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（１）脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー
消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
（令和４年６月17日公布）

（２）住宅・建築物の省エネ化に向けた取組み
・サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型）

・３省連携によるＺＥＨ（ゼロエネルギー住宅）等の推進

・LCCM住宅の整備の推進について

・既存建築物省エネ化推進事業
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（１）脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

（１）脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
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建築基準法

（１）脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

（１）脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

（１）公布日から３月内（ 年 月 日）

〇住宅の省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資制度

（２）公布日から１年内（ 年 月 日）

〇住宅トップランナー制度の拡充
〇省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化 等

（３）公布日から２年内（ 年 月予定）

〇建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示
〇再エネ利用促進区域制度
〇防火規制の合理化 等

（４）公布日から３年内（ 年 月予定）

〇原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
〇構造規制の合理化
〇建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し

〇二級建築士の業務独占範囲の見直し 等
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（１）脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

・改正建築物省エネ法や省エネ計算の方法等を動
画にて説明するWEBサイトを開設しています。

・使用するテキストの他、詳細な解説図書、 Q&Aな
ども掲載しており、資料については全てサイト内
で閲覧・ダウンロードが可能です。

・省エネ計算を行わずに省エネ基準への適否を確
認できる仕様基準ガイドブックも作成しました。

・対面の講習会や建築大工技能者を対象とした断
熱施工実技研修会も実施する予定です。

建築物省エネ法 オンライン講座検索

https://shoenehou-online.jp/

→「改正建築物省エネ法オンライン講座」

仕様基準ガイドブック（左）
断熱施工実技研修会（右）

○建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会の設置
○省エネ基準適合義務化、 号特例縮小等に関するチラシの作成

◎建築士事務所、建設業者 工務店等 、宅建事業者に対する （ 万通）
◎建築確認窓口での周知 チラシ配布等 ※国から特定行政庁、指定機関に対して 万部配布

○相談窓口の設置

（１）脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

○省エネ仕様基準ガイドブック
○設計・監理マニュアル、審査マニュアル
○再エネ促進区域に係るガイドライン
○講習会テキスト
○集団規定関係の各種ガイドライン
○審査対象見直し（４号特例縮小）に係る申請・審査マニュアル

○申請者・審査者向けの講習会の実施

○解説動画の配信

○建築士定期講習（所属建築士が３年毎に受講）において、改正内容の講習

【実施予定（実施中含む）の周知方法】

建築物省エネ法関係

建築基準法関係

講習関係

テキスト等の作成

その他

５年４月から実施予定

５年秋頃公開予定

４年 月発出済

４年 月～発出済

省エネ基準編 ４年 月公開済 誘導基準編 ４年 月公開済

５年秋頃公開予定

５年春頃公開予定

各講習会開催時期にあわせて作成

４年度内などに公開予定

・省エネサポートセンター
・建築物省エネアシストセンター（開設済）

４年夏 ・改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する説明動画（第１弾）＜ 万回再生＞
４年 月～ ５年２月 ・省エネ適合性判定に関する講習

・簡易な省エネ適合を学ぶ 講習会・相談会（住宅・小規模非住宅）
・断熱施工実技研修会４年 月～ ５年１月

５年度以降も随時実施（政令公布時期等）
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（１）脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

建築物省エネ法検索

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html

→「住宅：建築物省エネ法について - 国土交通省」

・令和４年６月に改正した建築物省エネ法に関する
情報等の最新情報を随時発信しています。

・建築物省エネ法の各種制度、省エネ住宅・建築
物への支援制度、省エネ性能の評価・審査に関
する資料などを掲載しています。

・建築物省エネ法に関する手続きで使用する様式
や、広報用のマンガ・リーフレット類についても掲
載しています。

（１）脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー
消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
（令和４年６月17日公布）

（２）住宅・建築物の省エネ化に向けた取組み
・サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型）

・３省連携によるＺＥＨ（ゼロエネルギー住宅）等の推進

・LCCM住宅の整備の推進について

・既存建築物省エネ化推進事業
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（２）住宅・建築物の省エネ化に向けた取組み

支援措置の名称 予算案 支援対象 主な補助率・補助額等

地域型住宅グリーン化事業（認定長期優良
住宅、ZEH・Nearly ZEH、認定低炭素住宅、
ZEH Oriented）

279.18億円
の内数

地域の中小工務店のグループの下で
行われる省エネ性能に優れた木造住宅
の新築

補助率：「掛かりまし費用」の1/2
限度額：
認定長期優良住宅 140万円/戸
ＺＥＨ・Nearly ZEH 140万円/戸
認定低炭素住宅 90万円/戸
ZEH Oriented 90万円/戸 ほか

サステナブル建築物等
先導事業（省CO2先導型）

66.29億円
の内数

先導性の高い省エネ化に取組む住宅の新築
補助率：「掛かりまし費用」の1/2
限度額：5億円／プロジェクト（※）
※改修事業も対象

LCCM住宅整備推進事業 279.18億円
の内数

LCCM住宅（戸建てに限る）の新築 補助率：1/2
補助額：140万円/戸

こどもエコすまい支援事業
1,500億円
の内数

子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性
能（ZEHレベル）を有する住宅の新築 補助額：100万円/戸

フラット35Ｓ 236.23億円
の内数

省エネ性能に優れた住宅の新築

断熱等級４かつ一次エネ等級６又は
断熱等級５かつ一次エネ等級４：
適用金利当初5年間▲0.25%引下げ

断熱等級５かつ一次エネ等級６：
適用金利当初10年間▲0.25%引下げ

ＺＥＨ住宅：
適用金利当初5年間▲0.50%、6年目～10年目
▲0.25%引下げ

＜新築住宅を対象とする支援事業＞

補助

融資

補助

補助

補助

（２） 住宅・建築物の省エネ化に向けた取組み

支援措置の名称 予算案 支援対象 主な補助率・補助額等

住宅ローン減税（所得税）

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH
水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の新
築

その他の住宅に比べ、Ｒ４年及びＲ５年については最大
控除額を下記の通り加算【税額控除】
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅：182万円
ZEH水準省エネ住宅：136.5万円
省エネ基準適合住宅：91万円

投資型減税（所得税）
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水
準省エネ住宅の新築

控除率：標準的な性能強化費用相当額の10％
最大控除額：65万円【税額控除】

固定資産税、登録免許税、不動産取得税の
優遇措置

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

の新築

固定資産税：一般住宅に比べ、軽減期間を2年延長
（※）
登録免許税：一般住宅に比べ、税率を0.05%-0.2%減免
不動産取得税：一般住宅に比べ、課税標準からの控除
額を100万円増額（※）
（※）の特例については認定長期優良住宅のみ

贈与税非課税措置
住宅取得費用の贈与を受けて行う

省エネ性能等に優れた住宅の新築

一般住宅に比べ、

非課税限度額を500万円加算

支援措置の名称 予算案 支援対象 主な補助率・補助額等

サステナブル建築物等
先導事業（省CO2先導型）

66.29億円
の内数

先導性の高い省エネ化に取り組む
建築物の新築

補助率：１／２
限度額：5億円／プロジェクト（※ 改修事業も対象）

＜新築住宅を対象とする支援事業＞

＜新築建築物（非住宅）を対象とする支援事業＞

税

税

補助

税

税
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（２）住宅・建築物の省エネ化に向けた取組み

先導性の高い住宅・建築物の省エネ・省ＣＯ２プロジェクトについて民間等から提案を募り、支援を行う

事業の成果等を広く公表することで、取り組みの広がりや社会全体の意識啓発に寄与することを期待

【概要と目的】

【省エネ・省CO2の実現性に優れたリーディングプロジェクトのイメージ】

「先進性」と「普及・波及性」を兼ね備えたプロジェクトを先導的と評価

【対象となる事業】

【補助額・スケジュール等】

＜補助対象＞ 設計費、建設工事費等のうち、先導的

と評価された部分

＜補 助 率＞ 補助対象工事の１／２ 等

＜限 度 額＞ 原則５億円／プロジェクト 等

＜事業期間＞ 採択年度を含め原則４年以内に完了等

建築物（非住宅） 住宅

一般
中小規模
建築物

一般
（共同、戸建）

LCCM住宅
（共同）

分譲住宅
TR事業者

新築 ○ ○ ○ ○ ○

改修 ○ － ○ － －

省CO2に係るﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの整備や技術の検証事業も対象

先導技術の一例

地中熱

■パーソナル空調、照明の
可変・ゾーニング制御等の
ウェルネス空間の創出

■避難者受け入れ等の
BCP・LCPの拠点の整備

■熱・電力融通、エリア
熱回収等の広域での
エネルギーマネジメント

■生ゴミ発電、井水HP等の
未利用エネルギーの活用

帰宅困難者
受け入れ

電力・
熱融通

ウェルネス
オフィス

■地域の卓越風
の最適利用に
よる省エネ化

■太陽光発電と
蓄電池の併用
によるレジリエ
ンス性の向上

■高い断熱性能
による省エネ化

■HEMSによる
エネルギー消
費の最適制御

建築物 住宅

「まちづくり等への面的な広がり」「健康性・快適性等の向上」「非常時のエネル
ギー自立」「被災地における復興」「地方都市での技術の普及」等に資するプロ
ジェクト等も積極的に評価

サステナブル建築物等先導事業検索※過去の募集要領や採択事例や技術の詳細、Q&A等は、
建築研究所のHPに掲載しております。 https://www.kenken.go.jp/shouco2/

令和５年度予算案：環境・ストック活用推進事業（66.29億円）の内数

（２）住宅・建築物の省エネ化に向けた取組み

中小工務店等が連携して建築する
※ の施工経験が乏しい事業者に対する優遇

さらに省 化を進めた先導的な低炭素住宅
（ライフサイクルカーボンマイナス住宅（ 住宅））

（国土交通省）令和５年度予算案 億円の内数

２０５０年カーボンニュートラル実現に向けて、関係省庁（経済産業省・国土交通省・環境省）が連携して、
住宅の省エネ・省 ２化に取り組み、 ２０３０年度以降新築される住宅について、 基準の水準の省エ
ネ性能の確保を目指し、 等に対する支援を継続・充実する。

（経済産業省）令和５年度予算案 億円の内数

（環境省）令和５年度予算案 億円の内数

将来の更なる普及に向けて供給を促進すべき
※ 戸建住宅におけるより高性能な次世代 ＋ 、集合住宅（超高層）

引き続き普及促進すべき

に対する支援
省エネ性能表示
（ ）
を活用した

申請手続の共通化

関係情報の
一元的提供

※ 戸建住宅における ・より高性能な ＋ 、集合住宅（高層以下）

（国土交通省）令和５年度予算案 億円の内数
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令和５年度当初予算案：
住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業（279.18億円）の内数
環境・ストック活用推進事業（66.29億円）の内数

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、住宅の脱炭素化を推進するため、先導的な脱炭素化住宅であるLCCM住

宅の整備に対して支援を行う。

■地域木材等の利用
■高炉セメントコンクリート使用

■太陽光発電パネル
＋太陽熱給湯集熱パネル

■空気の流れを作り出す通風塔

■LED照明の多灯分散配置
■高効率ヒートポンプエアコンに
よる部分間欠冷暖房

■日射を遮蔽する木製ルーバー
■光と風を取り込む
パラボラ状の壁形状

■ヒートポンプ給湯器
■燃料電池

ＬＣＣＭ住宅の例

引用元：LCCM 住宅研究・開発委員会

LCCM住宅 ：使用段階のみならず資材製造や建設段階等におけるCO2排出量の削減、長寿命化を図りつつ、創エネ
ルギーにより、ライフサイクル全体(建設、 居住 、修繕・更新・解体の各段階)を通じたCO2排出量をマイ
ナスとする住宅。

○ LCCM住宅（戸建住宅）の新築について支援。

【補助対象費用・補助率】
⚫ 以下の費用の合計額の１／２

⚫ 設計費
⚫ 建設工事等における補助対象工事の掛かり増
し費用

【補助要件】
⚫ 強化外皮基準(ZEH水準の断熱性能)を満たすもの
⚫ 再生可能エネルギーを除き、一次エネルギー消費量
が現行の省エネ基準値から25％削減されているもの

⚫ ライフサイクル全体のCO2排出量を算定※し、その結
果が0以下となること 等
※建設、居住 、修繕・更新・解体の各段階を通じたCO2排出
量が、太陽光発電によるCO2削減量を下回ることを、指定
のツールを用いて評価

【補助限度額】 戸建住宅 140万円／戸
共同住宅 75万円／戸

（２）住宅・建築物の省エネ化に向けた取組み

（２）住宅・建築物の省エネ化に向けた取組み

支援措置の名称 予算案 支援対象 主な補助率・補助額等

長期優良住宅化リフォーム推進事業
279.18億円
の内数

省エネ性能等を有する住宅（省エネ基準相当）への改修
工事

補助率：1/3
限度額：100万円/戸（※）
※長期優良住宅（増改築）認定を取得する場合は
200万円/戸
※省エネ基準▲20％相当の場合は50万円/戸を
加算

住宅エコリフォーム推進事業
279.18億円
の内数

ZEHレベルへの省エネ改修工事（省エネ設計等を含む） 補助額：35万円/戸（補助対象費用の４割を限度）

サステナブル建築物等
先導事業（省CO2先導型）

66.29億円
の内数

先導性の高い省エネ化に取組む住宅
の改修工事

補助率：1/2
限度額：5億円

住宅・建築物省エネ改修推進事業
社会資本整備
総合交付金等
の内数

省エネ基準適合レベル又はZEHレベルへの省エネ改修
工事（省エネ設計等を含む）

補助額： ※国＋地方の場合
省エネ基準適合レベル 30万円/戸（補助対象費
用の４割を限度）
ZEHレベル 70万円/戸（補助対象費用の８割を限
度）

こどもエコすまい支援事業
1,500億円
の内数

住宅の省エネ改修工事等

リフォーム工事内容に応じて定める額
上限30万円/戸（※）
※子育て世帯・若者夫婦世帯は、上限45万円/戸
（既存住宅購入を伴う場合は60万円/戸）
※安心R住宅の購入を伴う場合は、上限45万円/
戸

フラット35リノベ 既存住宅購入とあわせて実施する
省エネ改修工事

適用金利当初10年間▲0.25%引下げ（※）
※断熱等級４かつ一次エネ等級６又は

断熱等級５かつ一次エネ等級４の場合は、当初
10年間▲0.50%引下げ

＜住宅の改修を対象とする支援事業＞

融資

補助

補助

補助

補助

補助
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（２）住宅・建築物の省エネ化に向けた取組み

支援措置の名称 予算案 支援対象 主な補助率・補助額等

省エネリフォーム税制（所得税・固定資
産税）
※別途、住宅ローン減税（増改築・買取
再販）もあり

省エネ性能を有する住宅への改修工事

【所得税】 控除率：標準的な工事費用相当額の
１０％等を控除
最大控除額：62.5万円/戸（※）
※太陽光発電を設置する場合は67.5万円/戸

【固定資産税】工事翌年度の固定資産税額の1/3
を減額（120㎡相当分まで）

贈与税非課税措置
住宅取得等費用の贈与を受けて行う
省エネ性能等を有する住宅への改修工事

一般住宅に比べ、
非課税限度額を500万円加算

支援措置の名称 予算案 支援対象 主な補助率・補助額等

既存建築物
省エネ化推進事業

66.29億円
の内数

20%以上の省エネ効果が見込まれる
既存建築物の省エネ改修工事等

補助率：１／３
限度額：5,000万円／プロジェクト

サステナブル建築物等
先導事業（省CO2先導型）

66.29億円
の内数

先導性の高い省エネ化に取組む建築物の改修工事
補助率：１／２
限度額：５億円／プロジェクト

住宅・建築物
省エネ改修推進事業

社会資本整備
総合交付金等
の内数

省エネ基準適合レベル又はZEBレベルへの
省エネ改修工事

補助率：11.5%
限度額：省エネ基準適合レベル 2,800円/㎡

ZEBレベル 4,800円/㎡

＜住宅の改修を対象とする支援事業＞

＜建築物の改修を対象とする支援事業＞

税

補助

補助

税

補助

（２）住宅・建築物の省エネ化に向けた取組み

【概要と目的】

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、建築物ストックの省エネ改修の促進を図るため、躯体の改修
及び空調の効率化に資する換気設備の導入を行う民間等による省エネ改修工事に対して支援を行う。

【事業の要件】

【補助額等】

以下の要件を全て満たす、建築物（非住宅）の省エネ改修工事

①躯体（壁・天井等）の省エネ改修（高機能換気設備※を設置する
場合は、躯体又は外皮の改修）を伴うものであること
※吸気と排気の間で熱交換を行うことで、空調効率の低下を防止する換気設備

②改修前と比較して20%以上の省エネ効果が見込まれること
・ただし、外皮改修面積割合が２０％を超える場合は15%以上
・高機能換気設備を設置する場合は、改修に係る部分での
エネルギー消費量の算定が可能

③改修後に一定の省エネ性能に関する基準を満たすこと
④改修後に耐震性を有すること
⑤省エネ性能を表示すること
⑥事例集への情報提供に協力すること 等

＜補助対象＞ （省エネ改修工事・併せて実施するバリアフリー改修

工事・エネルギー計測・省エネ性能の表示）に要する費用

＜補 助 率＞ 補助対象工事の１／３

＜限 度 額＞ 5,000万円/件（設備部分は2,500万円）

※バリアフリー改修工事を行う場合は、当該工事の費用として

2,500万円を上記補助限度額に加算可能

＜事業期間＞ 原則として当該年度に事業が完了

断熱材
（例：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ）

高効率
空調設備

躯体の省エネ改修

天井、外壁等（断熱）

開口部（複層ガラス、二重サッシ等） 等

ＬＥＤ照明

スロープの設置

※省エネ改修工事に併せて実施するもの

窓サッシ・窓ガラス
（例：複層ガラス）

高効率設備への改修

空調、換気、給湯、照明 等

省エネ性能の表示

バリアフリー改修※

廊下等の拡幅

手すりの設置

段差の解消 等

【イメージ】

令和５年度予算案：環境・ストック活用推進事業（66.29億円）の内数
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（２） 住宅・建築物の省エネ化に向けた取組み

改修を伴わない場合における既存住宅・建築物の省エネ診断・表示に対する支援を行う。

【事業の要件】 300㎡以上の既存住宅・建築物における省エネ性能の診断・表示

※ 「省エネ性能の診断」については、エネルギー使用量の実績値の算出ではなく、

設計図書等を基にした、設計一次エネルギー消費量の計算とする。

※ 「表示」については、建築物省エネ法に基づく第三者認証等とする。

（基準適合認定表示、BELS等）

【補助率】 １/３（特に波及効果の高いものは定額）

■補助対象となる費用
①設計一次エネルギー消費量、ＢＥＩ等の計算に要する費用
②基準適合認定表示、BELS等の第三者認証取得に必要な申請手数料
③表示のプレート代など

■表示の例（広告チラシやフロアマップ）

＜波及効果の高いものとして想定される取組みの例＞

下記のような取組みを一体的に行う場合

・企業の環境行動計画への位置付け
・広告チラシやフロアマップに表示を掲載
・建物エントランスの目立つ場所にプレートを表示
・環境教育の取り組みと連携して表示を活用
（エコストアガイドマップの作成と表示、エコストア探検ツアー等） 等

★事例の詳細は下記ＨＰに記載

※取り組みの波及効果については、専門家等の判断による。

https://www.kkj.or.jp/kizon_se/kizonh30-seinoushindan_dl.html

省エネ性能
の表示

令和５年度予算案：環境・ストック活用推進事業（66.29億円）の内数

（２）住宅・建築物の省エネ化に向けた取組み

先導性の高い住宅・建築物の省エネ・省ＣＯ２プロジェクトについて民間等から提案を募り、支援を行う

事業の成果等を広く公表することで、取り組みの広がりや社会全体の意識啓発に寄与することを期待

【概要と目的】

【省エネ・省CO2の実現性に優れたリーディングプロジェクトのイメージ】

「先進性」と「普及・波及性」を兼ね備えたプロジェクトを先導的と評価

【対象となる事業】

【補助額・スケジュール等】

＜補助対象＞ 設計費、建設工事費等のうち、先導的

と評価された部分

＜補 助 率＞ 補助対象工事の１／２ 等

＜限 度 額＞ 原則５億円／プロジェクト 等

＜事業期間＞ 採択年度を含め原則４年以内に完了等

建築物（非住宅） 住宅

一般
中小規模
建築物

一般
（共同、戸建）

LCCM住宅
（共同）

分譲住宅
TR事業者

新築 ○ ○ ○ ○ ○

改修 ○ － ○ － －

省CO2に係るﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの整備や技術の検証事業も対象

先導技術の一例

地中熱

■パーソナル空調、照明の
可変・ゾーニング制御等の
ウェルネス空間の創出

■避難者受け入れ等の
BCP・LCPの拠点の整備

■熱・電力融通、エリア
熱回収等の広域での
エネルギーマネジメント

■生ゴミ発電、井水HP等の
未利用エネルギーの活用

帰宅困難者
受け入れ

電力・
熱融通

ウェルネス
オフィス

■地域の卓越風
の最適利用に
よる省エネ化

■太陽光発電と
蓄電池の併用
によるレジリエ
ンス性の向上

■高い断熱性能
による省エネ化

■HEMSによる
エネルギー消
費の最適制御

建築物 住宅

「まちづくり等への面的な広がり」「健康性・快適性等の向上」「非常時のエネル
ギー自立」「被災地における復興」「地方都市での技術の普及」等に資するプロ
ジェクト等も積極的に評価

サステナブル建築物等先導事業検索※過去の募集要領や採択事例や技術の詳細、Q&A等は、
建築研究所のHPに掲載しております。 https://www.kenken.go.jp/shouco2/

令和５年度予算案：環境・ストック活用推進事業（66.29億円）の内数


