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ご相談は

こちらまで

お気軽に！

平成27年度 京都市助成制度のご案内

京都市内にすまいをお持ちの皆様 ,おすまいの皆様へ

〈受付時間〉午前10時から午後5時まで（水曜日，祝日，年末年始を除く。）
〈申請窓口〉京（みやこ）安心すまいセンター

京都市中京区烏丸御池東南角アーバネックス御池ビル西館４階
※専用の駐車場はありません。公共交通機関を御利用ください。

京（みやこ）安心すまいセンター 耐震・エコ助成ホットライン

075-744-1631

京都市

http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/

各助成制度の

併用可能！

太陽光発電システム
蓄電システム
太陽熱利用システム
家庭用燃料電池システム
ＨＥＭＳ

円！最大72万
補 助 金

詳細は4ページ

快適に暮らしたい方，
光熱費を節約
したい方は・・・

地震がきても大丈夫？
すまいの安全に
不安がある方は…

電気やお湯をつくり，
光熱費を節約
したい方は…

今なら　　　　　 　あります！補 助 金

リフォーム
するなら

エコ＆耐震も！
耐震リフォーム

円！最大6０万
補 助 金

まちの匠の知恵を活かした
京都型耐震リフォーム支援事業

詳細は3ページ

円！最大5０万
補 助 金

省エネリフォーム
既存住宅の

省エネリフォーム支援事業
詳細は2ページ

京安心すまいセンター 検索

【メモ欄】



円！最大5０万
補助金

省エネリフォーム

申請対象 市内の住宅（一戸建ての住宅，長屋又は共同住宅の住戸部分で居住部分の床面積が延べ面積の
1/2 以上のもの）の所有者（予定を含む。）又は居住者（予定を含む。）
※市内事業者が元請負人又は下請負人として補助対象工事を施工する必要があります。

申請期間 平成 27年 4月13日（月）〜平成 28年 3月29日（火）
※予算額に達した場合は，期間内でも受付を終了します。

工事対象メニュー	 ※その他要件もありますので，詳細は京安心すまいセンターホームページをご覧ください。

対象工事 補助金額 対象工事 補助金額

窓の断熱改修（内窓設置，外窓交換） 最大 1万 8千円 /箇所 窓の断熱改修（ガラス交換） 最大 7千円 /枚

外壁の断熱改修
土壁の外断熱改修 20万円 /式 屋根の断熱改修 10万円 /式

上記以外の場合 10万円 /式 天井の断熱改修 3万円 /式

床の断熱改修 5万円 /式 高断熱浴槽の設置 2万円 /式

ドアの断熱改修 最大 3万円 /箇所 内装断熱パネルの設置（壁，床，天井） 最大各 5万円 /式

遮熱塗装等（屋根，外壁） 最大各 3万円 /式 庇の設置 8千円 /箇所

窓の遮熱フィルム又は遮熱塗装 最大 2千円 /箇所 内装の左官工事（オプション工事）※2 2 万円 /式

※1

※1	国の「省エネ住宅ポイント制度」実施中は，受付を休止します。これらの工事を行う方は，省エネ住宅ポイント制度を御利用ください。
省エネ住宅ポイント制度に関する問合せ：省エネ住宅ポイント事務局　TEL：0570-053-666

※2	オプション工事のみでは補助の対象になりません。ほかのメニュー又は省エネ住宅ポイント対象工事と併せて申請してください。

手続の流れ・必要書類
★印の書類は，京都市が様式を定めています。
☆印の書類は，補助対象工事の元請負人が市外事業者である場合に添付してください。

step1

事前協議

step2

工事契約・
着工

step3

工事完了

step4

交付申請・
補助金請求

事前協議に必要な書類
①事前協議書	★　②チェックリスト	★　③補助金額算出書	★
④補助対象工事に係る下請負人リスト	☆　⑤付近見取図
⑥住民票の写し（現に居住している方）又は
登記簿謄本の写し（現に居住していない方）

⑦工事の見積書の写し　⑧工事前写真
⑨工事内容及び使用材料等の仕様が分かる図面等

交付申請に必要な書類

①補助金交付申請書	★　②交付申請額算出書	★
③補助金請求書	★　④工事請負契約書等の写し
⑤領収書の写し　⑥下請契約に係る契約書等の写し	☆
⑦工事完成写真（隠蔽部は施工中の写真）
⑧工事内容を証明する書類（納品書等又は工事内容証明書	★）

省エネリフォームは家計にも健康にもやさしい！

家計に
やさしい！

住宅の消費エネルギーを削減し，環境にやさしい省エネリフォームは，
「光熱費の削減」にもつながります！
例：窓を全て二重窓にした場合，10年間で光熱費を約20万円（2万円/年）も削減！

※120㎡程度の木造一戸建ての住宅を想定した市の試算による。

健康に
やさしい！

省エネリフォームで室内の温度差を小さくすることで，
ヒートショック※の発生を抑えることができます！
※ヒートショックとは，急激な温度変化により血圧が急変する現象を指し，心筋梗塞や脳卒中を引き起こす原因となります。

また，適切に断熱改修を行うことで，室内の結露も抑えることができ，
結露によるカビの発生を防ぐことにもつながります！

● 2●

円！最大6０万
補助金

耐震リフォーム （まちの匠の知恵を活かした
京都型耐震リフォーム支援事業）

申請対象 市内の昭和 56年以前の木造住宅（一戸建ての住宅，長屋又は共同住宅で居住部分の床面積が延
べ面積の1/2 以上のもの）の所有者（予定を含む。）又は居住者（予定を含む。）

申請期間 平成 27年 4月13日（月）〜平成 28年 3月15日（火）
※予算額に達した場合は，期間内でも受付を終了します。

補助対象となる工事のメニュー	 ※その他要件もありますので，詳細は京安心すまいセンターホームページをご覧ください。

対
象 在来工法

補助
限度額

伝統構法
補助
限度額

基
本

建
築
物
の
健
全
化

①根継ぎ等による土台又は柱等の
　劣化，蟻害の修繕

20万円
建
築
物
の
健
全
化

⑨根継ぎ等による土台又は柱等の
　劣化，蟻害の修繕

20万円

②水平方向，垂直方向等の歪みの補正
　（6/1,000 以内に補正するもの）

20万円
⑩水平方向，垂直方向等の歪みの補正
　（1/100 以内に補正するもの）

20万円

③基礎のひび割れ等の補修 10万円 ⑪礎石等の基礎の補修 20万円

④屋根の軽量化 20万円
⑫土壁の修繕（中塗りまで落として塗り
　直すもの）又は新設

20万円

⑤建築物の四隅等への耐震壁の設置 15万円 ⑬屋根の軽量化 20万円
⑥屋根構面又は2階床組若しくは
　小屋組の水平構面の強化

10万円
床
面
等
の
強
化

⑭屋根構面又は2階床組若しくは
　小屋組の水平構面の強化・補修

10万円

⑦有筋の基礎の増設 15万円 ⑮柱脚部への足固め，根がらみの設置 10万円
⑧シェルターの設置 30万円 ⑯シェルターの設置 30万円

付
帯
工
事
※

⑰外壁等の劣化部分の修繕
5万円⑱土管の撤去

⑲防蟻処理
※付帯工事のみでは補助の対象にはなりません。ほかのメニューと併せて申請してください。
※付帯工事のメニュー⑱及び⑲は，在来工法の場合はメニュー①，③又は⑦，伝統構法の場合はメニュー⑨，⑪又は⑮と併せて申請してください。
※市内事業者が元請負人又は下請負人として補助対象工事を施工する必要があります。（⑧，⑯シェルターの設置を除く。）

手続の流れ・必要書類
★印の書類は，京都市が様式を定めています。
☆印の書類は，補助対象工事の元請負人が市外事業者である場合に添付してください。

step1

事前協議

step2

工事契約・
着工

step3

工事完了

step4

交付申請・
補助金請求

※必ず工事契約・着工前に事前協議を行ってください。

事前協議に必要な書類
①事前協議書	★　②補助対象工事に係る下請負人リスト	☆　③付近見取図
④建築年を証する書類　⑤所有者又は居住者であることを証する書類
⑥チェックリスト	★　⑦補助金額算出書	★　⑧補助事業に係る見積書
⑨補助事業の計画図面（縮尺 1/100 程度）　
⑩申請建築物の全景写真及び工事部位の写真

交付申請に必要な書類

①補助金交付申請書	★　②交付申請額算出書	★
③工事請負契約書の写し　④領収書の写し
⑤下請契約の契約書の写し等	☆　⑥補助金請求書	★
⑦工事の状況を示す写真及び写真撮影方向図

補助対象メニューの活用例	 ※ほかにも様々な対象工事のメニューを組み合わせて使うことができます。

屋根を
葺き替えるなら！

屋根の軽量化
20万円 ＋ 屋根下地の補強

10万円 ＋ 外壁の劣化修繕
5万円 ＝ 補助金額

合計 35万円

水廻りの
リフォームの際に！

傷んだ柱の修繕
20万円 ＋ 基礎のひび割れ補修

10万円 ＋ シロアリの防除
5万円 ＝ 補助金額

合計 35万円

耐震リフォームの
基本（伝統構法）

傷んだ柱の修繕
20万円 ＋ 土壁の修繕

20万円 ＋ 屋根の軽量化
20万円 ＝ 補助金額

合計 60万円
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創エネ・省エネ設備の設置

申請対象 市内の戸建住宅，共同住宅，集会所等に下表内の設備を設置する個人，管理組合，自治会他

申請期間 平成 27年 4月13日（月）〜平成 28年 3月31日（木）
※対象設備の設置完了日（太陽光発電システムの場合は電力需給開始日）の翌日から60日以内又は平成 28年 3月31日（木）のいずれか早い日まで
に申請が必要

※予算額に達した場合は，期間内でも受付を終了します。

必着

助成対象設備・助成金額

対象設備 助成金額 （参考）国等の補助制度の有無
※詳細はホームページ等をご覧ください。

太陽光発電システム（全量を売電する場合は対象外） 最大出力1kW当たり
	 2 万円（上限 4kW）	※1 無

蓄電システム 蓄電容量 1kWh当たり
5万円（上限 6kWh） 有 窓口：環境共創イニシアチブ（SII）

太陽熱利用システム
強制循環（分離）型 	 10 万円	※2

無
自然循環（一体）型 	 5 万円	※2

家庭用燃料電池システム（エネファーム） 	 8 万円 有 窓口：一般社団法人燃料電池普及促進協会（FCA）
TEL：03-5472-1190

H
ヘ ム ス

EMS（家庭用エネルギーマネジメントシステム） ※3 	 2 万円 有 担当課：京都府環境部エネルギー政策課
TEL：075-414-4297

SII 検索

FCA 検索

※1	省エネ改修，耐震改修，国の省エネ住宅ポイント制度（補助対象費用 25万円以上）のいずれかと同時に行う場合，最大出力1kW当たり3万円（上限 4kW）
分譲共同住宅（管理組合）及び集会所への設置は上限なし

※2	省エネ改修，耐震改修，国の省エネ住宅ポイント制度（補助対象費用 25万円以上），太陽光発電システム設置のいずれかと同時に行う場合，各助成金の2倍の額
※3	エネルギーの自動制御などにより電力を効率よく使う設備

申請の流れ・必要書類	 ※申請書類は，窓口に持参いただくか，郵送（書留等）にて送付してください。

step1

着工前

step2

対象設備の設置

step3

助成金の交付申請

step4

交付決定通知書の受領

step5

助成金の請求

景観手続の要否を確認
景観手続が必要な場合は，対象設
備の着工までに景観手続を完了して
ください。
【問合せ先】
・景観政策課都市デザイン担当

：TEL	075-222-3474
・風致保全課	：TEL	075-222-3475

交付申請に必要な書類（60日以内又は平成28年3月31日までに手続必要）

①助成金交付申請書　②工事請負契約書又は売買契約書の写し
③住民票　④景観手続を証明する書類の写し（該当する場合）
⑤領収書の写し　⑥登記事項証明書（設置場所と住民票住所が異なる場合）
⑦市長が必要と認める書類
※この他，対象設備ごとに必要な書類（システム設置写真やシステムの配置図，電力
需給契約の御案内の写し等）がありますので，窓口にお問い合わせください。

交付決定通知書と一
緒に送付する請求書
により，助成金の請
求を行ってください。

設置費用の回収年数（太陽光発電システムを4kW※1 設置した場合のモデル）※1京都市における平均設置出力

助成金 8万円 2 万円×4kW＝8万円

節約できる
電気代 約3.9万円/年

※年間発電量を4,000kWh，削減する使用電力の平均購入額を
24.1 円 /kWh，発電量の4割を自宅で使うと仮定
4,000kWh×24.1 円 /kWh×0.4

売電
収入

〜10年目 約7.9万円/年
※10年目までの買取価格が33円 /kWh（平成26年度買取価格），
11年目以降の買取価格は24.1 円 /kWh，
発電量の6割を余った電力として売ると仮定
【10年目まで】4,000kWh×33円 /kWh×0.6
【11年目以降】4,000kWh×24.1 円 /kWh×0.611年目〜 約5.8万円/年

設置費用145.6万円

※国が「平成 27 年度
調達価格及び

調達期間に関する意見」
で示した費用

36.4 万円 /kW×4kW

回収年数

約13年

お得な融資制度
「京都市あんぜん住宅改善資金融資制度」
もあります！

京都市では，耐震リフォームやエコリフォーム等に低利率で御利用いただける融資制
度も設けています。補助制度との併用もできますので，詳しくはお問い合わせください。
【問合せ先】住宅政策課：TEL	075-222-3666

● 4● この印刷物が不要になれば「雑がみ」として古紙回収等へ！


