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ぎふ景観まちづくりファンド助成金交付要綱 

 

（平成２０年 ５月 １日決裁） 

（平成２０年 ７月１４日決裁） 

（平成２１年１０月３０日決裁） 

（平成２３年 ４月 １日決裁） 

（平成２４年 ４月 １日決裁） 

（平成２６年 ４月 １日決裁） 

（平成２７年 ４月 １日決裁） 

     （平成２８年 ４月 １日決裁）                                 

（平成２９年 ４月 １日決裁） 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、ぎふ景観まちづくりファンド基本方針（平成20年3月28日理事会議決）に基づき、歴史的景観

の保全、再生及び創出に資する建造物の工事（以下「修景工事」という。）を促進するため、ぎふ景観まちづくり

ファンド制度要綱（平成20年4月1日決裁）第4条第1号に規定する助成金交付事業に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（定義） 

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 修景 周辺のまちなみと調和するように建造物について新築、維持、復元、外観改修等を行うこと   

 をいう。 

(2) 建造物 建築物及び門、塀等の工作物をいう。 

(3) 歴史的建造物 概ね昭和20年までに造られた建造物をいう。 

(4) 歴史的建築物 概ね昭和20年までに造られた建築物（寺社を除く。）をいう。 

(5) 歴史的工作物 概ね昭和20年までに造られた工作物をいう。 

(6) 一般建造物 概ね昭和21年以降に造られた建造物をいう。 

(7) 一般建築物 概ね昭和21年以降に造られた建築物（寺社を除く。）をいう。 

(8) 一般工作物 概ね昭和21年以降に造られた工作物をいう。 

(9) 建築設備 屋外に設置される給排水機設備、空調設備等をいう。 

(10) 屋外広告物 屋外広告物法（昭和24年法律第189号）第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。 

(11) 金華地区建築物要件（町家） 次のアからエまでのいずれにも該当することをいう。 

ア 開口部に木製格子が設置されていること。 

イ 屋根が日本瓦であること。 

ウ 外壁が漆喰であること。 

エ 玄関が木製又は木製調引き戸となっていること。 

(12) 蔵要件 次のア及びイのいずれにも該当することをいう。 

ア 屋根が日本瓦であること。 

イ 外壁が木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いた仕上げとなっていること。 

(13) 鵜飼屋地区建築物要件（和風） 次のアからエまでのいずれにも該当することをいう。 

ア 開口部が木製又は木製調建具となっているか、開口部に木製格子が設置されていること。 

イ 屋根が日本瓦であること。 

ウ 外壁が木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いた仕上げとなっていること。 

エ 玄関が木製又は木製調引き戸となっていること。 

(14) 準鵜飼屋地区建築物要件 前号の内、イ及びウに該当することをいう。 

(15) 新築 新たに建造物を作ることをいう。 

(16) 維持 現状の建造物の状態を保存することをいう。 

(17) 復元 歴史的建造物について、その建築当時の形態意匠、素材等に変更、又は第11号から第13号までのそれ

ぞれについて、全ての要件を満たすように変更することをいう。 

(18) 外観改修 建造物の外観を歴史的まちなみと調和するように変更することをいう。 
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(19) 空き家 一定期間以上使用していない建築物をいう。 

(20) ファサード 建築物の正面の外観をいう。 

(21) 重点取組期間 この要綱の施行の日が属する年度以後3か年度の期間をいう。 

   ただし、第４条で定める区域が追加された場合は、当該区域に限り追加された日が属する年度以後３か年度 

の期間とする。 

 

（助成金の交付） 

第3条 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社（以下「公社」という。）代表理事（以下「代表理事」という。）は、

修景工事を行うものに対し、ぎふ景観まちづくりファンド資産の範囲内でぎふ景観まちづくりファンド助成金（以

下「助成金」という。）を交付するものとする。 

 

（交付対象者） 

第4条 助成金の交付対象者は、別図に定める区域にある建築物若しくは土地の所有者又は建築物の使用者（当該建

築物の所有者から修景工事を行うことについて同意を得ているものに限る。）とする。 

 

（助成対象事業） 

第5条 助成金の交付対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、第1号又は第2号のいずれかに該当する

建造物に対する修景工事で岐阜市歴史系景観形成方針（別表第1。以下「景観形成方針」という。）に適合するも

のとする。ただし、当該事業が公社の他の助成制度又は岐阜市の助成制度を受けてから5年を経過しないときは、

この限りでない。 

(1) 道路から望見できる範囲に建造された歴史的建造物 

(2) 代表理事がぎふ景観まちづくりファンド運営委員会（以下「運営委員会」という。）の意見を聴いて、まちな

みの連続性があると認める一般建築物のファサード部分又は一般工作物 

2 既に助成金の交付を受けて修景工事を行った建造物に対する修景工事は、次の各号のいずれかに該当するときに

限り、助成対象事業とする。 

(1)  最後に助成の交付を受けてから5年を経過しているとき。 

(2) 5年以内に交付を受けた助成額がその建造物の合計助成限度額内のとき。 

(3) 建築設備に関わる工事のみを行うとき。 

(4) 歴史的建造物について、災害等による損傷のため、緊急に修景工事を行うとき。 

(5) 前4号に掲げるもののほか、代表理事が運営委員会の意見を聴いて必要と認めるとき。 

 

（助成対象行為、助成金の額及び助成率） 

第6条 助成金の交付対象となる修景工事の内容、助成金の額及び助成率は、別表第4、別表第5及び別表第8、別表

第9に定めるとおりとする。ただし、代表理事が運営委員会の意見を聴いて必要と認めるときは、この限りでない。 

2 前条第2項第2号の合計助成限度額は、前項に定められた合計助成限度額から5年以内に交付を受けた助成額を差

し引いたものとする。ただし、建築設備に関わる工事のみを行うときは、この限りではない。 

3 助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。 

4 助成金の交付対象事業費に消費税及び地方消費税は含まないものとする。 

 

（事業計画の申出等） 

第7条 助成金の交付を受けようとするもの（以下「助成事業者」という。）は、景観形成方針に沿った修景工事事

業計画（以下「事業計画」という。）を策定し、代表理事の承諾を受けなければならない。 

2 事業計画の承諾を受けようとするものは、ぎふ景観まちづくりファンド事業計画申出書（様式第1号）に次に掲

げる図書を添付して代表理事に申し出るものとする。ただし、代表理事が運営委員会の意見を聴いて必要でない

と認めるときは、この限りでない。 

(1) 設計図書 

(2) 工事見積書（明細の分かるもの）および相見積書 

(3) 現況写真（周辺の現況が分かるもの） 

(4) 前各号に掲げるもののほか、代表理事が必要と認めるもの 
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3 前項第1号に掲げる設計図書は、付近見取図、配置図、平面図、立面図（着色したものに限る。）及び外部仕上げ

表とする。ただし、事業計画の対象が屋外広告物であるときは、付近見取図、配置図及び意匠図とする。 

  

（運営委員会の審査） 

第8条 代表理事は、前条第2項の規定による申出があったときは、運営委員会の審査に付さなければならない。た

だし、歴史的建造物について、災害等による損傷のため、建造物を維持する工事を緊急に行う必要がある場合は、

この限りでない。 

2 運営委員会は、事業計画を審査し、適当と認めるときは、その旨代表理事に報告するものとする。この場合にお

いて、運営委員会は、了解した事業計画について意見があるときは、その内容を文書により代表理事に報告しな

ければならない。 

 

（事業計画の承諾の通知） 

第9条 代表理事は、第7条第2項の規定による申出に対し、運営委員会の意見を踏まえて審査し、事業計画を承諾し

たときは、その旨及び条件を付した場合にはその条件をぎふ景観まちづくりファンド事業計画承諾書（様式第2号）

により助成事業者に通知するものとし、事業計画を承諾しなかったときは、その旨を文書により助成事業者に通

知するものとする。 

 

（承諾事項の変更） 

第10条 第7条第1項の承諾を得た助成事業者は、当該承諾を受けた事業計画（以下「承諾事業計画」という。）を変

更しようとするときは、あらかじめ、ぎふ景観まちづくりファンド事業計画変更承諾申出書（様式第3号）に、第

7条第2項各号に掲げる図書（記載された事項に変更があるものに限る。）を添えて代表理事に提出しなければなら

ない。 

２ 第8条の規定は、前項の規定による申出があったときに準用する。ただし、景観に与える影響が軽微である場合

はこの限りでない。 

３ 代表理事は、第1項の規定による申出があったときは、運営委員会の意見を踏まえて審査し、適当と認めるとき

は、ぎふ景観まちづくりファンド事業計画変更承諾書（様式第4号）により助成事業者に通知するものとする。 

 

（事業の着手） 

第11条 助成事業者は、承諾事業計画に基づく修景工事に着手したときは、直ちにぎふ景観まちづくりファンド事

業着手届（様式第5号）を代表理事に提出しなければならない。 

 

（事業の中止） 

第12条 助成事業者は、承諾事業計画に基づく修景工事を中止しようとするときは、遅滞なく、ぎふ景観まちづく

りファンド事業中止届（様式第6号）を代表理事に提出しなければならない。 

 

（事業の完了報告及び助成金の交付の申出） 

第13条 助成事業者は、承諾事業計画に係る修景工事が完了したときは、ぎふ景観まちづくりファンド事業完了報

告書兼助成金交付申出書（様式第7号）に次に掲げる図書を添付して代表理事に提出するものとする。ただし、代

表理事が運営委員会の意見を聴いて必要でないと認めるときは、この限りでない。 

(1) 完成図書 

(2) 工事完了写真及び工程写真 

(3) 請負契約書の写し 

(4) 支払の明細が確認できる書類 

(5) 前各号に掲げるもののほか、代表理事が必要と認めるもの 

2 前項第1号に掲げる完成図書は、配置図、平面図、立面図（着色したものに限る。）及び外部仕上げ表とする。た

だし、承諾事業計画の対象が屋外広告物であるときは、配置図及び意匠図とする。 

3 第1項に規定する書類の提出期限は、工事が完了した日から1か月を経過した日とする。 
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（交付承諾及び助成金額の確定） 

第14条 代表理事は、前条第1項の規定による申出があったときは、承諾事業計画に適合するものであるか否かにつ

いて検査を行うものとする。 

2 代表理事は、前項の検査の結果、承諾事業計画に適合すると認めたときは、助成金の交付を承諾するとともに、

その額を確定し、ぎふ景観まちづくりファンド助成金交付承諾兼助成金額確定通知書（様式第8号）により、助成

事業者に対し、通知しなければならない。 

3 重点取組期間内であるか否かについては、前条第1項に規定する書類が提出された年度において判断する。 

4 前項の規定にかかわらず、第7条第1項の規定による承諾を重点取組期間の最終年度に得たときは、承諾の日から

1年間は、別表第4及び別表第5を適用する。ただし、代表理事が運営委員会の意見を聴いて、必要と認めるときは

この限りでない。 

 

（助成金の請求） 

第15条 助成事業者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、ぎふ景観まちづくりファンド助成金交付請求

書（様式第9号）により代表理事に助成金の交付を請求することができる。 

 

（助成金の交付） 

第16条 代表理事は前条の規定による請求があったときは、当該請求に係る助成金を交付するものとする。 

 

（交付の除外条件） 

第 17 条 代表理事は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する者は、交付の決定を行わないものとする。ただ

し、代表理事が必要と認める場合は、この限りではない。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号。次号において「法」という。）

第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団員（法第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

  

（助成金の交付承諾の取消し） 

第18条 代表理事は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、ぎふ景観まちづくりファンド助成金交

付承諾取消通知書（様式第10号）により助成金の交付契約を解除し、又は一部を解約することができる。 

(1) 助成金を交付申出内容以外の用途に使用したとき。 

(2) 不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(3) 承諾事業計画の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(4) ぎふ景観まちづくりファンド基本方針の「事業の目標」の達成に支障となる行為を行ったとき。 

(5) ぎふ景観まちづくりファンド基本方針の「事業の目標」の達成に必要な代表理事又は運営委員会の指示に従

わなかったとき。 

(6) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

 

（助成金の返還） 

第19条 代表理事は、前条の規定により助成金の交付の契約を解除し又は一部を解約した場合において、当該解除

又は解約に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、ぎふ景観まちづくりファンド助成金返還要求

書（様式第11号）により助成金の返還を求めるものとする。 

2 助成金の返還期限は、助成金の返還を求めた日から20日以内とする。 

 

（助成対象事業の維持管理） 

第20条 助成事業者は助成を受けた建造物を適正に維持管理しなければならない。 
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（財産処分の制限） 

第21条 助成事業者は、当該修景工事の完了の日から起算して10年間、助成を受けた建造物を助成金等の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、除却し、又は担保に入れてはならない。ただし、代表理事の承認

を受けたときは、この限りでない。 

 

（その他） 

第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、代表理事が定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

附 則 

 この要綱は、平成20年5月1日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成20年7月14日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成21年10月30日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 

 

附 則（平成23年7月27日議決） 

この要綱は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第106条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 
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別図（第4条関係） 

 

金華地区      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鵜飼屋地区（平成26年4月1日追加） 
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別表第1（第5条関係） 

岐阜市歴史系景観形成方針 

 

大方針 

道三、信長の時代から受け継いできた岐阜ならではの美しいまちなみを後世に継承していくため、 

 ◆金華地区   ・町家やそれ以外の歴史的建造物を維持、復元していく 

         ・一般建造物を歴史的なまちなみと調和させていく 

 ◆鵜飼屋地区  ・歴史的建造物を維持、復元させていく 

         ・一般建造物を自然景観と歴史的、文化的なまちなみと調和させていく 

 

個別方針（金華地区） 

共通 岐阜市景観基本計画（平成19年10月1日告示）等に整合している。 

建
築
物 

位置 

道路境界線から概ね１m程度の部分の壁面線、軒先はまちなみにできる限り揃える。 

建築物の外壁が道路境界線から後退している場合は、門、塀等を設置し、まちなみの連続性

を確保する。 

意
匠 

開口部 

縦形状の木製格子を設置する。 

ただし、蔵、近代和風建築物、近代洋風建築物、看板建築等の歴史的建造物については、建

築当時の意匠に準ずるものとする。 

屋根 

日本瓦等の伝統的な素材を用いる。 

屋根形状は平入りを基本とし、勾配をまちなみに合わせる。 

ただし、近代洋風建築物、看板建築等の歴史的建築物については、建築当時の意匠に準ずる

ものとする。また、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の一般建築物については、建築物正面の

形態意匠について周辺のまちなみに調和したものとなるようにする。 

グレー等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 

外壁 

主たる部分については木材、漆喰等の伝統的な素材を用いる 

周辺の景観に合わせて黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとす

る。 

ただし、蔵、近代和風建築物、近代洋風建築物、看板建築等の歴史的建造物については、建

築当時の意匠に準ずるものとする。 

玄関 

玄関は、木製又は木製調の引き戸を設置する。 

ただし、蔵、近代洋風建築物、看板建築物等の歴史的建造物については、建築当時の意匠に

準ずるものとする。 

工
作
物 

門、塀 

木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、無彩色、茶、こげ茶等の彩度の

低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

駐車場、 

駐輪場 

駐車場、駐輪場等を設置する場合は、極力、建物と一体化した形態とし、道路その他の公共

の場所から望見できない位置に配置する。 

建築物と一体となった自動車車庫を設けている場合には、開口部へ木製又は木製調の縦格子

を設ける。ただし、やむを得ない場合は井桁格子も認める。 

青空駐車場においては、門、塀等を設置しまちなみの連続性を確保する。 

建築設備 
屋外の建築設備は、道路から見える位置には設置しない。やむを得ない場合は、木製格子等

の目隠しを設ける。 

自動販売機等 木製又は木製調の目隠しを設ける。 

その他 
門灯、屋外広告物等については地域の歴史的景観に調和するものとする。 

ばったり等の歴史的建築特性の維持、復元に努める。 
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個別方針（鵜飼屋地区） 

共通 岐阜市景観基本計画（平成19年10月1日告示）等に整合している。 

建
築
物 

位置 

道路境界線からの軒先はまちなみにできる限り揃える。 

建築物の外壁が道路境界線から後退している場合は、門、塀等を設置し、まちなみの連続性

を確保する。 

意
匠 

開口部 

木製又は木製調建具もしくは縦形状の木製格子を設置する。 

ただし、蔵、近代和風建築物、近代洋風建築物、看板建築等の歴史的建造物については、建

築当時の意匠に準ずるものとする。 

屋根 

日本瓦等の伝統的な素材を用いる。 

屋根形状は平入りを基本とし、勾配をまちなみに合わせる。 

ただし、近代洋風建築物、看板建築等の歴史的建築物については、建築当時の意匠に準ずる

ものとする。また、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の一般建築物については、建築物正面の

形態意匠について周辺のまちなみに調和したものとなるようにする。 

グレー等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 

外壁 

主たる部分については木材、漆喰等の伝統的な素材を用いる。 

ただし、蔵、近代和風建築物、近代洋風建築物、看板建築等の歴史的建造物については、建

築当時の意匠に準ずるものとする。 

原則、周辺の景観に合わせて黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたも

のとする。 

玄関 

玄関は、木製又は木製調の引き戸を設置する。 

ただし、蔵、近代洋風建築物、看板建築物等の歴史的建造物については、建築当時の意匠に

準ずるものとする。 

工
作
物 

門、塀 

木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、無彩色、茶、こげ茶等の彩度の

低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

駐車場、 

駐輪場 

駐車場、駐輪場等を設置する場合は、極力、建物と一体化した形態とし、道路その他の公共

の場所から望見できない位置に配置する。 

建築物と一体となった自動車車庫を設けている場合には、開口部へ木製又は木製調の縦格子

等を設ける。 

青空駐車場においては、門、塀等を設置しまちなみの連続性を確保する。 

建築設備 
屋外の建築設備は、道路から見える位置には設置しない。やむを得ない場合は、木製格子等

の目隠しを設ける。 

自動販売機等 木製又は木製調の目隠しを設ける。 

その他 

屋外広告物等については地域の歴史的景観に調和するものとする。 

玉石等の歴史的・文化的景観の維持、復元に努める。 

敷地の緑化に努める。 
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別表第2削除 （第6条関係【金華地区】） 

歴史的建造物の助成対象行為、助成基準及び助成限度額（重点取組期間） 

 

別表第3削除 （第6条関係【金華地区】） 

一般建造物の助成対象行為、助成基準及び助成限度額（重点取組期間） 

 

別表第6削除 （第6条関係【鵜飼屋地区】） 

歴史的建造物の助成対象行為、助成基準及び助成限度額（重点取組期間） 

 

別表第7削除 （第6条関係【鵜飼屋地区】） 

一般建造物の助成対象行為、助成基準及び助成限度額（重点取組期間） 
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別表第4（第6条関係【金華地区】） 

歴史的建造物の助成対象行為、助成基準及び助成限度額（重点取組期間経過後） 

 

 

 

個別部分 助成対象行為 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

外
観
工
事 

開口部格子 格子の設置又は修繕 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。 

－ 7/10 

200万円 
 

 

300万円 

※3 

屋根 

瓦の修繕 

野地板の修繕 

化粧垂木の修繕 

既存の瓦及び葺土の撤去及び処分 

日本瓦を用いる。 

グレー等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
－ 

1/2 

外壁 

（ファサード） 
外壁仕上げ及び下地の修繕 

既存の外壁の撤去及び処分 

主たる部分は、漆喰塗壁とする。 

色彩は、黒とする。 
－ 

外壁 

（側面） 

主たる部分は、木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

－ 

玄関建具（木製） 

引き戸の設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 
－ 

玄関建具（非木製） 
木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
10万円 

樋 樋の設置又は修繕 黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 10万円 

開口部建具 建具の設置又は修繕 

木製建具を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

10万円 

内
部
工
事 

にぎわいが創出

されると認めら

れる場合 

意匠・設備 
間仕切り壁の新設又は修繕、内装工事、電気設

備工事、給排水設備工事、空調設備工事 
－ 100万円 

上記以外 

上下水道管 
上下水道管の修繕又は敷設替え（空き家※1の場
合） 

－ 
50万円又は外観工事に係る助成額のいずれ

か高いほう 間仕切壁や床 
間仕切壁又は床の新設又は修繕（空き家※1の場

合） 
－ 

附
属
工
作
物 

建築設備 格子等目隠しの設置 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度 

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

5万円 7/10 

自動販売機等 目隠しの設置 

木製又は木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

木製の場合は、素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、

こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

木製調の場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたもの

とする。 

10万円 
1/2 

屋外広告物 屋外広告物の板面制作、設置又は除却 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 30万円 

その他歴史的建築特性があるもの※2 － － 
運営委員会が定める額及び率 

その他運営委員会が認めるもの － － 

構造耐力上必要部分 
伝統工法、根継ぎ等による柱の修繕 

筋交い等による構造補強 
－ 100万円 1/2 100万円 

※1 一定期間以上使用していない建築物 

※2（参考）ばったり、門灯、犬やらい等 

※3 構造耐力上必要部分の工事を行う場合、その他工事（外観工事、内部工事、付属工作物など）の合計助成上限額200万円に追加して、構造耐力上必要部分の工事について個別限度額100万円まで助成する。 

①歴史的建築物の維持・復元を行う場合 
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個別部分 助成対象行為 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

外
観
工
事 

開口部格子 格子の設置又は修繕 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。 

－ 7/10 

150万円 

屋根 

瓦の修繕 

野地板の修繕 

化粧垂木の修繕 

既存の瓦及び葺土の撤去及び処分 

日本瓦を用いる。 

グレー等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
－ 

1/2 

外壁 

（ファサード） 
外壁仕上げ及び下地の修繕 

既存の外壁の撤去及び処分 

主たる部分は、漆喰塗壁とする。 

色彩は、黒とする。 
－ 

外壁 

（側面） 

主たる部分は、木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

－ 

玄関建具（木製） 

引き戸の設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 
－ 

玄関建具（非木製） 
木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
10万円 

樋 樋の設置又は修繕 黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 10万円 

開口部建具 建具の設置又は修繕 

木製建具を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

10万円 

自動車車庫等開口部 

（木製） 

開口部への格子等の目隠しの設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。ただし、やむを得ない場合は井桁格子も認める。 

－ 

自動車車庫等開口部 

（非木製） 

木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 

形状は、縦格子とする。ただし、やむを得ない場合は井桁格子も認める。 

15万円 

内
部
工
事 

構造耐力上必要部分 
伝統工法、根継ぎ等による柱の修繕 
筋交い等による構造補強 

－ 

50万円又は外観工事に係る助成額のいず

れか高いほう 
上下水道管 

上下水道管の修繕又は敷設替え（空き家※1の場

合） 
－ 

間仕切壁や床 
間仕切壁又は床の新設又は修繕（空き家※1の場

合） 
－ 

附
属
工
作
物 

建築設備 格子等目隠しの設置 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

5万円 7/10 

自動販売機等 目隠しの設置 

木製又は木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

木製の場合は、素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、

こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

木製調の場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたもの

とする。 

10万円 
1/2 

屋外広告物 屋外広告物の板面制作、設置又は除却 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 30万円 

その他歴史的建築特性があるもの※2 － － 
運営委員会が定める額及び率 

その他運営委員会が認めるもの － － 

※1 一定期間以上使用していない建築物 

※2（参考）ばったり、門灯、犬やらい等 

 

②町家に建築物と一体となった自動車車庫等の開口部に木製又は木製調格子を新設し、金華地区建築物要件を満たす場合 
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個別部分 助成対象行為 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

外
観
工
事 

開口部格子 格子の設置又は修繕 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。 

－ 7/10 

100万円 

屋根 

瓦の修繕 

野地板の修繕 

化粧垂木の修繕 

既存の瓦及び葺土の撤去及び処分 

日本瓦を用いる。 

グレー等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
－ 

1/2 

外壁 

（ファサード） 
外壁仕上げ及び下地の修繕 

既存の外壁の撤去及び処分 

主たる部分は、漆喰塗壁とする。 

色彩は、黒とする。 
－ 

外壁 

（側面） 

主たる部分は、木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

－ 

玄関建具（木製） 

引き戸の設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 
－ 

玄関建具（非木製） 
木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
10万円 

樋 樋の設置又は修繕 黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 10万円 

開口部建具 建具の設置又は修繕 

木製建具を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

10万円 

内
部
工
事 

構造耐力上必要部分 
伝統工法、根継ぎ等による柱の修繕 
筋交い等による構造補強 

－ 

外観工事に係る助成額 

上下水道管 
上下水道管の修繕又は敷設替え（空き家※1の場

合） 
－ 

附
属
工
作
物 

建築設備 格子等目隠しの設置 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

5万円 7/10 

自動販売機等 目隠しの設置 

木製又は木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

木製の場合は、素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、

こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

木製調の場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたもの

とする。 

10万円 
1/2 

屋外広告物 屋外広告物の板面制作、設置又は除却 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 30万円 

その他歴史的建築特性があるもの※2 － － 
運営委員会が定める額及び率 

その他運営委員会が認めるもの － － 

※1 一定期間以上使用していない建築物 

※2（参考）ばったり、門灯、犬やらい等 

 

③町家、蔵の一部復元を行うものの金華地区建築物要件又は蔵要件を満たさない場合 
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個別部分 助成対象行為 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

外
観
工
事 

開口部格子 格子の設置又は修繕 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。 

－ 7/10 

50万円 

屋根 

瓦の修繕 

野地板の修繕 

化粧垂木の修繕 

既存の瓦及び葺土の撤去及び処分 

日本瓦を用いる。 

グレー等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
－ 

1/2 

外壁 

（ファサード） 
外壁仕上げ及び下地の修繕 

既存の外壁の撤去及び処分 

主たる部分は、漆喰塗壁とする。 

色彩は、黒とする。 
－ 

外壁 

（側面） 

主たる部分は、木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

－ 

玄関建具（木製） 

引き戸の設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 
－ 

玄関建具（非木製） 
木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
10万円 

樋 樋の設置又は修繕 黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 10万円 

開口部建具 建具の設置又は修繕 

木製建具を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

10万円 

自動車車庫等開口部 

（木製） 

開口部への格子等の目隠しの設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。ただし、やむを得ない場合は井桁格子も認める。 

－ 

自動車車庫等開口部 

（非木製） 

木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 

形状は、縦格子とする。ただし、やむを得ない場合は井桁格子も認める。 

15万円 

内
部
工
事 

構造耐力上必要部分 
伝統工法、根継ぎ等による柱の修繕 
筋交い等による構造補強 

－ 

外観工事に係る助成額 

上下水道管 
上下水道管の修繕又は敷設替え（空き家※1の場

合） 
－ 

附
属
工
作
物 

建築設備 格子等目隠しの設置 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

5万円 7/10 

自動販売機等 目隠しの設置 

木製又は木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

木製の場合は、素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、

こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

木製調の場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたもの

とする。 

10万円 
1/2 

屋外広告物 屋外広告物の板面制作、設置又は除却 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 30万円 

その他歴史的建築特性があるもの※2 － 
伝統工法、根継ぎ等による柱の修繕 
筋交い等による構造補強 運営委員会が定める額及び率 

その他運営委員会が認めるもの － － 

※1 一定期間以上使用していない建築物 

※2（参考）ばったり、門灯、犬やらい等 

④町家に建築物と一体となった自動車車庫等の開口部に木製又は木製調格子を新設し、金華地区建築物要件を満たさない場合 
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個別部分 助成対象行為 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

門、塀等 門、塀等の修繕 

木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、無彩色又は茶、こげ茶等

の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

－ 1/2 200万円 

⑤歴史的工作物の維持を行う場合 



16 

別表第5（第6条関係【金華地区】） 

一般建造物の助成対象行為、助成基準、助成限度額（重点取組期間経過後） 

 

【共通】 

 ・助成対象は2階部分まで（屋根は除く）とする。 

 ・3階以上の建築物の場合は、3階以上の部分を一定距離セットバックした場合に限り2階部分まで（屋根は除く）を助成対象とする。 

 

 

 

個別部分 助成対象行為 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

外
観
工
事 

開口部格子 格子の設置、修繕 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。 

－ 7/10 

150万円 

屋根 

瓦の設置及び修繕 

野地板の設置及び修繕 

化粧垂木の設置及び修繕 

既存の瓦及び葺土の撤去及び処分 

日本瓦を用いる。 

グレー等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
－ 

1/2 

外壁 

（ファサード） 
外壁仕上げ及び下地の設置、修繕 

既存の外壁の撤去及び処分 

主たる部分は、漆喰塗壁とする。 

色彩は、黒とする。 
－ 

外壁 

（側面） 

主たる部分は、木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

50万円 

玄関建具（木製） 

引き戸の設置、修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 
－ 

玄関建具（非木製） 
木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
10万円 

附
属
工
作
物 

建築設備 格子等目隠しの設置 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

5万円 7/10 

自動販売機等 目隠しの設置 

木製又は木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

木製の場合は、素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、

こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

木製調の場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたもの

とする。 

10万円 
1/2 

屋外広告物 屋外広告物の板面制作、設置、除却 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 30万円 

その他運営委員会が認めるもの － － 運営委員会が定める額及び率 

 

⑥一般建築物の新築、外観改修を行ない、金華地区建築物要件を満たした場合 
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個別部分 助成対象 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

開口部格子 格子の設置、修繕 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。 

― 

7/10 

50万円 附
属
工
作
物 

建築設備 格子等目隠しの設置 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

5万円 

自動販売機等 目隠しの設置 

木製又は木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

木製の場合は、素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、

こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

木製調の場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたもの

とする。 

10万円 
1/2 

屋外広告物 屋外広告物の板面制作、設置、除却 景観形成方針（助成方針）に基づき、運営委員会が認めたものとする。 30万円 

その他運営委員会が認めるもの － － 運営委員会が定める額及び率 

 

 

 

 

個別部分 助成対象行為 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

外
観
工
事 

開口部格子 格子の設置及び修繕 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。 

― 7/10 

50万円 

自動車車庫等開口部 

（木製） 

開口部への格子等の目隠しの設置及び修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。ただし、やむを得ない場合は井桁格子も認める。 

― 

1/2 

自動車車庫等開口部 

（非木製） 

木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 

形状は、縦格子とする。ただし、やむを得ない場合は井桁格子も認める。 

15万円 

附
属
工
作
物 

建築設備 格子等目隠しの設置 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

5万円 7/10 

自動販売機等 目隠しの設置 

木製又は木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

木製の場合は、素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、

こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

木製調の場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたもの

とする。 

10万円 
1/2 

屋外広告物 屋外広告物の板面制作、設置及び除却 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 30万円 

その他運営委員会が認めるもの － － 運営委員会が定める額及び率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧一般建築物に建築物と一体となった自動車車庫等の開口部に木製又は木製調格子を新設する場合 

⑦一般建築物に木製格子を新設する場合 
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個別部分 助成対象行為 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

門、塀等 門、塀等の設置、修繕 

木材、竹等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、無彩色又は茶、こげ茶等

の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

― 

1/2 

50万円 

駐車場出入口 

（木製） 

出入口部への格子等の目隠しの設置及び修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。ただし、やむを得ない場合は井桁格子も認める。 

― 

駐車場出入口 

（非木製） 

木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 

形状は、縦格子とする。ただし、やむを得ない場合は井桁格子も認める。 

15万円 

建築設備 格子等目隠しの設置 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

5万円 7/10 

自動販売機等 目隠しの設置 

木製又は木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

木製の場合は、素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、

こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

木製調の場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたもの

とする。 

10万円 
1/2 

屋外広告物 屋外広告物の板面制作、設置、除却 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 30万円 

その他歴史的建築特性があるもの － － 
運営委員会が定める額及び率 

その他運営委員会が認めるもの － － 

 

 

 

 

⑨木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いた仕上げを行った門、塀等を新設する場合 

 駐車場（工作物）の出入口に木製又は木製調格子を新設する場合 

 建築設備へ目隠しを新設する場合 

 自動販売機等へ目隠しを新設する場合 

 屋外広告物の改善又は除却を行う場合 
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別表第8（第6条関係【鵜飼屋地区】） 

歴史的建造物の助成対象行為、助成基準及び助成限度額（重点取組期間経過後） 

 

 

 

個別部分 助成対象行為 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

外
観
工
事 

開口部格子 格子の設置又は修繕 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。 

－ 7/10 

200万円 
300万円 

※3 

屋根 

瓦の修繕 

野地板の修繕 

化粧垂木の修繕 

既存の瓦及び葺土の撤去及び処分 

日本瓦を用いる。 

グレー等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
－ 

1/2 

外壁 
外壁仕上げ及び下地の修繕 

既存の外壁の撤去及び処分 

主たる部分は、木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

－ 

側面については金属板も可とするが、黒色の着色でつやなしの落ち着いたものとす

る。 
10万円 

玄関建具（木製） 

引き戸の設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 
－ 

玄関建具（非木製） 
木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
10万円 

樋 樋の設置又は修繕 黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 10万円 

開口部建具（木製） 

建具の設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 
－ 

開口部建具（非木製） 
木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
10万円 

自動車車庫等開口部 

（木製） 

開口部への格子等の目隠しの設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子等とする。 

－ 

自動車車庫等開口部 

（非木製） 

木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 

形状は、縦格子等とする。 

15万円 

附
属
工
作
物 

建築設備 格子等目隠しの設置 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

5万円 7/10 

自動販売機等 目隠しの設置 

木製又は木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

木製の場合は、素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、

こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

木製調の場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたもの

とする。 

10万円 
1/2 

屋外広告物 屋外広告物の板面制作、設置又は除却 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 30万円 

その他歴史・文化的特性があるもの※4 ※5 設置又は修繕 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 
運営委員会が定める額及び率 

その他運営委員会が認めるもの － － 

構造耐力上必要部分 
伝統工法、根継ぎ等による柱の修繕 

筋交い等による構造補強 
－ 100万円 1/2 100万円 

※3 構造耐力上必要部分の工事を行う場合、その他工事（外観工事、内部工事、付属工作物など）の合計助成上限額200万円に追加して、構造耐力上必要部分の工事について個別限度額100万円まで助成する。 

※4 鵜匠宅の篝火用のまき小屋、鳥屋など鵜匠の住まいと一体をなして道路から望見できるもの等 

※5 建築物の部分等に玉石仕上げを用いるもの等 

⑩歴史的建築物の維持・復元を行う場合 
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個別部分 助成対象行為 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

外
観
工
事 

開口部格子 格子の設置又は修繕 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。 

－ 7/10 

100万円 

屋根 

瓦の修繕 

野地板の修繕 

化粧垂木の修繕 

既存の瓦及び葺土の撤去及び処分 

日本瓦を用いる。 

グレー等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
－ 

1/2 

外壁 
外壁仕上げ及び下地の修繕 

既存の外壁の撤去及び処分 

主たる部分は、木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

－ 

側面については金属板も可とするが、黒色の着色でつやなしの落ち着いたものとす

る。 
10万円 

玄関建具（木製） 

引き戸の設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 
－ 

玄関建具（非木製） 
木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
10万円 

樋 樋の設置又は修繕 黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 10万円 

開口部建具（木製） 

建具の設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 
－ 

開口部建具（非木製） 
木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
10万円 

自動車車庫等開口部 

（木製） 

開口部への格子等の目隠しの設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子等とする。 

－ 

自動車車庫等開口部 

（非木製） 

木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 

形状は、縦格子等とする。 

15万円 

附
属
工
作
物 

建築設備 格子等目隠しの設置 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

5万円 7/10 

自動販売機等 目隠しの設置 

木製又は木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

木製の場合は、素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、

こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

木製調の場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたもの

とする。 

10万円 
1/2 

屋外広告物 屋外広告物の板面制作、設置又は除却 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 30万円 

その他歴史・文化的特性があるもの※4 ※5 設置又は修繕 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 
運営委員会が定める額及び率 

その他運営委員会が認めるもの － － 

※4 鵜匠宅の篝火用のまき小屋、鳥屋など鵜匠の住まいと一体をなして道路から望見できるもの等 

※5 建築物の部分等に玉石仕上げを用いるもの等 

⑪歴史的建築物の一部復元を行うものの鵜飼屋地区建築物要件又は蔵要件を満たさない場合 
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別表第9（第6条関係【鵜飼屋地区】） 

一般建造物の助成対象行為、助成基準及び助成限度額（重点取組期間経過後） 

【共通】 

 ・助成対象は2階部分まで（屋根は除く）とする。 

 ・3階以上の建築物の場合は、3階以上の部分を一定距離セットバックした場合に限り2階部分まで（屋根は除く）を助成対象とする。 

 

 

個別部分 助成対象行為 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

外
観
工
事 

開口部格子 格子の設置又は修繕 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。 

－ 7/10 

150万円 

屋根 

瓦の修繕 

野地板の修繕 

化粧垂木の修繕 

既存の瓦及び葺土の撤去及び処分 

日本瓦を用いる。 

グレー等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
－ 

1/2 

外壁 
外壁仕上げ及び下地の修繕 

既存の外壁の撤去及び処分 

主たる部分は、木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

－ 

側面については金属板も可とするが、黒色の着色でつやなしの落ち着いたものとす

る。 
10万円 

玄関建具（木製） 

引き戸の設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 
－ 

玄関建具（非木製） 
木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
10万円 

樋 樋の設置又は修繕 黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 10万円 

開口部建具（木製） 

建具の設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 
－ 

開口部建具（非木製） 
木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
10万円 

自動車車庫等開口部 

（木製） 

開口部への格子等の目隠しの設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子等とする。 

－ 

自動車車庫等開口部 

（非木製） 

木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 

形状は、縦格子等とする。 

15万円 

附
属
工
作
物 

建築設備 格子等目隠しの設置 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

5万円 7/10 

自動販売機等 目隠しの設置 

木製又は木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

木製の場合は、素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、

こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

木製調の場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたもの

とする。 

10万円 
1/2 

屋外広告物 屋外広告物の板面制作、設置又は除却 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 30万円 

その他歴史・文化的特性があるもの※4 ※5 設置又は修繕 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 
運営委員会が定める額及び率 

その他運営委員会が認めるもの － － 

※4 鵜匠宅の篝火用のまき小屋、鳥屋など鵜匠の住まいと一体をなして道路から望見できるもの等 

※5 建築物の部分等に玉石仕上げを用いるもの等 

⑫一般建築物の新築、外観改修を行い、鵜飼屋地区建築物要件を満たした場合 
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個別部分 助成対象行為 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

外
観
工
事 

開口部格子 格子の設置又は修繕 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。 

－ 7/10 

75万円 

屋根 

瓦の修繕 

野地板の修繕 

化粧垂木の修繕 

既存の瓦及び葺土の撤去及び処分 

日本瓦を用いる。 

グレー等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
－ 

1/2 

外壁 
外壁仕上げ及び下地の修繕 

既存の外壁の撤去及び処分 

主たる部分は、木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

－ 

側面については金属板も可とするが、黒色の着色でつやなしの落ち着いたものとす

る。 
10万円 

玄関建具（木製） 

引き戸の設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 
－ 

玄関建具（非木製） 
木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
10万円 

樋 樋の設置又は修繕 黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 10万円 

開口部建具（木製） 

建具の設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 
－ 

開口部建具（非木製） 
木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 
10万円 

自動車車庫等開口部 

（木製） 

開口部への格子等の目隠しの設置又は修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子等とする。 

－ 

自動車車庫等開口部 

（非木製） 

木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 

形状は、縦格子等とする。 

15万円 

附
属
工
作
物 

建築設備 格子等目隠しの設置 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

5万円 7/10 

自動販売機等 目隠しの設置 

木製又は木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

木製の場合は、素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、

こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

木製調の場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたもの

とする。 

10万円 
1/2 

屋外広告物 屋外広告物の板面制作、設置又は除却 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 30万円 

その他歴史・文化的特性があるもの※4 ※5 設置又は修繕 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 
運営委員会が定める額及び率 

その他運営委員会が認めるもの － － 

※4 鵜匠宅の篝火用のまき小屋、鳥屋など鵜匠の住まいと一体をなして道路から望見できるもの等 

※5 建築物の部分等に玉石仕上げを用いるもの等 

 

⑬一般建築物の外観改修を行い、準鵜飼屋地区建築物要件を満たした場合 
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個別部分 助成対象行為 助成基準（素材、意匠形態、色彩等） 個別助成限度額 助成率 合計助成限度額 

門、塀等 門、塀等の設置、修繕 

木材、竹、玉石等の伝統的な素材を用いて仕上げる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、無彩色又は茶、こげ茶等

の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。 

－ 

1/2 

50万円 

駐車場出入口 

（木製） 

出入口部への格子等の目隠しの設置、修繕 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

形状は、縦格子とする。ただし、やむを得ない場合は井桁格子も認める。 

― 

駐車場出入口 

（非木製） 

木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。 

形状は、縦格子とする。ただし、やむを得ない場合は井桁格子も認める。 

15万円 

土留め 土留めの設置又は修繕 玉石を用いる。 ― 

駐車場及び空地 

腰壁等の設置 玉石を用いる。 ― 

生垣等の設置 
道路に面した部分に限る。 

樹種は常緑広葉樹とする。 
10万円 

河畔に面する空地及び庭 高木の設置 樹種は常緑広葉樹とする。 10万円 

建築設備 格子等目隠しの設置 

木材、竹等の伝統的な素材を用いる。 

素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度

の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

5万円 7/10 

自動販売機等 目隠しの設置 

木製又は木製調の仕上げを行ったものを用いる。 

木製の場合は、素材を活かした色彩及び仕上げとする。（着色する場合は、黒、茶、

こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたものとする。） 

木製調の場合は、黒、茶、こげ茶等の彩度の低い色で、つやなしの落ち着いたもの

とする。 

10万円 
1/2 

屋外広告物 屋外広告物の板面制作、設置又は除却 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 30万円 

その他歴史・文化的特性があるもの※6 設置又は修繕 景観形成方針に基づき、運営委員会が認めたものとする。 
運営委員会が定める額及び率 

その他運営委員会が認めるもの － － 

※6 地域所有の社等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭木材、漆喰、土等の伝統的な素材を用いた仕上げを行った門、塀等を新設する場合 

 駐車場（工作物）の出入口に木製又は木製調格子を新設する場合 

 土留めを新設する場合 

 生垣や高木を新設する場合 

 建築設備へ目隠しを新設する場合 

 自動販売機等へ目隠しを新設する場合 

 屋外広告物の改善又は除却を行う場合 

 


