
振

興

局
市町村 制度名 補助対象工事・補助額 問い合わせ先 電話

住宅太陽光発電システム導入補助 太陽光発電システムの設置…1kWあたり7万円、上限21万円

住宅耐震改修補助
住宅の耐震診断・耐震改修    耐震診断…上限5万円    耐震改修…上限30万円

空き家改修補助金 空き家の改修…対象費用の1/2、上限50万円（町内業者利用の場合10％増額） 総務企画課

住宅改修補助金

30万円以上の省エネルギー化、性能維持・向上工事
①省エネルギー化工事…対象費用の1/3、上限10万円  ※二世帯同居に合わせて工事を行った場
合は、上限20万円
②性能維持・向上工事…対象費用の1/10、上限10万円

建築総務課 0166-25-9708

地域エネルギー設備等導入促進事業

住宅へのエネルギー設備等の導入
①地中熱ヒートポンプ…対象費用の1/3、上限 50万円
②ペレットストーブ…対象費用の1/3、上限20万円
③太陽光発電設備…対象費用の1/10、上限15万円
④ガスエンジンコージェネレーション（コレモ）…対象費用の1/10、上限8万円
⑤燃料電池システム（エネファーム）…対象費用の 1/10、上限15万円
⑥定置用リチウムイオン蓄電池…対象費用の1/10、上限15万円

環境総務課 0166-25-5350

住宅耐震改修補助制度 耐震改修…対象費用の23/100、上限82.2万円

耐震診断補助制度 耐震診断…対象費用の2/3、上限8.9万円

住宅雪対策補助制度 30万円以上の融雪施設設置工事、雪対策のための住宅改修工事…一律10万円 建築総務課 0166-25-9708

住宅建築促進支援事業

住宅の新築工事…対象費用の1/20、上限100万円
 ※高校生以下の子どもが同居する場合1人につき30万円加算、移住した場合100万円加算、U
ターンした場合50万円加算、定住する場合30万円加算、町内事業者で住宅を新築する場合50万
円加算

空き家改修支援事業補助金

空き家の改修…対象費用の1/2、上限50万円
※高校生以下の子どもが同居する場合1人つき10万円加算、町外から転入した場合10万円加算、
町内事業者の場合は対象費用の1/5、上限10万円加算

民間賃貸共同住宅建設促進事業

賃貸共同住宅の建設
①町内業者…1.5万円/㎡、1戸あたり上限100万円
②町外業者…1万円/㎡、1戸あたり上限65万円

上富良野
町

住宅リフォーム等助成事業
住宅の改修、太陽光発電システムの設置…対象費用の15％、上限20万円

建設水道課 0167-45-6981

既存住宅耐震改修補助金制度 住宅の耐震改修工事…最大30万円 建設課 0165-34-2121

住宅新築・改修促進助成事業

新築、改修工事
①町内業者による住宅の新築…60万円
②町外業者による住宅の新築…30万円
③町内業者による住宅の改修…30万円
④町外業者による住宅の改修…15万円

総務課 0165-26-9021

占冠村 マイホーム奨励事業
住宅の新築、建替…50万円    ※
5年以上住む場合20万円分の商品券交付 企画商工課 0167-56-2124

下川町 快適住まいづくり促進事業

町内業者による住宅の新築、改修、中古住宅の取得
①新築…対象費用の1/20、上限150万円、※地域材使用で1㎥あたり5万円加算で上限100万円
②100万円以上の改修…対象費用の1/5、自宅の場合上限150万円、賃貸の場合上限75万円
③中古住宅…対象費用の1/5、上限150万円
④環境負荷の低減…住宅新築等でC値0.5c㎡/㎡以下を満たした場合20万円加算、UA値0.24w/㎡･
k以下を満たした場合30万円加算、住宅に30万円以上の木質バイオマス活用機器を設置で20万
円、太陽光発電システム設置で対象費用の1/6、上限15万円

建設水道課 01655-4-2511

住宅建築支援事業補助金制度

20万円以上の住宅の新築・増築・改築の工事…対象費用の1/10、上限25万円
 ※子育て世帯・転入・定住・三世代同居・近居の場合25万円加算、鷹栖小学校通学区域に建設
した場合50万円加算、町内事業者の場合対象費用の1/4加算、上限10万円

空き家改修支援事業補助金制度

20万円以上の空き家の改修工事…対象費用の1/2、上限30万円
※子育て世帯・転入・定住・三世代同居・近居は20万円加算、町内事業者の場合対象費用の1/4
加算、上限10万円

住宅用太陽光発電システム設置補助事業 太陽光発電システムの設置…1kWあたり5万円、上限20万円

町産材活用促進事業 町産材を使用した住宅の新築…上限250万円 建設水道課

未来へつなぐ宅地循環促進事業

空き家・中古住宅の建替
①空き家・中古住宅除却…対象費用の1/2、上限100万円
②新築・町産材費用…上限250万円

まちづくり推進課

新定住応援促進事業補助事業 住宅の新築…100万円（うち30万円分商品券） 企画課 0167-44-2133

住宅リフォーム促進事業補助金
商工会会員による20万円以上の住宅のリフォーム工事…対象費用の3/10、上限50万円

住宅用太陽光発電システム設置補助事業 太陽光発電システムの設置…1kWあたり5万円、上限20万円

産業担い手サポート事業補助金 住宅の増改築…対象費用の1/2、上限50万円 農林課 0167-44-2124

名寄市 ずっと住まいる応援事業
住宅の購入、改修工事等…上限20万円
※移住者・空き家の改修・居住誘導区域の場合各5万円加算、上限10万円 産業振興課 01654-3-2111

定住住宅取得助成制度

100万円以上の住宅の新築、購入…対象費用の1/10、新築は上限50万円、中古は上限30万円
※転入の場合20万円加算、子育て世帯の場合10万円加算、町内業者の場合50万円加算、地域材
の使用の場合上限30万円（認証材使用は上限100万円） まちづくり推進課 0166-74-6171

住宅リフォーム等助成事業

町内業者による10万円以上のリフォーム工事
①省エネルギー化…対象費用の 1/2、上限10万円
②バリアフリー化…対象費用の1/2、上限30万円
③一般改修…対象費用の1/2、上限10万円

既存住宅耐震改修費補助金 町内業者による耐震改修…上限30万円

東神楽町 未来につなげる「住まいの輪」促進事業

①省エネルギー化工事…対象費用の3/10、上限150万円
②バリアフリー化工事…対象費用の3/10、上限10万円
③耐震改修工事…最大30万円
④耐震基準を満たしていない住宅の建替に伴う解体工事…対象費用の1/10、上限15万円  ※き
た住まいるサポートシステムに登録する場合は10万円加算
⑤建替支援事業…1/10、きた住まいるサポートシステムに登録する場合上限20万円、しない場
合上限10万円    ※中学生以下の子供がいる場合10万円加算、きた住まいるメンバーが設計・
施工した場合10万円加算

建設水道課 0166-83-5414

景観住宅建築支援事業
景観に配慮した住宅を新築…町内業者施工による物置およびカーポート等工事費の1/2、上限50
万円

きた住まいる建設推進事業

きた住まいる住宅の新築
①町内業者の場合…対象費用の1/2、上限150万円（二世帯住宅の場合上限300万円）
②町外業者の場合…対象費用の1/2、上限100万円（二世帯住宅の場合上限200万円）
※北方型住宅2020の基準に適合する場合は50万円加算

二世帯居住推進事業
住宅の新築、増改築…対象費用の1/2、上限50万円（二世帯住宅の場合上限100万円）

既存住宅耐震改修補助事業 住宅の耐震改修…対象費用の1/2、上限30万円

高齢者住宅新築支援補助事業

高齢者のための新築
①町内業者の場合…対象費用の1/2、上限50万円
②町外業者の場合…対象費用の1/2、上限25万円

高齢者世帯リフォーム支援事業
町内業者による高齢者のための住宅リフォーム工事…対象費用の1/2、上限25万円

高齢者住宅バリアフリー改修事業
町内業者による高齢者のためのバリアフリー改修工事…対象費用の1/2、上限25万円

木造住宅の耐震改修補助 住宅の耐震改修工事…最大30万円 建設課 0166-85-4807

住宅リフォーム支援事業

100万円以上で築30年以上の戸建住宅のリフォーム
①町内業者による場合…50万円
②町外業者による場合…30万円

総務企画課 0166-85-4802

★2022年度 道内市町村住宅関連補助制度★
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愛別町
建設管理課

01658-6-5111

旭川市

建築指導課 0166-25-8597

上川町 産業経済課 01658-7-7667

剣淵町

鷹栖町 総務企画課 0166-87-2111

当麻町 0166-84-2111

中富良野町 建設水道課 0167-44-2123

美瑛町

建設水道課 0166-92-4460

東川町 都市建設課 0166-82-2111

比布町
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★2022年度 道内市町村住宅関連補助制度★

美深町 快適な住まいづくりと商工業振興事業補助金

①町内業者による30万円以上の改修工事…対象費用の1/5、外壁・屋根・内装・風呂・玄関など
一般改修の場合上限30万円、樹脂サッシ・段差解消・手摺りなど特別改修の場合上限20万円、
子育て増築の場合上限50万円
②住宅新築…対象費用の 1/5、町内業者施工の場合上限100万円、子育て世帯で町内業者施工の
場合上限200万円、町外業者のみ施工の場合上限30万円、子育て世帯で町外業者のみ施工の場合
60万円
③新エネルギー工事…対象費用の1/5、上限50万円
④町産材使用…新築で対象費用の4/5、町内業者施工の場合上限200万円、町外業社施工の場合
上限120万円、改修で対象費用額、一般改修の場合上限20万円、特別改修の場合上限 15万円、
子育て増築の場合上限30万円

総務課 01656-2-1645

リフォーム・多世代同居住宅取得補助事業

リフォーム工事や住宅の購入
①一般世帯のリフォーム…対象費用の1/10、上限 20万円
②多世代同居のリフォーム…対象費用の1/10、上限50万円
③多世代同居の新築・建売住宅購入…上限50万円 ※市内建設業者の場合30万円加算、義務教育
修了前の子どもを養育・同居する場合20万円加算
④多世代同居の中古住宅購入…上限30万円 ※義務教育修了前の子どもを養育・同居する場合20
万円加算

都市建築課 0167-39-2316

再生可能エネルギー導入促進事業補助事業

ペレット・薪ストーブ、太陽光発電システムの導入
①ペレット・薪ストーブ…対象費用の1/2、上限15万円
②太陽光発電システム…上限15万円

環境課 0167-39-2308

持ち家建設促進事業

住宅の新築、購入…対象費用の1/5、上限200万円
※新築の場合200万円加算、中古住宅購入の場合200万円に経年減点補正率を乗じた額を加算、
北方型住宅2020の場合100万円加算、長期優良住宅の場合50万円加算

住宅リフォーム補助金事業 30万円以上の住宅の改修…対象費用の2/5、上限30万円

高齢者等の住みやすい住宅改造事業 高齢者、身体障害者のための住宅改修…対象費用の1/2、上限50万円 保健福祉課 0165-35-3090

マイホーム助成事業

住宅の新築、購入、増築
①新築、購入、建替え…対象費用の1/10、上限100万円
②増築、中古住宅購入…対象費用の1/10、上限30万円
※新築等で土地を購入した場合購入金額の1/2、上限50万円加算、町内業者で新築の場合20万円
加算、移住者20万円加算、移住者で義務教育修了前の子どもが同居する場合40万円加算、中古
住宅を改修する場合対象費用の1/2、上限50万円加算
※一部南富良野町商工会商品券で支給

民間賃貸住宅建設助成事業 賃貸共同住宅を新築…最大100万円
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南富良野町 企画課 0167-52-2115

富良野市

幌加内町
建設課 0165-35-2123


