リフォームのための

優遇制度
税制・ローン

P40

■ フラット35リノベ

★★★★

ローン

■ 高齢者向け返済特例制度

★★★★

ローン

■ 住宅ローン減税
（リフォーム）

★★★★★ 税

優良ストック

P43

■ 地域型住宅グリーン化事業
（リフォーム）

★★★

補助

■ 長期優良住宅化リフォーム推進事業

★★

補助

■ 長期優良住宅化リフォーム減税〈ローン型〉 ★★

税

■ 長期優良住宅化リフォーム減税〈投資型〉

税

★★

三世代同居

P48

■ 同居対応改修減税〈ローン型〉

★★★★

税

■ 同居対応改修減税〈投資型〉

★★★★

税

省エネ

P50

■ 省エネ改修減税〈ローン型〉

★★★

税

■ 省エネ改修減税〈投資型〉

★★★

税

■ 高性能建材住宅断熱リフォーム支援事業

★★★

補助

■ 次世代省エネ建材支援事業

★★★

補助

■ 次世代リフォーム実証事業

★★

補助

■ ZEH支援事業
（リフォーム）

★★

補助

■ ZEH＋実証事業
（リフォーム）

★

補助

耐震

P57

■ 耐震改修減税〈投資型〉

★★★

税

■ 耐震診断・改修補助事業

★★★

補助

高齢者等

P59

■ 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業

★★★

■ サービス付き高齢者向け住宅整備事業（リフォーム）★★

補助
補助

■ 介護保険住宅改修費支給

★★★★★ 補助

■ バリアフリー改修減税〈ローン型〉

★★★★

税

■ バリアフリー改修減税〈投資型〉

★★★★

税

■ 住まい環境整備モデル事業

★

補助

★の数は利用のしやすさを表しています。
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リフォーム

ローン

フラット35リノベ

★★★★
〈金利Aプラン〉

「お客さまが中古住宅を購入して基準を満たす性能向上リフォームを行う場合」
または
「住宅事
業者により基準を満たす性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合」
に、フラット
35の金利を0.5%優遇する制度です。

10年間▲0.5%
〈金利Bプラン〉

5年間▲0.5%
'21.3.31申込受付分まで

性能向上リフォームの実施により0.5%金利優遇
性能向上リフォームとは、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性の性能を一定以上向上させる性能向上リフォー
ムをプラスすることで▲0.5%の金利優遇が受けられます。優遇期間は金利Aプランが10年間、金利Bプランは5年間です。

フラット35S
（金利Aプラン）

▲0.5%（当初10年間）

フラット35S
（金利Bプラン）

▲0.5%（当初5年間）

フラット35リノベの優遇金利を受けられる住宅
フラット３５の技術基準に加えて、下表のいずれか1つ以上の基準に適合させる
「性能向上リフォームを行うこと」
および
「中古住宅
の維持保全に係る措置を行うこと
（①インスペクションの実施、②瑕疵保険の付保等、③住宅履歴情報の保存、④維持保全計画の
作成）
」
が融資条件になります。
性能向上リフォームの技術基準
省エネルギー性

耐久性・可変性

耐震性

バリアフリー性

フラット35リノベ
（金利Aプラン）

認定低炭素住宅、一次エネルギー消費量等級5、または性
能向上計画認定住宅（建築物省エネ法）

長期優良住宅

耐震等級（構造躯 高齢者等配慮対
体の倒壊等防止）3 策等級4以上

フラット35リノベ
（金利Bプラン）※

①断熱等性能等級4、②一次エネルギー消費量等級4以
上、③全居室の開口部に一定の断熱改修が実施された住
宅、④全居室の開口部および住宅全体の床・外壁・屋根(天
井)のいずれか1か所以上に断熱改修が実施された住宅、⑤
LDKの開口部の断熱改修が実施され、かつ、1種類以上の
高効率化等設備への交換が実施された住宅、⑥LDK以外
の居室1室以上の開口部の断熱改修が実施され、かつ、2種
類以上の高効率化等設備への交換が実施された住宅

劣化対策等級３の
住宅で、かつ維持
管理対策等級２以
上

耐 震 等 級（ 構 造 躯
体の倒壊等防止）
２ 高齢者等配慮対
以 上 、または 免 震 策等級3以上
建築物

※2021年１月以後の適合証明手続
（事前確認申請等）
実施分から、
金利Bプランの住宅要件が緩和され、性能等級への適合が求められなく
なります。詳しくはフラット35ホームページでご確認ください。

フラット35（リフォーム一体型）※フラット35（リフォーム一体型）の借入申込み受付は2020年12月末で終了となります
中古住宅を購入し、
フラット35
（またはフラット35S、
フラット35リノベ）
に適合させるためのリフォーム工事をする場合に利用
できる融資制度です。借入金額は100万円以上8000万円以下で中古住宅購入価額とリフォーム工事費の合計額以内です。

●中古住宅購入

●技術基準適合リフォーム

●その他工事
設備の設置や内装のリフォームなど

フラット35またはフラット35Sの技術基準

フラット35の技術基準を

（P37参照）に適合させる工事

満たしてなくても可

＋

＋

■ フラット35リノベの問い合わせ先
独立行政法人住宅金融支援機構
http://www.ﬂat35.com/
お客様コールセンター:0120-0860-35 （祝日、年末年始を除く9:00〜17:00）

40

リフォーム

高齢者向け返済特例制度

ローン

★★★★

住宅金融支援機構の直接融資として、満60歳以上の高齢者が自ら居住する住宅に、バリアフ
リー工事または耐震改修工事を行う場合に利用できます。ローン返済を、申込者および連帯債

生存時は
利払いのみ

務者
（配偶者）
が死亡したときの一括返済とし、毎月の返済は利息のみとなる制度です。
期限なし

高齢者向け返済特例制度のメリットと条件
総合

満60歳以上の高齢者を対象に、自宅等を担保にリフォーム資金を借り、月々の支払いは利子分のみとし、元金の返済は申込本人お
よび連帯債務者
（配偶者）
全員の死亡時に、建物・土地の処分等によって一括返済できるという融資制度です。バリアフリーリフォー
ムまたは耐震改修に利用できます。

対象となる住宅

融資限度額

金利
返済方法と返済額
保証

(1)バリアフリー工事
・床の段差解消
・廊下および居室の出入口の拡幅
・浴室および階段の手すり設置
(2)耐震改修工事
・都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画に従った工事（「認定通知書」が必要）
・機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行う耐震補強工事
※（1）
または（2）の工事以外のリフォーム工事を併せて行う場合も融資の対象となります。
次のいずれか低い額
・1,000万円（住宅部分の工事費が上限）
・
（一財）高齢者住宅財団の保証限度額証明書に記載されている金額（保証限度額の上限は1,000万円）

三世代

返済期間

・工事完了後の住宅部分の面積が50㎡（共同建ての場合は40㎡）以上の住宅
・本人または配偶者等が所有または共有する住宅
・申込本人の親族（配偶者を除く）が所有または共有している住宅

優良ストック

対象となる工事

税制・ローン

対象者

・借入申込時に満60歳以上の人で上限はなし
※借入申込時に満60歳以上の同居親族（主に配偶者）は連帯債務者となることができる
・自宅をリフォームする方
・総返済負担率が次の基準以下である方
年収が400万円未満の場合 30％以下
年収が400万円以上の場合 ３５％以下

申込本人（連帯債務者も含む）の死亡時まで
全期間固定（耐震改修工事はバリアフリー工事の −0.2%）
毎月の支払は利息のみ
（一財）高齢者住宅財団の保証が必要 （保証料及び事務手数料は本人負担）

省エネ

住宅融資保険付きリバースモーゲージ型住宅ローン
【リ・バース60】
高齢者返済特例制度と同様に満60歳以上の人を対象とし、生存時は利子分の支払
いのみ、借入人および連帯債務者の死亡時に一括返済するリバースモーゲージ型住
宅ローンです。住宅金融支援機構が保険を引き受け、民間銀行が商品提供します。
借入られるのは担保評価額の50%または60%。使い道は、①住宅の建設・購入、②住
宅のリフォーム、③サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金、④住宅ローンの借

耐震

換えです。元金返済方法には、金利は高いものの返済は死亡精算時に追加支払いの
ない
「ノンリコース型」
と相続人が残った債務を支払う
「リコース型」
があります。
まで
詳しくは住宅金融支援機構のホームページ
（https://www.jhf.go.jp/）
※50代でも利用できますが、その場合の借入は担保評価額の30%までとなります。

支払いは利子分のみなので、生活資金の拠
出を抑えてリフォームなどができる

高齢者等

■ 高齢者向け返済特例制度にの問い合わせ先
独立行政法人住宅金融支援機構
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai̲reformbf̲revmo/index.html
お客様コールセンター:0120-0860-35 （祝日、年末年始を除く9:00〜17:00）
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リフォーム

減税

住宅ローン減税（リフォーム）

★★★★★

リフォームにおいても新築同様、消費税対策として13年間に控除期間が延長された住宅ローン
減税が利用できます。耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、耐震リフォー
ムをすることで住宅ローン減税の適用を受けることができます。

最大控除

480万円
（当初13年間）

'20.12.31入居分まで

適用期限は原則2020年12月31日入居分まで（新型コロナウイルス感染症響対策あり）
2020年12月31日までに入居した場合、住宅ローン減税の適用期間13年間が適用されます。2021年1月以降の入居は控除期間
が10年となります。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れる場合は、2020年11月末までにリフォーム工事
契約をすれば、特例措置として2021年12月31日の入居分まで13年間の住宅ローン減税が適用されます。また中古住宅の購入後
6カ月以内のリフォームという入居期限要件も、既存住宅取得の日から５カ月後までに契約すること等で、
「増改築等完了の日から６
カ月以内」
に緩和されます。
一般住宅
控除対象借入金等の額

一定の増改築等の借入金等（償還期間10年以上）の年末残高（新築はP20参照）

対象となる改修工事

(1) 住宅の引渡しまたは工事完了から6カ月以内の居住
(2) 増改築等 床面積50㎡以上（床面積の1/2以上が居住用）
(3) 工事費用の額が100万円超（その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること）
(4) 次のいずれかの工事に該当するものであること
イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事
ロ 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修
繕・模様替えの工事(イに該当するものを除く)
ハ 一定の耐震改修工事
ニ 一定のバリアフリー改修工事
ホ 一定の省エネ改修工事（改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がること）
(5)以下のいずれかを満たすもの
a 築後20年以内の木造住宅
b 一定の耐震基準を満たすことが証明されているもの
c 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

所得要件

合計所得金額3000万円以下

適用居住年控除期間

2020年12月31日までに居住

控除額
1〜10年目（従来）

控除額
11〜13年目（拡充）
新型コロナウイルス感染症の影
響対策については、P4を参照

13年間

居住年

借入金の年末残高限度額

控除率

最大控除

合計最大控除

〜'20年12月31日

4000万円

1%

40万円

400万円

【拡充】①借入金等の年末残高×1%×3年間、または
②建物購入価格(上限4,000万円)の2/3%×3年間のいずれか小さい方
①
居住年
借入金の年末残高限度額
控除率
最大控除

②

〜'20年12月31日

4000万円

1%

居住年

増改築等に係る費用の額の上限額

〜'20年12月31日

4000万円

120万円

控除率

最大控除

合計最大控除

2/3%

26.7万円

80万円

耐震基準を満たさない住宅で住宅ローン減税を受ける場合
【中古住宅引き渡し前】
下記のいずれかにより申請を行う。
①耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定申請
②建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関
または住宅瑕疵担保責任保険法人に対する耐震基準
適合証明の申請(工事業者未定の場合等は仮申請)
③建設住宅性能評価(耐震等級の評価に限る)の申請
(工事業者未定の場合等は仮申請)
④既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込み

合計最大控除

40万円

【耐震工事後で入居前】
下記のいずれかにより証明を受ける。
ⓐ上記の①または②の申請をした場合:建築士、指定
確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅
瑕疵担保責任保険法人による耐震基準適合証明書
ⓑ上記の③の申請をした場合:建設住宅性能評価書
ⓒ上記の④の申請をした場合:既存住宅売買瑕疵担保
責任保険契約の付保証明書

耐震基準を満たしてい
なくても、住宅ローン
減税が受けられます

■ 住宅ローン減税の問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku̲house̲tk2̲000017.html
※所得税の確定申告時に必要な「耐震基準適合証明書」等の様式が入手できます。
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リフォーム 補助金

地域型住宅グリーン化事業

★★★
省エネ改修型

（省エネ改修型、ゼロエネ住宅型）

定額50万円

地域型住宅グリーン化事業でリフォーム工事が対象になるのは、省エネ基準を満たす
「省エネ改
修型」
およびZEH基準またはZEH相当の省エネ改修を行う
「ゼロ・エネルギー型」
です。

ゼロエネ住宅型

上限190万円
'20.5.13（グループ募集締切）

補助金申請はI期が事前枠付与方式、II期が先着順方式に
修工事の着手が可能です。
【I期】事前枠付与方式
'20/6/25〜10月末（申請ツール登録期限）

グループ募集期間
'20/4/6〜5/13

【II期】先着順方式
11月前半〜

総合

グループ申請は2020年4月6日〜5月13日まで。省エネ改修型及びゼロ・エネルギー住宅型の改修は、採択通知の日付以降に改

完了実績報告
〜'21/2/5

省エネ改修型が1戸あたり50万円、ゼロエネ住宅が1戸あたり140万円
新設された省エネ改修型は、改修後の住宅が建築物エネルギー消費性能基準
（BEI1.1相当）
を満たすことを要件とし、1戸あたり定

税制・ローン

グループ採択通知'20/6/25（予定）

額で50万円の補助が受けられます。またゼロ・エネルギー住宅型は、原則としてBELS認証でゼロエネ相当の評価を受けることを要
件とし、1戸あたり140万円の補助が受けられます。

グループ

ゼロ・エネルギー住宅型

グループ内で、省エネ改修の施工方法等に関する共通 グループ募集時に「グループ別提案」を行い、評価を受けること
※BELS工務店の割合が高いグループに優先配分されます。
ルールを設定すること
グループの構成員である中小住宅生産者等により供給される住宅

優良ストック

省エネ改修型

採択通知の日付以降に工事着手するもの
請負のみ
グループ内で、省エネ改修の施工方法等に関する共通
ルールを設定すること
省エネ改修後の住宅が、建築物エネルギー消費性能基準
に相当する性能（BEI1.1相当）を有していること
（ただし、平成28年4月1日以降に建てられた戸建て住宅
については、BEI1.0相当を有していること）

主要構造部に用いる木材は、グループが定める地域材を使用
する
設計者・施工管理者・大工技能者のうちいずれか１人が、住宅
省エネルギー技術講習会の修了者であること

三世代

対象となる住宅

請負・売買の別は問わない

次の①または②を満たすもの
①ZEHの要件に適合した住宅（BELS評価）
②ZEHと同等以上とる評価委員会に認められた住宅
単一設備の改修及び設備の新設のみを行う場合は対象外

補助額

掛かり増し費用の
1/2以内
140万円/戸

直近３年間で実績4戸以上
（被災地※1は8戸以上）

125万円/戸

地域材利用加算※2

20万円

三世代同居対応加算

30万円

250万円（5戸相当）

耐震

一社当たりの補助額

定額50万円/戸

直近３年間で実績3戸以下
（被災地※1は7戸以下）

省エネ

居住下における1 年間のエネルギー消に関する報告すること

P34を参照
※1「東日本大震災」、
「平成28年熊本地震」、
「平成30年7月豪雨」、
「平成30年北海道
胆振東部地震」またはは「令和元年台風19 号」の被災地に存する施工事業者
※2 Ⅱ期（11月前半〜）の地域材加算は、施工事業者１社あたり１戸が上限

高齢者等

■ 地域型住宅グリーン化事業（省エネ改修型、ゼロエネ住宅型）の問い合わせ先
一般社団法人環境共生住宅推進協議会内 高度省エネ型実施支援室
https://www.kkj.or.jp/chiiki-grn-koudo/ TEL:03-5579-8250
zero@kkj.or.jp（原則メール） 平日10:30〜16：30
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リフォーム 補助金

長期優良住宅化リフォーム推進事業

★★
事業タイプにより

インスペクションや維持保全計画の作成、性能向上リフォーム等を行う先進的なリフォームに対

上限100万円
〜300万円

して支援する制度です。申請に通年申請タイプと、交付申請に先立ち事前に公募、採択を受け事
前採択タイプがあります。公募要件は
「評価基準型」
「認定長期優良住宅型」
「高度省エネルギー

'21.12.18
（申請期限）

型」
および前者3つの要件のいずれにも適合しない
「提案型」
があります。

今年度から2カ年度事業の実施も可能に
基本となる通年申請タイプで交付申請するには、事前に事業者登録しておく必要があります。今年度から事業者登録時に、標準的
な契約書及び見積書の書式の登録が必須になりました。また2カ年度にまたがるリフォームも、事業計画の作成、申請、承認を受け
ることによって、補助が受けられるようになりました。
'20/5/11〜12/18

'21/2.12

①通年申請タイプ 交付申請の受付期間

完了実績報告期限
'20/4/21〜11/29

事業者登録の受付期間
'20/7月中旬〜12/18

'21/2.12

事前審査・交付申請の受付期間

完了実績報告期限

'20/4/21〜5/29
②事前採択タイプ公募期間

2カ年度事業では当該年度の出来高工事分に対する補助金が支払われます。また、各年度で事
業者登録、住宅登録、交付申請、完了実績報告
（2020年度は2月21日まで）
が必要になります。

性能向上リフォームは基準を満たす必要がある
補助要件は①リフォーム工事実施後の住宅性能が一定の基準に適合すること
（性能向上工事）
、②インスペクションの実施、③維持
保全計画の作成、④リフォーム履歴の作成です。今年度事業より評価基準型において
「省エネルギー対策の実施」
が必須となりまし
た。また、50万円補助額加算の対象として
「三世代同居対応改修工事の実施」
に加え、
「若者・子育て世帯が工事を実施」
及び
「既存
住宅を購入し改修工事を実施」
も対象となりました。

■応募要件（戸建て住宅通年申請の場合）
評価基準型
補助事業者
住宅規模
（戸建）
インスペクション
維持保全計画
履歴の作成

高度省エネルギー型

施工業者または買取再販業者
55㎡以上で、少なくとも１の階の床面 75㎡以上で、少なくとも１の階の床面積が４０㎡以上（階段部分を除く面積）
積が４０㎡以上（階段部分を除く面積） （所管行政庁が５５㎡を下回らない範囲で別に面積を定めている場合がある）
告示に基づく既存住宅状況調査技術者が行うインスペクション
インスペクションで劣化事象等不具合が指摘された場合、以下のいずれかの措置をとること
a.リフォーム工事の内容に含めて改修
b.維持保全計画に補修時期または点検時期を明記
リフォーム工事の履歴と維持保全計画を作成すること

補助対象工事

【必須】①構造駆体等の劣化対策
②耐震性
特定性能向上工事
③省エネルギー対策の実施
【任意】④維持管理・更新の容易性

長期優良住宅（増改築）の認定基準へ ①長期優良住宅（増改築）の認定基準
の適合
への適合
②一次エネルギー消費量が省エネ基準
比で20%削減されるもの
（BELS評価書）

その他の
性能向上工事

①インスペクションで指摘のあった箇所の改修工事
②バリアフリー工事
③環境負荷の低い設備への改修
④一定の水準に達しない性能向上工事 等

三世代同居対応
改修工事

リフォーム後に調理室、浴室、便所または玄関のうちいずれか２つ以上を複数箇所に設置

子育て世帯向け
改修工事

①住宅内の事故防止、②子どもの様子の見守り、③不審者の侵入防止、④災害への備え、⑤親子がふれあえる空間づくり、⑥子ども
の成長を支える空間づくり、⑦生活騒音への配慮、⑧子育てに必要な収納の確保、⑨家事負担の軽減

基準適合の確認

評価室による基準への適合性に関する
技術的審査

補助限度額

100万円/戸

加算補助額

44

認定長期優良住宅型

長期優良住宅（増改築）認定の取得
上限200万円/戸

長期優良住宅（増改築）認定の取得
BELS評価書の取得
上限250万円/戸

下記のいずれか、または複数の要件を満たした場合、50万円を上限に加算
「三世代同居対応改修工事の実施」、
「若者・子育て世帯が工事を実施」、「既存住宅購入者が工事を実施」

補助申請の流れ̶住宅登録後に工事着手可能
補助申請の流れは下記のとおりです。住宅登録すれば工事着手できますが、工事請負契約及び共同事業実施規約
（施工業者が補
助事業者の場合）
を締結することと、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知した上
で実施する等への同意が必要となります。

補助金の還元

補助金の交付

完了実績報告

建築士による工事の確認

総合

交付決定通知

審査・交付決定

補助金交付申請

住宅登録

維持保全計画の作成

リフォーム計画の作成

事業者登録

インスペクションの実施

リフォーム工事

技術的審査適合証等
BELS評価書

認定証の提出

評価基準の概要（木造戸建住宅の場合）

は必須性能項目

評価基準型
評価基準

認定長期優良住宅型
増改築認定基準（※）

高度省エネルギー型
BELS

耐震性

維持管理・
更新の
容易性

同左

同左

断熱等性能等級4(既存住宅)の基準に BEIの値が0.8以下、削減率が20%以上
適合すること
あること
または 、一 次 エネル ギー 消 費 量 等 級 （太陽光発電システムを設置する場合
4(既存住宅)及び断熱等性能等級3(既 は、一次エネルギー消費量の計算にお
存住宅)の基準に適合すること
いては太陽光発電による効果分を除い
て算定すること）

同左

※増改築認定基準とは「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」
（平成21年国土交通省告示第209号）のこと。

省エネ

維持管理対策等級2(専用配管)(既存住 維持管理対策等級3(専用配管)(既存住宅)
宅)の一部等に適合すること。 ただし、 に適合すること。ただし、一部の基準につ
一部の基準については同等と認められ いては同等と認められる代替基準による
適合を可とする。
る代替基準による適合を可とする。
※ガス管に係るものを除く。
※ガス管に係るものを除く

三世代

断熱等性能等級3(既存住宅)の基準
一次エネルギー消費量等級4(既存住
省エネルギー 宅) 及び断熱等性能等級2(既存住宅)の
対策
基準
または、これらに準じる基準に適合する
こと

耐震等級(倒壊等防止)等級1(既存住宅)
の基準に適合すること、
または、 品確法に定める免震建築物で
あること。

優良ストック

劣化対策等級2(既存住宅)を概ね満たす 劣化対策等級3(既存住宅)に適合し、か
構造躯体等の
ものであって、かつ構造に応じた基準に つ構造に応じた基準に適合すること。
劣化対策
適合すること。
耐震等級(倒壊等防止)等級1(既存住宅)
の基準相当であること
または、品確法に定める免震建築物であ
ること。

税制・ローン

【評価基準型】建築士による適合評価
【認定長期優良住宅型】評価機関による技術的審査
【高度省エネルギー型】評価機関による技術的審査
評価機関によるBELS評価

「事前採択タイプ（安心Ｒ住宅）」について
安心Ｒ住宅団体
（特定既存住宅情報提供事業者団体）
に加盟または登録している事業者は、団体が一定の予算枠を確保する
「事前
採択タイプ」
の利用ができます。利用方法等については下記の安心R住宅団体にお問い合わせください。
一般社団法人優良ストック住宅推進協議会（スムストック） 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）
一般社団法人全国住宅産業協会（全住協）

公益社団法人全日本不動産協会

一般社団法人ステキ信頼リフォーム推進協会

一般社団法人石川県木造住宅協会

一般社団法人耐震住宅100パーセント実行委員会

一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会（JERCO）

一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会

耐震

一般社団法人リノベーション住宅推進協議会

般社団法人住まい管理支援機構（HMS機構）

高齢者等

■長期優良住宅化リフォーム推進事業の問い合わせ先
長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局
【技術的相談】soudan@choki-reform.com
【その他質疑】qanda@choki-reform.com

https://www.kenken.go.jp/chouki̲r/
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リフォーム

減税

長期優良住宅化リフォーム減税
（耐久性向上改修減税）
〈ローン型〉 ローン利用の場合のみ
適用できる
一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事を含む増改築等工事 (長期優
良住宅化リフォーム)を行った場合に、ローン残高の1〜2%を5年間、所得税額から控除する制
度です。耐震改修減税〈投資型〉
との併用もできます。

★★

最大控除

いずれか

62.5万円
'21.12.31まで

期限は2021年12月31日居住分まで
ローンを利用して一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事を行い、長期優良住宅
（増改築）
の認定を取得す
ることを条件に、5年間で最大62.5万円所得税が控除される制度です。

長期優良住宅化リフォーム減税〈ローン型〉および固定資産税減額の概要
一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事に係るローン残高
（250万円まで）
の2%を5年間、また250万円
を超える工事または同時に行うその他の工事
（全体で1000万円まで）
に係るローン残高の1%を5年間、所得税から控除できます。
P47の固定資産税の減額措置の併用ができます。
長期優良住宅化リフォーム減税〈ローン型〉
概

要

と併せて行う下記の耐久
償還期間が5年以上の住宅ローンの残高（上限1000万円）の1%（一定の省エネ工事（P50）
性向上改修工事については250万円を上限として2%）
を５年間にわたり所得税額から控除する。
62.5万円（5年間）

最大控除額
一定の省エネ工事と併せて行う耐久性向上改修工事の要件

工事内容

以下①〜⑪のいずれかに該当する工事。
①小屋裏の換気性を高める工事
（イ）小屋裏の壁のうち屋外に面するものに換気口を取り付ける工事、
（ロ）軒裏に換気口を取り付ける工事、
（ハ）小
屋裏の頂部に排気口を取り付ける工事
②小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取り付ける工事
③外壁を通気構造等とする工事
④浴室または脱衣室の防水性を高める工事
（イ）浴室を浴室ユニットとする工事、
（ロ）脱衣室の壁に防水上有効な仕上材を取り付ける工事、
（ハ）脱衣室の床に
防水上有効な仕上材を取り付ける工事
⑤土台の防腐または防蟻のために行う工事
（イ）土台に防腐処理または防蟻処理をする工事、
（ロ）土台に接する外壁の下端に水切りを取り付ける工事
⑥外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事
⑦床下の防湿性を高める工事
（イ）床下をコンクリートで覆う工事、
（ロ）床下を防湿フィルム等で覆う工事
⑧床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事
⑨雨どいを軒または外壁に取り付ける工事
⑩地盤の防蟻のために行う工事
（イ）防蟻に有効な土壌処理をする工事、
（ロ）地盤をコンクリートで覆う工事
⑪給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事
（イ）給水管または給湯管を維持管理上有効な位置に取り替える工事、
（ロ）排水管を維持管理上または更新上有効な
もの及び位置に取り替える工事、
（ハ）給水管、給湯管または排水管の主要接合部等を点検しまたは排水管を清掃
するための開口を床、壁または天井に設ける工事

工事費

50万円超（補助金等の額を差し引く）

•
•
•
•
主な要件

減税に必要な主な書類

•
•
•
•
•
•

一定の省エネ改修工事と併せて行うこと
（P50参照）
住宅ローン減税の第1号工事から第3号工事までのいずれかに該当すること
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること
改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合
することとなること
工事費用の合計額が50万円を超えること
工事を行った者が主として居住の用に供する家屋であること
工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
床面積が50m²以上であること
店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
合計所得金額が3,000万円以下であること
増改築等工事証明書、長期優良住宅の認定通知書の写し

■ 長期優良住宅化リフォーム減税の問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku̲house̲tk4̲000128.html
※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。
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リフォーム

長期優良住宅化リフォーム減税
選択

（耐久性向上改修減税）
〈投資型〉

減税

★★

自己資金、ローン利用の
いずれでも適用できる

一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事(長期優
良住宅化リフォーム)を行った場合、工事費相当額の10%をその年分の所得税額から控除する
制度です。バリアフリー改修減税〈投資型〉、同居対応改修減税〈投資型〉
との併用もできます。

最大控除
万円

50

太陽光発電設置で
60万円まで控除

'21.12.31まで

期限は2021年12月31日居住分まで
2021年12月31日までに居住した住宅が対象です。長期優良住宅
（増改築）
の認定を取得することが条件です。

総合

一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事（長期優良住宅化リフォーム）
を行い、

長期優良住宅化リフォーム減税〈投資型〉および固定資産税減額の概要
一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事および一定の耐久性向上改修工事に係る標準的な工事費用相当額の10%がその

長期優良住宅化リフォーム減税〈投資型〉

要

固定資産税の減額
耐震改修または省エネ改修と併せて耐久性向上改
修を行う場合(増改築による長期優良住宅の認定
を取得する場合に限る)、工事翌年度の固定資産
税額を2/3軽減する。
適用期限は2022年3月31日まで

2/3（翌年度分）

50万円（１年）
（太陽光発電設置で60万円）
最大控除額

工事費

耐震改修（P57）および省エネ改修工事（P50・
51）の実施

標準的な工事費用相当額で50万円超
（補助金等の額を差し引く）

50万円超

• 一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行うこと
• 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること
• 改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増
改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなる
一定の耐震リフォーム又は一定の省エネフォーム
こと
を行い、長期優良住宅（増改築）認定を取得する
• 工事費用の合計額が50万円を超えること
• 工事を行った者が主として居住の用に供する家屋であること
こと
• 工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
• 床面積が50m²以上であること
• 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
• 合計所得金額が3,000万円以下であること
増改築等工事証明書、長期優良住宅の認定通知書の写し

耐震

減税に必要な主な書類

同左（P46）

省エネ

主な要件

※バリアフリー改修工事及び同居対応改修工事を併せて行った場合、最大上 （通行障害既存耐震不適格建築物の耐震改修を
限額は950万円（省エネ改修 工事と併せて太陽光発電設備設置工事を併せ 併せて行う場合は翌々年度の固定資産税を1/2
て行った場合は1,050万円）
となり、その10%を控除できます
控除）

三世代

耐久性向上
改修工事の要件

工事内容

優良ストック

概

一定の耐震改修（P57参照）または一定の省エネ改修（P51参照）およ
び耐久性向上改修工事の標準的な工事費用相当額の10％を、その年
分の所得税額から控除する。
〈標準的な工事費用相当額の上限額〉
• 耐震改修または省エネ改修工事のいずれか+耐久性向上改修工事
の場合:250万円
(省エネ改修工事と併せて太陽光発電設備設置工事を併せて行った
場合は350万円)
• 耐震改修+省エネ改修工事+耐久性向上改修工事の場合:500万円
(省エネ改修工事と併せて太陽光発電設備設置工事を併せて行った
場合は600万円)

税制・ローン

年分の所得税額から控除されます。標準的な工事費用相当額の上限額は下記の表のとおりです。

増改築等工事証明書

※国土交通省で定める耐震改修工事、省エネ改修工事および耐久性工場改修工事の標準的な工事費用相当額は
（http://www.mlit.go.jp/common/001180943.pdf）
を参照

高齢者等

■ 長期優良住宅化リフォーム減税の問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku̲house̲tk4̲000128.html
※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。
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リフォーム

減税

同居対応改修減税〈ローン型〉

ローン利用の場合のみ
適用できる

★★★★

ローンを使って一定の同居対応改修を含む増改築等工事を行った場合に、ローン残高の1〜

最大控除

2%を5年間、所得税額から控除するという制度です。省エネ改修減税〈ローン型〉、耐震改修減税

62.5万円

〈投資型〉、バリアフリー改修減税〈ローン型〉
との併用もできます。

いずれか

'21.12.31まで

期限は2021年12月31日居住分まで
リフォームローンを利用して定められた同居対応改修工事を行い、2016年4月1日から2021年12月31日までに居住することを
条件に、5年間で最大62.5万円所得税が控除される制度です。

同居対応改修減税〈ローン型〉の概要
一定の同居対応改修工事はローン残高の250万円までの2%を所得税から控除できます。250万円を超える工事または同時に行
うその他の工事
（全体で1000万円まで）
はローン残高の1%の所得税控除を受けることができます。
同居対応改修税制（ローン型）
概

利用した住宅ローン（償還期間5年以上）の残高（上限1000万円）の1%（下記の一定の同居対応改修工事について
は250万円を上限として2%）を５年間にわたり所得税額から控除する。

要

最大控除額

62.5万円（5年間）

同居対応工事の要件

工事内容

以下①〜④のいずれかに該当する工事。ただし、改修後、その者の居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所また
は玄関のうち、いずれか2つ以上の室がそれぞれ複数ある場合に限る。
①調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)
②浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場
合に限る)
③便所を増設する工事
④玄関を増設する工事

工事費

50万円超（補助金等の額を差し引く）
•
•
•
•
•

主な要件

その者が主として居住の用に供する家屋であること
住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
床面積が50m²以上あること
店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
合計所得金額が3,000万円以下であること

減税に必要な主な書類

増改築等工事証明書

●同居対応工事の事例イメージ
三世代同居に対応する住宅として国が設定したのが、
「キッチン」
「浴室」
「トイレ］
「玄関」のうちいずれか2つ以上が複数箇所にある
住宅。同居改修工事とは、三世代に未対応の住宅に設備等を
『増設』
し、同居できるようにする工事のこと。もともと複数箇所にあるトイ
レを改修しても減税対象（その他補助制度では補助対象）にはなりません。
工事前

工事後
箇所数

工事前
箇所数

工事後
箇所数

工事前
箇所数

工事後
箇所数

箇所数

調理室

1

調理室

2

調理室

1

調理室

2

調理室

2

調理室

浴室

1

浴室

1

浴室

1

浴室

1

浴室

1

浴室

1

便所

1

便所

2

便所

2

便所

2

便所

2

便所

2（改修）

玄関

1

玄関

1

玄関

1

玄関

1

玄関

1

玄関

1

調理室、便所の増設工事で、工事後、各々

OK 2箇所あるため

調理室の増設工事で、工事後、調理室、便

OK 所が2箇所あるため

NG

調理室、便所の増設を伴わない改修工事
であるため

■同居対応改修減税の問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku̲house̲tk2̲000028.html
※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。
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2（改修）

リフォーム

同居対応改修減税〈投資型〉
選択

自己資金、ローン利用の
いずれでも適用できる

減税

★★★★

自己資金またはローンを使って同居対応リフォームをした場合に利用できる減税制度です。省エ

最大控除

ネ改修減税〈投資型〉、耐震改修減税〈投資型〉、バリアフリー改修減税〈投資型〉と併用でき、その

25万円

場合は最大95万円
（太陽光発電設備設置の場合は105万円）
まで控除することが可能です。

'21.12.31まで

期限は2021年12月31日居住分まで
合に適用される減税措置です。

総合

自己資金またはローンを利用して定められた同居対応改修工事を行い、2016年4月1日から2021年12月31日までに居住した場

同居対応改修減税〈投資型〉の概要
国土交通大臣と財務大臣が定める標準的な工事費用相当額
（表1/上限250万円）
の10％相当額、最大25万円を、その年の所得税

同居対応改修減税（投資型）
概

要

同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(表1/上限：250万
円）の10％を、その年分の所得税額から控除する。

最大控除額

工事費

（補助金等の額を差し引く）
• その者が主として居住の用に供する家屋であること
• 住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供す
ること
• 床面積が50m²以上あること
• 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用である
こと
• 合計所得金額が3,000万円以下であること

減税に必要な主な書類

た場合、すべての組み合わせを併用でき、最大95
万円までその年分の所得税額から控除できます。

25万円

同居対応改修減税（投資型）

＋
省エネ改修減税（投資型）

25万円

＋ 太陽光発電システムを導入した場合は35万円
耐震改修減税（投資型）

25万円

＋
バリアフリー改修減税（投資型）

三世代

主な要件

標準的な工事費用相当額で50万円超

同居対応改修、省エネ改修、耐震改修、バリアフ
リー改修を同時に行い投資型減税制度を選択し

優良ストック

同居対応改修工事の要件

工事内容

25万円（１年）
以下①〜④のいずれかに該当する工事。ただし、改修後、その者
の居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所または玄関のう
ち、いずれか2つ以上の室がそれぞれ複数ある場合に限る。
①調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。ただし、改修後の
住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)
②浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。
ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)
③便所を増設する工事
④玄関を増設する工事

●投資型減税の併用

20万円

最大95万円の控除
太陽光発電システムを導入した場合は105万円

増改築等工事証明書

省エネ

表1 標準的な工事費用相当額（国土交通省）
標準的な工事費用相当額とは、以下の表の同居対応改修工事の項目に応じ、箇所当たりの金額に工事個所数を乗じたものの合計額。
改修工事の内容
①調理室を増設する工事
(改修後の住宅にミニキッチン以外の調理
室がある場合に限る)

ミニキッチンを設置する工事以外の工事の場合
ミニキッチンを設置する工事の場合
給湯設備の設置・取替を伴う浴槽の設置工事の場合

1,649,200円
434,700円
1,406,000円

給湯設備の設置・取替を伴わない浴槽の設置工事の場合

837,800円

浴槽がないシャワー専用の工事の場合

589,300円

地上階の場合

655,300円

③便所を増設する工事
④玄関を増設する工事

単位あたりの金額（税込）

耐震

②浴室を増設する工事
(改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある
場合に限る)

税制・ローン

から控除することができます。

532,100円

地上階以外の場合

1,244,500円

高齢者等

■同居対応改修減税の問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku̲house̲tk2̲000028.html
※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。
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リフォーム

減税

省エネ改修減税〈ローン型〉

ローン利用の場合のみ
適用できる

★★★

ローンを使って省エネリフォームをした場合に、ローン残高の1〜2%を5年間、所得税額から控

最大控除

除する制度です。固定資産税の減額、同居対応改修減税〈ローン型〉、耐震改修減税〈投資型〉、バ

62.5万円

リアフリー改修減税〈ローン型〉
との併用もできます。

いずれか

'21.12.31まで

期限は2021年12月31日居住分まで
ローンを使って一定の省エネリフォームを伴う増改築工事を行い、2021年12月31日までに居住する住宅が対象です。控除期間は
5年間で、最大控除額は62.5万円です。

省エネ改修減税（ローン型）および固定資産税減額の概要
省エネ改修促進税制で2.0%の所得税控除の対象となるのは、住宅全体を平成28年省エネ基準以上にする特定断熱改修工事で
す。それ以外の断熱改修工事、および併せて行うリフォーム工事
（1号〜5号工事）
については控除率1%が適用されます。
省エネ改修減税〈ローン型〉
概

要

固定資産税の減額

省エネ改修工事の際に利用した住宅ローン（償還期間5年以上）の年
末残高（上限1000万円）の1%（特定断熱改修工事※を行った場合
は、そのうちの250万円を上限として2%）を５年間にわたり所得税
額から控除する。

2022年3月31日までに省エネ改修工事を
行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定
資産税額（120㎡相当分まで）を3分の1減額
する。

62.5万円（5年間）

1/3（翌年度分）
※バリアフリーと併用の場合は2/3

最大控除額

■対象工事（1）
①窓の改修工事
①全ての居室の窓全部の改修工事（必須）
または①の工事と併せて行う
または①の工事と合わせて行う
②床の断熱工事
②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
③天井の断熱工事
※①②について、改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能と
④壁の断熱工事
なるものに限る
※①〜④について、改修部位がいずれも平成
※改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前 から一段階相当以
28年省エネルギー基準相当（外皮）に新た
上向上し、かつ等級4相当となるような組み合わせの工事であるこ
に適合すること
と
特定断熱改修 ■対象工事（2）
工事
（平成29年4月以降に居住の用に供した場合に限る）
①居室の窓の改修工事（必須）
または①の工事と合わせて行う
省エネ・リ
②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
フォー ム
※①②について、改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能と
工事の要
件
なるものに限る
※改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階相当以
上向上し、かつ(イ)断熱等性能等級4または(ロ)一次エネルギー消
費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となることが住宅性能評価
等により証明される工事（※1）
上記対象工事（1）の①の改修工事または①とあわせて行う②の改修
断熱改修工事 工事で、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階
相当以上向上するような組み合わせの工事（第6号工事）
等
および、併せて行う第1〜5号工事
工事費

50万円超（補助金等の額を差し引く）

住宅全体の
省エネ性能

※特定の断熱改修工事：改修後の住宅全体の省エネ性能が、平成28
問わない（窓一つでも適用）
年省エネ基準相当以上に上がると認められる工事（等級4以上）

減税に必要な主な書類

増改築等工事証明書、登記事項証明書

50万円超

増改築等工事証明書

※1 住宅性能評価書又は増改築による長期優住宅の認定通知書により、改修後に一定の省エネ性能が確保されること

■ 省エネ改修減税の問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku̲house̲tk2̲000026.html
※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」および固定資産税の減額申告時に必要な「熱損失防止改修工事証明書」の様式が入手できます。
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リフォーム

省エネ改修減税〈投資型〉

自己資金、ローン利用の
いずれでも適用できる

選択

減税

★★★

最大控除
万円

25

自己資金またはローンを使って省エネリフォームをした場合に利用できる減税制度です。同居対
応改修減税〈投資型〉、耐震改修減税〈投資型〉、バリアフリー改修減税〈投資型〉と併用でき、その

太陽光発電設置で
35万円まで控除

場合は最大95万円
（太陽光発電設備設置の場合は105万円）
まで控除することが可能です。

'21.12.31まで

期限は2021年12月31日居住分まで
総合

自己資金またはローンを使って省エネリフォームを行い、2021年12月31日までに居住する住宅が対象です。最大控除額は25万円
（併せて太陽光発電システムを導入する場合は35万円）
です。

省エネ改修減税（投資型）および固定資産税減額の概要
省エネリフォーム工事における標準的な工事費用相当額
（表1:限度額250万円/太陽光発電装置を設置する場合の限度額は350

省エネ改修減税（投資型）
概

一定の省エネ工事に係る標準的な工事費用(表1/上限：250万円/併せて太陽光発電装置を設置する場合は350万
円）の10％を、その年分の所得税額から控除する。
※その他の省エネ補助金等の交付がある場合はその金額を差し引く

要

一定の省エネ工事

■対象工事（1）
①全ての居室の窓全部の改修工事
または①の工事と併せて行う②〜④の工事
②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
③太陽光発電設備の設置工事
④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
※①②について、改修部位が新たに現行 の省エネ基準以上の性能となるものに限る
■対象工事（2）
（平成29年4月以降に居住の用に供した場合に限る）
①居室の窓の改修工事
または①の工事と併せて行う②〜④の工事
②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
③太陽光発電設備の設置工事
④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
※①②について、改修部位が新たに現行 の省エネ基準以上の性能となるものに限る
※改修後の住宅全体の断熱等性能等級が一段階相当以上向上し、かつ断熱等性能等級4、または一次エネルギー消費
量等級4以上で断熱等性能も等級3となることが住宅性能評価等により証明される工事（※1）

工事費

三世代

25万円（１年間） ※太陽光発電設置で35万円

優良ストック

最大控除額／減額率

税制・ローン

万円）
の10％相当額が、その年の所得税から控除されます。また、P50の固定資産税の減額措置の併用ができます。

標準的な工事費用相当額で50万円超（補助金等の額を差し引く）
増改築等工事証明書、登記事項証明書
※1 住宅性能評価書又は増改築による長期優住宅の認定通知書により、改修後に一定の省エネ性能が確保されること

省エネ

減税に必要な主な書類

表1 標準的な工事費用相当額（国土交通省）
改修工事の内容に応じた、下記の床面積の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。

改修工事の内容
内窓

新設・交換
新設

ガラス交換

金額(円/㎡)
11,300円
8,100円

1〜4 地域

19,000円

5〜7 地域

15,000円

1〜8 地域

6,300円

改修工事の内容

地域区分

天井等の断熱工事
壁の断熱工事

1〜8 地域
1〜8 地域

2,700円
19,400円

1〜3 地域

5,800円

床の断熱工事
太陽光発電設備等の設備の設置

金額(円/㎡)

4〜7 地域
4,600円
http://www.mlit.go.jp/
common/001180895.pdf参照

耐震

サッシ及びガラスの交換

地域区分
1〜3 地域
4〜7 地域

【計算例】 4地域で内窓の新設および床等の断熱工事をした場合(リフォームした家屋の床面積=120㎡)
(8,100円×120㎡)＋(4,600円×120㎡)＝1,536,000円

高齢者等

■ 省エネ改修減税の問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku̲house̲tk2̲000026.html
※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」および固定資産税の減額申告時に必要な「熱損失防止改修工事証明書」の様式が入手できます。
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リフォーム 補助金

高性能建材住宅断熱リフォーム支援事業
（断熱リノベ）
住宅の省エネリフォームを促進するため、高性能な断熱材や窓を用いた断熱改修を支援する制
度。戸建て住宅については、補助率が補助対象経費の1/3以内、1戸あたりの補助額の上限は
120万円です。窓のみの改修の場合は補助額40万円となります。

★★★

上限
1戸あたり

120万円
'20は2回募集予定

2020年の公募は9月末まで2回を予定
一次公募は5月11日から7月17日まで、二次公募は8月17日から9月30日までが予定されています。完了実績報告書提出期限は、
工事が完了した日、もしくは補助対象工事を含む一連の工事費の支払いが完了した日から2週間です。
一次公募申請期間
'20/5/11〜7/17

一次公募
実績報告書期限
'20/12/11

二次公募申請期間
'20/8/17〜9月30日（予定）

二次公募
実績報告書期限
'21/1/15

（事業完了日から14日以内） （事業完了日から14日以内）

断熱リノベの補助は上限120万円、窓改修のみの場合は40万円
補助対象となるのは、SIIに登録された高性能建材を用い、
「エネルギー計算結果早見表」
で定める天井、外壁、床、窓の組み合わせ
改修率を達成するリフォーム工事。戸建住宅の断熱リノベ補助額の上限は1戸あたり120万円です。また、すべての窓を改修する場
合においては、窓のみの改修も補助対象となります。その場合の補助金上限は40万円となります。なお、早見表に当てはまらない
場合は、個別計算により冷暖房エネルギーの削減率15%以上を証明する計算書を提出すれば補助を受けることができます。
事業要件（主に戸建住宅について）
申請者

補助対象製品

主な要件
改修内容に関する
主な規定
※規定の詳細については必ず
公募要領を確認すること

補助額

高性能建材
（ガラス・窓・断熱材）
蓄電システム
家庭用蓄熱設備

個人の所有者または、個人の所有予定者
①高性能建材（ガラス・窓・断熱材）
•SIIが定める要件を満たし、SIIに登録されている製品であること。
②家庭用蓄電池システム
•SIIが定める要件を満たし、SIIに登録されている製品であること。
・蓄電システムの導入価格（工事費除く）が、保証年数に応じて定められた目標価格以下であること。
③家庭用蓄熱設備
•自然冷媒を用いた電気ヒートポンプ式給湯機（エコキュート等）であること。
•日中に太陽光で発電した電気を優先的に蓄熱に活用する運転モードを備えていること。
※家庭用蓄電システム・家庭用蓄熱設備の補助対象者は2021年3月末までにFITの契約が終了する者とする。
※家庭用蓄電システム・家庭用蓄熱設備は戸建住宅の断熱改修と同時に導入する場合のみ補助対象とする。
【改修する居室等と部位】
①改修する部位は、
「エネルギー計算結果早見表」から選択し、地域区分毎の最低改修率の要件を満たすこと。
②居間または主たる居室を中心に改修すること。居間または主たる居室を含まない改修は、補助対象とならない。
③導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分全てに設置・施工すること。
④玄関外皮が改修対象となる事業においては、玄関ドアと一体でない窓・ガラスは改修すること。
⑤断熱材及び窓・ガラスを改修する場合は、原則、外皮部分（外気に接する部分）のみ補助対象とする。
【断熱材】
（抜粋）
外壁
床
右表1の性能値を満たすこと 天井（1〜3地域） 天井（4〜8地域）
R値=5.4以上
R値= 2.7以上
R値=2.7以上
R値=2.2以上
（重ね貼りも可とする）
【窓・ガラスの改修】
（抜粋）
窓の改修工法は「外窓の交換」
「カバー工法」
「内窓の取り付け」、ガラスの改修工法は「ガラス交換」とする。
※ガラス交換においては、熱貫流率（Ug値）1.5以下の製品（グレードがG1のもの）に限り補助対象
戸建住宅：1戸当たり上限120万円（窓のみの改修する場合は上限40万円）
2万円/kWhまたは20万円のいずれか低い額（補助対象経費の1/3以内）
5万円/台（補助対象経費の1/3以内）

■ 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業（断熱リノベ）の問い合わせ先
一般社団法人 環境共創イニシアチブ 断熱リノベ担当
https://sii.or.jp/moe̲material02/
TEL：03-5565-4860 （平日10:00〜17:00）
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リフォーム 補助金

次世代省エネ建材支援事業

★★★

上限

既存住宅等の省エネルギー化を図るため、一定の省エネルギー性能を有する一定の省エネル
ギー性能を有する高性能建材や潜熱蓄熱建材、防災ガラス窓等を短工期で住みながら導入可能
な事業を支援する制度です。戸建て住宅の補助率は補助対象経費の1/2、補助限度額は1住戸あ

1戸あたり

200万円
'20は2回募集予定

たり200万円、集合住宅は1住戸ごと125万円です。

2020年の公募は9月末まで2回を予定

一次公募申請期間
'20/5/11〜7/17

一次公募
実績報告書期限
'20/12/11

二次公募申請期間
'20/8/17〜9/30（予定）

総合

一次公募は5月11日〜7月17日まで、二次公募は8月17日〜9月30の期間が予定されています。公募は先着順で、応募書類が到
着した順に審査を行い、随時採択されます。
二次公募
実績報告書期限
'21/1/15

戸建て住宅の補助限度額は200万円
補助対象となる事業の要件は、SIIに登録された断熱パネルまたは潜熱蓄熱建材を居室に使用すること。またそれと同時に導入する
場合に限り、
「断熱材」
「
、防災ガラス窓」
「
、窓」
「
、玄関ドア」
「
、ガラス」
「
、調湿建材」
も補助対象となります。補助金は補助対象経費の

税制・ローン

（事業完了日から14日以内） （事業完了日から14日以内）

1/2以内。戸建住宅は1住戸あたり上限200万円です。

申請者

優良ストック

事業要件（主に戸建住宅について）
①個人の所有者または、個人の所有予定者
②賃貸住宅の所有者（個人・法人どちらでも可）
下記の製品で、SIIに登録された未使用品
①断熱パネル（施工性を向上するため断熱材と下地材等が一体となったパネル）
②潜熱蓄熱建材（メーカーが発行している設計チェックシートを提出）
また、①または②と同時に導入する下記製品
補助対象製品

③断熱材（施工部位は外気に接する床、天井のみ。2020年度断熱リノベ支援事業登録製品でグレードがD1）
ガラスであり、かつ中間膜の厚さが1.52㎜以上のもの）

主な要件

⑤窓（カバー工法窓、防火仕様の外窓、内窓）

三世代

④防災ガラス窓（カバー工法、外窓交換であり、窓に用いるガラスはJＩ
Ｓ認証（JIS R 3205）を取得した合わせ

⑥玄関ドア
⑦調湿建材（室内側から施工するもの）
①断熱パネルによる壁、天井、床の断熱
•室内側から施工すること。床下、壁の外側、天井裏から施工するものは対象としない。
する床、壁、天井の少なくとも1部位1面に施工すること。
改修内容に関する
主な規定

※上記の要件を満たしている場合に限り、間仕切壁、階間部天井等の改修も補助対象

省エネ

•施工範囲に居室または玄関、
トイレ、浴室、洗面脱衣所のいずれか一室を含むこと。また、その部屋の外気に接

②潜熱蓄熱建材の設置
•施工範囲に居室を含むこと。
•居室等の床面積あたりの蓄熱量が192ｋＪ/㎡以上となるように施工すること。
（ただし、全館空調方式の場合は延床面積あたりの蓄熱量が80ｋＪ/㎡以上となるように施工すること）
•施工された製品の総厚みが25mm以内であること。

補助額

補助率・補助額
補助金の下限額
補助対象経費

耐震

•平成11年省エネ基準以上の断熱性が確保された居室であること等
戸建住宅：1住戸当たり上限200万円（補助対象経費の1/2以内）
1住戸当たり20万円
補助対象経費の合計は1住戸当たり40万円以上であること。

高齢者等

■次世代省エネ建材支援事業の問い合わせ先
一般社団法人 環境共創イニシアチブ 次世代建材担当
https://sii.or.jp/meti̲material02/
TEL：03-5565-3110 （平日10:00〜17:00）
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NEW

リフォーム 補助金

次世代リフォーム実証事業

★★

上限

短工期で住みながら建物全体の高断熱化を可能とするリフォームを対象とした事業で、
「次世代

1戸あたり

300万円

建材支援事業」
および
「高性能建材住宅断熱リフォーム支援事業
（断熱リノベ）
」
に登録されている
製品および高効率換気システムが補助対象となります。補助率は補助対象経費の1/2、補助限度

'20.7.17まで

額は1戸あたり300万円。2020年度から実施される新規補助事業です。

2020年度の公募は7月17日（金）まで
公募期間は2020年6月1日〜7月17日まで。学識経験者等の専門家の審査を経て、交付決定は8月中旬です。また工事終了後には
期間を定めて効果測定
（1日）
を行い、結果の報告が求められます。
公募期間
'20/6/1〜7/17

交付決定
8月中旬

実績報告書期限
'21/1/29

工事期間（交付決定〜12/31）

効果測定（'21/1/1〜）

補助対象は断熱リノベと次世代建材の登録製品と換気システム。補助限度額は300万円
対象製品を用い、既存戸建住宅の外気に接する部分すべてを断熱改修し、求められる仕様および外皮性能を満たすリフォームが補
助対象。補助金は補助対象経費の1/2以内で1戸当た上限り300万円です。なお、審査時の評価においては、要件を満たす外皮性
能計算書に加え、BELS評価書の取得、改修前後に気密測定をすると評価点が加点されます。
事業要件（主に戸建住宅について）
補助対象住宅

事業要件

補助対象製品

①既存戸建住宅であること。
②申請者が常時居住する住宅であること
③専用住宅であること。
①補助対象製品を用い、既存戸建住宅の外気に接する部分全てを断熱改修すること。
②住宅の外皮性能は、SIIが地域区分ごとに定めた基準を満たすこと。
③本事業の要件を満たした効果測定を行い、報告すること。
（定められた方法で2021年1月1日〜実績報告書提出日の内、1日気温を測定し報告）

主な要件

①SIIに登録された高性能建材等
「2020年度高性能建材住宅断熱リフォーム支援事業」
（P52）の登録製品（断熱材及び窓）
・
※ただし、外壁に導入する断熱材は、D1グレードの製品に限る
「2020年度次世代建材支援事業」
（P53）の登録製品
・
②高効率換気システム
有効換気量率85%以上且つ温度（顕熱）交換効率65%以上のダクトレス熱交換型換気設備であること。
①改修後の補助対象住宅の外皮性能は、地域区分ごとに定めた以下の外皮平均熱貫流率（UA値）の性能を満た
しており、外皮計算書等で証明できること。なお、外皮性能は既存断熱材と合わせた性能とする。
地域区分
外皮平均熱貫流率
（UA値）

1

2

0.30以下

3
0.40以下

4

5

6

7

0.50以下

8
ー

②外気に接する部分全てを改修すること。
性能および施工の要件

③外壁は屋外から施工する断熱工事（外張り断熱工法等）にて改修すること。既存外壁の充填断熱工法による改
修は認めない。
※既存断熱材に劣化・欠損等ある場合は、撤去・再充填は認めるが、係る費用については補助対象外とする。

④屋根は屋根裏断熱または天井断熱、床は基礎断熱または床下断熱、開口部は外窓の設置またはカバー工法窓取
付、および玄関ドアの設置にて改修すること。
⑤原則、既存構造材を撤去せずに施工すること。
⑥上記②〜⑤を満たす場合に限り、要件を満たす高効率換気システムの導入及び、次世代建材支援事業の補助対
象製品（断熱パネル、潜熱蓄熱建材、内窓、調湿建材）の室内側からの導入を補助対象とする。
補助率・補助額

補助対象経費の1/2以内、上限300万円/戸

■次世代リフォーム実証事業の問い合わせ先
一般社団法人 環境共創イニシアチブ 次世代リフォーム実証事業担当
https://sii.or.jp/meti̲material02/demo/public.html
TEL：03-5565-3110 （平日10:00〜17:00）
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新築

リフォーム 補助金

ZEH支援事業

★★
1戸あたり

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの実現を目指すために、高断熱外皮、高性能設備と制御機器等を

60万円

組み合わせ、住宅の年間の一次エネルギー消費量がネット
（正味）
で概ねゼロとなる住宅
（ＺＥＨ）
に対し補助する制度です。既存住宅の改修においては、住宅全体の断熱改修を含み、導入設備は

'20は4回公募予定

原則として全て新たに導入することが条件です。

2020年度の公募は5月〜1月の期間で4回を予定
ナー向け公募があります
（P27参照）
。下記は一般向け公募のスケジュールです。
事業実績報告期限
一次公募 '20/12/18
二次公募 '21/1/29
三次公募 '21/2/22
四次公募 '21/2/26

事業完了期限
一次公募 '20/12/11
二次公募 '21/1/22
三次公募 '21/2/15
四次公募 '21/2/19

'20/5/7〜6/19
'20/7/6〜8/21
'20/8/31〜9/25
'20/11/30〜'21/1/8

（事業完了日から15日以内）

工事期間

補助金対象は「ZEH」
「Nearly ZEH」
「ZEH Oriented」

税制・ローン

公募期間
一次公募
二次公募
三次公募
四次公募

総合

公募は先着順で年4回実施される一般向け公募と、補助事業未経験の住宅事業者を対象とした新規取り組みＺＥＨビルダー/プラン

既存住宅においても補助対象はZEHに加え、低日射地、多雪地域におけるNearly ZEH太陽光発電システムの設置を必要としない

ZEH

Nearly ZEH

ZEH Oriented

対象となる事業者（申請者）

新築戸建住宅の建築主、新築戸建建売住宅※の購入予定者、または既存戸建住宅の所有者
※建売を前提に建築され、一度も登記されたことのない住宅

対象となる住宅

申請者が常時居住する専用住宅であることなど。賃貸住宅・集合住宅は対象外（例外規定あり）

設計・建築・改修・販売者
BELS等第三者認証の取得

優良ストック

ZEH Oriented
（ゼッチ・オリエンテッド）
となります。

SIIに登録されたZEHビルダー/プランナー
※2016年度〜2019年度に登録を受け、かつ実績報告書未提出のZEHビルダー/プランナーは補助対象外
必要（※1） ※原則、中間報告前に取得し、写しを中間報告時に提出できること。
20%以上

省エネ率（再生可能エネ分含む）

100%以上

75%以上

̶

寒冷地(地域区分1または2)、低 北側斜線制限の対象となる用途
要件

対象地域

全国

日 射 地 域 ( 日 射 区 分 A 1また は 地域で、敷地面積が85m²未満で
A2)または多雪地域(垂直積雪量 ある土地に建築されるもの(平屋
100cm以上)

太陽光発電システム

建ての場合を除く)

必須（全量買取方式は不可）※既設のシステムも認める

0.4以下

不要

3地域

4・5・6・7地域

0.5以下

0.6以下

省エネ

1・2地域

外皮基準
（UA値）

三世代

省エネ率（再生可能エネ分除く）

8地域
基準値なし

冷房期の平均日射熱取得率
（ηA値）

1・2・3・4地域

5地域

6地域

7地域

8地域

基準値なし

3.0以下

2.8以下

2.7以下

3.2以下

導入設備

一定の要件を満たすこと

エネルギー計測装置（HEMS） 「ECHONET Lite」規格の認証登録番号を取得しており、一定の要件を満たすもの

耐震

補助額

既存住宅の要件

住宅全体の断熱改修を含み、導入設備は原則として全て新たに導入すること

要件を満たす住宅

60万円/戸

蓄電システム（※2）

1kWhあたり2万円（上限20万円）

（※1）完了実績報告書提出の期日までに省エネ性能表示を取得できない（または取得しない）場合は、補助金は受けられません。また、省エネ性能評価の結果、本事
業の要件に不適合となった場合も、補助金交付は受けられません。
（※2）補助対象となる蓄電システムは、SIIが本事業の補助対象製品として登録、公表した蓄電システムであること。

高齢者等

■ ZEH支援事業の問い合わせ先
一般社団法人 環境共創イニシアチブ（SII）
https://sii.or.jp/moe̲zeh02/support/
TEL：03-5565-4030 （平日10:00〜17:00）
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拡充

新築

リフォーム 補助金

ZEH＋実証事業

★
1戸あたり

『ZEH』
より省エネルギー性を高め、設備のさらなる効率的な運用等により、太陽光発電等の自

105万円

家消費率の拡大を目指したZEH＋
（ゼッチ・プラス）
の実証を支援する事業です。今年度からさら
なる自家消費拡大措置を求める
「次世代ZEH＋」
がスタートしました。既存住宅の改修において

'20.5.11までに提案

は、住宅全体の断熱改修を含み、導入設備は原則として全て新たに導入することが条件です。

提案応募と交付申請公募の2段階
4月20日〜5月11日までの提案応募を経てZEHビルダー/プランナーごとの戸数割当が決定。6月1日〜2021年1月8日の間に3
回期間を設け交付申請が受付けられます。

提案応募
'20/4/20〜5/11

交付申請公募期間
一次公募 '20/6/1〜8/28
二次公募 '20/9/7〜10/30
三次公募 '20/11/30〜1/8

事業実績報告期限
一次公募 '21/1/29
二次公募 '21/2/12
三次公募 '21/2/19

事業完了期限
一次公募 '21/1/22
二次公募 '21/2/5
三次公募 '21/2/12

（事業完了日から15日以内）

工事期間

従来ZEHとの違いは、省エネ率25%以上、再エネ自家消費のための選択要件
ZEH＋では一般のZEHを上回る省エネ性と再エネ自家消費のための措置が求められます。また今年度からは
「次世代ZEH＋」
がス
タートし、
さらなる自家消費拡大を促進するため、蓄電池等の設備導入に対して割増補助が受けられるようになりました。
ZEH＋

次世代ZEH＋

SIIに登録されたZEHビルダー/プランナー
※実績報告書未提出のZEHビルダー/プランナーは補助対象外
設計・建築・改修・販売者
※2019年度の各年度において、ZEH受注件数1件以上の実績があること
BELS等第三者認証の取得
必要 ※原則、中間報告前に取得し、写しを中間報告時に提出できること。
省エネ率（再生可能エネ分除く）
25%以上
省エネ率（再生可能エネ分含む）
100%以上（Nearly ZEH＋は75%以上）
【Nearly ZEH＋の場合】
対象地域
寒冷地(地域区分1又は2)、低日射地域(日射区分A1又はA2)または多雪地域(垂直積雪量100cm以上)
太陽光発電システム
必須（全量買取方式は不可）
住宅の要件

1・2地域
0.4以下

強化外皮基準
（UA値）
冷房期の平均日射熱取得率
（ηAc値）

1・2・3・4地域
基準値なし

3地域
0.5以下
5地域
3.0以下

4・5・6・7地域
0.6以下
6地域
2.8以下

7地域
2.7以下

8地域
基準値なし
8地域
3.2以下

補助額

導入設備
一定の要件を満たすこと
エネルギー計測装置（HEMS） 「ECHONET Lite」規格の認証登録番号を取得しており、一定の要件を満たすもの
以下の①〜③から2つ以上を選択（8地域は②と③の P55のZEH＋の要件を満たしたうえで、以下の①
〜③うち１つ以上を導入
組み合わせ）すること
①蓄電システム
①住宅の外皮性能は、地域区分ごとに定められた強
②燃料電池
化外皮基準（UA値）以上であること。
選択項目
③Ｖ２Ｈ充電設備（充放電設備）
【1・2地域】
０.３0、
【3〜5地域】
０.４０、
【６・７地域】0.５０
②高度エネルギーマネジメント
③電気自動車（プラグインハイブリット車含む）に充
電可能な設備
既存住宅の要件
住宅全体の断熱改修を含み、導入設備は原則として全て新たに導入すること
補助対象住宅
105万円/戸
1kWhあたり2万円（補助対象経費の1/3又は20
蓄電システム※1
万円のいずれか低い額）
燃料電池
定額4万円〜11万円
補助対象経費の1/2又は75万円のいずれか低い
Ｖ２Ｈ充電設備
金額
（※1）ZEH＋において蓄電システムは補助対象外ですが、P30の先進的再エネ熱等導入支援事業への併願申請によって補助が受けられます。

■ ZEH＋実証事業の問い合わせ先
一般社団法人 環境共創イニシアチブ（SII）
https://sii.or.jp/meti̲zeh02/zeh̲plus/
TEL：03-5565-4081 （平日10:00〜17:00）
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リフォーム

耐震改修減税〈投資型〉

自己資金、ローン利用の
いずれでも適用できる

減税

★★★

旧耐震基準
（昭和56年5月31日以前の基準）
により建築された住宅を耐震改修した場合に適用

最大控除

されます。同居対応改修減税〈投資型・ローン型共〉、省エネ改修減税〈投資型・ローン型共〉、バ

25万円

リアフリー改修減税〈投資型・ローン型共〉
と併用でき、最大95万円までの控除が可能です。

'21.12.31まで

現行制度は2021年12月31日居住分まで
総合

2021年12月31日までに旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6
月1日以降の耐震基準)に適合させる耐震改修を行った場合に対象となります。

耐震改修促進税制および固定資産税減額の概要
自己資金またはローンを使って耐震改修工事をした場合に、標準的な工事費用相当額
（表1:上限250万円）
の10%を、所得税から
控除できます。

概

要

25万円（１年間）

①その者が主として居住の用に供する家屋であること ①昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
②昭和56年5月31日以前に着工されたものであること ②現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
③改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであ
ること

工事費

─

50万円超（税込）

現行の耐震基準に適合すること

現行の耐震基準に適合すること

三世代

住宅全体の耐震性能

減税に必要な主な書類

1/2（1年間）
通行障害既存耐震不適格建築物:1/2
（2年間）

省エネ

• 登記事項証明書
• 住宅耐震改修証明書
または増改築等工事証明書
【増改築等工事証明書】
住宅耐震改修証明書（地方公共団体に発行を依頼）
建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、
住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼
【住宅耐震改修証明書】
地方公共団体に発行を依頼

表1 耐震改修にかかる標準的な工事費用相当額（国土交通省）
改修工事の内容に応じた単位当たりの金額に、住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額となります。
改修工事の内容

単位当たりの金額(税込)

単位

15,400円

建築面積（㎡）

木造住宅の壁

22,500円

床面積（㎡）

木造住宅の屋根

19,300円

施工面積（㎡）

木造住宅の上記以外

33,000円

床面積（㎡）

木造住宅以外の住宅の壁

75,500円

床面積（㎡）

木造住宅以外の住宅の柱

2,671,100円
259,000円

【計算例】 床面積120㎡の木造住宅の壁の耐震改修工事をした場合

耐震

木造住宅の基礎

木造住宅以外の住宅の上記以外

優良ストック

2021年12月31日までに耐震改修工事を行った場合、 2022年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った
標準的な耐震改修工事費用(表1/上限：250万円）の 場合、当該家屋に係る固定資産税額（120㎡相当分ま
で）を下記の通り2分の1減額する。
10％を、その年分の所得税額から控除する。
（通行障害既存耐震不適格建築物※の場合は、翌年度
※税額控除対象額は、
自治体等の耐震改修補助金等を差 から2年間2分の1に減額）
し引くこと
※特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道
にある住宅

最大控除額／減額率

対象となる住宅

固定資産税の減額

税制・ローン

耐震改修促進税制

耐震改修の箇所数
床面積（㎡）

22,500円×120㎡ ＝2,700,000円

高齢者等

■ 耐震改修減税の問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku̲house̲tk2̲000025.html
※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」および固定資産税の減額申告時に必要な「住宅耐震改
修証明書」の様式が入手できます。
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リフォーム 補助金

耐震診断・改修補助事業

★★★

耐震診断・改修の補助事業は、国の基本方針に則り、地方自治体が耐震改修促進計画を策定して
実施する補助制度です。昭和56年5月31日以前に着工された住宅が対象となり、耐震診断の補

自治体によって
異なる

助金額
（率）
は実施主体となる地方自治体によって異なります。

補助金額（率）は自治体によって異なる
国は
「住宅・建築物安全ストック形成事業」
により住宅・建築物の耐震性等の向上に資する事業について、地方自治体に助成を行
い、地方自治体が耐震改修促進計画に基づき民間の耐震診断・改修を支援します。地方自治体は、住宅ごとに以下の
「個別支援」
と
「パッケージ支援」
を選択して適用することができます。

■耐震診断
●補助率
国1/3、地方自治体1/3

一戸建て住宅:134,000円/戸以内
（簡易診断の場合は30,900円/戸）
以内

■個別支援
●補助率（戸建て住宅の場合）
○補強設計等：国1/3、地方1/3
○耐震改修等：国１１．
５％、地方１１．
５％
※緊急輸送道路沿道または避難路沿道の住宅
の耐震改修：国と地方で2/3
耐震改修の補助限度額
（国＋地方）
：
戸建住宅：83.8万円/戸
（多雪区域の場合：100.4万円/戸）

■パッケージ支援
●交付額（ただし、補助対象工事費の８割を限度）
補強設計等費及び耐震改修工事費
（密集市街地等で防火改修も行
う場合は防火改修工事費を含む）
を合算した額
耐震改修の種別

交付額
（国と地方で定額）

密集市街地等
（防火改修含む）

150万円

多雪区域

120万円

その他

100万円

【対象となる市区町村】
以下の取組を行うとともに、毎年度、取組状況について検証・見直しを行う地方公共団体
①戸別訪問等の方法による住宅所有者に対する直接的な耐震化促進取組
②耐震診断支援した住宅に対して耐震改修を促す取組
③改修事業者等の技術力向上を図る取組及び住宅所有者から事業者等への接触が容
易となる取組
④耐震化の必要性に係る普及・啓発

※耐震診断補助および耐震改修補助は自治体によって制度内容が異なります。上記限度額以下に補助限度額を設定しているところや、逆に上乗せ補助を
実施しているところがあります。
また耐震改修促進計画を策定していない自治体では上記補助は受けられません。

ブロック塀等の安全確保事業
倒壊の危険性の高いブロック塀等に対し、耐震診断、除却、改修に対
して国と地方自治体の予算で補助する制度です。対象となるのは
地方公共団体が地域防災計画または耐震改修促進計画で位置づけ
た避難路(通学路を含む)沿道にあるブロック塀等。自治体によって
制度内容が異なるので、対象となる住宅が所在する自治体までお
問い合わせください。

■ 耐震診断・改修補助事業の問い合わせ先
対象となる住宅が所在する自治体までお問い合わせください。
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●補助率、補助限度額
耐震診断
国1/3、地方1/3、
民間1/3
除却、改修等
国1/3、地方1/3、
民間1/3
80,000円/m (耐震診断、除却、改修等の事業費総額
※地方公共団体が耐震診断を義務づけた場合、耐震
診断は国1/2、地方1/2、除却、改修等は国2/5、地
方2/5、
民間1/5

リフォーム 補助金

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業
低所得の高齢者世帯や子育て世帯、障がい者世帯などで住宅に困窮する世帯に対し、公営住宅の
補完として、民間賃貸住宅や空き家を活用し一定の質が確保された低廉な家賃の賃貸住宅を供

★★★
1戸あたり

100万円

給するための事業。戸建てまたは集合住宅が対象で、1戸あたり最大で100万円が補助されます。
'21.2.26まで

応募期限は2021年2月26日まで

公募期間:'20/5/29〜'21/2/26

（単年度事業の場合
完了実績報告書提出期限
'21/2/22

住宅に困窮する子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者を対象とした住宅セーフティネットとして、
アパートや空き家を活
用した賃貸住宅登録制度を推進するための補助事業。全国の地方自治体に設置された居住支援協議会等に整備した住宅の情報を
登録することが条件となります。
2020年度中に事業に着手するもの（原則として事業期間は2020年度末まで。複数年度事業は要相談）
法第9条第1項第7号に定める住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるものであること
当事業による補助を受けた専用住宅として10年以上登録するものであること
入居者の家賃が定められた額を超えないものであること
地方公共団体の空家等対策計画等において推進が位置付けられていること
地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係る取組を行っていること

①バリアフリー工事

となる

②耐震改修工事

昭和56年5月31日以前に着工された住宅を現行の耐震基準に適合させるための改修工事

③共同居住住居に用途変更

共同居住住居に用途変更するに伴い法令に適合させるための工事、間取り変更工事

④間取り変更工事

間仕切り壁を取り払うなど、使い勝手を考慮して部屋数を変更したり配置を変更する工事

⑤防火・消火対策工事

消火設備、警報設備、避難設備、その他非常用照明、防火戸、内装材の不燃化等

改修工事 ⑥子育て世帯対応改修

三世代

補助対象

「手すりの設置」
「段差の解消」
「廊下幅等の拡張」
「浴室の改良」
「便所の改良」
「出入口の戸の改良」
「階段の設置・改良」
「転倒防止」
「エレベータ等の設置」の工事
(外構部分のバリアフリー化を含む)

優良ストック

•
•
•
住宅要件
•
•
•

税制・ローン

住宅困窮者の専用賃貸住宅として登録することが条件

総合

応募・交付申請書の提出は2021年2月26日まで。ただし、正式な交付申請を行う前に、推進事業室へ電子メールで事前審査を受け
る必要があります。

安全性能向上工事、防犯性能向上工事、防音性・遮音性の向上工事、家事負担軽減など 子育てに適し
た設備の導入等

「遮音性・防音性の向上に係る工事」
「断熱性・気密性の向上に係る工事」
「防
⑧居住支援協議会が必要と 「間取りの変更に係る工事」
犯性の向上に係る工事」
「照明や給湯器等の高効率化に係る工事」等
認める改修工事

省エネ

⑦居住のために最低限必要
インスペクションにより指摘を受けた構造、防水等の工事
と認められた工事

⑨上記工事に係る調査設計計画

改修後

補助率
・限度額

高齢者、障害者、子どもを養育している者、被災者、低額所得者、外国人、中国残留邦人、児童虐待を受
けた者、ハンセン病療養所入所者等、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者等、更正施設退所者、生活
困窮者等、自治体が賃貸住宅供給促進計画に定める住宅確保要配慮者

管理期間

工事完了日から10年以上

家賃

入居者の家賃の額が、以下の額を超えないものであること
家賃の上限額= 67,500円×50/65×市町村立地係数（札幌市51,900円、江東区64,900円、大阪市64,900円）
(75m²以上の一戸建て、長屋建てはその1.5倍以内の額)

耐震

の管理

入居対象者

補助対象費用の1/3、上限50万円/戸
補助対象となる改修工事うち、①から⑥のいずれかを実施する場合は100万円/戸
※地方自治体によっては上記の国の支援に加え、上乗せ補助をしているところもあります

高齢者等

■ 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の問い合わせ先
スマートウェルネス住宅等推進事業室
http://snj-sw.jp
snj@swrc.co.jp （質問・相談については、原則として、電子メール）
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新築

リフォーム 補助金

サービス付き高齢者向け住宅整備事業
（リフォーム）
サービス付き高齢者向け住宅
（サ高住）
とは、一定のハード基準を満たし、居住する高齢者向けに
サービスを提供する賃貸住宅のこと。リフォームについては、建設工事費の1/3、
１戸あたり上限
は増額され、既存ストック型であれば最大180万円の補助を受けることができます。

★★

上限
1戸あたり

180万円
'21.2.26まで

募集期間は2021年2月26日まで
募集期間は4月30日〜2021年2月26日まで。補助申請に係る事前審査の受付期間も同日程です。事前審査の受付をしている事
業であっても、2021年２月28日までに交付申請
（本申請）
の書類提出が必要です。
募集期間'20/4/30〜'21/2/26

1戸あたり90万円〜180万円、併設施設には1000万円〜1200万円の補助
高齢者住まい法の改正により創設された
「サービス付き高齢者向け住宅」
として登録される住宅のリフォームに対し補助する制度。
リフォームは既存ストックの活用を促す観点から新築よりも優遇され、
１戸あたり上限は180万円。補助率も改修工事費の1/3と
なっています。また、併設する高齢者生活支援施設については1施設あたり上限1000万円が補助されます。税制面においてはサー
ビス付き高齢者向け住宅供給促進税制
（P33参照）
があります。

事業の要件

補助対象と
なる改修工事

①高齢者住まい法に規定する「サービス付き高齢者向け住宅」として10年以上登録すること
②家賃が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められていること（30万円/月以上は補助対象外）
③入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないこと
④事業に要する資金調達が確実であること
⑤市町村のまちづくり方針と整合していること
⑥運営情報の提供を行うこと。変更があった場合には、速やかに情報の更新を行うこと
⑦サービス付き高齢者向け住宅の入居者が、任意の事業者による介護サービスを利用できること
⑧情報提供システムにおいて開示している内容に変更があった場合には、速やかに更新すること 等
①住宅の共用部分に係る工事（共同利用設備を含む）
②住宅の住戸部分に係る工事のうち、加齢対応構造等の設置・改修工事
③住宅の住戸部分に係る工事のうち、用途変更に伴い法令に適合させるために必要となる構造・設備の設置・改修工事

サービス付き高齢者向け住宅等
の改修工事

改修工事費用の1/3以内の額（増築を行う部分については1/10以内の額）
①既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅:180万円/戸
• 建築基準法・消防法・バリアフリー法等の法令に適合させるための工事
• 階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置すること
②夫婦型サービス付き高齢者向け住宅:135万円/戸
• 住戸部分の床面積が30㎡以上であること
• 住戸部分に基本設備（便所・洗面・浴室・台所・収納）が全て設置されていること
③一般型サービス付き高齢者向け住宅（床面積25㎡以上）:120万円/戸
一般型サービス付き高齢者向け住宅（床面積25㎡未満）:90万円/戸
①〜③の各型ごとに計算した上限額の合計を住宅部分の上限額として適用
例えば、①の住戸が５戸、②の住戸が5戸の場合
180万円/戸×5戸＋135万円/戸×5戸＝1575万円が住宅部分の上限額

改修を目的とした住宅等の取得

取得に要する費用（用地費は除く）の1/10以内の額

高齢者生活支援施設の整備

改修工事費用の1/3以内の額（増築を行う部分については1/10）
1,000万円/1施設

補助金の上限

調査設計計画等の実施に要する費用 補助率：1/3以内の額
エレベーターを新たに設置する工事

補助率: 2/3以内の額、1,000万円/基
※改修工事を行う部分にエレベーターを新たに設置する場合に限る

■ サービス付き高齢者向け住宅整備事業の問い合わせ先
サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
http://www.koreisha.jp/service/
FAX：03-5805-2978 info@serkorei.jp （質問・相談については、原則として、電子メールまたはファクス）
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リフォーム 補助金

介護保険住宅改修費支給
介護保険で
「要支援」
または
「要介護」
の認定を受けた高齢者等が居住する住宅で行う、特定のバ
リアフリーリフォームに対して補助する制度です。自治体によっては介護保険に上乗せ補助をし
ているところや、特定高齢者にまで対象を拡大しているところもあります。

★★★★★

最大
18万円
期限なし

介護保険による補助の利用は要支援・要介護から
支給を受けるには、介護保険を申請し、介護認定の
「要支援1・2」
「要介護1以上」
と認定されることが必要です。要介護状態区分が

総合

介護保険による住宅改修費の支給限度基準額は20万円。1割または2割が自己負担のため、18万円までの支給が受けられます。
重くなったとき
（3段階上昇時）
や転居した場合は、ふたたび20万円
（自己負担1割）
までの支給を受けることができます。原則は事
前申請ですので、着工前に居住地の自治体に相談しましょう。

介護保険によるリフォームの流れ

介護保険が適用となる工事

要支援・要介護認定

サービス計画の策定
（ケアマネージャー）

図面・見積もり作成・申請・審査

1.手摺りの取り付け
玄関・廊下・浴室・
トイレや上がり框への手摺りの
取り付けなど。

2.床の段差解消
玄関に踏み台の取り付け、廊下等の床のかさ上
げ・浴室をユニットバスへ交換するなど
（玄関から道路までの
（建物と 一体ではない）
屋
外での工事も住宅改修の支給が可能）

優良ストック

住宅改修の理由書作成
（ケアマネージャー、住環境福祉コーディネーター等）

税制・ローン

（介護認定を受けていない場合）

3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための
床材の変更
畳やカーペットからフローリング等への変更など

工事費の支払い

三世代

施工

4.引き戸等への扉の取替え
ドアから折り戸や引き戸への変更、戸車の取り付
け、
レバーハンドルへの交換など

5.洋式便器等への便器の取替え

住宅改修費の支給

和式便器から洋式便器への変更、和式兼用便
器に腰掛便器の取り付けなど

省エネ

住宅改修費支給申請

6.1〜5の住宅改修に付帯して必要となる
住宅改修工事

ケアマネージャーと
連携することが大事
耐震

対応の
ポイント

市区町村によっては独自の上乗せ補助をしているところもある
多くの自治体で、介護保険の住宅改修費の支給に加えて、独自のバリアフリー補助を実施しています。収入要件などがありますが、
数十万円〜100万円程度の充実した支援をしているところもあります。地元役所の介護保険課などに確認しておきましょう。

高齢者等

■ 介護保険住宅改修費支給の問い合わせ先
対象となる住宅が所在する自治体までお問い合わせください。
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リフォーム

減税

バリアフリー改修減税〈ローン型〉

ローン利用の場合のみ
適用できる

★★★★

ローンを使ってバリアフリーリフォームをした場合に、ローン残高の1〜2%を5年間、所得税額

最大控除

から控除するという制度です。固定資産税の減額、同居対応改修減税〈ローン型〉、省エネ改修減

62.5万円

税〈ローン型〉、耐震改修減税〈投資型〉
と併用できます。住宅ローン減税制度
（P42参照）
、バリア

'21.12.31まで

フリー改修減税
（投資型）
（P63）
とは選択制となります。

期限は2021年12月31日居住分まで
バリアフリーリフォームを行い、2021年12月31日までに居住する場合が対象です。5年間の最大控除額は62.5万円となります。

バリアフリー改修促進税制の概要
一定のバリアフリー改修工事250万円まではローン残高の2%を所得税から控除できます。250万円を超える工事または同時に行
うその他の工事
（全体で1000万円まで）
はローン残高の1%の所得税控除を受けることができます。
バリアフリー改修促進税制

固定資産税の減額
2022年3月31日までにバリアフリー改修工事を
行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産
税額（100㎡相当分まで）を3分の1減額する。
1/3（翌年度分）※省エネと併用の場合は2/3
次のいずれかに該当する者が居住していること
①65歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障害者

バリアフリー改修工事の要件

利用した住宅ローン（償還期間5年以上）の残高（上限1000万
円）の1%（下記の一定のバリアフリー改修工事については250万
概 要
円を上限として2%）を５年間にわたり所得税額から控除する。
62.5万円（5年間）
最大控除額
次のいずれかに該当する者
①50歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障害者
対象
④上記②もしくは③に該当する者または65歳以上の者の
いずれかと同居している者
※合計所得金額3000万円以下
①通路・出入り口の拡張工事
②階段の設置、改良工事
③浴室改良工事 ・床面積の増加工事
・浴槽のまたぎ高さの低いものに取り替え
・固定式移乗台、踏み台等の設置
・高齢者等の身体洗浄を容易にする水洗
器具の設置、取り替え
工事内容
④便所改良工事 ・床面積の増加工事
・洋式便器への取り替え
・座高を高くする工事
⑤手すり取り付け工事
⑥段差解消工事
⑦出入り口改良工事
⑧床等をすべりにくくする工事
工事費
50万円超（補助金等の額を差し引く）
家屋の要件
床面積が50㎡以上等
減税に必要な主な書類
増改築等工事証明書、登記事項証明書等

同左

50万円超
築後10年以上を経過した住宅
写真や領収書等（工事完了後3カ月以内に申告）

●バリアフリー改修促進税制と住宅ローン減税の比較
Aさん家族の場合（バリアフリー改修促進税制）

バリアフリー改修促進税制を利用したAさん

工事費350万円
12月に全額借入
金利3.13%
10年返済
住宅ローン減税を利用したBさん

工事費350万円
12月に全額借入
金利3.13%
10年返済

年数

年末残高

1年目 350万円
2年目 320万円
3年目 288万円
4年目 256万円
5年目 223万円

特定改修工事
その他改修工事

控除率 所得税控除額

250万円

2%

100万円

1%

250万円

2%

70万円

1%

250万円

2%

38万円

1%

250万円

2%

6万円

1%

223万円

2%

0円

1%

60,000円
57,000円
53,800円
50,600円
44,600円

控除期間5年間の合計 266,000円

Bさん家族の場合（住宅ローン減税）
年数
1年目
2年目
3年目
4年目
5年目
6年目
7年目
8年目
9年目
10年目

350万円
320万円
288万円
256万円
223万円
189万円
153万円
117万円
79万円
40万円

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

35,000円
32,000円
28,800円
25,600円
22,300円
18,900円
15,300円
11,700円
7,900円
4,000円

控除期間10年間の合計 201,500円

■ バリアフリー改修減税の問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku̲house̲tk2̲000027.html
※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。
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年末残高 控除率 所得税控除額

いずれか

リフォーム

バリアフリー改修減税〈投資型〉
選択

自己資金、ローン利用の
いずれでも適用できる

減税

★★★★

自己資金またはローンを使ってバリアフリーリフォームをした場合に利用できる減税制度です。同

最大控除

居対応改修減税〈投資型〉、省エネ改修減税〈投資型〉、耐震改修減税〈投資型〉と併用でき、その場

20万円

合は最大95万円
（太陽光発電設備設置の場合は105万円）
まで控除することが可能です。住宅ロー

'21.12.31まで

ン減税制度
（P42参照）
、バリアフリー改修減税
（ローン型）
（P62）
とは選択制となります。

期限は2021年12月31日居住分まで
万円となります。

総合

バリアフリーリフォームを行い、2009年4月1日から2021年12月31日までに居住した場合、投資型減税の最大控除額は最大20

バリアフリー改修所得税特別控除および固定資産税減額の概要
バリアフリーリフォーム工事における標準的な工事費用相当額
（表1:上限200万円）
の10％相当額が、その年の所得税から控除さ

バリアフリー改修所得税特別控除
概

要

最大控除額／減額率

工事費

表1 標準的な工事費用相当額の一部抜粋（国土交通省）
改修工事の内容に応じた、右記の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、
居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。
単位あたりの金額
166,100円
189,200円
585,000円
43,900円
96,000円
35,100円
149,700円
13,800円
447,500円
134,600円
26,400円
19,800円

単位
施工面積(㎡)
箇所数
箇所数
箇所数
施工面積(㎡)
施工面積(㎡)
箇所数
箇所数
箇所数
箇所数
箇所数
施工面積(㎡)

耐震

改修工事の内容
通路の幅拡張
車いす移動
出入り口の幅拡張
階段の設置または改良による勾配緩和
玄関等段差解消工事
段差解消
浴室段差解消等工事
その他段差解消工事
開戸の引戸・折戸への取り替え工事
ドアノブの取り替え
出入口改良工事
動力設置工事
吊り戸工事
動力設置、吊り戸工事以外のもの
床の材料をすべりにくいものに取り替える工事

省エネ

家屋の要件
減税に必要な主な書類

三世代

バリアフリー改修工事の要件

工事内容

優良ストック

対象

固定資産税の減額

バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額(表1/上限： 2022年3月31日までにバリアフリー改修工事を
200万円）の10％を、その年分の所得税額から控除する。
行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税
額（100㎡相当分まで）
を3分の1減額する。
20万円（１年）
1/3（翌年度分）※省エネと併用の場合は2/3
次のいずれかに該当する者
次のいずれかに該当する者が居住していること
①50歳以上の者
①65歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障害者である者
③障害者
④上記②もしくは③に該当する者または65歳以上の者の
いずれかと同居している者
※合計所得金額3000万円以下
①通路・出入り口の拡張工事
②階段の設置、改良工事
③浴室改良工事 ・床面積の増加工事
・浴槽のまたぎ高さの低いものに取り替え
・固定式移乗台、踏み台等の設置等
④便所改良工事 ・床面積の増加工事
同左
・洋式便器への取り替え
・座高を高くする工事
⑤手すり取り付け工事
⑥段差解消工事
⑦出入り口改良工事
⑧床等をすべりにくくする工事
標準的な工事費用相当額が50万円超
50万円超
（補助金等の額を差し引く）
床面積が50㎡以上等
築後10年以上を経過した住宅
増改築等工事証明書、登記事項証明書等
写真や領収書等（工事完了後3カ月以内に申告）

税制・ローン

れます。また、固定資産税の減額措置の併用ができます。

高齢者等

■ バリアフリー改修減税の問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku̲house̲tk2̲000027.html
※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。
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新築

リフォーム 補助金

人生100年時代を支える

★

住まい環境整備モデル事業

住宅の建設

上限300万円
施設の建設

ライフステージに応じて変化する居住ニーズに対応して、高齢者、障害者、子育て世帯など誰も
が安心して暮らせる住環境の整備の促進を目的に先進的なプロジェクトを支援する事業です。

上限3000万円
'20.9.30提案締切

住宅のリフォームであれば1戸あたり上限300万円が補助されます。

提案公募は9月30日まで。プレゼンテーションを経て採択
提案公募は5月29日〜9月30日まで。交付には
「提案事業の評価」
と
「補助金の交付申請等」
の二段階の手続が必要です。評価は評
価委員会が行い、申請者は委員会においてプレゼンテーション
（予定）
が求められます。
募集期間
'20/5/29〜9/30
第１回応募締切7/27

事業着手期限
〜'20/3/31
第2回応募締切'9/30

先導性の高く創意工夫のあるプロジェクトを支援
提案募集する事業の種類は右のとおり。主な要件は下記の

①課題
設定型

国土交通省が設定したテーマに応じた先導的な取組を行
う事業
１．
多様な世帯の互助を促進する地域交流拠点の整備
２．
効果的に見守る高齢者向け住宅の整備
３．
長く健康に暮らせる高齢者住宅の整備
４．
早めの住み替えやリフォームに関する相談機能の整備
住宅団地の再生につながる地域の居住継続機能の整備
５．

②事業者
提案型

提案者が独自で事業テーマを提案し、先導的な取組を行
う事業

③事業
育成型

①課題設定型、または②事業者提案型に掲げる事業を実
現するために必要な調査・検討等の準備段階の取組
※原則、当該事業完了後、①課題設定型または②事業者
提案型として、提案するもの

①〜④です。
①高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資す
る住まいづくり・まちづくりの推進上効果を高めるための
情報公開を行うものであること
②新たな技術やシステムの導入または多様な世帯の互助
や交流の促進に資するものであること
③2020年度中に事業に着手するものであること
④2020年度初めての提案であること
改修の場合は1戸当たりの補助額の上限は300万円まで。
高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する
施設の1施設当たりの補助額の上限は3000万円まで。
項目

補助額の上限

備考

住宅等の整備を伴わない設計等は補
①調査設計計画に要す
補助額 ≦ 住宅等の整備に係る設計・工事監理費 × ２/３
助対象外
る費用

項目ごとの補助上限額

全体

（１）住宅等の
整備に要する ②住宅等の
費用
整備に要す

る費用

補助額 ≦ 住宅等の改修に要する費用 × 2/3

直接建設工事費に要する費用が対象
（造成費、用地費は除く）。原則、共同
住宅（分譲）の住戸専用部分は除く

住宅 １戸当たりの補助金の額の上限:300万円
内訳
施設 １施設当たりの補助金の額の上限:3,000万円

（２）技術の検証に要する費用

補助額 ≦ 提案に係る技術の検討や検証に要する費用 提案事業に係る調査・検討費やアドバ
イザー委託費等を含む
× 2/3

（３）情報提供及び普及に要する費用

補助額 ≦ 事業における情報提供及び普及啓発に要する
費用 × 2/3

選定１案件あたりの補助上限額

「課題設定型」「事業者提案型」は、３億円/案件
「事業育成型」は５００万円/案件
※新築については36ページ参照

■ 住まい環境整備モデル事業の問い合わせ先
住まい環境整備モデル事業評価事務局
http://100nen-sw.jp
FAX：
０３‒３478‒1086 info@100nen-sw.jp （質問・相談については、原則として、電子メールまたはファクス）
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