526
023-672-0823
023-672-5083
023-673-7334
023-672-0294
023-672-1024
023-672-4380

023-672-1869
023-672-3649
023-672-1716
023-673-3115
023-672-1782
023-672-1750
023-672-5861

荒井建具製作所
荒木建具店
武田建具製作所
㈲TM高橋木工
富士屋建具店
大和建具店
木工デザイン くだものうつわ

伊藤畳店
城戸口畳店
黒田畳店
㈲佐藤畳店
増川畳店

㈱日建美装
浦山内装
㈱やまぶきEX

023-673-2611㈱ヤマテレ

事　業　所　名 電話番号
㉕＜看板・標識機製造業＞

023-672-2863上野屋

023-672-1868阿部表具店

木村製材所
㈲山口製材所

㈲粟野鉄工所
（合資）西田鉄筋

木村造園
㈲小松造園
㈱三共造園
秀造園
㈲山川造園土木

㈱カミケン
㈲渡部産業
㈱柏倉材木店
㈱笹原材木店

荒井石材店
加藤石材加工
㈱ざおうコーポレーション
㈲永沢石材

事　業　所　名 電話番号
㉖＜建築設計業＞

023-676-7044
023-672-5529
023-677-0515
023-695-5070

㈱ウィズライフ・デザイン
㈱庄・設計
JINBO設計工房
㈲パオ

東邦砕石㈱

折原アサノコンクリート㈱
山形砕石工業㈱

090-4635-3107

023-673-5058

土澤木工

大澤林業

023-672-7066フジヒロ㈱

大沢塗装店
笹原看板塗装店
㈱佐藤塗装所
柴田塗装店
ツチヤ塗装工業
フジ塗装
ゆうき総業㈱
ピース
阿部美装
上南塗装
フレンド工業
ベイワークス
合同会社 SAEI
狸森工業
塗正カラー
サトウ塗装

㈲五十嵐左官工業
高橋左官
長橋左官

㈲ヤマカ技研興業

㈲伊藤鑿井工業
㈲桜井ボーリング
㈲中山ボーリング

大場板金
鈴木板金（矢来）
富田板金
㈱サンショウ
㈲木村板金

阿部建設㈱
羽陽建設㈱
㈱加藤土建
㈱上東建設
上山土建工業㈱
交安建設㈱
㈱後藤工業
西庄建設㈱
㈱泰地工業
髙建工業㈲
㈲タケカツ重機工業
堀川土建㈱
㈱本家組
松田建設㈱
㈲大和建設
大竹工業
㈲倉田土建
㈱志賀浪建設
㈲宮川建設

㈱アキ設備
㈲イガラシ設備
㈱上山設備工業
寿設備工業㈱
㈲サトウ設備工業
㈱昭和設備
東北設備工業㈱
㈲船越設備工業
㈲前田設備
矢来水道㈱
吉田工業㈱
㈱町田工業
㈱遠藤設備工業
㈲関根商会
㈲三本松電機
大城設備㈲

023-673-2218
023-672-0661
023-672-6024
023-672-1069
023-673-1423
023-665-4790
090-6686-3580

㈲田代電機
東北電化工業㈱
㈲花屋電気工事
㈱葉山電工
㈲渡辺電気工事
クラス電気通信㈱
QREA.
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