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このガイドは年間を通してご利用いただけますので、広報かぬまから抜き出してお役立てください。

　今回の「くらしのガイド」は、前号に引
き続き、日々のくらしに関する内容となり
ます。家を建てるときの手続きやリフォー
ム助成制度などの住まいに関すること、ま
た人権啓発や都市計画などについても掲載
していますので、参考にしてください。

くらしのガイド
No.11　くらし②

くらしのガイド

保存版

住まい
■家を建てるときの手続き
　都市計画区域内では建築確認が必要です。家の新
築・増築などの工事を始める前に、「確認申請」を提
出してください。建築計画が法令に適合しているこ
とが確認された後に、「確認済証」が交付されます。
※審査手数料は、建築物の床面積により９千円～56

万円です。
※「確認済証」の交付を受け、工事が始まった段階

で、現場の見やすいところに「建築基準法による
確認済」を表示してください。

※工事が完了したときは「工事完了申請」を提出して、
　完了検査を受けてください。
○構造・規模が一定規模以上の建築物
　中間検査の時期に達したときは「中間検査申請」
を提出して、検査を受けてください。
※中間検査手数料は、建築物の床面積により１万４千

円～39万円。完了検査手数料は、建築物の床面積
により１万６千円～47万円です。

※都市計画区域外でも、土砂災害特別警戒区域内で
の建築、また構造や規模によっては、確認申請が
必要になる場合があります。
問い合わせ　建築指導課審査係　☎（63）2430

■道路と敷地の関係
　建物を都市計画区域内に建築する場合は、建築基
準法で定められた道路に２m以上敷地が接していな
ければなりませんので、事前に相談してください。
問い合わせ　建築指導課建築指導係　☎（63）2242

■耐震化の相談について
木造住宅に対する耐震診断、耐震改修補助制度
　市では、地震に強い安心安全なまちづくりを推進
するため、既存木造住宅の耐震診断等および耐震改
修に対する補助を行っています。
○補助の対象となる住宅（次の要件を全て満たすもの）
　・木造２階建て以下で一戸建ての住宅
　・在来軸組み工法により建築されたもの
　・昭和56年５月31日以前に着工されたもの
○補助金額
　耐震診断等補助は、耐震診断士が行う耐震診断に
要する費用の３分の２以内（上限２万円）。耐震診断
機関が行う補強計画策定に要する費用の３分の２以
内（上限８万円）。
　耐震改修補助は、耐震改修工事の２分の１以内
（上限80万円）。
※正規の耐震診断の前に、簡易な耐震診断による出

張サポートも行っています。
問い合わせ　建築指導課建築指導係　☎（63）2242

■建築確認申請の際、必要となる手続き
狭あい道路に関する事前協議
　建築確認申請の際、敷地に接する道路が狭あい道
路（４ｍ未満の道路）の場合、「鹿沼市狭あい道路の
整備及び管理に関する指導要綱」に基づく事前協議
が必要となります。詳しくは、お問い合わせくださ
い。
問い合わせ　建築指導課建築指導係　☎（63）2242
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■空き家バンク
　市内に空き家を持っている人が「空き家情報」を登
録し、その情報を利用希望者に紹介する制度です。
対　象　市内に空き家を所有し、売却・賃貸を希望
　　　　する人
申請書類　①物件登録申込書（様式）
　　　　②鹿沼市空き家バンク登録カード（様式）
　　　　③空き家の登録に関する誓約書（様式）
　　　　④住民票の写し
　　　　⑤市税完納証明書
　　　　⑥登録したい土地・建物の登記簿謄本
　　　　⑦平面図等間取りが確認できる書類（建築
　　　　　確認の控え等）
注意事項　申込物件は現地調査等の審査後に登録されま
　　　　す。実際の取引は市内宅建業者を紹介します。
申　込　必要書類を鹿沼営業戦略室（市役所本館３
　　　　階）へ提出。
※様式は鹿沼営業戦略室、市ホームページにあります。
問い合わせ　鹿沼営業戦略室　☎（63）2251

■市営住宅
　市営住宅に空き家が生じたときは、定期的に「広報
かぬま」および市ホームページで募集します。募集
に合わせて申し込みをしてください。申し込みには
資格要件がありますので、事前にご確認ください。
入居資格
①住宅を所有していないこと
②市税を滞納していないこと
③同居する親族があること（入居の日より３カ月以
　内に結婚、同居する婚約者を含む）
※２ＤＫ以下の間取りの住宅および、みなみ町・坂

田山市営住宅に限り、単身者でも入居が可能な場
合があります。

④暴力団員ではないこと
⑤所得が一定基準内であること
問い合わせ　建築課住宅係　☎（63）2217

■住宅に関する支援
○住宅リフォーム助成事業補助金
　市内住宅関連産業の振興と居住環境の向上を図るため、市内事業者が施工する住宅のリフォーム工事を発注した人
に対し、リフォーム工事費の一部を補助します。
補助率・限度額 対象工事費の５％以内、上限10万円

対象者

１. 認定申請日以前から市内に住所を有していること。
２. リフォーム工事を行う住宅の所有者または所有者の２親等以内の親族で、当該住宅に居住する者または
　  居住する予定の者であること。
３. 住宅の所有者、居住者および居住予定者全員に市税の滞納がないこと。
４. 同一工事で他の住宅改修に係る補助金等の交付を受けていないこと。
５. 過去に本補助金または被災住宅復旧支援事業補助金の交付を受けていないこと。

条　件

１. 市内事業者（市内に本社を有する法人または市内に住民登録のある個人事業主）が施工するリフォーム
　 工事であること。
２. 認定申請時に建築後１年以上経過している住宅のリフォーム工事であること。
３. リフォーム工事に要した費用が20万円以上（消費税含む）であること。
※賃貸住宅は対象になりません。

申請時期 工事の契約・着工前に（見積り段階で）認定申請を行うこと。
※認定申請時に契約・着工しているものは対象になりません。

問い合わせ　産業振興課商工振興係　☎（63）2182

■犬猫の相談
引き取り　新しい飼い主を探しても見つからず、どうし
ても飼えなくなった犬猫の引き取りは、県動物愛護指
導センター☎028（684）5458（宇都宮市今宮）にご相
談ください。
死亡したとき　環境クリーンセンター☎（64）3241に
直接搬入するか、引き取りを依頼（有料1,400円／体）
してください。

■犬の登録
　犬を飼う場合には必ず登録してください。犬の死亡や
飼い主の変更などがある場合は、連絡してください。
問い合わせ　健康課健康増進係　☎（63）8311

■狂犬病予防注射
　生後91日以上の犬は、毎年１回狂犬病予防注射を
受けてください。
問い合わせ　健康課健康増進係　☎（63）8311
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■公共用地の代替地登録制度
　市が公共事業の用地を取得する際に、代替地を希
望する人が増えてきています。そのため市では、あ
らかじめ代替地として利用するための登録制度を設
けています。
　公共事業用地の代替地として土地の登録を希望す
る人は、申請手続きを取るようお願いします。な
お、代替地として売却した場合には、最高で1,500
万円までの所得控除が受けられます。
代替地の条件
①原則として、１区画の面積が 200㎡以上で公道に

接していること。
②地上権・永小作権などの権利が設定されていない

こと。
問い合わせ　財産管理課用地係　☎（6３）2227

■農地を他の用途に転用するときは
○市街化区域内
　農地転用の届出書を提出してください。なお、
1,000㎡以上の開発行為を伴うときは、開発許可も
必要です。
○その他の区域
　農地転用の許可申請書を提出し、農業委員会等の
許可を受けてください。なお、農業振興地域の農用
地区域内農地は、あらかじめ農用地区域の除外が必
要になりますので、農政課農政係☎（63）2191へ問い
合わせてください。また、開発行為を伴う場合は、
開発許可の申請などが必要となります。
問い合わせ　農業委員会事務局農地振興係　☎（63）2184

■農地の売買、貸し借りをするときは
　農地法第３条許可申請書を提出し、許可を受けて
ください。
問い合わせ　農業委員会事務局農地振興係　☎（63）2184

■人権啓発・人権擁護
　差別や偏見をなくし、人権が尊重される明るく住
みよい社会づくりを推進しています。
○人権侵害を受けている人、受ける恐れのある人の
　擁護
　人権擁護委員による人権相談（毎月第２木曜日）、
人権侵害による救済を行っています。
○人権を考える市民のつどい（人権講演会）の開催
　毎年12月４日から10日の人権週間に合わせ、市民
文化センターなどで人権講演会を開催しています。
○人権啓発標語の募集・活用
　小・中学生や一般市民から人権に関する標語を募
集し、啓発に活用しています。
問い合わせ　人権推進課人権推進係　☎（63）8351

■隣保館（万町）
　地域住民の生活上の各種相談や、社会福祉などに
関する総合的な事業を行っています。また、人権尊
重の意識と活動を高めるための、啓発・広報活動も
行っています。
☆各種相談事業（生活、健康、就労、福祉など）
☆啓発・広報活動事業　☆健康教室
☆高齢者ふれあい事業　☆食生活改善教室
問い合わせ　隣保館　☎（64）4776

■男女共同参画
　男女があらゆる分野で対等に参画し、個性と能力
を十分発揮することができる、男女共同参画社会づ
くりを推進しています。
○セミナー、地域懇談会、講演会の開催
　男女共同参画に関する学習機会の提供や、意識啓
発のためのセミナー・地域懇談会・講演会を開催し
ています。
○男女共同参画情報紙「かれんと」の発行
　男女共同参画に関する意識啓発・情報提供のた
め、情報紙を年２回発行しています。
○女性に対する暴力をなくすための啓発、女性相談
 「女性に対する暴力をなくすための運動期間（11月
12～25日）」中の街頭啓発や、女性相談員による相
談業務を実施しています。
問い合わせ　人権推進課男女共同参画係
　　　　　　☎（63）8352

■南部地区会館（万町）
　同和問題を始めとした人権教育の普及・啓発を
行っています。また、人権学習のための講座を開催
しています。
☆人権教育指導者専門講座 　☆生きがいの集い
☆女性の集い　☆子どもの集い　☆町別人権学習会 
☆人権学習総合講座
問い合わせ　南部地区会館　☎（65）5764

人権

土地・農地
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■屋外広告物について
　栃木県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の表
示の場所、方法や屋外広告物を掲出する物件の設
置、管理などについて規制があります。
○具体的な規定内容
①禁止地域
　県立自然公園の区域など、美しい自然景観を有す
る地域は、広告物の掲出が好ましくないことから、
原則として屋外広告物の掲出ができない禁止地域に
指定しています。
②許可地域
　禁止地域以外の市内全域について、秩序ある広告
物の掲出を図るため、屋外広告物の掲出に際し、原
則として許可が必要な許可地域に指定しています。
　また、それぞれの地域・場所に適合した広告物の
掲出、広告景観の形成を図るため、許可地域を次の
５種類に区分しています。
１. 自然保全型地域（山地山麓など）
２. 自然保全型沿線地域（山地山麓などの指定道路、
　 指定鉄道の沿線）
３. 田園調和型地域（平地など）
４. 田園調和型沿線地域（平地などの指定道路、指定
　 鉄道の沿線）
５. 市街地形成型地域（都市計画法による用途地域）
③許可基準
　各地域の特性に適合した広告物の掲出を図るた
め、各地域における物件ごとに広告物の面積、高
さ、位置、形状などの基準を定めています。
問い合わせ　都市計画課都市計画係　☎（63）2209

都市計画
■開発行為について
○都市計画区域内
①宇都宮都市計画区域（線引き都市計画区域）
→市街化区域
・用途地域（住居系、商業系、工業系の10種類）ご

とに建築物の種類、建ぺい率、容積率などの規制
があります。

・1,000㎡以上の開発行為は市長の開発許可が必要
です。

→市街化調整区域
・原則として開発許可を受けた土地以外は建築が制

限されています。（農家住宅などは例外がありま
す）

②粟野都市計画区域（非線引き都市計画区域）
・3,000㎡以上の開発行為は、市長の開発許可が必
　要です。
→用途地域の指定のある区域
・用途地域（住居系、商業系、工業系の4種類）ご

とに建築物の種類、建ぺい率、容積率などの規制
があります。

○都市計画区域外
・10,000㎡以上の開発行為は、市長の開発許可が必

要です。
問い合わせ
用途地域について
都市計画課都市計画係　☎（63）2209
開発許可について
都市計画課開発指導係　☎（63）2215

■景観法および鹿沼市景観条例に基づく届出について
　景観法および鹿沼市景観条例に基づき、市内で一定の規模以上の建築物の建築等、工作物の建設等、都市計画
法に定める開発行為をする場合は届出の必要があります。
（1）建築物の建築等　高さが10ｍを超えるもの、または建築面積が1,000㎡を超えるもの。
（２）工作物の建設等　別表のとおり
（３）都市計画法に定める開発行為　当該行為の土地の区域面積が10,000㎡（1ha）を超えるもの。
【別表　工作物の届出対象行為】

対象となる工作物 届出が必要となる基準
①柵、塀、垣（生け垣を除く）、擁壁等 高さ5ｍ超
②煙突、排気塔等　③鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等　④記念塔､電波塔､物見塔等
⑤高架水槽、冷却塔等　⑥広告塔、広告板等　 ⑦彫像、記念碑等　 高さ15ｍ超

⑧電気供給もしくは有線電気通信のための電線路、または空中線の支持物 高さ20ｍ超
⑨観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンド等の遊戯
　施設 高さ15ｍ超

または
築造面積1,000㎡超

⑩アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント等の製造施設
⑪ガス、石油製品、穀物、飼料等を貯蔵、または処理する施設
⑫自動車車庫の用に供する施設
⑬汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
問い合わせ　都市計画課都市計画係　☎（63）2209


