
知っておきたい「すまい給付金」

最大３０万円、増税後は最大５０万円

工事請負契約を３月までに結べば

消費税８％で家を建てられます

２０１９年１０月から消費税率が１０％に上がることが
予定されています。そのため、増税前にお家を建てたい
と考えている方もいらっしゃると思います。
注文住宅は、引き渡し時点の税率によって消費税額が決
定するため、２０１９年１０月１日以降の引き渡し物件
が消費税１０％となります。
ここでポイントなのが、注文住宅は「増税の半年前の２
０１９年３月３１日までに工事請負契約を結んでおけ
ば、引き渡しが１０月以降になったとしても、消費税額
は８％のまま」といった「経過措置」が適用されること。
完成時期のずれ込みなどがあっても安心です。
ただし工事請負契約後、４月以降に変更契約を交わした
場合は消費税１０％となりますので、ご注意ください。

住宅購入の支援といえば「住宅ローン控除」がよく知ら
れています。ここでは、あまり知られていない「すまい
給付金」を取り上げたいと思います。すまい給付金は、
２０２１年１２月まで実施される予定です。購入した住
宅の床面積が５０平方メートル以上で、年収が一定額を
下回る人であれば、住所などに関係なく助成を受けられ
ます。
給付金は、消費税率が８％の間、収入や家族構成などに
応じて１０万～３０万円。たとえば、３人家族で世帯年
収が税込みで４２５万円の場合、３０万円の給付が受け
られる可能性があります。
税率が１０％になると、すまい給付金の額も最大５０万
円に増える予定です。入居後に「すまい給付金事務局」
に郵送などで届け出れば支給されます。

家づくりとお金のおはなし
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消費税率※（引き渡し時期）
※経過措置が適用されるものは除く

契約
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契約

引き渡し

平成２６年４月以降に引き渡される住宅から
（消費税率５％が適用されるものは省く）

平成３３年１２月までに引き渡され
入居が完了した住宅まで

スタート 終了

消費税率：８％（経過措置適応）

快 適 に く ら す 耳 よ り な お 話

きりりと冷え込み冬本番
早いもので１２月。冬がやってきました

寒い日は家の中で温まるひとときがうれしいですね
こたつ、薪ストーブ、ゆたんぽ・・・みなさんの冬のお気に入りはなんですか？

日々の生活やこれからお家を建てる方にちょっと役に立つ（かもしれない(^ ー ^)）情報を少しずつお届けします。

調理の合理化や万が一に備えるパントリー（食品庫）のつくり方

パントリーを上手く使って収納上手に！③
（全3回）

④ パントリーのポイント

2018 年 12月1日号 （毎月1日発行）
No.121

こころ豊かなスローライフのための情報誌

キレイに並べられた
パントリー

キレイに並べられている
パントリーは何が収納し
ているのか見やすく、な
によりお洒落です。
詰め込みすぎず少し余裕
があると、見た目もキレ
イで物を探したり、取り
出すのも簡単です。

パントリーを兼用する

パントリーを奥様のス
ペースとして兼用するこ
ともできます。
作業用のカウンターがあ
ると、物を片づけたり取
り出したりする時に一時
的に置いておけるのでと
ても便利です。窓がある
と明るく風通しがよくな
り居心地もアップします。

空きスペースを利用

作り付けの引き出しをつ
くってしまうという方法
もあります。
空きスペースを有効活用
できるので、少しでもス
ペースが欲しい時に特に
有効です。
可動棚を組み込むことが
できればさらに便利に使
えます。

壁を効果的に使う

壁をうまく使ったパント
リー例です。
壁に引っ掛けたラックに
物が入っているので、必
要な物をすぐに見つけて
取り出す事ができます。

既製品のラックを使う

スペースを確保しておい
て、既製品のスチールラッ
クなどを使う方法もあり
ます。
高さを調整できるタイプ
のものがあればベストで
すが、ほとんどのものは
高さが決まっているので
慎重に選びましょう。

ハシゴをつける

パントリーの上部を有効
活用するのに、はしごが
あると便利です。
スペースに余裕がない場
合は上段まで手が届くよ
うな大きめの踏み台をパ
ントリーに置いておくの
も効果的です。

奥行きの浅いパントリー

横幅をゆったり取り、広
めのつくりになっていま
す。壁付けのパントリー
は通路部分がいらないの
で面積の割に多く収納で
きるのが特徴です。奥行
きが浅く横長のパント
リーは、食品のストック
だけでなく食器や雑貨も
収納できます。

家電も入れてしまう

パントリーの中に家電を
入れてしまうという方法
もあります。キッチンの
まわりは家電や食器棚で
何かとうるさく見えてし
まうことがありますが、
全部パントリーに収納し
て扉を付ければ、スッキ
リしたキッチンに。発熱
するので対策が必須です。
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地鎮上棟
吉日

地鎮上棟
吉日

上棟
吉日

地鎮上棟
吉日

地鎮祭
吉日

三隣亡 地鎮上棟
吉日

地鎮上棟
吉日

上棟
吉日

三隣亡 地鎮上棟
吉日

現場実況中継は、木族の家ホームページにてご覧いただけます。 【 木族の家HP（kizokunoie.com）】→トップページ下 【 現場中継 】

安曇野市
三郷
Ｔさま邸

■新築
３月完成予定

５区画の分譲地の奥で、周辺より少々低めだった為、雨水処理等も検討し、基礎の
立ち上がりを高くしました。
地盤調査により支持地盤に定着し、構造計算により鉄筋の配筋等を決め、丁重に施
工しました。
湿気っぽい住宅にならないよう考慮しました。

1.基礎工事

松本市
安曇
Ａさま邸

■新築
１月完成予定

場所が松本市安曇だった為、とにかく雪が降る前にと思いが強くあり心配しましたが、
この日は天候に恵まれ無事終了する事が出来ました。これからが大変です。
この辺は一度雪が降ると春まで溶けません。出来るだけ早く工事は進めていく予定
です。安全第一で。

1.建方

松本市
新村
Ｍさま邸

■新築
１月完成予定

写真は床貼り完了状況です。
床材は無垢の羽目板となっていて、一枚が９センチ×１８２センチの
細長い材となっています。
また、床材はユニタイプと呼ばれる物を使用しています。
(…HPへ続く)

1.内部造作

組み立て順序というものがあり、間違えると組みあがりません。
大事な事は、組みあがった所から養生をする事です。
狭い空間での施工なので、キズが付きやすいです。気を使いながらの施工は大変です。
キズが付けば引き渡せません。これはシステムキッチン、カップボード等設備機器
全般に言える事です。

塩尻市
広丘吉田
Ｋさま邸

■新築
１２月完成予定

1. システムバス施工

松本市
里山辺
Ｋさま邸

■新築
４月完成予定

丁張りを行い、立ち会って建物の位置、建物の基準高さを基礎屋さんと確認します。
位置が決まった所で、重機にて掘削を開始します。写真は掘削完了の様子です。
次の工程へは、防蟻処理を行ってから進みます。
これから冬本番になってくるので、寒さ対策をしっかりして、品質に影響のないよ
う進めます。

1.基礎着工

松本市
新村
Ｍさま邸

■新築
１月完成予定

1.建方
松本市新村のM様邸は建て方を行いました。
前日までが天候が安定せず心配でしたが、当日は最高の秋晴れとなりました。
やはり、青空のもと行う建て方は気持ちが良いです。
柱→梁→床の順番で組んでいきます。
(…HPへ続く)

１２月１５日（土）～
完成見学会です

♪（^ ◇ ）^/

より快適に暮らすためのちょっとしたヒントや、完成見学会のお知らせ、イベント情報、木族の家での出来事など
様々な情報をお届けしていきます !
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完成見学会の

お知らせ

今年最後の見学会の
お知らせだよ！

in  やまびこドーム

信州
バザール

２０１８年１２月１５日（土）・１６日（日）・１７日（月）

■  延床　26.54 坪（1 階 14.02 坪  2 階 12.52 坪）　■  間取り　3LDK  +ウォークインクローゼット
家族が集まる吹抜けのリビングは明るく開放的♪

階段下にはカウンターを設えるなど、効率的な空間の使い方にも注目です！
他にも、杉のよろい張りと塗り壁を組み合わせた外観、たっぷり収納できるウォークインクローゼットなど、見どころたくさんです。

◆場所：塩尻市広丘吉田 ◆時間：９：００～１７：００
『家族４人にピッタリサイズのおうち』
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２０１８年も木族の家をご愛顧いただき
ありがとうございました！
木族の家では年末年始休暇のため
２０１８年１２月２８日（金）～２０１９年１月６日（日）まで
お休みをいただきます。ご迷惑をおかけしますが
よろしくお願いいたします。

～年末年始休暇のお知らせ～

◆松本市島内会場 ２０１８年１１/３～１１/５ ◆松本市蟻ケ崎会場 ２０１８年１１/３～１１５

完成見学会

しました★
開催

たくさんの
ご来場

ありがとう
ございます！

★ 毎回、お施主様とつくる「ただ1つの特別な木の家」をご覧いただけます。木族の家完成見学会は、ほぼ毎月開催！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★ 詳しくは HPへ♪ 【www.kizokunoie.com】→【住宅見学会情報（メニューバー内）】又は 【木族の家からのお知らせ（トップページ下）】をチェック！！

来
てく

ださ

った
皆さま ありがとうございます！

『大工技能コンテスト』
木族の家から３人参加しました！

『大工技能コンテスト』
木族の家から３人参加しました！

◆ ◆


