
３．補助額
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この資料は、国土交通省HP令和４年１月３１日時点のものを抜粋しております。
今後修正があった場合は、国土交通省のホームページ等において、公表されますのでご了承ください。

リスのリフォームは
登録事業者です！
お問合せフォームはこちら→

ラインでのお問合せはこちら→

兵庫県西宮市戸田町3-30プロックスビル403号

お住まいと店舗のリフォーム屋さん

補助金でお得にリフォーム！

どんなリフォームが対象？
いくら補助金が出るの？

が早わかり！



対象工事 補助額

①（必須）住宅の省エネ改修

リフォーム工事内容に
応じて定める額

上限30万円／戸※1②（任意）住宅の子育て対応改修、耐震改修、バリア
フリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコン
設置工事等

リフォームリフォーム

世帯の属性 既存住宅購入の有無 １戸あたりの
上限補助額

子育て世帯又は
若者夫婦世帯

既存住宅を購入※２※３しリフォームを行う場合※４ 60万円

上記以外のリフォームを行う場合※５ 45万円

その他の世帯※６
安心Ｒ住宅を購入※２※３しリフォームを行う場合※５ 45万円

上記以外のリフォームを行う場合 30万円

３．補助額

補助額

※1 上限補助額は下表の通り。

※２ 売買契約額が100万円（税込）以上であること。
※３ 令和３年１１月２６日（令和３年度補正予算案閣議決定日）以降に売買契約を締結したものに限る。
※４ 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から３ヶ月以内にリフォームの請負契約を締結する場合に限る。
※５ 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る。
※６ 法人を含む。
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３．補助額

補助額（リフォーム）

① 開口部の断熱改修

② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

③ エコ住宅設備の設置

④ 子育て対応改修

⑦ 耐震改修

⑧ リフォーム瑕疵保険等への加入

ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ

■補助額

下記①～⑧のリフォーム工事等に応じて設定する補助額の合計とします。

（注） １申請あたり①～⑧の合計補助額が５万円未満の場合は補助申請できません。
（注） ④の子育て対応改修に該当する開口部の改修のうち、①の開口部の断熱改修の基準を満たすものは、必須工事を実施

しているものとして扱います。

７千円／契約
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いずれか
必須

任意

１５万円／戸

⑤ バリアフリー改修

⑥ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

工
事
内
容
に
応
じ
て

補
助
額
を
設
定



３．補助額

開口部の断熱改修の補助額

1箇所あたりの補助額 × 施工箇所数 の補助額とします。

※１ ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラス１枚あたりに補助
※２ 内窓交換を含む
※３ ガラスの寸法とする
※４ 内窓もしくは外窓のサッシ枠又は開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とする

① 開口部の断熱改修

ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ

大きさの
区分

ガラス交換※１ 内窓設置※２・外窓交換 ドア交換

面積※３ １枚あたりの
補助額

面積※４ １箇所あたりの
補助額

面積※４ １箇所あたりの
補助額

大 1.4㎡以上 ８，０００円 2.8㎡以上 ２１，０００円
開戸：1.8㎡以上
引戸：3.0㎡以上

３２，０００円

中 0.8㎡以上
1.4㎡未満

６，０００円
1.6㎡以上
2.8㎡未満

１６，０００円 ― ―

小 0.1㎡以上
0.8㎡未満

２，０００円
0.2㎡以上
1.6㎡未満

１４，０００円

開戸：1.0㎡以上
1.8㎡未満

引戸：1.0㎡以上
3.0㎡未満

２８，０００円
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３．補助額

外壁、屋根・天井又は床の断熱改修の補助額

最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、施工部位ごとに1戸あたり
下記の補助額とします。

外壁 屋根・天井 床

１０２，０００円／戸 ３６，０００円／戸 ６１，０００円／戸

（５１，０００円／戸）※ （１８，０００円／戸）※ （３０，０００円／戸）※

② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

屋根・天井

床
外壁

※ 部分断熱の場合の補助額。

ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ
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３．補助額

外壁、屋根・天井又は床の断熱改修の断熱材最低使用量

○ 断熱材の１戸あたりの最低使用量（一戸建ての住宅）

断熱材の区分※１ 熱伝導率
【単位：W/㎡･K】

断熱材最低使用量【単位：m3】

外壁※２ 屋根・天井 床※３

A-1、A-2、
B、C

0.052～0.035
６．０ ６．０ ３．０※５

（３．０）※４ （３．０）※４ （１．５）※４

D、E、F 0.034以下
４．０ ３．５ ２．０※５

（２．０）※４ （１．８）※４ （１．０）※４

※１ 断熱材区分「A-1」～「C」と、断熱材区分「D」～「F」の双方を用いる場合は、断熱材使用量の算出にあたり、断熱材区
分「D」～「F」の使用量に１．５を乗じたものを、断熱材区分「A-1」～「C」の使用量に合算して計算することができる。

※２ 部分断熱の場合は、間仕切壁を含む。
※３ 部分断熱の場合において、最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低使用量を適用する。
※４ 部分断熱の場合の断熱材使用量を示す。
※５ 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値とする。
※６ 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.15を乗じた値とする。

ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ

○ 断熱材の１戸あたりの最低使用量（共同住宅等）

断熱材の区分※１ 熱伝導率
【単位：W/㎡･K】

断熱材最低使用量【単位：m3】

外壁 屋根・天井 床

A-1、A-2、
B、C

0.052～0.035
１．７ ４．０ ２．５※６

（０．９）※４ （２．０）※４ （１．３）※４

D、E、F 0.034以下
１．１ ２．５ １．５※６

（０．６）※４ （１．３）※４ （０．８）※４
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単板ガラス入りサッシのガラスを
複層ガラスに交換

内窓
既存の
サッシ

既存サッシの内側に
樹脂製の内窓を設置

古いサッシを枠ごと取外し、
新しい断熱窓を取り付け

３．補助額

断熱改修の例

ガラス交換 内窓設置 外窓交換

開口部の断熱改修

外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

既存天井の断熱材を撤去し、
敷込断熱等を施工

天井の断熱改修

既存天井をそのままに
吹込断熱等を施工

外壁の断熱改修

既存の外壁の断熱材を撤去し、
敷込断熱等を施工

※ 事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象です。

ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ
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３．補助額

エコ住宅設備の補助額

③ エコ住宅設備の設置

ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ

エコ住宅設備の種類 補助額

太陽熱利用システム ２４，０００円／戸

節水型トイレ
掃除しやすいトイレ １９，０００円／台

上記以外 １７，０００円／台

高断熱浴槽 ２４，０００円／戸

高効率給湯機 ２４，０００円／戸

節湯水栓 ５，０００円／台

下表に掲げる住宅設備について、太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯

機については、設置を行った設備の種類に応じて戸当たり１台分までを補助対象とし、

節水型トイレ、節湯水栓については、設置を行った設備の種類に応じた補助額にその

台数を乗じて補助額を算定し、それらを合計した補助額とします。
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３．補助額

エコ住宅設備の例

太陽熱利用システム 高断熱浴槽節水型トイレ

屋根に集熱器を設置し、軒先や屋内等

に蓄熱槽を設置

太陽光発電システム
ではありません！

エコ住宅設備

高効率給湯機 節湯水栓

・電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）

・潜熱回収型ガス給湯機（エコジョーズ）

・潜熱回収型石油給湯機（エコフィール）

・ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）

※ 事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象です。

ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ

・台所水栓

「手元止水機能」又は「水優先吐水機能」

・洗面水栓

「水優先吐水機能」

・浴室シャワー水洗

「手元止水機能」又は「小流量吐水機能」

（シャワーヘッドのみの交換は除く。）
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３．補助額

子育て対応改修の補助額

④ 子育て対応改修

ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ

（ⅰ）家事負担の軽減に資する設備の設置、（ⅱ）防犯性の向上に資する開口部の改
修、（ⅲ）生活騒音への配慮に資する開口部の改修、（ⅳ）キッチンセットの交換を伴う
対面化改修について補助します。

19

（ⅰ）家事負担の軽減に資する設備の設置

種類 補助額

ビルトイン食器洗機 １９,０００円／戸

掃除しやすいレンジフード １０,０００円／戸※1

ビルトイン自動調理対応コンロ １３,０００円／戸※1

浴室乾燥機 ２０,０００円／戸

宅配ボックス
住戸専用※２の場合 １０,０００円／戸

共用の場合 １０,０００円／ボックス※３

※１ 「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」で補助金が交付される場合、本項目は補助の対象となりません。
※２ 共同住宅においては、単数のボックスなど当該住戸用に独立して設置された宅配ボックスに限ります。
※３ 例えば、1の宅配ボックスに4つのボックスが設置されている場合は４０,０００円となります。
（注） 共用の宅配ボックスは、設置するボックス数（２０を上限とする）に応じた補助額とします。

詳細は（参考２）宅配ボックスの設置をご参照ください。



３．補助額

子育て対応改修の補助額

④ 子育て対応改修

ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ
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家事負担の軽減に資する設備の設置

大きさの
区分

外窓交換 ドア交換

面積※1 １箇所あたりの
補助額

面積※1 １箇所あたりの
補助額

大 2.8㎡以上 ２９,０００円
開戸：1.8㎡以上
引戸：3.0㎡以上

４３,０００円

中 1.6㎡以上
2.8㎡未満

２０,０００円 ― ―

小 0.2㎡以上
1.6㎡未満

１７,０００円

開戸：1.0㎡以上

1.8㎡未満

引戸：1.0㎡以上
3.0㎡未満

３１,０００円

（ⅱ）防犯性の向上に資する開口部の改修

※１ 外壁のサッシ枠又は開戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。

1箇所あたりの補助額 × 施工箇所数 の補助額を補助します。



３．補助額

子育て対応改修の補助額

④ 子育て対応改修

ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ
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（ⅲ）生活騒音への配慮に資する開口部の改修

（ⅳ）キッチンセットの交換を伴う対面化改修 ８６，０００円／戸

※１ ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラス１枚あたりに補助 ※２ 内窓交換を含む
※３ ガラスの寸法とする ※４ 内窓もしくは外窓のサッシ枠又は開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とする

大きさの
区分

ガラス交換※１ 内窓設置※２・外窓交換 ドア交換

面積※３ １枚あたりの
補助額

面積※４ １箇所あたりの
補助額

面積※４ １箇所あたりの
補助額

大 1.4㎡以上 ８，０００円 2.8㎡以上 ２１，０００円
開戸：1.8㎡以上
引戸：3.0㎡以上

３２，０００円

中 0.8㎡以上
1.4㎡未満

６，０００円
1.6㎡以上
2.8㎡未満

１６，０００円 ― ―

小 0.1㎡以上
0.8㎡未満

２，０００円
0.2㎡以上
1.6㎡未満

１４，０００円

開戸：1.0㎡以上
1.8㎡未満

引戸：1.0㎡以上
3.0㎡未満

２８，０００円

1箇所あたりの補助額 × 施工箇所数 の補助額を補助します。

詳細は（参考２）キッチンセットの交換を伴う対面化改修をご確認ください。



３．補助額

子育て対応改修の例

子育て対応改修

ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ
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キッチン対面化

ビルトイン自動調理対応コンロ

浴室乾燥機ビルトイン食器洗機

※ 事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象です。

掃除しやすい
レンジフード

宅配ボックス



３．補助額

バリアフリー改修の補助額

※ 原則として、バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じます。

ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ

⑤ バリアフリー改修

下表に掲げるバリアフリー工事について、その箇所数によらず、改修を行った対象工事
の種類に応じた補助額の合計とします。
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対象工事の種類 工事内容 補助額

手すりの設置※
便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並び
にこれらを結ぶ経路のうち、いずれか１箇所以上に
１本以上の手すりを取り付ける工事

５，０００円／戸

段差解消※

便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並び
にこれらを結ぶ経路のうち、いずれか１箇所以上の
床の段差を解消する工事（勝手口その他屋外に面
する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の
出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。）

６，０００円／戸

廊下幅等の拡張※

介助用の車いすで容易に移動するために通路又は
出入口のうち、いずれか１箇所以上の幅を拡張する
工事

２８，０００円／戸

ホームエレベーター
の新設

戸建住宅又は共同住宅専有部分に新設する工事 １５０，０００円／戸

衝撃緩和畳の設置
衝撃緩和畳を新設又は入替えにより設置する工事
（４．５畳以上設置の場合に限る。）

１７，０００円／戸



３．補助額

バリアフリー改修の例 ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ
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階段に手すりを設置 寝室と廊下の段差を解消

居間の出入口の幅を拡張 衝撃緩和畳の設置

ホームエレベーターの新設

※ 事務局に登録された型番の商品を使用した工
事のみが対象です。

※ 原則として、「バリアフリー改修促進税制における施工対象」
が本制度の対象となります。

手すりの設置 段差解消

廊下幅等の拡張

バリアフリー改修



３．補助額

空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置の補助額 ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ

⑥ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

25

エアコンの冷房能力 補助額

3.6ｋＷ以上 ２４,０００円／台

2.3ｋＷ超～3.6ｋＷ未満 ２２,０００円／台

2.2ｋＷ以下 １９,０００円／台

※ 事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象です。

設置を行った設備の下表に掲げる冷房能力に応じた補助額にその台数を乗じて補助
額を算定し、それらを合計した補助額とします。



⑦ 耐震改修

３．補助額

耐震改修等の補助額 ﾘﾌｫｰﾑﾘﾌｫｰﾑ

以下の耐震改修工事に対して補助額を補助します。 １５０,０００円／戸
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⑧ リフォーム瑕疵保険等への加入

以下のリフォーム瑕疵保険又は大規模修繕工事瑕疵保険

への加入に対して、補助額を補助します。

• 国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵
保険及び大規模修繕工事瑕疵保険であること

７，０００円／契約

• 旧耐震基準により建築された住宅を、現行の耐震基準に適合させる工事


