★2019年度道内市町村住宅関連補助制度★
振興局

市町村
愛別町

補助対象工事・補助額

制度名

電話

定住促進空き家改修支援事業

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

01658-6-5111

山村定住促進補助事業

江丹別地域での住宅購入・新築・改修など ①基本額…対象費用の50％以内、上限300万
円 ②新築・購入…対象費用の1/10、上限100万円加算 ※世帯に中学2年生までの子供が
いる場合1人につき20万円加算

地域振興課

0166-25-5316

やさしさ住宅補助制度

30万円以上のバリアフリー化工事…一律10万円
建築総務課
住宅政策係

0166-25-9708

建築指導課
建築安全推進係

0166-25-8597

建築指導課
建築管理係

0166-25-8561

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
木質バイオマスストーブ…対象費用の1/3、上限20万円 ③太陽光発電設備…対象経費の
地域エネルギー設備等導入促進事 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）…対象経費の1/10、上限8
業
万円 ⑤燃料電池システム（エネファーム）…対象経費の1/10、上限15万円 ⑥定置用リチウ
ムイオン蓄電池…対象経費の1/10、上限15万円 ⑦HEMS…対象経費の1/3、上限3万円
※HEMSは太陽光発電設備またはコレモ、エネファームと組み合わせることができます。

環境総務課

0166-25-5350

住宅耐震改修補助事業

耐震改修…対象費用の2/3、上限8万9000円

建築指導課

0166-25-8597

上川町

住宅リフォーム等補助事業

町内業者による住宅リフォーム工事 ①リフォーム…50万以上の工事で対象費用の1/5、上限
30万円 ②エコ改修…対象費用の1/5、上限20万円 ③新・省エネ設備設置…対象費用の
1/10、上限20万円 ④木質ペレットストーブ…対象費用の1/10、上限5万円 ⑤バリアフリー…
対象費用の1/5、上限20万円 ⑥耐震改修…対象費用の1/5、上限50万円

建設水道課

01658-2-4060

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
建設班

0167-45-6981

住宅新築促進助成事業

市内業者による住宅の新築…上限100万円
商工労働観光課

0165-23-3121

住宅改修促進助成事業

市内業者による50万円以上100万円未満の改修工事…10万円
市内業者による100万円以上の住宅の増改築工事…20万円

マイホーム奨励事業

住宅の新築、購入…50万円

企画商工課
企画担当

0167-56-2124

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、購入等 (1)地域材を使用した住宅の新築…上限280万
円 (2)改修 ①戸建…上限150万円 ※地域材使用で最大50万円加算 ②賃貸住宅…上
限75万円 ※地域材使用で最大25万円加算 (3)中古住宅購入…対象費用の1/5、上限
150万円 (4)環境負荷低減 ①新築でC値基準以上…40万円（UA値基準以上で60万円
加算） ②改修でC値基準以上…20万円（UA値基準以上で30万円加算） ③外壁での地
域材使用…20万円加算 ④木質バイオマス活用機器…20万円 ⑤太陽光発電システム設置
…対象費用の1/6、上限15万円 ⑥住宅が建築されている土地に10万円以上の敷地内緑化
…5万円

環境未来都市
推進課

01655-4-2511

住宅建築支援事業補助制度

20万円以上の住宅の新築、増改築工事…対象経費の1/2、上限30万円 ※中学生以下の
子供がいる場合は各10万円加算、転入・定住は各30万円加算、二世代同居・近居は各50万
円加算、町内事業による改修工事加算は上限10万円

定住促進住宅建設事業

賃貸住宅の新築…対象費用の1/4、1戸あたり上限150万円

総務企画課
地域振興係

0166-87-2111

健康福祉課
健康長寿係

0166-87-2112

住宅改修促進事業

30万円以上の省エネルギー化工事…対象費用の1/3、上限10万円 30万円以上の性能維
持・向上工事…対象費用の1/10、上限10万円

住宅耐震診断補助制度

住宅の耐震診断…30万円以上の工事、一律10万円

不良空き家住宅除去費補助事業

不良空き家の除却…30万円、または延べ床面積1㎡あたり1.04万円（木造）、1.48万円
（非木造）のいずれか少ない額

旭川市

上
川

問い合わせ先

士別市

占冠村

下川町

鷹栖町

定住推進空き家改修支援事業

20万円以上の空き家バンクに登録されている物件の改修…対象費用の1/2、上限50万円 ※
中学生以下の子供同居の場合、町内事業者施工、転入者は各10万円加算

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

当麻町

安心すまい住宅補助事業

障害者、高齢者のための屋根の雪下ろし…対象費用の2/3、上限2万円

おかえりふる里応援事業

きた住まいる住宅の新築 ①町産材使用…450万円 ②町産材不使用…200万円

木質燃料ストーブ等設置補助金

木質燃料ストーブの設置…対象費用の1/2、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…250万円

まちづくり推進課
0166-84-2111
建設水道課

★2019年度道内市町村住宅関連補助制度★
振興局

市町村

中川町

補助対象工事・補助額

問い合わせ先

電話

100万円以上の住宅の新築、リフォーム (1)新築 ①町内業者…250万円 ②町外業者…
住宅新築・リフォーム促進助成事業 200万円 (2)リフォーム、増築 ①町内業者…対象費用の3/10、上限80万円 ②町外業者
…対象費用の1/5、上限60万円

総務企画財政室

01656-7-2819

新定住応援促進事業

新築住宅の取得…100万円（うち30万円分商品券）

総務課
まちづくり推進係

0167-44-2122

住宅リフォーム促進事業補助金

商工会会員による住宅のリフォーム工事…対象費用の3/10、上限50万円
※元請が商工会会員でないが、下請けが商工会会員を使用した場合は商工会会員の工事費の
15%が補助。上限25万円
産業建設課
建築係

0167-44-2123

建築課指導係

01655-3-2511
（内線226）

建設水道課
建築係

0166-92-4460

建設水道課
建設グループ

0166-83-5414

都市建設課

0166-82-2111

都市建築課

0167-39-2316

環境課

0167-39-2308

建設課

0165-35-2123

保健福祉課

0165-35-3090

企画課
企画振興係

0167-52-2115

保険福祉課
福祉係

0165-32-2000

制度名

中富良野町
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

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

名寄市

木造住宅耐震診断補助事業

住宅の耐震診断…上限5万円

木造住宅耐震改修補助事業

住宅の耐震改修…上限30万円

住環境整備費助成事業

町内業者によるバリアフリー改修…上限34万円

美瑛町

東神楽町

上
川
東川町

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

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170万円 ②バリアフリー化工事…工事費の
3/10、上限30万円 ③耐震改修工事…工事費1/10、上限50万円 ④耐震工事（解体）
…工事費の1/10、上限15万円 ⑤住宅建替支援…工事費の1/10、上限10万円 ※子育て
世帯は10万円加算 ※設計・施工がきた住まいるメンバーの場合10万円加算 ※④、⑤のみき
た住まいるサポートシステム登録で10万円加算

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、指定分譲地の場合上限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、指定分譲地の場合上限200万円）

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

薪ストーブ等設置事業

薪ストーブ、木質ブリケットストーブ、木質ペレットストーブの設置…対象費用の1/2、上限50万円

高齢者世帯住宅リフォーム支援事
業

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

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

住宅耐震改修促進助成事業

住宅の耐震改修…最大30万円

住宅リフォーム促進助成事業

市内業者による住宅のリフォーム工事…最大30万円

富良野市
再生可能エネルギー導入促進事業 ペレットストーブ、太陽光発電システムの導入 ①ペレットストーブ…対象費用の1/2、上限15万
補助金
円 ②太陽光発電システム…上限15万円

持ち家建設促進事業

住宅の新築、購入 ①新築…一律200万円 ②中古住宅購入…200万円に経年減点補正率
を乗じた額を合算 ③雇用促進住宅…対象費用の3/4、1戸あたり上限500万円に建築地の評
価額の1/2を合算

幌加内町
住宅リフォーム交付事業

30万円以上のリフォーム工事…対象費用の2/5、上限30万円（町外業者は上限20万円）

高齢者等の住みやすい住宅改造事
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
業

マイホーム助成事業
南富良野町

和寒町

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 ③中古住宅の改修…対象費用の
1/2、上限50万円 ※一部は商品券で支給

住宅リフォーム助成事業

住宅の改修…対象費用の1/2、上限50万円

ふれ愛住宅補助事業

高齢者、身体障害者のための住宅改修…最大50万円

※4月19日までに各市町村ホームページなどで公開されたものを抜粋

