
（１）住宅取得に係る経済対策等

・こどもエコすまい支援事業の創設

・住宅ローン減税

・贈与税非課税措置

（２）その他主な税制について

（３）融資制度について

・フラット35について

・グリーンリフォームローンについて
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こどもエコすまい支援事業の概要

エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯※による高い省エネ性能（ＺＥＨレベル）を有する新築住宅の取得や、

住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュー

トラルの実現を図る。

１ 制度の目的

２ 補助対象

子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築 住宅のリフォーム＊

対象住宅 補助額

○ＺＥＨ住宅
（強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20％に
適合するもの）

※対象となる住宅の延べ面積は、50㎡以上とする。

※土砂災害特別警戒区域における住宅は原則除外とする。

※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン（災害危険
区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又
は浸水被害防止区域）内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若
しくは2戸で規模1000㎡超の開発によるもので、都市再生特別措置法に基づき
立地を適正なものとするために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の
公表に係る住宅は除外とする。

100万円／戸

対象工事 補助額

①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※

※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

②住宅の子育て対応改修、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（①の工事を行った場合に限る。）

※ 住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等（経済産業
省・環境省）又は高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネル
ギー推進事業費補助金（経済産業省）により住宅の省エネ改修を行う
場合は、①の工事を行ったものとして②の工事のみでも補助対象と
する。

高い省エネ性能を有する住宅の新築、一定のリフォームが対象（事業者が申請）

※子育て世帯：18歳未満の子を有する世帯 若者夫婦世帯：夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

３ 手続き
補正予算案
閣議決定

（R4.11.8）

交付申請期限
（予算上限に達するまで

（遅くともR5.12末まで））

完了報告期限※２

（住宅の規模に応じて、
遅くともR8.2末まで）

補助金交付 完了報告

年度末
（R6.3）

※１ 新築は基礎工事より後の工程の工事への着手、リフォームはリフォーム工事への着手 ※２ 完了報告期限までに省エネ住宅の新築工事全体が完了していない場合は、補助金返還の対象

補助額以上の
出来高があること

交付申請事業者登録

申請受付
開始

＊ 住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等（経済産業省・環境省）及び高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金（経済産

業省）とのワンストップ対応を予定

※補正予算案閣議決定日（令和４年11月８日）以降に、新築は基礎工事より後の工程の工事に、リフォームはリフォーム工事に着手したものに限る（交付申請までに事業者登録が必要）。

事業者登録
開始

工事着手※１

交付申請の
予約（任意）

令和４年度補正予算 ：１５００億円

リフォーム工事については、国土交通省、経済産業省及び環境省が連携することで、下記の３事業を
ワンストップで利用可能（併用可）とします。

１）住宅の断熱性向上のための先進的設備導入促進事業等 【経済産業省・環境省】

２）高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金 【経済産業省】

３）こどもエコすまい支援事業 【国土交通省】

工事内容 補助対象 補助額

①省エネ
改修

１）高断熱窓の設置

高性能の断熱窓
（熱貫流率（Uw値）1.9以下等、建材
トップランナー制度2030年目標水準値
を超えるもの等、一定の基準を満たす
もの）

リフォーム工事内容に応じて
定める額（補助率1/2相当等）

上限200万円/戸

２）高効率給湯器の設置
高効率給湯器
（(a)家庭用燃料電池、(b)ヒートポンプ
給湯器、(c)ハイブリッド給湯器）

定額
(a)15万、(b)(c)5万円

３）開口部・躯体等の省エネ改修
工事

開口部・躯体等の一定の断熱改
修、エコ住宅設備（節湯水栓、高
断熱浴槽等）の設置

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

②その他のリフォーム工事
（①１）～３）のいずれかの工事を行った場合に限る）

住宅の子育て対応改修、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

リフォーム工事における３省連携について

ホームページ：https://jutaku-shoene2023.mlit.go.jp/
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⚫ こどもエコすまい支援事業については、こどもエコすまい支援事業事務局の
ホームページにおいて、制度の内容に関する情報を掲載しております。

ＵＲＬ ：https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp/
○こどもエコすまい支援事業ホームページ

電話番号 0570-200-594（ナビダイヤル）

（IP電話等からのお問い合わせ 045-330-1340）

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝含む）

○こどもエコすまい支援事業事務局コールセンター

こどもエコすまい支援事業のホームページについて

13年（「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合、10年）

10年

2,000万円

50㎡（新築の場合、2023年までに建築確認：４０㎡（所得要件：1,000万円））

長期優良住宅・低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

＜入居年＞

4,500万円

4,000万円

その他の住宅

2022(R4)年 2023(R5)年 2024(R6)年 2025(R7)年

3,000万円

3,500万円

3,000万円

０円
（2023年までに新築の建築確認 ： 2,000万円）

5,000万円 4,500万円

その他の住宅 2,000万円

長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅

3,000万円

住宅ローン減税について、控除率、控除期間等を見直すとともに、環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置等を講じた上で、
適用期限を４年間延長する。

控除期間
新築住宅・買取再販

※既存住宅の築年数要件（耐火住宅 年以内、非耐火住宅 年以内）については、「昭和 年以降に建築された住宅」（新耐震基準適合住宅）に緩和。

一律０．７％控除率

所得要件

床面積要件

借
入
限
度
額

新
築
住
宅
・買
取
再
販

既
存
住
宅

既存住宅

令和４年度税制改正概要（住宅ローン減税等の住宅取得促進策）

➢ 住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置は、非課税限度額を良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円とした上で、適用期限を２年間延長。
＊良質な住宅とは、一定の耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅。
＊既存住宅の築年数要件については、住宅ローン減税と同様に緩和。

➢ 認定住宅に係る投資型減税は、対象にZEH水準省エネ住宅を追加した上で、２年間延長。
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（参考）住宅省エネルギー性能証明書

様式ダウンロードのURL、QRコードはこちら
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001492341.doc

住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の概要（令和４年度税制改正後）

○ 父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた
場合において、その資金のうち一定の金額について贈与税を非課税とする制度。

質の高い住宅 一般住宅

1,000万円 500万円

【贈与税非課税限度額】

※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用。
※既存住宅の築年数要件（耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内）については、住宅ローン減税と同様に
「昭和57年以降に建築された住宅」（新耐震基準適合住宅）に緩和。

適用期限 令和４年１月１日から令和５年12月31日までに贈与

質の高い住宅
の要件

贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下

以下のいずれかに該当すること。
①断熱性能等級４以上もしくは一次エネルギー消費量等級４以上
②耐震等級２以上もしくは免震建築物
③高齢者等配慮対策等級３以上

【主な要件】

所得要件

Administrator
テキストボックス
資料差替え※参考資料参照
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支援策広報用チラシ

※こどもエコすまい支援事業について（国土交通省ＨＰ）
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000215.html

（１）住宅取得に係る経済対策等

・こどもエコすまい支援事業の創設

・住宅ローン減税

・贈与税非課税措置

（２）その他主な税制について

（３）融資制度について

・フラット35について

・グリーンリフォームローンについて

20



22

21

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置の創設
（固定資産税）

一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションに係る固定資
産税額を減額する特例措置を創設する。

施策の背景

○ 多くの高経年マンションにおいては、高齢化や工事費の急激な上昇により、長寿命化工事に必要
な積立金が不足。

○ 長寿命化工事が適切に行われないと、外壁剥落・廃墟化を招き、周囲への大きな悪影響や除却の
行政代執行に伴う多額の行政負担が生じる。建替えのハードルも高く、マンションの長期使用を促す
必要。

○ このため、必要な積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を
後押しすることが必要。

・外壁が剥落し、アスベスト飛散の
おそれ
・行政代執行費用：約 億円

行政代執行により
除却したマンション

長寿命化工事を過去に１回以上適切に実施
長寿命化工事の実施

築後 年以上が経過している 戸以上のマンション

(※２ 地方公共団体の助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し等をした場合も対象

【対象となるマンションの要件】

要望の結果

○ 一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事(※１)が実施された
場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額を減額する。

○ 減額割合は、1/6～1/2の範囲内（参酌基準:1/3）で市町村の条例で定める。

長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保
積立金を一定以上に引き上げ、
「管理計画の認定」を受けていること等(※２

(※１)屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事

特例措置の内容

結果 ○ 上記について、２年間（令和５年４月１日～令和７年３月31日）の特例措置を創設する。

○ マンションの各区分所有者に課さ
れる工事翌年度の固定資産税額
（建物部分： ㎡分まで）を
減額する。

○ 減額割合は、 ～ の
範囲内（参酌基準： ）で
市町村の条例で定める。

・現行の措置を４年間（令和６年１月１日～令和９年12月31日）延長する。
・売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年２月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った
場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。

空き家の発生を抑制するための特例措置（ 万円控除）の拡充・延長（所得税・個人住民税）

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を４年間延長するとともに、買主
が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となるよう拡充する。

施策の背景

要望の結果

特例措置の内容

結 果

【所得税・個人住民税】相続日から起算して３年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供
していた家屋（※１）を相続した相続人が、当該家屋（耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。）又は除却後

の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除。(令和５年12月31日までの譲渡が対象)
※１ 昭和56年５月31日以前に建築され、相続の開始の直前（※２）において被相続人の居住の用に供されていたもの

※２ 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前

○ 利用が予定されていない「その他空き家」（349万戸）は、令和12年には約470万戸まで増加の見込み。
○ 空き家は、相続を機に発生するものが過半以上。

○ 空き家を早期に譲渡（有効活用）するよう相続人を後押しする必要。

▶ 本税制は、空き家の早期有効活用に大きく寄与。
【実績】11,976件（令和３年度、確認書交付件数） ➡ 相続が原因の「その他空き家（※）」の増加を3割削減※近年、約6万戸/年のペースで増加（うち相続原因が約３万戸／年）

▶ 他方、現行制度は、「譲渡前」に売主が除却又は耐震改修の工事を実施する必要があり、これが空き家流通上、支障となることも。

更地

相続 譲渡

空き家被相続人が住んでいた家屋・敷地

現行制度

拡充内容

活用開始

相続 譲渡

空き家被相続人が住んでいた家屋・敷地

活用開始

買主が一括して工事可

住生活基本計画（R3閣議決定）
【成果指標】
居住目的のない空き家数を400
万戸程度に抑える（令和12年）

売主が工事を実施

売買契約

売買契約＜制度イメージ＞

（１）住宅取得に係る経済対策等

・こどもエコすまい支援事業の創設

・住宅ローン減税

・贈与税非課税措置

（２）その他主な税制について

（３）融資制度について

・フラット35について

・グリーンリフォームローンについて
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新築住宅に係る固定資産税の減額措置について

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（万円） 約26万円の減額

本来の税額に戻る
（４年目から「増税」
されるわけではない）

※住宅価格2000万円（課税標準額
1300万円と想定）の戸建住宅を
新築した場合の住宅部分にかか
る固定資産税額について試算
※試算にあたっては、経年減点補
正率を考慮

※ 固定資産税減額のイメージ

住宅を取得される方の初期負担の軽減などを図るため、新築住宅の固定資産税を３年間（中高層耐火

建築物（マンション等）である住宅は５年間）、1/2に減額。

→2000万円の戸建住宅を新築した場合、３年間で約26万円の固定資産税が減額。

→一方で、４年目以降は特例措置が適用されず「本来の税額に戻る」ため、制度の内容を正しく理解

することが必要。

特例の内容

買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置について

買取再販事業者により一定のリフォームが行われた既存住宅を個人が取得する場合、家屋の所有権移転登記

の税率を軽減 ： 一般住宅0.3％ → 0.1％

特例の内容

○ 事業者の皆様からも、買取再販

住宅に関する上記の「特例の内容」

について、是非ご案内をよろしくお

願いします。左記の通りチラシを作

成しておりますので、是非ご活用く

ださい。

○ なお、登録免許税の特例を受け

るためには、買取再販住宅の取得

から１年以内に登記を行う必要が

あります。登記の際にはいくつか書

類を提出する必要がありますので、

司法書士や住宅を購入される方と

連携して、タイミングを逃さないよう

お願いします。

登録免許税（令和２年度） 1,085件

不動産取得税
（令和２年度）

6,287件（住宅）

4,229件（土地）

＜特例措置の適用実績＞
登録免許税の特例は、不動産
取得税の特例と比べて、適用件
数が少ない

事業者のみなさまが、買主
の方から、不動産取得税の
特例の申請の際に必要な書
類（住民票等）を提供してい
ただく際に、買主の方に本特
例を説明する場面でも、ご活
用いただけます！

コチラから周知用チラシを
ダウンロードできます

https://www.mlit.go.jp/jutakukenti
ku/house/content/001486095.pdf
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各制度のＨＰについて

○令和５度税制改正概要
https://www.mlit.go.jp/page/content/001579075.pdf

○国土交通省HP（住宅ローン減税）
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

○国土交通省HP（贈与税非課税措置）
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html

○住宅に係る各税制の概要
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html

＜増改築等工事証明書について＞
https://www.mlit.go.jp/common/001217290.pdf

（１）住宅取得に係る経済対策等

・こどもエコすまい支援事業の創設

・住宅ローン減税

・贈与税非課税措置

（２）その他主な税制について

（３）融資制度について

・フラット35について

・グリーンリフォームローンについて
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フラット３５の概要

〇 民間金融機関が提供した住宅ローンを住宅金融支援機構が買い取ることで、国民に根強い需要のある「全期間
固定金利の住宅ローン（フラット35）」の普及を支援。

○ 住宅金融支援機構は、自らが発行する債券（MBS）によって投資家から買取資金を調達することで、国費によらな
い自主的な財源確保を実現（住宅ローンの証券化）。

○ さらに、省エネ性・耐震性などの質の高い住宅（フラット35Ｓ）や、子育て世帯向け住宅や空き家活用住宅など地方
公共団体の政策と合致した住宅（フラット35地域連携型）については、金利の引下げも実施。

①住宅ローンの
申込み・資金受取

②住宅ローン債券の
譲渡・代金支払い

③MBSの
発行・代金支払い

④住宅ローンの
元利金支払い

⑤住宅ローンの
回収金引渡し

⑥MBSの
元利金支払い

●フラット35の融資要件

資金使途 住宅の建設資金（新築） 又は購入資金（新築・既存） 返済期間 15年以上 35年以内

融資対象と
なる住宅

・床面積： 一戸建て住宅 70㎡以上、マンション 30㎡以上
・住宅の省エネ性能や耐火性能等について、機構が定める技術基準に適合

金利 全期間固定
（R4.12金利：1.65％）

制度の概要

フラット35Ｓ（「省エネ性」、「耐震性」、「バリアフリー性」、「耐久性・可変性」のいずれかの性能が優れた住宅） フラット35地域連携型（地方公共団体の施策と連携した住宅）

性能が優れた住宅
（Bプラン）

性能が特に優れた住宅
（Aプラン）

性能が極めて優れた住宅
（ZEH）

UIJターン世帯向け住宅、
地域産材利用住宅 など

子育て世帯向け住宅、
空き家活用住宅

当初５年間▲0.25％ 当初10年間▲0.25％
当初５年間 ▲0.5％
６～10年目 ▲0.25％

当初５年間▲0.25％ 当初10年間▲0.25％ 27

●フラット35Ｓ等による金利引下げ

2050年度

住宅金融支援機構の脱炭素社会実現に向けた取組

○ 住宅金融支援機構は、国の規制に先駆けて、①2022（令和４）年10月からZEHに対する強力な支援（フラット35Sにお

いて、１年目から５年目まで△0.5％、６年目から10年目まで△0.25%）や、②2022（令和４）年10月から省エネリフォームに対する
融資の創設（グリーンリフォームローン）、③2023（令和５）年４月以降のフラット35を利用するすべての新築住宅に省エネ
基準の融資要件化（断熱等級４以上・一次エネルギー消費量等級４以上）など、性能の高い住宅の取得を促す取組みを進めて

いる。

カーボンニュートラル宣言

省エネ基準
義務化

建築物省エネ法改正
ZEH水準確保

フラット35S ZEHタイプ創設

グリーンリフォームローン創設

省エネ基準融資要件化

住宅金融支援機構における省エネ誘導の取組み

規制に先駆け、
支援の枠組みの創設や融資要件化を実施

28

2030年度2025年度2024年度2023年度2022年度2020年度

ストック平均で
ZEH水準確保
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性能が優れた住宅
（Bプラン）

性能が特に優れた住宅
（Aプラン）

性能が極めて優れた住宅
（ZEH）

金
利
引
下
げ

当初５年間▲0.25％ 当初10年間▲0.25％
当初５年間 ▲0.5％
６～10年目 ▲0.25％

2023年4月より、すべての新築住宅において省エネ基準※

（断熱等級４かつ一次エネ等級４）への適合を必須とする。
※2025年度に義務化される予定の省エネ基準と同じもの

省エネ基準適合の融資要件化 住宅金融支援機構

国民の住宅ローンに対する多様なニーズに対応するため、証券化の仕組みを活用して、民間金融機関による全期間固

定金利の住宅ローンを支援。脱炭素社会の実現に向けて、省エネ性能の底上げを図るため、フラット３５を利用する新

築住宅を対象とした、省エネ基準適合の融資要件化を行う。

●フラット３５の融資要件

資金使途
住宅の建設資金（新築）又は購入資金（新築・既存）

※借換えのための貸付けを含む。

融資対象と

なる住宅

・住宅の床面積が
一戸建て住宅 ㎡以上

マンション ㎡以上

・住宅の省エネ性能や防耐火性能等について、機構が

定める技術基準に適合

借入限度額 8,000万円

返済期間 15年以上 35年以内（完済時年齢は80歳未満）

金利 全期間固定

●省エネ性能に関する技術基準

現行
▶

見直し後（ 年 月以降）

断熱等級２相当 断熱等級４ かつ 一次エネ等級４

●フラット３５Ｓの概要

断熱等性能等級

一次エネルギー消費量等級

等級 等級等級等級等級等級 等級
省エネ基準

等級等級等級
（既存のみ）

－等級 等級
省エネ基準

「省エネルギー性」、「耐震性」、「バリアフリー性」

又は「耐久性・可変性」のいずれかについて

優れた性能を有する住宅の供給を促進するため、

フラット３５の金利を一定期間引き下げる制度。

「グリーンリフォームローン」の概要

外皮平均
熱貫流率（𝑈𝑈𝐴𝐴）

冷房期の
平均日射熱取得率 η𝐴𝐴𝐴𝐴

断熱材

断熱改修 夏は涼しく、冬は暖かい住宅を実現

小大 𝑼𝑼𝑨𝑨 ・𝜼𝜼𝑨𝑨𝑨𝑨

等級 等級 等級 等級
省エネ基準

等級
水準

仕様例（地域区分５～７）

【グリーンリフォームローン】【グリーンリフォームローン】

壁
高性能グラスウール16K

84mm
高性能グラスウール16K

105mm

窓
アルミサッシ

＋透明複層ガラス
アルミ樹脂複合サッシ
＋Low-E複層ガラス

〇 「断熱改修」や「省エネ設備の設置」の工事を行うことにより、
自らが所有する既存住宅の省エネ性能向上を図る取組みを
対象とした、個人向けのリフォーム融資制度。

○ 特に断熱性能が高くなる改修を行う場合は、金利を引下げ。

制度の概要
①リフォーム工事

への融資

②毎月の返済

【グリーンリフォームローン】 【グリーンリフォームローン】 S

融資要件
次のいずれかの工事の実施
・ 断熱等級４の「断熱改修」
・ 太陽光発電、高効率給湯機等の「省エネ設備の設置」

次の両方の工事の実施
・ 断熱等級５の「断熱改修」
・ 太陽光発電、高効率給湯機等の「省エネ設備の設置」

返済方法 ・ 通常の返済方法（元金均等返済 又は 元利均等返済） ・ 高齢者返済特例

限度額／返済期間 500万円 ／ 10年以内
融資金利（R4.12）
【全期間固定】 通常の返済方法：1.54％ 高齢者返済特例：3.28％ 通常の返済方法：1.24％ 高齢者返済特例：3.18％
保証人・担保 不要

断熱等性能等級（外壁、窓等を通しての熱の損失を防止する性能）
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ＭＥＭＯ

フラット３５地域連携型（空き家対策） 住宅金融支援機構

●補助金とフラット による支援イメージ（融資額などは一例）

自己資金

（ 2,000 万円）

補助金

（ 200 万円※）

【フラット 】地域連携型

※ 借入期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、金利1.65％（R4.12時点）で試算

・地方公共団体の補助金により負担軽減

・国庫補助により地方公共団体の負担を軽減

・金利 当初 10 年間年▲ 0.25％
・月々の支払額 当初10年間 約5.4万円
・金利引下げにより総返済額 約▲44万円

・融資により住宅取得に必要な資金調達を可能に

・金利引下げにより利用者の負担を軽減

・機構との連携により地方公共団体の取組を支援

◆地方公共団体の補助金の負担割合例※

令和５年度当初予算：
優良住宅整備促進等事業費補助（236.23 億円）の内数拡充

※ 空き家対策総合支援事業などの要件を満たす補助事業の場合
費用例

（ 2,200 万円）

※ 地方公共団体が補助限度額を200万円とした場合

借入額

（1,800万円）

○ 「空き家対策」に積極的な地方公共団体の取組みを支援するため、

空き家の取得時における地方公共団体による財政的支援とあわせて
住宅金融支援機構による住宅ローン（フラット３５）の金利を引き下げる制度。

○ 令和５年４月から、金利引下げ期間を現行の「当初５年間」から「当初10年間」に
拡充し、重点的な支援を行うこととしている。

制度の概要

空き家取得に対する
財政的支援

（補助金交付など）

連携
（協定書などの手続きは不要）

フラット３５の
金利引下げ
当初 年間
年▲

利用者

誰も利用しなくなった空き家

取得時にリフォームして住宅利用
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