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あんしん住宅助成事業

市内業者が行う改修
①100万円以上の耐震改修…対象費用の1/5、上限50万円
②50万円以上のリフォーム…対象費用の3/20、上限50万円    ※子育て世帯は対象費用の1/5、
上限75万円

民間賃貸住宅リフォーム助成事業 賃貸住宅のリフォーム…対象費用の1/3、上限10万円

民間賃貸住宅建設助成事業 40㎡以上の場合上限100万円、30㎡以上40㎡未満の場合上限90万円

住宅リフォーム助成事業

市内業者による住宅の改修
①バリアフリー…対象費用の1/5、上限18万円
②耐震改修…対象費用の1/5、上限30万円
③一般…対象費用の1/10、上限30万円

都市建設課 0124-27-7835

持ち家取得奨励事業

住宅の新築、購入、建替
①新築住宅の建築、購入…50万円（特定空き家の土地を取得し、除却後に新築した場合は300万
円）  ※子育て世帯の場合20万円加算、移住者の場合100万円加算、市内業者の場合50万円加算
②中古住宅の購入…対象費用の1/2、上限100万円    ※移住者の場合上限200万円、子育て世帯
の場合20万円加算

都市建設課住宅係 0124-27-7381

北方型住宅建設費補助金 市内業者による北方型住宅2020の新築、購入…30万円

木造住宅耐震改修等助成制度

住宅の耐震改修
①耐震診断…対象費用の4/5、上限4万円
②耐震改修…対象費用の2/5、上限100万円
③建替に伴う除却…対象費用の2/5、上限80万円

定住促進制度

住宅の新築、購入
①新築…200万円(転入者は250万円）  ※市内業者の場合100万円加算、二世帯住宅の場合50万
円加算、建替で既存住宅を撤去した場合50万円加算、市の指定用地の場合100万円加算
②中古住宅…対象費用の1/2、上限100万円(転入者は上限150万円）

企画財政課 0125-42-3214

住宅改修助成金

住宅の改修、除却
①改修…対象費用の1/5、上限50万円
②除却…対象費用の1/4、上限50万円
※耐震改修の場合上限100万円

建設課 0125-42-2223

定住促進住宅取得応援助成

住宅の新築、購入
 ①新築…150万円
②中古住宅購入…50万円
※40歳未満の若者夫婦、中学生以下の子どもがいる場合25万円+商品券25万円分加算

住宅リフォーム等補助金
町内事業者による50万円以上のリフォーム工事…対象費用の3/10、上限30万円

雨竜町 持ち家定住奨励事業

宅地の購入、住宅の新築、リフォーム
①宅地…雨竜町の分譲宅地の場合対象費用の1/2、転入者の場合対象費用の1/2、町内在住者の
場合対象費用の1/3、上限150万円
②1000万円以上の新築…対象費用の1/10、上限300万円
③100万円以上のリフォーム…対象費用の1/10、上限100万円

総務課 0125-77-2211

上砂川町 移住定住者奨励金

住宅の新築、購入
①新築…150万円
②中古住宅購入…50万円
※転入者で世帯主の場合20万円、単身者の場合10万円、16歳以下の子供がいる場合10万円加算 企画課地域振興係 0125-62-2223

若者移住促進助成制度

40歳未満または中学生以下の子と同居する人の住宅の取得、リフォーム
①新築…80万円    ※町内業者の場合20万円加算、土地がエコビレッジ湯地の丘の場合20万円
加算
②100万円以上の中古住宅購入…対象費用の1/10、上限30万円
③町内業者による50万円以上のリフォーム…対象費用の3/10、上限30万円

若者定住推進課 0123-73-7521

住宅用太陽光発電システム設置費補助金 最大出力値×4万8000円、上限21万円 環境政策課 0123-73-7511

人にやさしい住宅助成事業

住宅の改修
①10万円以上のバリアフリー改修…対象費用の3/10、上限30万円
② 50万円以上の耐震改修…対象費用の1/5、上限50万円
③解体…対象費用の1/5、上限20万円

建設課 0123-73-7513

新築・中古住宅取得助成事業

住宅の新築、購入
①新築…転入者で町内業者の場合180万円、町外業者の場合 150万円、町民で町内業者の場合
150万円、町外業者の場合130万円
②中古住宅の購入…町外から転入し取得した場合80万円、町内者が取得した場合50万円
※①②ともに中学生以下の子ども1人につき「ふれあい商品券15万円分」加算、町内に親が居住
している場合20万円加算

アパート新築助成制度

アパートの新築
①町内業者施工：1戸あたり100万円、上限1000万円
②町外業者施工：1戸あたり60万円、上限600万円
※太陽光発電システムなど新エネルギー設備設置の場合は、設置費用の1/3、上限200万円を加
算

安心すまいる（リフォーム）助成事業 町内業者による25万円以上の住宅改修…対象費用の1/5、上限40万円

住宅耐震化等助成事業

住宅の耐震診断、耐震改修
①耐震診断…対象費用の2/3、上限15万円
②耐震改修…対象費用の1/5、上限100万円

まちなか住まいる等（住宅建設または購入）補助金

住宅の新築、購入
①新築…まちなか居住区域：町内業者の場合対象費用の5％、上限120万円、町外業者の場合対
象費用の3％、上限70万円、区域外：町内業者の場合対象費用の4％、上限100万円、町外業者の
場合対象費用の2％、上限50万円
②中古住宅…まちなか居住区域：築後1～5年3％、5～10年4％、10年超5％、区域外：築後1～5
年2％、5～10年3％、10年超4％

永く住まいる（住宅改修）補助金

50万円以上の改修
①リフォーム…市内業者の場合対象費用の1/5、上限40万円、市外業者の場合対象費用の1/10、
上限20万円
②擁壁改修工事…対象費用の3/10、上限200万円

高齢者等安心住まいる（住宅改修）補助金
3万円以上の高齢者向け改修…市内業者の場合対象費用の4/5、上限22万円、市外業者の場合対
象費用の2/3、上限18万円

住宅用太陽光発電システム導入費補助金
太陽光発電システムの導入…市内業者の場合対象費用の1/5、上限50万円、市外業者の場合対象
費用の1/10、上限25万円

子育て支援補助金

住宅の新築、購入
①子育て世帯…子供1人あたり10万円
②40歳以下の若年夫婦世帯…10万円

同居近居促進補助金

住宅の新築、購入
①新築…同居の場合30万円、近居の場合10万円
②中古住宅…同居の場合20万円、近居の場合5万円

新築住宅取得補助金交付事業

住宅の新築…100万円
※新婚世帯の場合50万円加算、高校生以下の子供がいる場合1人につき50万円加算、3人まで 企画課企画・まちづくり係

住宅リフォーム補助金

住宅、空き家の改修
①現在住んでいる住宅…対象費用の1/3、上限30万円
②空き家…対象費用の1/2、上限100万円

建設課住宅係

快適な住まいづくり住宅補助金

住宅の新築、購入
①新築…町内業者の場合150万円、町外業者の場合50万円、自ら建築した場合50万円
②中古住宅…50万円
※北陽団地、白陽団地、優良林間住宅地に建築した場合50万円加算、中学生以下の子ども1人あ
たり商品券10万円分加算

あんしん住宅補助金
町内業者による30万円以上の住宅改修、太陽光発電システム設置…対象費用の3/10、上限60万
円

月形町 農林建設課住宅建築係 0126-53-2322

総務課企画係 0125-68-2111

建築住宅課 0125-74-8758
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0125-74-8758

★2022年度 道内市町村住宅関連補助制度★

砂川市

秩父別町 0164-33-2111

赤平市 建設課 0125-32-1844

芦別市

岩見沢市 建築課建築指導係 0126-35-4697

歌志内市

浦臼町

栗山町

新十津川町

総務課 0125-76-2131

建設課 0125-76-2139

建築住宅課



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

★2022年度 道内市町村住宅関連補助制度★

月形町 民間賃貸住宅建設及びリフォーム補助金

民間賃貸住宅の建設、リフォーム
①新築…町内業者の場合1戸あたり60万円、1棟あたり上限600万円、町外業者の場合1戸あたり
50万円、1棟あたり上限500万円
②町内業者によるリフォーム…外装の場合対象費用の3/10、上限50万円、室内の場合対象費用
の3/10、上限30万円

農林建設課住宅建築係 0126-53-2322

住宅新築助成

住宅の新築…転入者で町内業者の場合250万円、町外業者の場合200万円、町内在住者で町内業
者の場合200万円、町外業者の場合150万円    ※若年、子育て世帯は50万円加算

中古住宅購入助成

中古住宅の購入…転入者で120㎡未満の場合100万円、120㎡以上の場合150万円、町内在住者で
120㎡未満の場合50万円、120㎡以上の場合100万円
※若年、子育て世帯は50万円加算

長沼町 住宅リフォーム総合支援助成事業

住宅のリフォーム
①性能向上型…対象費用の3/20
②維持修繕型…対象費用の 1/10
※一般世帯は上限30万円、子育て世帯または転入世帯は上限40万円、子育て世帯かつ転入世帯
は上限50万円

都市整備課建築係 0123-76-8024

南幌町 子育て世代住宅建築費助成金
指定地区での住宅の新築…転入者の場合上限200万円、町民の場合上限100万円

まちづくり課 011-398-7021

住んで快適住まいる応援奨励金

住宅の新築、改修、中古住宅購入
①新築…20代170万円、30代130万円、40代以上 80万円    ※土地購入の場合30万円加算、町内
業者の場合70万円加算、中学生以下の子ども1人につき50万円加算、結婚してから3年以内に新
築する場合50万円加算
②中古住宅の購入…対象費用の1/2、上限50万円
③町内業者によるリフォーム…対象費用の1/4、上限25万円
④町内業者による耐震改修…対象費用の1/4、上限50万円

住民生活課 0164-35-2115

住宅リフォーム助成制度 10万円以上のリフォーム…対象費用の1/4、上限25万円 建設課 0164-35-2116

美唄市 移住・定住促進助成制度

住宅の新築、購入
①新築…100万円    ※市内業者の場合30万円加算
②中古住宅の購入…対象費用の1/10、上限50万円
※①②ともに子育て支援20万円加算、15歳未満の子供3人目から1人につき10万円加算

美唄デザイン課 0126-62-3137

緊急経済対策住宅リフォーム助成制度
住宅のリフォーム…対象費用の1/5、上限20万円
※まちなか居住推進エリアの場合は対象費用の1/3、上限30万円

住宅持家促進助成制度

住宅の新築…対象費用の1/20、市外業者の場合上限30万円、市内業者の場合上限 100万円
※まちなか居住推進エリアは100万円加算、子育て世帯は10万円加算、移住世帯は10万円加算、
三世代同居の場合は100万円加算

住宅バリアフリー改修助成制度
住宅のバリアフリー改修…対象費用の1/5、上限20万円
※まちなか居住推進エリアの場合は対象費用の1/3、上限30万円

住宅耐震改修促進助成制度
①木造住宅の耐震改修…対象費用の1/3、上限40万円
②耐震改修設計…対象費用の2/3、上限10万円

老朽空き家解体助成制度
老朽空き家の解体…対象費用の1/5、上限20万円
※まちなか居住推進エリアの場合は対象費用の1/3、上限30万円

中古住宅等取得助成制度
中古住宅の購入…対象費用の1/10、上限30万円
※まちなか居住推進エリアの場合は上限80万円、移住世帯の場合10万円加算

まちなか空き地活用促進助成制度

空き地の売買
①購入者…対象費用の1/5、上限50万円
②売却者…対象費用の1/20、上限10万円

住宅建設等費用助成事業

住宅の新築、購入
①新築…転入者で市内業者の場合150万円、市外業者の場合 100万円、市民で市内業者の場合
100万円、市外業者の場合70万円
②100万円以上の中古住宅の購入…対象費用の1/10、上限50万円

住まいのリフォーム助成事業

市内事業者による50万円以上のリフォーム工事
①増改築…対象費用の1/10、上限30万円
②耐震改修…対象費用の1/4、上限50万円
③耐震診断…対象費用の2/3、上限4万円
④太陽光発電システムの設置…対象費用の1/10、上限20万円

住宅新築支援事業

住宅の新築…対象費用の1/10（商品券）、町内業者の場合上限100万円、町外業者の場合上限50
万円
※18歳未満の子供1人につき20万円加算、新規移住者の場合20万円加算

中古住宅購入支援事業
中古住宅の購入…対象費用の1/10、上限50万円
※新規移住者の場合商品券20万円分加算

新築住宅取得費補助金

住宅の新築、購入…市民の場合100万円、転入者の場合150万円
※子供1人の場合40万円加算、子供2人以上の場合80万円加算、市内業者の場合20万円加算

中古住宅取得費補助金

100万円以上の中古住宅の購入…市民の場合対象費用の1/4、上限50万円、転入者の場合対象費
用の3/10、上限75万円
※子供1人につき25万円加算

リフォーム工事費補助金
50万円以上のリフォーム工事…市内業者の場合対象費用の1/5、上限50万円、市外業者の場合対
象費用の1/10、上限30万円

由仁町 結婚新生活支援事業 新婚世帯の住宅購入、賃料、礼金、共益費、仲介手数料…上限30万円 地域活性課 0123-83-2112
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奈井江町 企画財政課政策推進係 0125-65-2112

沼田町

深川市 建築住宅課建築係 0164-26-2323

三笠市 建設課住宅係 01267-2-3998

妹背牛町 企画振興課 0164-34-8581

夕張市 建設課建築住宅係 0123-52-3119


