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住環境・店舗等整備補助金

町内業者による住宅の新築、増改築、リフォーム、購入など
①新築、増改築、改修…上限150万円
②住宅構造部にカラマツ材を利用…上限100万円加算
③中古住宅購入…対象費用の1/8、上限150万円
④耐震診断…対象費用の1/2、上限3万円
⑤耐震改修…上限150万円

総務課企画財政室
企画調整担当

0156-28-3851

木質ペレット燃焼機器導入補助

木質ペレット燃焼器の設置…購入費用の3/4、上限30万円
経済課商工観光振興室

商工観光・エネルギー担当
0156-28-3863

住宅取得応援奨励事業
住宅の新築、購入…対象費用の5％、上限20万円の商品券
※町内業者による新築は現金20万円加算

住宅等リフォーム促進奨励金

町内業者による50万円以上の住宅リフォーム工事…対象費用の1/10、上限20万円の商品券
※転入者で交付額が10万円以上の場合は8割現金交付も選択可能

民間賃貸住宅建設促進事業補助金
賃貸住宅の新築    ①町内業者…最大5万円/㎡    ②町外業者…最大3.5万円/㎡

定住住宅取得補助

住宅の新築、購入
(1)新築①転入者…200万円 ②町民…100万円    ※町内業者利用で50万円加算
(2)中古住宅購入 ①転入者…対象費用の1/10、上限100万円 ②町民…対象費用の1/10、上限50
万円

まちづくり政策課
まちづくり推進係

015-576-2112

木質ペレットストーブ導入支援事業補助金 木質ペレットストーブの設置…対象費用の1/2、上限15万円

太陽光発電システム導入補助金 太陽光発電システムの設置…1kWあたり7万円、上限20万円

住宅リフォーム補助金
町民が町内業者を利用して行う50万円以上のリフォーム…対象費用の1/5、上限50万円の商品券

施設課管理係 015-576-2149

木造住宅耐震診断補助事業 住宅の耐震診断…対象費用の2/3、上限13万円

木造住宅耐震改修補助事業 住宅の耐震改修…最大50万円

木造住宅耐震改修等補助制度

木造住宅の耐震診断、耐震改修
①耐震診断…3万円
②耐震改修…最大30万円

空家活用定住促進事業
居住のために町内の空き家を購入…対象費用の1/3、上限50万円
※転入世帯、子育て世帯は10万円加算

やさしい住宅改修費補助事業 高齢者、障害者の住宅のバリアフリー改修…対象費用の1/3、上限20万円

住宅用太陽光発電システム普及促進事業補
助金

太陽光発電システムの設置…対象費用の1/3、上限10万円
環境生活課

おびひろスマイル住宅補助事業
市内事業者によるきた住まいる住宅、長期優良住宅、低炭素住宅の新築…20万円

住まいの改修助成金 市内事業者による10万円以上の性能向上改修、バリアフリー改修…5万円

ユニバーサルデザイン住宅補助金

市内事業者によるユニバーサルデザイン住宅の新築、増改築、改造
①新築…20万円
②増改築…対象費用の1/2、上限20万円
③改造…対象費用の4/5、上限40万円

空家改修補助金
居住のために購入した空き家の市内事業者による改修…対象費用の30%、上限30万円

木造住宅耐震診断補助制度 住宅の耐震診断…対象費用の1/2、上限5万円

木造住宅耐震改修補助制度 住宅の耐震改修…最大30万円

帯広市 新エネルギー導入促進補助金

新エネルギー機器等の導入
①太陽光発電システム…対象費用の1/10、定置型蓄電池なし：上限5万円、定置型蓄電池あり：
上限15万円
②木質ペレットストーブ…対象費用の1/2、上限10万円
③エコキュート…対象費用の1/10、上限3万円
④エコジョーズ…対象費用の1/10、ガスエンジンコージェネレーションシステムなし：上限3万
円、ガスエンジンコージェネレーションシステムまたは家庭用燃料電池あり：上限11万円

環境課 0155-65-4135

定住住宅建設等促進奨励事業

町内業者による住宅の新築、リフォーム工事
①新築…最大50万円
②リフォーム…対象費用の1/10、上限20万円
※全額商品券で支給

定住促進賃貸住宅建設助成事業
①町内業者による戸建新築…最大240万円    賃貸住宅の新築…最大200万円
②町外業者による戸建新築…最大140万円    賃貸住宅の新築…最大110万円

子育て支援・少子化対策住宅建設助成金

中学生以下の子供がいる世帯の住宅新築、購入
①新築…子供1人あたり100万円※町内業者施工で50万円加算
②中古住宅購入…対象費用の1/3、子供1人あたり50万円
※一部を商品券で支給

民間木造住宅耐震診断事業費補助金 耐震診断…対象費用の2/3、上限3万円

住宅建設等助成金

住宅の新築、購入、増築
①新築…最大50万円
②中古住宅購入…最大30万円
③増築…最大25万円
※用地購入加算…最大40万円    移住者加算…50万円    子育て加算…18歳未満の同居者1人あ
たり10万円    高齢者応援加算…65歳以上の申請者及び同居者1人あたり10万円    要支援者応
援加算…申請者及び同居者に要介護・要支援者認定者等がいる場合1人あたり10万円    太陽光
発電設置加算…10万円

住宅リフォーム支援事業

村内業者による30万円以上のリフォーム…対象費用の20%、上限20万円（世帯内に65歳以上か18
歳未満がいる場合は30％、上限30万円）
※半額を商品券で交付

定住促進住宅建設奨励制度

住宅の新築、増築、改修、中古住宅購入
(1)新築、増築    ①町内業者…1万円/㎡、上限100万円    ②町外業者…1万円/㎡、上限50万
円
(2)改修…上限32万円    ※全額商品券で支給
(3)中古住宅購入…対象費用の1/10、上限30万円

賃貸住宅建設奨励制度 賃貸住宅の新築…最大300万円    ※全額商品券で支給

住宅用太陽光発電システム導入費補助制度 太陽光発電システムの導入…3.5万円/kW、上限10万円

結婚新生活支援事業 新婚世帯の住宅の購入、リフォーム、引越し…上限30万円

耐震改修促進事業 耐震診断…費用の2/3、上限4万円    耐震改修…上限30万円 建設水道課 0156-66-4033

結婚新生活支援事業 新婚世帯の住宅の購入、リフォーム、賃貸、引越し…上限30万円 総務企画課 01564-5-5212

マイホーム建設支援事業補助金

①新築住宅の建設、購入…50万円
②中古住宅の購入…25万円
※1/2は商品券で支給    子ども加算…18歳未満の子供1人30万円、2人目以降10万円    分譲地
転入加算…町外からの転入者による住宅の新築に50万円

建設課 01564-5-5216

住宅リフォーム費用助成事業 町内事業者による30万円以上のリフォーム…費用の1/10、上限10万円

定住雇用促進賃貸住宅建設事業

賃貸住宅の建設
①町内業者…2万円/㎡（従業員が入居する場合は1万円/㎡）
②町外業者…1万円/㎡

しみずマイホーム取得奨励金交付制度

住宅の新築、購入
①町内業者による新築…80万円（子育て世帯は100万円、町外業者は半額）
②中古住宅の購入…40万円（子育て世帯は50万円）
※一部商品券で支給

住宅リフォーム・太陽光発電システム導入奨
励金交付制度

町内業者による50万円以上のリフォーム…対象費用の1/10、上限15万円の商品券
※併せて太陽光発電システムを導入する場合は上限5万円を加算

定住促進賃貸住宅建設補助金

町内業者による2LDK以上の賃貸住宅の新築、リフォーム
①新築…上限100万円
②リフォーム…上限50万円

木造住宅の耐震診断・耐震改修の補助制度 耐震診断…上限5万円    耐震改修…上限50万円 建設課 0156-62-2113

結婚新生活支援事業補助金交付制度 新婚世帯の住宅の取得、リフォーム、賃貸、引越し…上限30万円 企画課 0156-62-2114

新得町 持家等住宅建築促進制度

住宅の新築、増改築…20万円    ※町内業者施工は30万円、子育て世帯は20万円、転入者は30
万円加算
※全額商品券で支給

地域戦略室 0156-64-0521
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士幌町

産業振興課 01564-5-5213

清水町

商工観光課 0156-62-1156

更別村 水道課建築係 0155-52-5200

鹿追町
企画課企画係 0156-66-4032

0155-65-4179

建築開発課建築指導係 0155-65-4181

上士幌町 建設課 01564-2-4297

★2022年度 道内市町村住宅関連補助制度★

足寄町

池田町 町民課環境住宅係 015-572-3114

浦幌町 産業課商工観光係 015-576-2181

施設課建築住宅係 015-576-2139

音更町

建築住宅課

0155-42-2111

帯広市

建築開発課住まい宅地係
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★2022年度 道内市町村住宅関連補助制度★

定住住宅建設促進制度

アパート・雇用促進住宅の建築
町内業者…3.3㎡あたり最大19万円（戸建は上限380万円）
町外業者…3.3㎡あたり最大9.5万円（戸建は上限190万円）

空き家活用促進制度

空き家の改修…10万円
※町内業者施工は20万円、中学生以下の子供がいる世帯は10万円、転入者は20万円を加算
※全額商品券で支給

大樹でかなえるマイホーム支援補助金

住宅の新築、購入
(1)新築    ①町民…50万円    ②転入者…80万円
※町内業者施工で30万円、太陽光発電、それ以外の再エネ設備、定置型蓄電池の設置で10万
円、子育て世代の同居で最大50万円、長期優良住宅、低炭素住宅、性能向上計画認定住宅、北
方型住宅2020と同等以上の住宅で30万円、高効率機器の設置で10万円加算
(2)中古住宅購入    ①町民…40万円    ②転入者…50万円

建設水道課建築係

住宅リフォーム支援事業補助金

リフォーム工事、内窓サッシ、太陽光発電設備の設置、給水管引込工事または浄水器新設工事
それぞれ対象費用の1/2、上限10万円
※全額商品券で支給 建設水道課管理係

豊頃町 定住促進等住宅取得補助金

住宅の新築、購入
①新築…上限100万円    ※町内業者利用で50万加算、指定区域に建築で80万円加算
②中古住宅購入…最大50万円    ※町内業者施工でリフォームの場合最大100万円加算
※一部商品券で支給 企画課 015-574-2216

中札内スタイル住宅建設奨励金
村で定める基準に適合する住宅の新築、購入…50万円
※北方型住宅に登録された場合80万円

移住促進奨励金

40歳未満の夫婦または中学生以下の子供がいる世帯の住宅の新築、購入
①新築…50万円
②購入…対象費用の5％、上限50万円
※上記に当てはまらない場合
①道外からの移住…30万円
②道内からの移住…15万円
③管内からの移住…10万円

広尾町 住宅新築・リフォーム支援事業奨励金

商工会に加入する町内業者による新築、建売の購入、リフォーム
①新築、建売の購入…対象費用の1/10、上限50万円
②リフォーム…対象費用の1/10、上限10万円
※全額商品券で支給

水産商工観光課 01558-2-0177

本別町 木造住宅耐震改修等助成交付
木造住宅の耐震診断、耐震改修    ①耐震診断…上限3万円    ②耐震改修…最大30万円

建設水道課 0156-22-8122

マイホーム応援事業補助金

40歳未満の世帯主による住宅の新築、購入
①新築…30万円
②中古住宅購入…10万円
※指定区域内に新築または購入で80万円加算、町内業者利用で50万円加算、18歳未満の子供同
居1人につき10万円加算、3人目以降は30万円加算

住民生活課住民活動支援係 0155-54-6602

住宅リフォーム奨励金制度
町内業者による30万円以上のリフォーム…対象費用の5％の商品券、上限5万円

商工観光課 商工労政係 0155-54-6606

地域戦略室 0156-64-0521
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幕別町

大樹町 01558-6-2118

中札内村 施設課施設グループ 0155-67-2496

新得町


