家づくり補助・助成制度〈2017年度〉

石川

データは2017年4月4日時点のものです。内容の変更や募集が終了している場合があります。最新の内容は担当部署にお問い合わせください。当データは新築住宅の建築に関する制
度と内容を一部抜粋したものです。詳しい内容や他の制度については、各自治体にお問い合わせください。制度の利用については、契約した住宅会社と相談することをおすすめします。

県・市・町 制度名

内容

助成金額

担当課

連絡先

石川県

いしかわの木が見える
たてもの推進事業

5m³以上の県産木材を使用した住宅・店舗等の新築・増改築 県産木材の使用量に応じて8万円又は15万円を補助
に対して補助

森林管理課

076-225-1643

金沢市

まちなか住宅建築奨励金

まちなかの対象区域において自己が居住する戸建て住宅を、【基本額：限度額200万円
（二世帯住宅は300万円）
】
住宅政策課
住宅ローンにて新築又は購入する場合に助成。 【主な条件】 借入金の10%
詳しくはお問い合わせ下さい ・返済期間が10年以上の借入 【加算額：限度額100万円】
金があること ・住宅部分の延べ面積が75㎡以上
（二世帯住 ・3年以上更地の土地に建築する場合、借入金の1.5%
（限度
宅の場合は150㎡以上）
280㎡以下 ・金沢らしい景観への配 額30万円）
慮
（瓦屋根、和室の設置等）・住宅性能評価書
（高齢者への配 ・申請者が45歳未満の場合、借入金の2.5%
（限度額50万円）
慮等級2以上）の交付又は長期優良住宅の認定を受けること ・申請者が60歳以上の場合、借入金の1.0%
（限度額20万円）
・敷地の緑化
・18歳未満の子供3人以上と同居の場合、借入金の1.0%
（限
度額20万円）
・UJIターン世帯
（下記郊外部移住者住宅取得奨励金を参照）
の場合、借入金の2.5%
（限度額50万円）

076-220-2136

郊外部移住者住宅取得奨励金 対象区域において、移住者（UJIターン世帯）が自己が居住する 【基本額：限度額100万円
（二世帯住宅は150万円）
】
戸建て住宅を、
住宅ローンにて新築又は購入する場合に助成。 借入金の5%
（二世帯住宅は7.5%）
【移住者
（UJIターン世帯）
とは】
【加算額：限度額50万円】
①~③全てに該当する方が対象
・申請者が45歳未満の場合、借入金の2.5%
（限度額50万円）
①金沢市かその周辺
（白山市・かほく市・野々市市・津幡町・ ・18歳未満の子供3人以上と同居の場合、借入金の1.0%
（限
内灘町）
でおつとめ又は自営の方
度額20万円）
②金沢市内に移住して3年を経過しない方、又は移住する予
定の方
③金沢市内に移住する前に、市外に3年以上居住していた方
【主な条件】詳しくはお問い合わせ下さい
・返済期間が10年以上の借入金があること
・地区計画等の計画に適合
（敷地面積等）
・ 住宅部分の延べ面積が100㎡以上（二世帯住宅の場合は
150㎡以上）
280㎡以下
・住宅性能評価書の交付又は長期優良住宅の認定を受けること
・敷地の緑化
木の家づくり奨励金制度

市内に居住するため、金沢産スギ柱50本以上使用して木造 ・新築
（建売住宅の購入を含む）
、増築、改築する方 柱1本あ 森林再生課
住宅を新築、増築、改築する方を助成。
たり2,800円
（限度額25万円）
・ 金沢産の木材を加工した内装材及び外装材を見える所に
10m²以上使用する場合、上乗せ補助
（限度額5万円）

住宅用太陽光発電システム及 自己が所有し居住する戸建ての住宅又は自己の居住を目的 10万円
（伝統環境保存区域内の住宅に設置） 5万円
（上記以
び住宅用エネルギーマネジメン として取得する戸建ての住宅にシステムを設置する場合に補 外の区域の住宅に設置）
ト システム設置費補助金
助（太陽電池出力2kW以上・住宅用エネルギーマネジメントシ
ステム（HEMS）の設置が条件 ※住宅用エネルギーマネジメ
ントシステム設置費補助との併用は不可
住宅用エネルギーマネジメント
システム設置費補助金

自己が所有し居住する住宅又は自己の居住を目的として取 購入費及び設置工事費の合計額の1/4
（限度額2万円）
得する住宅に住宅用エネルギーマネジメントシステム
（HEMS）
を設置する場合に補助

住宅用リチウムイオン蓄電
システム設置費補助金

自己が所有し居住する住宅又は自己の居住を目的として取
得する住宅にリチウムイオン蓄電システムを設置する場合に
補助

木質ペレットストーブ設置費
補助金

市内に居住する者、もしくは市内で主に活動する事業者・団 購入費及び設置工事費の合計額の1/2
（限度額10万円）
体が、市内の住宅又は事務所・活動施設に木質のペレットを
燃料とするストーブを設置する場合に補助

住宅用高効率エネルギー設備
設置費補助金

自己が居住する住宅又は自己の居住を目的として取得する ・10万円
（燃料電池コージェネレーションシステム）
住宅に都市ガスまたはLPガスを燃料とする燃料電池コージェ ・4万円
（ガスエンジン給湯器）
ネレーションシステム（エネファーム）
、ガスエンジン給湯器
（エコ ・4万円
（ハイブリッド給湯システム）
ウィル）
、ハイブリッド給湯システムのいずれかを設置する場合
に補助

生ごみ処理機器購入費補助

生ごみ処理機の購入費補助。生ごみ処理機1世帯1台。ただし、 購入費の1/2
（限度額3万円）
補助金の交付を受けた日から5年経過後、再度購入時申請可
能。

里山地域における分家住宅等 里山地域において、戸建て住宅を新築又は購入する農家の分
建築奨励金制度
家世帯員、新規就農者、伝統工芸従事者に対して助成。
七尾市

環境政策課

076-220-2507

リサイクル推進課

076-220-2302

購入費及び設置工事費の合計額の1/4
（限度額10万円）

借入金の2.5%
（限度額50万円） 18歳未満の子ども3人以上 農業水産振興課
と同居の場合に限度額20万円を上乗せ

勤労者小口資金融資制度

引き続き2年以上市内に居住し、同一事業所に1年以上勤務 限度額100万円
する者。生活資金が対象。

勤労者信用保証料補給金 交
付制度

市内に居住し、未組織事業所に働く勤労者。生活資金・住宅
資金の保証料が対象。

七尾産材使用住宅助成金制度

076-220-2213

産業振興課

0767-53-8565

市内に居住するため、七尾産材を5㎥以上使用した70㎡以 1戸あたり10万円
上の木造住宅を新築
（建売住宅の購入を含む）する方に助成。
ただし、石川県が実施している「いしかわの木が見えるたても
の推進事業」に補助金申込をした住宅とする。

農林課

0767-53-8510

住宅用太陽光発電システム 設
置モデル事業費補助金

自ら居住する市内の住宅に、住宅用太陽光発電システムの費用
に対して補助金を交付。

1kWあたり5万円
（上限20万円）

環境課

0767-53-8421

家庭用ごみ減量機器設置費
補助金

家庭から排出されるごみを減量化するために個人が購入設置
した家庭用ごみ減量機器の費用に対して補助金を交付。

補助率1/2
（限度額3万円）

都市建築課

0767-53-8429

ふるさと振興課

0767-53-1134

定住促進住宅取得奨励金

金融機関などで資金を借り入れて住宅を新築または購入し 借入額の3%
（上限30万円）
た方に奨励金を交付
次の1~4の要件に該当する方は奨励金を加算
【対象住宅】延床面積70m²以上の1戸建て住宅
（併用住宅の 1.市内建築業者で新築または新築住宅を購入...借入額の2%
場合は居住部分が70m²以上）
（上限20万円）
2.市外からの転入...借入額の2%
（上限20万円）
3.申請者の中学生以下の子どもが同居する場合...一人につ
き借入額の1%
（上限10万円）
4.「 向陽タウンはまだ分譲宅地 」
（中島町浜田地内）で新
築...200万円

万行地区土地区画整理事業
保留地取得奨励金

対象：【平成28年4月1日以降に】七尾市万行地区土地区画
整理組合が販売する保留地を購入し、住宅を新築または購入
した方に奨励金を交付
【対象】万行地区土地区画整理組合の保留地を購入した方 購
入の目的が以下のものであること ・七尾市での定住 ・一戸建
て住宅の新築又は購入

まちなか住宅建設用地売買
奨励金

移住定住促進補助金
（住宅取得補助）

小松市

076-220-2217

1区画につき200万円

以下のすべてに該当する方
用地取得費の10%
（限度額50万円）
①まちなかの指定する区域において狭あい道路の解消を促進
するもの（道路中心線から3mのセットバック）
②まちなか景観基準に適合する共同住宅又は一戸建て住宅
を市内建築業者で建設するために用地売買を行なう人
③金融機関などで用地取得に係る資金を借入れる人 ※売主
において、既存住宅を解体して建設用地を売却した場合、解
体費用の1/2
（限度額50万円）
を助成
石川県外から転入し、一戸建て住宅を新築または購入
（購入 新築または購入に伴う費用の50%以内
（限度額100万円）
に伴う改修を含む）
した人に交付
【対象者】次のすべてに該当する人
①転入前10年以上、石川県外に住んでいた
②転入後、3年を経過していない
③本人が契約者で、費用を負担している
④一時的な滞在ではない

未組織労働者信用保証補給
制度

市内で住宅を新築・増改築・購入し、本市に居住しようとす
る未組織労働者が住宅資金の融資を受ける際、債務保証料の
一部を助成

商工労働課

0761-24-8074

小松市景観まちづくり事業
補助金（景観まちづくり重点
地区）

まちづくり協定を締結し、景観まちづくり重点地区に指定さ 外観修景費の1/2
（限度額200万円）
れた区域
（龍助町・材木町・粟津町の一部）新築、改築、修繕
に伴う外観修景費等の一部を助成。

まちデザイン
第2課

0761-24-8096

建築住宅課

0761-24-8104

小松市景観まちづくり事業
伝統的景観重点地区に指定された区域（曳山八町を中心とし 外観修景費の1/3
（限度額120万円）
補助金（伝統的景観重点地区） た地域）
新築、改築、修繕に伴う外観修景費等の一部を助成
小松市外から小松市内に転居する方に対し、自己の住宅の建
設費
（75㎡以上の増築含む）
または取得費の一部を助成

新築・増築50万円

住まいる小松奨励金

自己住宅建設のため、対象となる分譲宅地を購入して新築す
る者に対する助成制度

一律10万円

飛行場周辺地区居住環境整備
助成金

航空機騒音区域内での新築住宅建設に係る防音工事の一部
を助成。市外からの転入、3世代住宅等、若者世帯
（まちなか
指定区域内）
での加算制度あり

85W以上：100万円
80W~85W：50万円
75W~80W：20万円 （市外業者利用は半額）

3 世代家族住宅建築奨励金

3世代が同居又は近居で住宅を建設・取得する費用の一部を
助成

助成額20万円

小松地域産材利用促進事業

小松市で産出された資源を建築資材として使用した新築、増
築、改修、外構工事に対し、その工事費や材料費の一部を助
成

瓦、木材、畳、石、九谷焼
（各限度額20万円※新築以外は限度
額10万円）

「ようこそ小松」
定住促進奨励金

家庭用生ごみ処理機及びコン 家庭用生ゴミ処理機又はコンポスト等を、小松市内の事業所 生ごみ処理機：補助率1/3
（上限3万円） コンポスト等
（2千円 エコロジー推進課
ポスト等設置事業補助金
から購入する者に対する補助
以上）
：補助率1/2
（上限5千円）

輪島市

小松市バイオマス設備設置費
補助金

小松市内に住居、事務所、店舗、もしくは作業場を有し、又は ・本体価格
（税抜）
50万円未満：補助額本体購入金額の1/2
（上
建築する者のバイオマス設備（ペレットストーブ・薪ストーブ・ 限5万円）・本体価格
（税抜）
50万円以上：補助額本体購入金
木質バイオマスボイラー）
の購入に対する補助
額の1/10
（上限30万円）

生ゴミ処理容器等購入助成

生ゴミ堆肥化容器及び電気式生ゴミ処理機購入費用への
助成

輪島産材活用住宅助成事業費

輪島産木材を使用した住宅（延床面積80m²以上）に対し 新築または新築住宅購入に対し30万円
補助。 輪島産材使用割合50%以上、延床面積1m²当たり
0.13m³以上の住宅。 ※「輪島市マリンタウン街並み景観
形成補助金」と併用不可

農林水産課

0768-23-1141

輪島市マリンタウン街並み
景観形成補助金

輪島市が分譲するマリンタウンの土地において、次の①から③
の条件を満たす住宅 ①輪島市マリンタウン街並み景観基準
に適合する住宅。 ②輪島産材の使用量が、延べ床面積1平
方メートル当たり0.13立方メートル以上のものであって、全
体の木材使用量の2分の1以上である住宅。 ③市内建築業
者又は市内建築業者で構成される団体により建築された住
宅。 ※「輪島産材活用住宅助成事業費」と併用不可

都市整備課

0768-23-1156

住 宅 用 太 陽 光 発 電 システム 輪島市内の自己、配偶者又は2親等以内の親族が所有し、自
設置推進事業
らが居住する一戸建住宅に補助の対象となる住宅用太陽光
発電システムを設置する方に対して補助
珠洲市

加賀市

白山市

新築
（地元産材使用割合50%）30万円
増改築
（地元産材5m³以上使用）2万円/㎥
（上限30万円）

産業振興課

0768-82-7766

自然共生室

0768-82-7716

珠洲市生ごみ処理容器等設置 【補助対象者】市内に住所を有し、市内の事業所等から生ご ・生ごみ処理容器
（コンポスト）補助率：1/2以内
（限度額：3 生活環境課
補助金
み処理容器等を購入したもの
千円、2台まで）・電気式生ごみ処理機 補助率：1/3以内
（限
度額：2万円、1台まで）

0768-82-7743

珠洲市三世代ファミリー同居・ 親子と祖父母が近くで暮らす、子育てのしやすい環境の拡大
近居促進事業補助金
を目的に、新たに三世代での同居や近居を始めるための住宅
の取得等に要する費用の一部を助成 【対象者】新たに親子
と祖父母の三世代で同居や近居を始めるため、住宅の新築や
購入、増改築、改修をおこなった方 【対象住宅】 ○平成27年
4月1日以降に新築等の契約を締結した住宅 ○所有者が三
世代同居・近居を行う世帯員である住宅 ○新築等に要した
費用が100万円以上である住宅

福祉課

0768-82-7747

珠洲木材活用住宅助成事業

地元産材を一定規模以上使用し、市内の業者が建築した住宅

木質バイオマスストーブ
購入費補助金

自己の住宅又は団体の事務所・活動施設に木質バイオマスを 購入費の1/3以内
（限度額10万円）
燃料とするストーブを設置する場合に補助
（市税滞納者を除
く）
。

住宅用太陽光発電システム
設置費補助金

市内に自らが所有し、居住する住宅（併用住宅を含む）に太陽 システムの最大出力1kWあたり7万円
（上限30万円）
光発電システムを設置する個人（市税滞納者を除く）に対し、
設置費用の一部を補助。ただし、市内に所在する事業者
（あ
らかじめ市に登録された事業者）
が施工するシステムを補助対
象とする

市内に居住しており、労働組合が組織されていない事業所に 融資残高に保証料率と期間率を乗じた金額
（補助金計算の対
就労している方が（一般財団法人）石川県労働者信用基金協 象額は3,000万円上限）
会の債務保証により住宅融資を受ける際、信用保証料の一部
を助成する制度

商工振興課

0761-72-7940

生ゴミ処理設備設置事業
補助金

家庭から出る生ごみの自家処理を促進するための生ごみの堆 ・コンポスト等処理容器（一世帯につき1容器）
：補助率50% 生活安全課
肥化容器を購入した者を助成。
以内
（対象限度額6千円） ・密閉処理容器
（一世帯につき2容
器）
：補助率50%以内
（対象限度額4千円）・生ごみ処理機
（一
世帯につき1基）
：補助率50%以内
（対象限度額2万円）

0761-72-7885

住宅用太陽光発電システム
設置事業補助金

自ら居住する市内の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置 市内在住者：30,000円 転入者：50,000円 （太陽電池の最 環境政策課
する方、又は、自ら居住するために市内のシステム付き住宅を 大出力2kW以上等の要件あり）
購入する方を対象に助成。

0761-72-7892

0767-22-9645

生ごみ処理機等の購入費助成

生ごみ処理機等の購入に対する助成。

①生ごみ処理機：購入金額の1/2以内
（限度額3万円で1世帯 環境安全課
1機まで）
②コンポスト容器：限度額3千円/個
（1世帯2器まで）
③生ごみ水切りバケツ
（1千円限度で1世帯1個まで）
④ダンボールコンポスト容器
（1千円限度で1世帯1個まで）
⑤しぼれる三角コーナー
（1千円限度で1世帯1個まで）
※③~⑤は合計で2千円を限度

0767-22-7137

家庭用リチウムイオン蓄電池
設置費補助

家庭用リチウムイオン蓄電池の購入、設置に対する助成
（国が
補助指定するもの）

一律5万円
（地域商品券）※市内在住者・ 転入者の区分なし
※予算の上限に達し次第終了となります。

定住促進奨励金

市外からの転入者で、償還期間が10年以上の住宅ローンを 住宅ローンの10%以内で、上限50万円
（ ただし、市街化区域 定住支援課
借りて、白山市内に新築住宅を建築・ 購入する方に奨励金 内で敷地面積200~310m²の場合、上限80万円）
を交付【要件】
・市外に3年以上継続して居住している方、も
しくは、市外に3年以上継続して居住した後、白山市に転入
して2年以内の方 ・ 敷地面積165m²以上、かつ、延床面積
100~280m²

若年層定住促進奨励金

45歳未満で、償還期間が10年以上の住宅ローンを借りて、白 住宅ローンの10%以内で、上限30万円
山市内に新築住宅を建築・購入する方に奨励金を交付
【要件】・市内にお住まいの45歳未満の方（定住促進奨励金
に該当しない転入者も含む） ・敷地面積150m²以上、かつ、
延床面積75~280m²

白山ろく地域定住促進奨励金

白山ろく地域（河内、吉野谷、鳥越、尾口、白峰）において、償 住宅ローンの10%以内で、上限100万円
還期間が10年以上の住宅ローンを借りて、新築住宅を建築・
購入する方に奨励金を交付
【要件】 ・白山ろく地域で、新築住宅を建築・購入する方 ・
敷地面積165m²以上、かつ、延床面積100~280m²

三世代同居・近居促進事業
補助金

新たに3世代での同居・近居を始めるため、白山市内で住宅 30万円
（県外からの転入者は45万円）
を新築、購入、増改築、リフォーム（以下、新築等）する方に補
助金を交付
【要件】・子ども
（18歳未満）
、親、祖父母による3世代 ・近居
の場合、親子と祖父母の住宅間の距離が直線で2km以内 ・
新築等に要した費用が100万円以上であるもの ・3世代同
居等を始めるために、住民票を異動した方

克雪化促進事業補助金

自宅の屋根に熱エネルギーを利用した融雪装置を設置する方
に補助金を交付

未組織労働者信用保証料
補給制度

労働組合が組織されていない事業所で働く者が、市内で新居 債務保証を受けるために支払った保証料のうち、債務保証を 商工課
を新築・増改築・購入するために北陸労働金庫から融資を受 受けた日から3年間分の保証料に相当する額 （1,000万円
ける際、信用保証料の一部を助成
を超える債務保証を受けた場合、1,000万円分の債務保証に
関する保証料のみ対象となります。
）

内灘町

志賀町

宝達志水町

穴水町

設置費用の1/2以内で、上限100万円

市産木材を普及促進するため、白山市内で自ら居住するため 1戸あたり50万円
に、住宅を新築または新築住宅を購入する方に補助
【要件】市産材使用割合70%以上及び床面積80m²以上で、
建築士が設計した住宅

林業水産課

076-272-1965

長寿介護課

076-274-9529

屋根融雪装置
（限度額50万円）ロードヒーティング
（限度額50
万円）

再生可能エネルギー設備設置
事業費補助金

自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システム又は家庭用
小型風力発電機、太陽熱利用システム、木質バイオマスストー
ブを設置する個人、又は自ら居住するために市内のシステム
付き住宅を購入する個人

1.太陽光発電システム
（1kWあたり1万円、最大5kW 5万円） 環境課
2.風力発電システム
（定額6万円） 3.太陽熱利用システム（定
額3万円） 4.木質バイオマスストーブ
（ペレット・薪）
（費用の
半額最大8万円）

076-274-9538

かほく市若者マイホーム取得 市内への定住を促進するため、45歳未満の方が借入れし住
奨励金
宅を新築・購入
（中古住宅含む）
し生活する場合に助成。

1.新築・購入
（新築） ア）
転入者：対象借入金額の5%
（限度額 企画情報課
80万円） イ）
市内在住者：対象借入金額の5%
（限度額30万
円） ウ）
市内建築業者活用：20万円加算
2.購入
（中古） ア）転入者：対象借入金額の10%
（限度額35
万円） イ）
市内在住者：対象借入金額の10%
（限度額10万円）
ウ）
市内建築業者活用：10万円加算 エ）
市空き家バンク登録
物件：5万円加算
3.その他加算 ア）
県外からの転入者の場合50万円加算 イ）
市新婚さん住まい応援事業補助金受給者の場合20万円加算
ウ）
三世代同居・近居者の場合30万円加算

076-283-1112

かほく市住宅用 自然エネル 自己が所有し、かつ居住する市内の住宅に太陽光発電システム、
ギーシステム 設置費補助金
小形風力発電システム、太陽熱利用システム、ぺレット・薪利用
システム、定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する方、又
は自ら居住するために市内のシステム付き住宅を購入する方

1太陽光発電システム：1kWあたり4万円（限度額16万円）
2小形風力発電システム：補助率1/2
（限度額6万円）
3太陽熱利用システム：補助率1/2
（限度額3万円）
4ペレット・薪利用システム：補助率1/2
（限度額5万円）
5定置用リチウムイオン蓄電システム：補助率1/2（限度額10万
円）

防災環境対策課

076-283-7124

産業振興課

076-283-7105

商工課

0761-58-2254

介護長寿課

0761-58-2233

未組織労働者信用保証料
補給制度

生ごみ処理機等の購入に対する助成

1.電気式：購入価格の1/3
（限度額2万円）
2.コンポスト：3千円
3.ダンボールコンポスト：1千円 ※市商品券で支給

市内に自ら居住するため、金沢森林組合産スギ柱50本以上 柱1本あたり2,500円
（限度額20万円）
（長さ2m以上、幅及び厚さ10.5cm以上）使用して木造住宅
を新築・増改築又は購入する方
市内に自ら居住するために住宅を新築・増改築・購入する未 限度額は3,000万円
組織労働者債務保証。保証対象期間は3年以内
新築または全部改築の住宅が対象。対象世帯の住宅の手す
りの取付け、段差の解消、引き戸等への扉の取替え、和式便
所の様式便所への変更など、要介護者などの日常生活に利便
を与える工事に対して助成します。
【対象者】
・介護保険法に基づく要支援・要介護認定を受けた
高齢者等
・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運
動機能障害（移動機能障害に限る）を有する身体障害者並び
に学齢児以上の身体障害児であって身障手帳1~3級の人が
いる世帯
・生活保護法に規定する介護扶助の人がいる世帯 ・視覚に
障害のある学齢児以上の人であって障害程度等級1・2級の
人がいる世帯
・療育手帳Aの人がいる世帯 介護保険制度からの住宅改修
費支給額等にかかる公費負担額を減額して助成します。

1生活保護法による被保護世帯：100万円
（補助率100%）
2住民税非課税世帯：100万円
（補助率90%）
3住民税均等割のみ課税世帯：50万円
（補助率70%）

加賀の木づかい奨励金

加賀地域の森林から伐採され加工された木材を使用した住 【新築、増築、改築、建売住宅を購入する場合】（基本要件）
農政課
宅を新築・増築・改築・建売住宅を購入または空き家等を購 1.住戸の専用面積が75m²以上の住宅
入し地域産木材を使用して改修する者に対し交付。
2.加賀地域産木材を0.12m³/m²以上使用
（加算）
購入
3.全使用木材の50%以上を市内業者から納入 改修
（奨励金）
（補助額） 1・2をすべて満たす：20万円 3：+10万円
（最大
30万円）
【空き家等を購入し住宅に改修する場合】（基本要件）
1.改修に占める面積が50m²以上の住宅
2.加賀地域産木材を5m³以上使用
（補助額）
1・2をすべて満たす：15万円
（最大15万円）

0761-58-2256

自然エネルギー設備設置
補助金

自ら居住する市内の住宅に自然エネルギーシステムを設置す 1.太陽光発電システム： 太陽電池の最大出力が3kw以上 環境生活課
る個人、又は自ら居住するために市内のシステム付き住宅を 10kw未満の場合 一律3万円 2.風力発電システム：定格出
購入する個人を助成。
力200w以上のものが対象。 設置費用の10%、上限5万円
3.薪ストーブ：工事費の10%、上限5万円

0761-58-2217

定住を目的に市内で住宅を取得し、45歳までの方で右記要 住宅を新築または建売住宅、中古住宅を取得:10万円
件のいづれかに該当する方に対し補助金を交付。
【加算要件】
※平成29年4月1日以降に契約した方が対象
1.県外からの転入者:20万円
2.県内他市町からの転入者:10万円
3.中山間地区:30万円
4.三世代同居型世帯:30万円
5.三世代近居型世帯:20万円
6.親世代同居型世帯:20万円
7.市内業者
（設計・購入）
:5万円
8.市内業者
（建築）
:5万円

地域振興課

0761-58-2212

産業振興課

076-227-6082

三世代ファミリー同居・近居
住宅促進事業補助金

同一敷地又は隣地に三世代同居型住宅を取得した18歳以下
の子供を持つ方に対し補助金を交付。
※平成29年3月31日までに契約の方が対象

基本額:30万円 県外からの移住15万円

勤労者自己住宅資金利子
補給制度

市内に自ら居住するために住宅を新築・購入した方 返済負
担率による制限有

利子補給の対象となる借入金の年当初残高の1%
（限度額
75,000円/年、最大3年間）

未組織労働者信用保証料
補給制度

市内に自ら居住するために住宅を新築・増改築・購入する未 保証料の内、債務保証を受けた日から3年度分以内の保証料
組織労働者
相当額

住宅用太陽光発電システム
設置費補助金

自ら居住する町内の住宅に太陽光発電システムを設置する個
人、又は自ら居住するために町内のシステム付き新築住宅を
購入する個人を対象に交付。

1kWあたり5万円
（上限20万円）

土木課

076-277-1111

電化製家庭生ごみ処理機設置
事業補助金

生ごみ処理機の購入に対する補助。

生ごみ処理機1戸あたり1台まで、購入費の2分の1
（限度額3
万）

住民課

076-277-1111

住宅取得等奨励金

戸建て住宅を新築、購入、増改築した場合、その借入金の年
末残高の額に応じて交付。
（※平成29年1月以降に居住開始
した方が対象です。これ以前に居住開始した方は、別の奨励
金の対象となる可能性があります。また、他にも条件があり
ます。詳しくはお問合せください。）

農村定住奨励金

中山間地の対象集落で住宅を建築・購入
（取得額200万円以 【基本額】20万円
（世帯員全員が新規転入者の場合は40万
上）した夫婦、または親子世帯以上で、世帯員に40歳以下の 円）
者がいる場合に交付。
（※他にも条件があります。詳しくはお 【加算額】世帯に16歳未満の者がいる場合…1人につき5万
問合せください。）
円

三世代ファミリー同居等
促進事業補助金

三世代
（祖父母世代・親世代・18歳未満の子世代）で同居等
を行うための住宅の取得等に要する費用
（100万円以上）の
一部を補助。
（※併用が可能な奨励金があります。 詳しくは
お問合せください。）

津幡町木の家づくり奨励金

町内に居住するため、スギ柱
（金沢森林組合産）を50本以上 柱1本当たり 2,500円 限度額 20万円
使用して木造住宅を新築
（建売住宅の購入を含む）する方
（寸
法等、事業要件あり）

農林振興課

076-288-6704

住宅用太陽光発電システム
設置費補助金

自ら居住する町内の住宅に太陽光発電システムを設置する
方、又は自ら居住するために町内のシステム付き住宅を購入
する方を対象に交付。

1kWあたり2万円
（上限8万円）

生活環境課

076-288-6701

家庭用生ごみ処理機器設置
事業補助金

町内に住所を有し、町内の店舗から家庭用生ごみ処理機器を
購入し設置する方を対象に交付。

1生ごみ処理機
（1世帯1基まで）
：購入価格の1/3
（限度額1万
5千円）
2生ごみ処理器
（1世帯2基まで）
：購入価格
（限度額3千円/基）

雨水浸透施設等設置費
補助金制度

町内において住宅等の敷地内に雨水浸透施設、雨水貯留施設 1.雨水浸透施設：補助率2/3以内、上限1個当たり内径によ 上下水道課
を新規に設置する方
り2万3千円~3万5千円
2.雨水貯留施設
（既存浄化槽転用）
：補助率2/3以内、上限1
基当たり8万円
3.雨水貯留施設：補助率：2/3以内、上限1基当たり容量に
より2万円~2万5千円

076-286-6718

新エネルギー・省エネルギー
システム設置費補助制度

町内において自ら居住する住宅に太陽光発電システム、住宅
用エネルギーマネジメントシステム（HEMS）
、定置型リチウム
イオン蓄電システムを設置する方、町内において自ら所有す
る土地に小形風力発電システムを設置する方を対象に係る費
用の一部を補助。 ※予算に達し次第締切りとなりますので
ご注意ください。

環境安全課

076-286-6712

生ごみ処理器（機）設置費
助成金

町内在住で、生ごみ処理器
（機）等を設置した方を対象に購入 簡易式生ごみ処理器1千円、コンポスト設置3千円、機械式生
費の一部を交付。※予算に達し次第締切りとなりますのでご ごみ処理機:購入費の1/3、限度額2万円
注意ください。

マイホーム取得奨励金

町内に新築若しくは新築購入し、町外から転入する者に対し
助成。

１件あたり20万円を交付。また町商工会に加盟する建築業
者を利用して新築した場合は、10万円を加算。 総額の1/2
は現金、1/2は町商工会が発行する共通商品券で交付する。

企画課

076-286-6727

三世代ファミリー同居・近居
促進事業補助金

祖父母世代、親世代及び子供の三世代が、新たに同居又は近
居
（2km以内）
するため、住宅を新築、購入、増築、改築又は改
修する場合に交付。

30万円。県外からの転入の場合、15万円を加算する。

みらいとうぶ定住促進奨励金

みらいとうぶの購入者のみを対象とした助成制度

【転入者】
まち整備課
単身入居：基本額40万円
町内業者施工加算額：住宅取得費×2.5%
（限度額：50万円）
住宅取得費10%
（200万円限度） 富来病院看護師及び薬剤
師就労100万円/人
家族入居：基本額80万円 子供1人につき20万円
（限度2人）
町内業者施工加算額：住宅取得費×2.5%
（限度額：50万円）
住宅取得費10%
（200万円限度） 富来病院看護師及び薬剤
師就労100万円/人
【町内在住者】
町内業者施工加算額：住宅取得費×2.5%
（限度額：50万円）
住宅取得費10%（200万円限度） 富来病院看護師及び薬剤
師就労：100万円/人

0767-32-9211

住宅用太陽光発電システム
設置事業費補助金

町内に居住し、又は居住する予定のもので、かつ、自ら居住す
る住宅
（併用住宅の場合、住宅部分の面積が総面積の2分の1
以上のものに限る。
）に太陽光発電システムを設置する方、又
は自ら居住するために町内のシステム付き住宅を購入する方
が対象

1kwあたり70,000円・上限4kw又は補助対象経費
（1）
～
（9） 環境安全課
（1）
太陽電池モジュール （2）
架台 （3）
接続箱 （4）
直流側開
閉器 （5）
インバータ （6）
保護装置 （7）
発生電力計 （8）
余
剰電力販売用電力量計 （9）
配線・配線器具の購入及び据付
工事に要する費用の総額の10分の1の額のいずれか低い額
で280,000円を上限とする。

0767-32-9321

志賀町移住定住促進住まい
づくり奨励金

定住を目的とし他の市町村から転入し、住宅を建設・購入し
入居した者への奨励金 ※他市町村に継続して1年を超えて
住所を定め、転入後1年以内の者でかつ転入後1年以内に取
得建物が建築基準法（昭和25年法律第201号）第7条に定め
る検査に合格した者が対象となる

・単身入居：基本額40万円、町内業者利用加算
（取得費2.5% 企画財政課
（50万円限度）
・家族入居：基本額80万円、
子供1人につき20万円
（限度2人）
町内業者利用加算
（取得費2.5%
（50万円限度）

0767-32-9331

住宅用太陽光発電システム
設置事業補助金

自ら居住する町内の住宅に太陽光発電システムを設置する 1kWあたり2万5千円・上限10万円 （町が分譲した土地を 住民課
方、又は自ら居住するために町内のシステム付き住宅を購入 購入し、建設した住宅の場合は1kWあたり5万円・上限20万
する方を対象に予算の範囲内で交付。
円）

三世代ファミリー同居・近居
促進事業補助金

新たに三世代での同居又は近居を始めるため、住宅の新築、 30万円
（県外から転入の場合は15万円加算）
購入、増築、改築又は改修を行う者を対象に予算の範囲内で
交付

【基本額】住宅ローンの年末残高の4%相当額
（上限：60万円、 企画財政課
ただし新規転入者の場合は80万円）
【加算額】（1）同時に転入してきた世帯員の数×5万円
（※新
規転入者限定、上限15万円）
（2）
津幡町内の建築業者による新築 10万円 ※中古の購入
の場合は
（2）
の適用なし、増改築、改修の場合は
（1）
（2）
とも
適用なし ※奨励金額のうち20万円までは商工会商品券で
の交付

076-288-2158

（1）
現に三世代で同居する世帯が、引き続き同居するため、新
築・購入・増改築・改修…15万円
（2）現に三世代で同居する世帯が、準同居を始めるため、新
築・購入…15万円
（3）
新たに三世代で同居を始めるため、新築・購入・増改築・
改修…30万円
（4）新たに三世代で準同居を始めるため、新築・購入…30万
円
※準同居の定義…親子世代、祖父母世代の住宅の距離が
50m以内にあること ※
（4）
の場合で、準同居前の親子世代、
祖父母世代の住宅の距離が2km以内の場合は15万円
※
（3）
または
（4）
の場合で、親子世代または祖父母世代が県外
から転入の場合は15万円を加算

・太陽光発電システム:5万円
（2kw以上10kw未満）
・住宅用エネルギーマネジメントシステム
（HEMS）
:2万円
・定置型リチウムイオン蓄電システム:10万円・小形風力発電
システム:6万円

宝達志水町に定住する人に奨励金を交付。
1.町内に定住するため住宅を新築・購入した場合に50万円
企画振興課
【対象者】町内に住所を有する40歳未満
（申請日現在）
の人ま 2.町が分譲した土地を購入し、住宅を新築した場合は100万
たは町外から転入した人
円
【対象住宅】新築または建売住宅や中古住宅 ・世帯主の住宅 3.町内建築業者を活用して新築又は購入した場合について
登記の持ち分が2分の1以上あること ※中古住宅は、一度該 は、1、2共にさらに20万円を上乗せする
当になった物件を除く ※建て替えにより世帯全員が転居す ※町内在住者については年齢が40歳未満であること
る場合を除く
（1）
町外から転入された世帯
住民福祉課
・45歳未満の単身世帯《新築》50万円《中古》25万円
・45歳未満の家族世帯《新築》60万円《中古》30万円
・45歳以上の単身世帯《新築》25万円《中古》10万円
・45歳以上の家族世帯《新築》30万円《中古》15万円
※子育て応援加算 新築または中古住宅取得日の段階で、義
務教育以下の子どもが転入し同居している場合、子育て応援
加算が追加 義務教育以下の子ども ・2人目まで1人につき
20万円 ・3人目以降一人につき10万円
[条件]①転入前後、1年以内に住宅を取得し、入居した者。
②申請は、転入後1年以内とする。③子育て応援加算は、転
入後以降に出生等をした子供を除きます。
（2）
中能登町にお住いの世帯
・45歳未満の単身世帯《新築》20万円《中古》10万円
・45歳未満の家族世帯《新築》30万円《中古》15万円
・45歳以上の単身世帯《新築・中古》10万円
・45歳以上の家族世帯《新築》15万円《中古》10万円
（3）
町内建築業者と契約し新築された世帯
・新築住宅建築工事費の2.5%に相当する額で、最大50万円
まで。
（※敷地造成工事に要する経費は除く）
※
（1）
（2）
（3）
の合計額は100万円を限度とする

0767-29-8120

0767-29-8250

定住促進奨励金

中能登町に長く定住する者を対象に、補助金を交付。

三世代ファミリー同居・近居
促進事業補助金

新たに三世代で同居又は近居を始めるため、住宅の新築や購
入、増築、改築、改修に要する費用（100万円以上）の一部を
補助

基本額：30万円 加算：県外からの転入の場合15万円

住民福祉課

0767-72-3134

生ごみ処理機材購入費補助金

町内在住で自己の住宅に設置する方

コンポスト
（120ℓ以上）
：2千円 電気式：購入費の3割
（限度 保健環境課
額2万円）

0767-72-3129

住宅用太陽光発電システム
導入事業補助金

自ら居住する町内の住宅に太陽光発電システムを設置する 《 在住者 》1kWあたり2万5千円
（上限10万円）
《 転入者 》
方、又は自ら居住するために町内のシステム付き住宅
（新築に 1kWあたり5万円
（上限20万円）
限る）
を購入する方

穴水町定住促進奨励金

定住を目的とした転入者及び40歳以下の町内在住者が新た 新築の場合：転入者及び40歳以下の町内在住者1戸につき 政策調整課
に住宅を取得した場合の補助
30万円
・町内の建築業者と契約20万円を加算
・県産材50%以上の使用 20万円を加算
・ 住宅取得時の同居世帯員に1人当たり10万円を加算※転
入者のみ 限度額：転入者100万円 40歳以下の町内在住者
50万円
中古住宅の場合：転入者のみ1戸につき20万円 ・町内の建
築業者と契約住宅のリフォーム経費の2分の1（限度額30万
円）を加算 ・住宅取得時の同居世帯員に1人当たり10万円
を加算
（限度額：50万円）

穴水ニュータウン宅地
無償分譲

町外から移住する概ね20歳以上40歳未満の夫婦を対象に
町有地の無償分譲を行う。H23年10月〜
（転入後5年以内
の方も対象）
。 区画数8区画（現在6区画分譲済み。 平成29
年度より新たに6区画追加分譲予定。
）

穴水町街なみ環境整備事業費 まちづくり協定を締結し、まちづくり地区に指定された区域 限度額150万円 助成率1/2
補助金
（大町・川島の一部）新築、改築、修繕に伴う外観修景費等の
一部を助成

能登町

076-274-9542

河内、吉野谷、鳥越、尾口、白峰の区域に居住する高齢者のみ
世帯または障害者のみ世帯の方に補助。

住宅新築等奨励金

中能登町

076-274-9568

高齢者世帯屋根融雪化等
促進事業

能美市定住促進補助金
（新生制度）

津幡町

0761-72-7840

地域整備課
転入者及び市内在住者の新築住宅取得に対して奨励金を交 ・A型
（転入者市内業者施工）
：限度額40万円
付。
・B型
（転入者市外業者施工）
：限度額20万円
・C型
（市内在住者新婚世帯、子育て世帯、3世代同居・近居
者）
：加算奨励金のみ支給
・G型
（3世代同居者増築又は改修）
：限度額50万円
【加算奨励金】
新婚世帯：一律40万円
（A型、B型、C型及びG型のみ）
子育て世帯：一律10万円
（G型、3世代同居及び近居は除く）
3世代同居又は近居：同居50万円、近居30万円 ※奨励金は
20万円までは地域商品券で支給し、残りは現金支給
※転入者とは・・・工事契約日または売買契約日において、
アまたはイのいずれかに該当し住宅の登記名義人になる方で
す。ア.市外にお住まいの方 イ.市内にお住まいで、転入後2
年以内の方。ただし、再転入の方は、再転入以前に他の市町
に継続して5年を超えて住所を定めた方に限ります。

バリアフリー住宅助成事業

川北町

加賀市外から転入し、住宅を新築または購入する人に交付。 住宅取得に要した費用の50%以内
（限度額70万円） 子ども 人口減少対策室
【対象者】次のすべてに該当する人 1 市内に対象住宅の取得 加算
（20万円/人）
、市内業者施工加算
（30万円）
、緑化加算
（上
をする。 2 転入前5年以上継続して市外に住んでいて、転入 限10万円）
有り
日から 3年を経過していない人が同一世帯に含まれる。 3
対象住宅に5年以上定住する意思がある。 4 市税等の滞納
が無い。 ※その他、一定の条件を満たす必要があります。

住まいづくり奨励金交付事業

木の家づくり奨励金制度

野々市市

30万円
（県外から転入の場合15万円加算）

未組織労働者信用保証料
補給制度

生ごみ処理機等購入助成

能美市

120万円

0768-23-1853

0768-23-1113

地域材利用促進事業補助金

かほく市

生ごみ堆肥化容器：購入額の2分の1で4千円を限度とした 環境対策課
額 電気式生ごみ処理容器：購入額の2分の1で2万円を限度
とした額

太陽電池の出力1kW当たり：7万円 （補助金の上限：30万 企画課
円）

移住住宅取得助成事業

羽咋市

0761-24-8069

穴水町住宅用太陽光発電
システム設置補助金

町内に自らが所有し、居住する住宅（併用住宅を含む）に太陽 システムの最大出力1kWあたり2万5千円
（上限10万円）
光発電システムを設置する個人（町税滞納者を除く）に対し、
設置費用の一部を補助

穴水町生ごみ処理容器・
処理機購入補助金

生ごみ処理容器・処理機の購入に対する補助

1,コンポスト
（2基まで）
：購入金額の1/2
（限度額4千円/基）
2,生ごみ処理容器
（2基まで）
：購入金額の1/2
（限度額1千円
/基）
3,ごみ処理機
（1基まで）
：購入金額の1/3
（限度額2万円/基）

住宅用太陽光発電システム
設置費補助金

自ら居住する町内の住宅に太陽光発電システムを設置する方

1kWあたり5万円
（上限20万円）

ごみ容器購入費補助金

１．コンポスト(１世帯に２台まで)
２．電気式生ごみ処理機(１世帯に１台まで)

１．購入費の1/2
（上限額３千円/台）
２．購入費の1/3
（上限額２万円/台）
ただし、補助額に100円未満の端数があるときは、これを切
り捨てるものとする。

木質バイオマスストーブ
補助金

１． 能登町内に住所を有する者又は町長が適当であると認 購入費の1/2
める団体
（上限額５万円/基）
２． 能登町内に存する住宅若しくは事業所又は活動施設に ただし、補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切
ストーブを設置する
り捨てるものとする。
３．申請は世帯主、自事業所等の代表者が行う
４．対象となるストーブは、各号のいずれかに該当するもので
あること
(1) 木質ペレット(間伐材、端材等の木材を粉砕したものを円
筒状に固めたものをいう。)を燃料として使用し、安定した燃
焼を確保するため、燃料の定量的な供給ができる構造であり、
未使用のストーブ
(2) 薪(木材及び木材の廃材)を燃料に使用した、未使用のス
トーブ

ふるさと定住住宅助成金

30万円
（石川県外から転入した対象者には15万円加算）

0768-52-3627

基盤整備課

0768-52-3680

生活環境課

0768-52-3770

環境対策課

0768-62-8507

町内への移住及び定住を促進し、地域の活性化を図るため、 ・新築住宅助成金：
（最大150万円）
ふるさと振興課
移住者の新築住宅及び中古住宅等の改築に要する経費を助 ※町内建設建築業者未使用、空き家情報登録未物件等の要
成。
件により助成最大額が変動する。
《交付要件》
・本町にUターン、Iターンし、自ら定住すること
・申請者を除く家族人数1人につき10万円加算し助成する
・20歳以上であること
・助成金交付日から5年以上定住する意思があること
・交付対象事業に要する経費
（消費税及び地方消費税相当額
を除く。
）
の総額が20万円以上であること
・交付対象事業に要する経費について、国、県その他公共団体
又は財団及び本町の他の制度から補助金や交付金の対象経
費となっていないこと など
《特化要件》新築住宅・・・転入してから5年未満の新築で、
かつ、工事請負契約又は売買契約締結後3箇月以内の認定申
請であること

能登町三世代ファミリー同居・ 対象者：新たに三世代同居・近居を始めるための住宅の新築
近居促進事業
等を行った者

0767-72-3135

健康福祉課

0768-62-8532

0768-72-2512

