
【京都】地方自治体補助金一覧
※注意　詳細は必ずホームページで確認して下さい 2022/4/18現在

都道府県 市町村 タ イ ト ル 対　　象 申請期間 対象期間 補助対象商品 助成金額 ホームページアドレス 備　考

京都府 宇治市
三世代近居住宅支援事業補助金

（空き家型）

三世代近居をするため、空き家等
（＊）

のリフォーム・購入・賃貸を行う事業

子の親権者の年収合計が
750万円未満であること。

2022/4/22～
2023/1/31

賃貸は
～2023/2/28

～2023/3/1
1.リフォーム費用

2.住宅購入の仲介手数料
3.住宅賃借の仲介手数料

補助率1/2
【リフォーム】上限100万
円
【住宅購入】 上限  40万
円
【住宅賃借】 上限　 5万
円

https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ijuteiju/40642.html
（＊）子の親権者または子の祖父母
が所有（予定を含む）している空き家
等が対象。

京都府 宇治市
家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業
費補助金【太陽光発電・蓄電設備の同時設置補

助金】

自ら所有・居住する戸建専用住宅に
対象設備を同時設置する人、

対象 設備を設置した戸建専用住宅
を、自ら居住する目的で取得する人

2022/4/1～12/28
2022/4/1～
2023/3/17

住宅用太陽光発電設備
（2～10kW）
蓄電設備

（1kwh以上）

補助率1/2
【太陽光】1万円/kWh
　　　　　　上限4万円
【蓄電池】2万円/kWh
　　　　　　上限12万円

https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ijuteiju/6760.html

京都府 宇治市
ゼロ・エネルギー・ハウス普及促進事業費補助

金
【ZEH補助金】

自ら所有・居住する戸建専用住宅に
ZEHを導入し、2022/4/1から

2023/2/28までに、国（環境省）のZEH
補助金（＊1）の交付確定を受けた

方。

2022/4/1～
2023/3/10

2022/4/1～
2023/2/28

国（環境省）のZEH補助金
を受けた住宅

1件あたり　30万円 https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ijuteiju/50198.html

（＊1）対象となる国ZEH補助金は、環
境省の二酸化炭素排出抑制対策事
業費「戸建住宅ネット・ゼロ・エネル
ギーハウス（ZEH）化等支援事業」のう
ち「ZEH支援事業」です。

京都府 亀岡市 新婚世帯支援事業補助金

亀岡市内に住む、新婚世帯
年度中の婚姻届提出

婚姻時点で夫婦の一方又は双方が39
歳以下、夫婦の所得の合算が500万

円未満であること等

予算の範囲内
（2022/4/4更新情

報）
-

1.住宅購入費用
2.住宅賃借に係る賃料、共益

費、仲介手数料
3.引越費用

上限30万円
※京都府外に5年以上
在住：上限額が倍にな
る。

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/6/1835.html

京都府 亀岡市 多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金

亀岡市内に居住または居住予定の以
下いずれかに該当する親権者の年収
合計が750万円未満の子育て世帯

1.子が3人以上いる多子世帯。
2.祖父母世帯と新たに同居
又は近居（※）を開始する。

予算の範囲内
（2022/4/1更新情

報）
-

1.リフォーム費用
2.住宅購入の仲介手数料
3.住宅賃借の仲介手数料

補助率1/2
【リフォーム】上限100万
円
【住宅購入】 上限  40万
円
【住宅賃借】 上限　 5万
円

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/6/1834.html

京都府 京田辺市 雨水タンク設置補助金
建物に雨水タンクを設置する

個人または法人
～2023/2/28 ～2023/2/28

雨水タンク購入費
80リットル以上市販の未使用

品、領収から1年以内
※工事費・手数料は除く

補助率3/4
上限4万5千円
（京都府補助金含む）

https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000012003.html

京都府 京田辺市 住宅用蓄電池システム等設置補助金

京田辺市に住所を有し
自ら居住する住宅に対象設備を同時
設置した個人（設置後1年以内のも

の）

～2022/12/28 ～2022/12/28
住宅用蓄電池システム
太陽光発電システム

補助率1/2
【太陽光】1万円/kWh
　　　　　　上限4万円
【蓄電池】2万円/kWh
　　　　　　上限12万円

https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000009667.html

京都府 京都市
土砂災害特別計画区域内建築物安全対策補助

事業
土砂災害特別警戒区域

居室があること
- -

土砂災害安全対策のための工
事費（RC造の外壁や防護壁）

補助率23％
上限75万9千円/棟

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000199579.html

京都府 京都府 ひろがる京の木整備事業（住宅タイプ）

緑の工務店（京都府産木材認証制
度）及び特定事業者

（特定事業者：建設業許可を有しない
事業者が、建設業許可の不要な工事

を行う場合）

2022/4/1～12/28
2023/2/1～3/31

-

1.「京都の木証明」木材、
2.「ウッドマイレージCO2京都の

木認証」木材、
3.北山丸太製品、京銘竹製品

1.補助率10％以内
　（上限6万円/㎥）
2.補助率15％以内
　（上限9万円/㎥）
3.補助率50％以内
　（上限4万円）

https://www.pref.kyoto.jp/rinmu/hirogarukyounokiseibijigyojyuutakutaip
u.html

京都府 城陽市 雨水貯留施設（雨水タンク）設置費用補助
一般家庭を対象に雨水貯留施設

（雨水タンク）を設置する個人
（2022/4/1更新情

報）
- 雨水タンク購入費

※購入前に事前相談
が必要

https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000000696.html

京都府 城陽市 住宅用蓄電池システム等設置補助金
一般家庭を対象に太陽光発電システ
ムと蓄電池システムを新たに同時設

置する個人

予算の範囲内
（2022/4/1更新情

報）
-

住宅用蓄電池システム
太陽光発電システム

【太陽光】1万円/kWh
　　　　　　上限4万円
【蓄電池】2万円/kWh
　　　　　　上限12万円

https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000004811.html

京都府 城陽市 生ごみ処理機等購入費補助制度

生ごみ処理機（1日に1キログラム以上
の生ごみ分解処理能力を有するも

の）、生ごみコンポスト容器（100リット
ル以上の容量）および、ボカシ容器

（10リットル以上の容量）を購入し設置
する人

（2022/2/4更新情
報）

-
生ごみ処理機1基

並びにコンポスト容器またはボ
カシ容器のどちらか2基

購入代金2分の１相当額
（100円未満切り捨て）

【生ごみ処理機】　上限
20,000円、【コンポスト容
器またはボカシ容器】
上限4,000円

https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000000786.html

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/313558.html
http://www.city.moriyama.lg.jp/kaigo/siennjigyouhihojokinn.html
https://www.city.maibara.lg.jp/sangyo/shoukougyou/14546.html
https://www.city.hikone.lg.jp/daiji/corona/ji/k/13612.html
https://www.city.omihachiman.lg.jp/soshiki/hisho_koho/hp_kanri/nCorV/support/14530.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000268845.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000266917.html


京都府 向日市
家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業

費補助金

自ら所有・居住する戸建専用住宅に
対象設備を同時設置した人、

対象 設備を設置した戸建専用住宅
を、自ら居住する目的で取得した人

2022/4/1～12/28 -

住宅用太陽光発電設備
（2～10kW）
蓄電設備

（1kwh以上）

補助率1/2
【太陽光】1万円/kWh
　　　　　　上限4＋1万円
【蓄電池】1.5万円/kWh
　　　　　　上限9万円

https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/kurasi/gomi/3/161292431704
7.html

京都府 長岡京市 COOL CHOICE 実践補助金
本市内の住宅で申請者自らが居住す
る住宅、又は本市内の事業所に設置

～2023/3/15 -

A.薪ストーブ
B.住宅窓の断熱改修

C.太陽光発電設備と蓄電設備
の同時設置

D.次世代自動車の導入
E.家庭用燃料電池システムの

設置

A.補助率1/2（上限10万
円）
B.補助率1/10（上限5万
円）
C.補助率1/2（上限14万
円）
D.定額10万円

http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html

京都府 長岡京市 住宅等土砂災害対策改修支援事業補助金
土砂災害特別警戒区域にて

土砂災害対策改修に関する事業を行
う者

未掲載
（2022/3/17更新情

報）
-

土砂災害対策改修にかかる工
事費

補助率23％
上限772,800円

http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010269.html

京都府 八幡市
家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業

費補助金
市内の自宅に太陽光発電システムと

蓄電設備を同時設置される個人

電力会社との電力受
給開始日から6箇月

以内
～2022/12/28

-

太陽光発電システムと常時接
続され、充電できる未使用の蓄

電設備
蓄電容量　1kWh以上

補助率1/2
【太陽光】1万円/kWh
　　　　　　上限4万円
【蓄電池】1.5万円/kWh
　　　　　　上限9＋5万円

http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000006685.html

京都府 八幡市 住宅用太陽光発電システム設置費補助金

自ら所有・居住する住宅に発電システ
ムを設置した個人または発電システ
ムが設置されている住宅（建売住宅）

を購入された個人。

電力会社との電力受
給開始日から6箇月

以内
-

未使用・太陽電池モジュールの
公称最大出力の合計値が10kW

未満の太陽光発電システム

1.5万円/kWh
上限5万円

http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000006685.html


