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　上記オフィシャルサイトからご確認ください。
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LIXILこどもみらい住宅支援事業コールセンター
こどもみらい住宅支援事業及び対象製品に関する問い合わせ窓口です。

0120-688-528
受付時間 9：00～17：00      （定休日 ： ゴールデンウィーク・年末年始・夏期休暇）
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■2022年2月時点の国土交通省公表資料をもとに作成しています。本制度ご利用の際には、必ずこどもみらい住宅支援事業事務局ホームページでご確認いただきますようお願いいたします。
■ご利用によって生じたあらゆる損害について、（株）LIXILは一切保証いたしません。あらかじめご了承願います。

※ 子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯、若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯
※ 認定住宅：認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅のいずれかの性能を有する住宅



こどもみらい住宅支援事業
「子育て支援」と「2050年カーボンニュートラルの実現」に向けて、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い
省エネ性能を有する住宅の新築や、世帯問わず省エネ改修等を行う場合に補助金が交付される事業です。

申請手続き、補助金の受取りは「こどもみらい住宅事業者」が代行します。
｢こどもみらい住宅事業者｣とは、あなたが新築住宅の建築・購入、リフォーム工事の契約を締結する事業者で、
あらかじめ本事業に参加登録した事業者（建築事業者または販売事業者、施工業者）です。
一般消費者は事業者から補助金の還元を受けることになります。

【対象】 世帯を問わず対象となるリフォームをした方

【対象】 子育て世帯または若者夫婦世帯※1

【補助額】

【補助額】  子育て世帯・若者夫婦世帯※1が

【補助額】上記以外の一般世帯が

  100万円/戸

  最大60万円/戸

  80万円/戸

  60万円/戸

既存住宅を購入※3し
リフォームを行う場合

ZEH住宅

認定住宅※2

省エネ住宅

※1	子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯、若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯
※2	認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅のいずれかの性能を有する住宅
※3	自ら居住することを目的に購入する住宅であって、売買契約額が100万円（税込）以上であること。かつ2021年11月26日以降に売買契約を締結し、売買契約の締結時に完成から1年以上経過し

ている住宅であり、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォームの請負契約を締結する場合に限る。

新築（注文・分譲）  詳しくはP.16をご覧ください

リフォーム  詳しくはP.02をご覧ください

  最大45万円/戸
それ以外の
リフォームを行う場合

  最大45万円/戸
安心R住宅を購入※3し
リフォームを行う場合

  最大30万円/戸
それ以外の
リフォームを行う場合
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一般消費者の方の

手続きの流れ
国土交通省の本事業のホームページからも検索できます。新
築住宅（注文・分譲）、リフォームでそれぞれ事業者が異なりま
す。 住宅事業者に、本事業に事業者登録しているかお問い合
わせください。

こどもみらい住宅事業者（以下、住宅事業者）に、本事業を利用できるか相談しま
しょう。ご自身の家族構成や住宅の性能、新築かリフォームかによって、補助額が
変わります。要件に該当しない場合は、申請できません。

住宅事業者との契約を結びます。また、本事業の利用に同意することを確認する
ため、 本事業用『共同事業実施規約』も併せて締結します。
※共同事業実施規約とは、あなたと住宅事業者が「申請手続きの代行」、「補助金の還元方法」、「消費者の義務」などを
あらかじめ確認するための書類です。申請時に提出が必要になります。

住宅事業者が書類を取りまとめて申請を行います。
新築は基礎工事等の完了後、リフォームは全工事の完了後に申請。
以下の書類（すべてコピー）を準備しましょう。
新築（注文・分譲）: ●住民票（世帯票）
リフォーム: ●本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）【申請する要件に応

じて】●住民票（世帯票）●既存住宅の不動産売買契約書  など
※必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります。

補助金は、住宅事業者に振り込まれます。
共同事業実施規約の取り決めに従い、 以下のいずれかで住宅事業者から還元さ
れます。
①契約代金(最終支払)の一部に充当
②現金の支払い(契約代金を精算済みの場合に限る)

新築住宅は、住宅事業者から入居の報告が必要です。
以下の書類（すべてコピー）を準備しましょう。
●新築住宅への入居が確認できる住民票（世帯票)
●（共同住宅のみ）不動産登記
（完了報告ができておらず還元を受けている場合、補助金の返金を求められます。）

●補助金の交付から10年間は、新築住宅やリフォームの設備を国・事務局の承
認なく交付の目的に反して処分等をすることはできません。
●本補助金について確定申告が必要になる場合があります。
　詳しくは税務署にお問い合わせください。

補助金の交付後

こどもみらい
住宅事業者を探す

1

詳しい要件を確認する

2

契約を結ぶ

3

工事着手

4

補助金の交付申請

5

 補助金の交付・還元

6

 （新築のみ）
完了報告

7

事務局ホームページ
から検索できます
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以下の 1 ～ 8 に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、 4 ～ 8 については、 1 ～ 3 のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
また、申請する補助額の合計が1申請あたり5万円未満の場合は申請できません。

  補助金がもらえる対象期間は？

  一戸あたりの補助金の上限は？

2021年11月26日から2022年10月31日まで
※

1申請あたり合計5万円以上で補助対象

上記期間内に工事請負契約（変更契約を除く）を締結し、リフォーム工事をした案件

※1 子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯、若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯
※2 自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事で、次のすべてを満たすもの　●不動産売買契約の締結時に完成から1年以上経過している住宅である（不動産登記で確認します）
	 ●不動産売買契約の締結が、2021年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日）以降である　●売買代金が100万円（税込）以上である　●リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売
買契約の締結から3ヶ月以内である　●工事発注者が※1に該当しない一般世帯の場合、購入する住宅が安心Ｒ住宅である

※3	自ら居住する住宅でリフォームするものに限る
※4	法人、管理組合を含む

※同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。
※建材・設備メーカー等が元請けとなり、自社の対象製品を用いて自らリフォーム工事をした場合は対象になりません。
※店舗併用住宅の場合、住宅部分以外のリフォーム工事は対象外となります。例えば、店舗部分に設置するトイレ、事務所に設置するエアコンなどは対象外となります。

子育て世帯・若者夫婦世帯 ※1 一般世帯
既存住宅を購入し
リフォームを行う場合※2

最大 600,000円/戸

上記以外の
リフォームを行う場合※3

最大 450,000円/戸

安心R住宅を購入し
リフォームを行う場合※2

最大 450,000円/戸

上記以外の
リフォームを行う場合※4

最大 300,000円/戸

  対象となるリフォーム工事は？

リフォーム
所有者等が、こどもみらい住宅事業者と契約し
対象となるリフォーム工事をする場合、
リフォーム箇所に応じた補助金が交付されます。

1  開口部の断熱改修
2  外壁、屋根・天井または

 床の断熱改修

3  エコ住宅設備の設置

い
ず
れ
か
必
須

必須工事と同時に行う場合のみ補助対象
  詳しくはP.04参照

4  子育て対応改修

5  バリアフリー改修

6  耐震改修

7  空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

8  リフォーム瑕疵保険等への加入

任
意

省エネ改修
 詳しくはP.03参照

※契約を締結した施工業者がこどもみらい住宅事業者に事業者登録した以降
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省エネ改修

※（	）内は部分断熱の場合の補助額
※使用する断熱材、使用量、対象の住宅により条件が異なります。詳しくはこどもみらい住宅支援事業事務局ホームページをご確認ください。

※面積は外窓のサッシ枠の枠外寸法※内窓交換を含む		※面積は内窓の枠外寸法

※「防犯性の向上に資する開口部の改修」または「生活騒音への配慮に資する開口部の改修」に重複して性能を満たしている場合であっても重複して補助額を計上できません。「防犯性の向上に資する開
口部の改修」と重複している場合は「 防犯性の向上に資する開口部の改修」として申請を行ってください。「生活騒音への配慮に資する開口部の改修」と重複している場合はいずれか一つを選択して申
請を行ってください。

1箇所あたりの補助額×施工箇所数が補助額となります。
※ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出

最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、施工部位ごとに1戸
あたり下記の補助額となります。

102,000円/戸（51,000円/戸）

外壁

36,000円/戸（18,000円/戸）

屋根・天井

61,000円/戸（30,000円/戸）

床

既存窓の室内側に樹脂内窓等を設置して｢二重窓｣にする

内窓設置

内窓

2.8㎡以上

21,000円/箇所大
1.6㎡以上2.8㎡未満

16,000円/箇所中
0.2㎡以上1.6㎡未満

14,000円/箇所小

古いサッシを枠ごと取り外し、新しい断熱窓を取り付ける

外窓交換

大
2.8㎡以上

21,000円/箇所

中
1.6㎡以上2.8㎡未満

16,000円/箇所

小
0.2㎡以上1.6㎡未満

14,000円/箇所

※面積はガラスの寸法

単板ガラスを複層ガラス等に取り替える等

ガラス交換
古いドア・引戸を新しいドア・引戸に交換する

ドア交換

複層ガラス
（PG）

既存の単板ガラス

既存の障子

大
1.4㎡以上

8,000円/枚

中
0.8㎡以上1.4㎡未満

6,000円/枚

小
0.1㎡以上0.8㎡未満

2,000円/枚

1  開口部の断熱改修

2  外壁、屋根・天井または床の断熱改修

3  エコ住宅設備の設置

※面積はドア、引戸の戸枠の枠外寸法

大
ドア:1.8㎡以上
引戸:3.0㎡以上

32,000円/箇所

小
ドア:1.0㎡以上1.8㎡未満
引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満

28,000円/箇所

取り替える AFTERBEFORE

下記の住宅設備の設置工事に対し、下記の補助額となります。
※1台あたりの補助額と1戸あたりの補助額のものがありますのでご注意ください。

専用フロふたなどがセットの高断熱
浴槽

24,000円/戸

高断熱浴槽
規定水量以下で洗浄することができる
大便器

掃除しやすい機能を有するもの

19,000円/台
上記以外

17,000円/台

節水型トイレ
手元止水・水優先吐水等の
機能を有する水栓

5,000円/台

節湯水栓

・電気ヒートポンプ給湯機
（エコキュート）
・潜熱回収型ガス給湯機
（エコジョーズ）
・潜熱回収型石油給湯機
（エコフィール）
・ヒートポンプ・ガス瞬間式
併用型給湯機
（ハイブリッド給湯機）

24,000円/戸

高効率給湯機
屋根に集熱器を設置し、
軒先や屋内等に蓄熱槽を設置
※太陽光発電システムではありません。

24,000円/戸

太陽熱利用システム

保
温
組
フ
タ

浴
槽
保
温
材

組フタ保温材

サティス

いずれか必須
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必須工事と同時に行う場合のみ補助対象

4  子育て対応改修

5  バリアフリー改修

※1	「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」で補助金が交付される場合、本項目は補助の対象となりません。
※2	共同住宅においては、単数のボックスなど	当該住戸用に独立して設置された宅配ボックス	に限ります。	
※3	たとえば、1つの宅配ボックスに4つのボックスが設置されている場合は40,000円となります。

※「開口部の断熱改修」または「生活騒音への配慮に資する開口部の改修」に重複して性能を満たしている場合であっても重複して補助額は計上できません。重複している場合は「防犯性の向上に資する
開口部の改修」として申請を行ってください。

※ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出
※「防犯性の向上に資する開口部の改修」または「開口部の断熱改修」に重複して性能を満たしている場合であっても重複して補助額は計上できません。「防犯性の向上に資する開口部の改修」と重複して
いる場合は「防犯性の向上に資する開口部の改修」として申請を行ってください。「開口部の断熱改修」と重複している場合はいずれか一つを選択して申請を行ってください。

※キッチンセットの「移設」による対面化改修は補助対象外となります。
※本項目で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」及び「ビルトイン自動調理対応コンロ」について補助を受けることはできません。

改修前、改修後ともに以下の設備を有するキッチンを対面キッチンに改修した場合に補助対象となります。
必要設備：①キッチン用シンク（給排水設備と接続されていること）　②料理台　③コンロ（IHクッキングヒーター含む）　④調理室用の換気設備
対面の定義	：上記設備①～③へ正対して立ち、いずれか2か所からリビングまたはダイニングの「過半」を見渡すことができる。

※1	手すりの設置・段差解消・廊下幅等の拡張には使用部材・商品に制限はありません。原則として「バリアフリー改修促進税制における施工対象」が本制度の対象となります。

※2	事務局に登録された型番の商品を使用した工事のみが対象です。

19,000円/戸

ビルトイン食器洗機

10,000円/戸※1

掃除しやすいレンジフード

13,000円/戸※1

ビルトイン自動調理対応コンロ

20,000円/戸

浴室乾燥機

住戸専用の場合※2	10,000円/戸
共用の場合10,000円/ボックス※3

宅配ボックス

家事負担軽減に資する住宅設備				設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた補助額となります。

生活騒音への配慮に資する開口部の改修 			1箇所あたりの補助額×施工箇所数が補助額となります。

キッチンセットの交換を伴う対面化改修
86,000円/戸

防犯性の向上に資する開口部の改修				1箇所あたりの補助額×施工箇所数が補助額となります。

下記の改修工事に対し、下記の補助額となります。
（同じ種類の工事を複数箇所実施しても1工事分のみの補助額となります）

7,000円/契約

8  リフォーム瑕疵保険等への加入

150,000円/戸

6  耐震改修

冷房能力に応じた補助額×設置台数の合計が補助額となります。
※本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象となります。

7  空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

対象	：	国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り
扱うリフォーム瑕疵保険及び大規模修繕工事瑕疵保険

旧耐震基準により建築された住宅を現行の耐震基準に適合させる工
事が対象となります。

3.6kW以上		24,000円/台 2.2kW以下		19,000円/台2.2kW超～3.6kW未満		22,000円/台

屋外への出入口、浴室、脱衣
室、トイレ等

6,000円/戸

段差解消※1

トイレ、浴室、洗面所、玄関、
廊下、階段等

5,000円/戸

手すりの設置※1

車いすで容易に移動するため
に通路幅・出入口幅を拡張

戸建住宅または共同住宅の専
有部分に新設する工事(入替え
や増設は対象外)

新設または入替えにより、
4.5畳以上を設置する工事

28,000円/戸

廊下幅等の拡張※1

150,000円/戸

ホームエレベーターの新設※2

17,000円/戸

衝撃緩和畳の設置※2

内窓設置

外窓交換

外窓交換 ガラス交換 ドア交換

※内窓交換を含む	※面積は内窓の枠外寸法

※面積は外窓のサッシ枠の枠外寸法

2.8㎡以上

21,000円/箇所
1.6㎡以上2.8㎡未満

16,000円/箇所
0.2㎡以上1.6㎡未満

14,000円/箇所

大

中

小

2.8㎡以上

29,000円/箇所大
1.6㎡以上2.8㎡未満

20,000円/箇所中
0.2㎡以上1.6㎡未満

17,000円/箇所小

ドア交換

※面積はドア、引戸の戸枠の枠外寸法

※面積はドア、引戸の戸枠の枠外寸法※面積は外窓のサッシ枠の枠外寸法 ※面積はガラスの寸法

中

小

大
2.8㎡以上

21,000円/箇所
1.6㎡以上2.8㎡未満

16,000円/箇所
0.2㎡以上1.6㎡未満

14,000円/箇所

中

小

大
1.4㎡以上

8,000円/枚
0.8㎡以上1.4㎡未満

6,000円/枚
0.1㎡以上0.8㎡未満

2,000円/枚
小

大
ドア:1.8㎡以上
引戸:3.0㎡以上

32,000円/箇所

ドア:1.0㎡以上1.8㎡未満
引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満

28,000円/箇所

ドア:1.8㎡以上		引戸:3.0㎡以上

43,000円/箇所大
ドア:1.0㎡以上1.8㎡未満
引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満

31,000円/箇所
小

任意
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LD

寝室

リビングルーム＋寝室の
窓性能向上で快適＆省エネ性をアップ。

リフォーム補助金獲得事例　CASE

大   2箇所  42,000円

内窓設置 or 外窓交換

中   1箇所  16,000円

内窓設置 or 外窓交換

合計補助額

58,000円

開口部の断熱改修 開口部の断熱改修

01

窓
リフォーム

冬は寒く、夏は暑いリビング。
光熱費の節約のためにも
なんとかしたい…

リプラス
取替窓（外窓交換）

古い窓を新しい窓に取り替えて
見た目も機能もリフレッシュ。大
掛かりな工事が必要ないカンタ
ン窓リフォームで、窓にまつわる
お悩みを解消できます。

インプラス for Renovation
内窓

今ある窓の内側に、もう1枚窓を
取り付けるだけで、断熱効果も防
音効果もぐーんとアップ。省エネ
効果もアップして、冷暖房費の節
約にもつながります。

省エネ 快適

A

A A

B

B
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玄関

ホール

リシェント玄関ドア3
リフォームドア

1日でわが家の顔をステキに一
新。断熱性も防犯性もグッとアッ
プ。先進の電気錠でカギの開け
閉めもラクラク。

家にいる時も、いない時も、荷物
の受け取りに加え、発送もできま
す。スマートフォンと連携すれば
さらに便利に安心に。

スマート宅配ポスト
宅配ボックス

合計補助額

58,000円

大   1箇所  32,000円 中   1箇所  16,000円

内窓設置 or 外窓交換

住戸専用の場合  10,000円／戸

宅配ボックス設置
開口部の断熱改修

ドア交換
開口部の断熱改修 子育て対応改修

汚れも目立ってきたし
防犯性も気になるし
そろそろ玄関ドアを
交換したい…

玄関の断熱性＆快適性アップ。
宅配ボックス設置で家事負担を軽減。

玄関
リフォーム

リフォーム補助金獲得事例　CASE 02 快適省エネ 家事ラク

A

B

A B C

C
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キッチン

リビング

センサーにサッと手をかざすだ
けで、水の出し止めができます。
水栓に触らないから、いつでもキ
レイで安心です。

ナビッシュハンズフリー
キッチン用タッチレス水栓

料理中も、家族との時間を大切
にできる対面式キッチン。お料
理・後片付けがスイスイはかどる
充実した機能を備えています。

リシェルSI
システムキッチン

1台  5,000円 19,000円／戸

節湯水栓 ビルトイン食器洗機

※キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事内容（キッチンセットの移設は対象となりません）

（注）対面化改修で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」及び「ビルトイン自動調理対応コンロ」について補助を受けることができません。

86,000円／戸

改修前 改修後

設備 以下①～④のすべてを有する
①キッチン用シンク（給排水設備と接続されていること）　②料理台　③コンロ（IHクッキングヒーター含む）　④調理室用の換気設備

レイアウト 右に該当しないもの ①から③の少なくとも２つ以上の設備に正対して立った位置から、
リビングまたはダイニングの過半を見渡すことができる

キッチン対面化※

合計補助額

110,000円

エコ住宅設備の設置 子育て対応改修 子育て対応改修

料理中でも
子どもの様子を見られる
キッチンがいいな…

最新のキッチンに交換して、
お料理もお片付けもスムーズに。

キッチン
リフォーム

リフォーム補助金獲得事例　CASE 03

A

A

B

B

C

C

省エネ 家事ラク



98

合計補助額

104,000円

窓がない場合

合計補助額

88,000円

浴室

洗面所

お湯のあたたかさが長持ちする
エコな浴槽。肩湯などのリラック
ス機能もあり、くつろぎあふれる
至福のバスタイムを味わえます。

タッチレスの水栓や照明スイッチ
などを備え、見た目にも洗練され
た空間を演出する洗面ドレッ
サー。入浴後のお手入れの時間
もゆったりと過ごせます。

スパージュ
システムバスルーム

ルミシス
洗面化粧台

24,000円／戸 1台  5,000円

高断熱浴槽 節湯水栓

20,000円／戸

浴室乾燥機

中   1箇所  16,000円

内窓設置 or 外窓交換

窓がある場合

段差解消 6,000円／戸

廊下幅等の拡張 28,000円／戸

エコ住宅設備の設置 エコ住宅設備の設置 開口部の断熱改修

バリアフリー改修※

手すりの設置 5,000円／戸

子育て対応改修

エコ＆バリアフリー改修で、
より快適＆安心・安全なバスタイムを。

浴室
リフォーム

リフォーム補助金獲得事例　CASE 04

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

バリアフリー省エネ 家事ラク

※原則バリアフリー改修促進税制の取り扱いに準じます。

冬のヒートショックも心配だし
お風呂場での転倒も心配だし
安心して入れる浴室にしたい…
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合計補助額

72,000円

窓がない場合

合計補助額

58,000円

手洗い付きのタンク式トイレか
ら、すっきりとしたタンクレストイ
レへ。少ない洗浄水量ながら強
力に洗い流せるので、普段から節
水でき、お掃除もラクラクです。

サティスGタイプ
タンクレストイレ

扉が3枚に折れることで、開閉ス
ペースが一般的なドアより小さく
できます。既存枠を残したままの
設置もできるため、狭い廊下に面
したトイレのリフォームにもおす
すめです。

ラシッサ UD アウトセット方式 連動折れドア
インテリア建材

小   1箇所  14,000円

内窓設置 or 外窓交換

１台  19,000円

節水型トイレ　　   　　　

6,000円／戸
段差解消

28,000円／戸
廊下幅等の拡張窓がある場合

バリアフリー改修※

5,000円／戸
手すりの設置掃除しやすい

機能を有するもの

エコ住宅設備の設置 開口部の断熱改修

家族みんなが
1日に何度も使うから
いつもキレイにしておきたいし
節水もできたらいいな

年齢を重ねても安心・安全に。
バリアフリーに配慮したトイレ空間へ。

トイレ
リフォーム

リフォーム補助金獲得事例　CASE 05

A

A

B

B

省エネ バリアフリー

C

C

※原則バリアフリー改修促進税制の取り扱いに準じます。
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子育て世帯・若者夫婦世帯が
既存住宅を購入して
新居をフルリノベーション。

フル
リノベーション

浴室

玄関

居室

リビング

ホール

洗面所 トイレ

キッチン

パントリー

B 玄関ドア交換 D システムバスルーム設置

B 内窓設置

D 内窓設置

E 内窓設置

D 洗面化粧台交換

リフォーム補助金獲得事例　CASE 06

D 外窓交換

B 宅配ボックス設置

A 衝撃緩和畳の入替え
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子育て世帯・若者夫婦世帯が
既存住宅を購入して
新居をフルリノベーション。

C 内窓設置

A エアコン設置

C システムキッチン交換

E トイレ交換

A 内窓設置

63,000円大 3箇所	

32,000円大 1箇所	

24,000円

19,000円

5,000円

16,000円

17,000円

24,000円

中 1箇所	

16,000円中 1箇所	

中 1箇所	

10,000円

10,000円

16,000円中 1箇所	

16,000円中 1箇所	

2箇所（浴室・洗面）

5,000円

6,000円

28,000円

20,000円

16,000円

14,000円小 1箇所	

19,000円

10,000円

13,000円

合計獲得補助金 556,000 円

内窓設置

ドア交換

高断熱浴槽

節水型トイレ	（掃除しやすいもの）

節湯水栓

ビルトイン食器洗機

内窓設置

衝撃緩和畳の入替え	（４.５畳以上）	

空気清浄機能・換気機能付き
エアコンの設置	（3.6kW以上）	

内窓設置

宅配ボックス設置	（住戸専用の場合）

節湯水栓

内窓設置

手すりの設置

段差解消

廊下幅等の拡張

浴室乾燥機

外窓交換

内窓設置

掃除しやすいレンジフード	

ビルトイン自動調理対応コンロ

内窓設置

リビング・居室A 120,000円

玄関B 58,000円

キッチンC 63,000円

浴室・洗面所D 125,000円

トイレE 33,000円

耐震改修F 150,000円

リフォーム瑕疵
保険等への加入G 7,000円

556,000円＝＋＋＋＋＋＋A B C D E F G
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リプラス
取替窓

脱炭素社会の実現に向けて、LIXILは既存住宅の性能改善リフォームを推進しています。

古い窓を新しい窓に取り替えて見た目も機能もリフレッ
シュ。大掛かりな工事が必要ないカンタン窓リフォームで、
窓にまつわるお悩みを解消できます。

断熱性アップで快適に
断熱性能が低い古い窓を、高断熱窓に取り替えることで、外の寒さ・暑さ
の侵入を抑え、暖冷房効率もグッとアップ。

まるごと断熱リフォーム
引越・仮住まい不要で、住まいながら
家一棟まるごと断熱改修。

ココエコ
ひと部屋ごとの断熱リフォームで、
気になる部屋の性能を改善。

すきま風や換気のお悩み解消
洗面所やトイレなどのすきま風問題、ニオイやジメジメが気になる空間
の窓など、新しい窓に交換して、より快適に。

FIX窓 上げ下げ窓

ガラス
ルーバー窓 すべり出し窓

古い窓
（アルミ窓/単板ガラス）

暖房を
OFFして

すぐに窓面から
冷気が広がり
はじめる

温度
（℃）

窓面からの
冷気の広がりが
抑えられている

AM0：00にリビングの暖房を切り、5分後の窓面からの冷気の広がりをシミュレー
ション※画像はイメージです。

冬のリビングの温度変化

《シミュレーション条件》■使用ソフト：Flow	 Designer/株式会社アドバンスドナレッジ	
研究所	■自立循環型モデル住宅でシミュレーション	■気象条件：拡張アメダス気象データ2000
年版（標準年）の東京を使用	■住宅断熱仕様：昭和55年省エネルギー基準Ⅵ地域適合レベル	■
室温：20℃/外気温：1.7℃エアコンOFF後5分間での冷気の発生状況	■15℃以下の冷気を可視化

リプラス
（ハイブリッド窓/Low-E
複層ガラス）

POINT! POINT!

温度
（℃）

窓の断熱リフォームで、
快適＆省エネ！

断熱効果の高い窓から
・	初期費用を抑えたい
・	窓の結露が気になる
・	短期間で工事したい

まど断熱

一棟まるごと断熱
・	住み慣れた家を終の棲家に
・	中古住宅をリフォーム購入
・	高齢な両親のヒートショック対策に

まるごと断熱

よく使う部屋単位で断熱
・	受験生の勉強部屋に
・	テレワークの部屋に
・	介護用の部屋に

ひとへや断熱

LIXILおすすめリフォーム商品
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届きました

荷物が届くと
スマートフォンに
お知らせ
閉め忘れがあった時には
スマートフォンに通知が
届きます。

複数の荷物が
受け取れる
外出先からスマートフォ
ンで解錠、複数の荷物が
受け取れます。

PASS
WORD
＊＊＊
＊＊＊

集荷依頼が
できる
スマートフォンで集荷依
頼ができます。宅配業者
専用パスワードを設定で
きるので安心です。

カメラ機能で
荷物を見守り
投函や取り出しの様子がリ
アルタイムで見られるので
安心です。

ラシッサ UD
アウトセット方式  連動折れドア

インテリア建材

開閉に必要なスペースが一般的なドアより小さく、立ち位
置を変えずに開閉可能です。省スペース対応なので、引戸が
設置できない場所におすすめ！

ラクラク開閉のひみつは連動機構
3枚の扉が連動して折れながら開くことでラクに開閉できます。

スマートフォンとつながることで、荷物の受け取り・集荷がスマートに
※スマートフォンとの連携にはホームユニット（別途販売）が必要になります。

POINT!

広い有効開口幅
0.4坪のトイレの長手方向にドアを設置する場合、片引戸よりもさらに
広いゆとりの有効開口幅を確保できます。

宅配便待ちから
解放されて、
家事がラクに！

トイレのドアを交換して、
年齢を重ねても
暮らしやすく！

片引戸の場合
1235

536

連動折れドアの場合
1235

900mm

LIXILおすすめリフォーム商品

POINT!POINT!

スマート宅配ポスト
宅配ボックス

宅配ボックス・ポスト・サイン・インターホンの機能をまと
めて、シンプルなエントランスに。非対面で安心して、荷物
の受け取り・発送ができます。
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キッチン用タッチレス水栓	ナビッシュハンズフリー
手や物を差し出すだけで水が出るハンズフリー水栓。
ムダな動きを減らし、調理も洗い物もスピードアップ。

セラミックトップ
熱やキズ、汚れに強いセラミック製のワークトップ。
毎日のお料理が楽しくなります。

食器洗い乾燥機
食器をセットしたらボタンを押すだけ。
毎日の食器洗いによる手荒れも抑えられます。

らくパッと収納
軽い力でラクに開けられる「らくパッと収納」。
使いやすさと収納量を両立しました。

料理を楽しく、
家族の時間を
もっと豊かに！

LIXILおすすめリフォーム商品

インテリアとしての美しさを備えながら、調理・片付け・収
納など使いやすい機能性も充実したシステムキッチン。対
面キッチンなら、子どもの様子を見たり、家族と会話をしな
がら、食事の準備ができます。

リシェルSI
システムキッチン

POINT! POINT!

POINT! POINT!
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高断熱浴槽 サーモバスS
ダブル保温構造でお湯が冷めにくいエコな浴槽。
4時間後でも湯温は約2.5℃しか下がりません。

換気乾燥暖房機
換気・乾燥・暖房の3つの機能を備え、
入浴前の予備暖房や衣類乾燥などにも活躍します。

P114 左上：洗面室暖房機モデル画像

アクアフィール
お湯の刺激で心身を癒すアクアフィール。
3つの吐水モードを搭載しています。

あたたまるお湯のベールで、
心からリラックスできます。

肩湯

リズミカルなウェーブ状の
吐水で、首や肩まわりをや
さしくほぐします。

肩ほぐし湯

湯の刺激で、腰まわりの筋肉
をやわらかくほぐしゆるめ
ます。

腰ほぐし湯

セラミックパネル／グランフロア
居室のような風合いの床材、趣のある表情の壁材で、
浴室のイメージを超え、洗練されたモダンな空間を創ります。

自宅にいながら、スパにいるような至福の時間を味わえる
バスルーム。断熱性に優れた浴室なので、寒い冬のお風呂も
あたたかく安心です。家族で順番に入るというときも、温か
いお湯が長持ちします。いつもの入浴を特別な時間に変え
て、上質なリラックスを。

安心してくつろげる
極上のバスタイムを！

LIXILおすすめリフォーム商品

POINT!

POINT!

POINT!

POINT!

スパージュ
システムバスルーム

※洗面室暖房機は
別売りです。
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  対象となる方は？

子育て世帯または若者夫婦世帯で「こどもみらい住宅事業者」と契約を締結して新築住宅を建築または購入する方
●	子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
●	若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。
※「こどもみらい住宅事業者」は消費者に代わり交付申請手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、あらかじめ本事業に登録をした住宅事業者です。

  対象となる住宅タイプは?

  補助金がもらえる対象期間は?

  もらえる補助額は？

2021年11月26日から2022年10月31日まで

注文住宅の新築  所有者となる方が新たに発注(工事請負契約)するもの

●	所有者（購入者）自らが居住する								●	土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する								●	住戸の床面積が50㎡以上である
●	注文の場合：未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
●	分譲の場合：不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

上記期間内に工事請負契約または売買契約を締結したもの
この他、申請等に期限があります。詳しくは、こどもみらい住宅支援事業の最新情報をご確認ください。

新築分譲住宅の購入  所有者となる方が購入（不動産売買契約）する新築住宅※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。

住宅の省エネ性能に応じた補助額となります。

建物の断熱性能大幅向上と、高効率設備導入等により大幅な省エネ（省エネ基準比
20%以上）を実現し、太陽光発電等の創エネにより年間のエネルギー収支を正味ゼロ
とすることを目指した住宅です。

ZEH住宅（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

住宅を長期に使用するための措置（構造・設備の長寿命化、居住環境への配慮、住戸面
積、維持保全記録および方法）を講じている住宅のことを指します。

[認定住宅] 認定長期優良住宅

建築物における生活や活動によって発生する二酸化炭素を抑制するための措置が講じ
られている住宅で、高い省エネ性能が求められます。（省エネ基準比10%以上）

[認定住宅] 認定低炭素住宅

省エネ基準よりも高い誘導基準（省エネ基準比10%以上）を満たしている場合におい
て、所管行政庁の認定を受けた住宅です。省エネ設備導入時の容積率緩和等の特例を
受けることができます。

[認定住宅] 性能向上計画認定住宅

住宅の外壁や窓などの「外皮性能」と設備機器の「一次エネルギー消費量」を総合的に
評価。全国を1～8地域に分類し、各地の気候条件に応じた基準値が設定されており、
その基準値を下回れば「適合」となります。

省エネ基準

ZEH住宅	1,000,000円 認定住宅	800,000円 省エネ住宅	600,000円

※	詳しくは、各種基準・制度のホームページをご覧ください。

認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計
画認定住宅のいずれかの性能を有する住宅ネット·ゼロ·エネルギー·ハウス

省エネ

創エネ

認定
住宅

ZEH
住宅

省エネ
基準適合

新築
子育て世帯または若者夫婦世帯が、
こどもみらい住宅事業者と契約し、高い省エネ性能を有する
新築住宅を建築または購入する場合、
住宅の省エネ性能等に応じた補助金が交付されます。

断熱等性能等級４かつ一次エネルギー消費量等級
４の性能を有する住宅

※概念図です。各制度により、
　その他の性能値も向上されます。
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  住宅の性能等を証明する対象住宅証明書等

  交付申請の予約時に提出する書類

●	証明書の入手にはそれぞれ手数料が必要です。（手数料は、発行主体により異なりますので、各機関等にお問い合わせください。）
●	申請される住宅が省エネ性能等の基準に適合することの証明を登録住宅性能評価機関等三者機関から受ける必要があります。
●	共同住宅等において、対象住宅を含む住棟全体で評価された住宅の対象住宅証明書等でも、要件を満たす場合有効となります。
●	申請に必要な証明書類は、補助金の交付を約束するものではありません。（他の要件を満たさない場合、申請期限に間に合わない場合等）

※詳しくは、こどもみらい住宅支援事業事務局ホームページをご覧ください。

※1	 令和4年4月1日以降に取得可能
※2	 当該書類を提出する場合は、交付申請までに同認定通知書（所管行政庁が発行）の提出が必要です。
※3	 建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を本事業の要件とするため、品確法で定める断熱等性能等級４の基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象となり

ます。
※4	 建築物省エネ法で建築士が300㎡未満の住宅を設計する際に、建築主に対して省エネ基準への適合性等について同法第27条第1項で、交付して説明することが建築士に義務付けられている書面。

外皮性能も、一次エネ消費量も、WEB上でのカンタン
操作でパッと自動計算。お施主様への説明資料や提案
資料、認定・優遇制度申請時に必要な計算書も自動作
成できます。

省エネ計算から評価機関への申請・適合証等の取得ま
でをLIXILが代行するサービスをご用意。省エネ基準
適合はもちろん、ZEH等各制度への申請手続きの負荷
もグッと軽減できます。

新築住宅の省エネ計算・認定申請をLIXILがサポート！

LIXIL省エネ住宅シミュレーション LIXILの設計・申請サポート無料 有料

自社で計算する場合はコチラ！ アウトソーシングする場合はコチラ！

性能基準 対象住宅証明書の種類 発行主体

ZEH住宅

ZEH、ZEH-M、
ZEH-Oriented、
ZEH-M	Oriented、
ZEH	Ready、
ZEH-M	Ready、
Nearly	ZEH、
Nearly	ZEH-M

①	BELS評価書（ZEHマークまたはZEH-Mマークが表示されたもの) BELS登録機関

②	設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書※1
		 （断熱等性能等級5	かつ	一次エネルギー消費量等級6に適合しているもの） 登録住宅性能評価機関

③	省エネ性能等を証明する書類	発行受付書
		 （①②のいずれかの証明書の発行依頼を行っており、交付申請時に証明書が提出できること） 登録住宅性能評価機関等

認定住宅

認定長期優良住宅
④	長期優良住宅建築等計画認定通知書	または
		 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証※2	または
		 長期使用構造である旨が記載された確認書※2	もしくは設計住宅性能評価書※2

所管行政庁
または
登録住宅性能評価機関

認定低炭素住宅 ⑤	低炭素建築物新築等計画認定通知書	または
		 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証※2

性能向上計画認定住宅 ⑥	性能向上計画認定通知書	または
		 性能向上計画に係る技術的審査適合証※2

省エネ住宅

断熱等性能等級4※3かつ
一次エネルギー
消費量等級4の
それぞれに
適合しているもの

⑦	こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書 登録住宅性能評価機関等

⑧	省エネ基準への適合性に関する説明書※4 建築士

⑨	設計住宅性能評価書	または	建設住宅性能評価書
			（断熱等性能等級4	かつ	一次エネルギー消費量等級4に適合しているもの） 登録住宅性能評価機関

⑩	BELS評価書（一次エネルギー消費量基準・外皮基準ともに「適合」と表示されたもの） BELS登録機関

⑪	フラット35S適合証明書及び竣工現場検査申請書・適合証明申請書	または	
		 設計検査に関する通知書及び設計検査申請書
		 （金利Bプランの省エネルギー性に適合しているもの）

適合証明機関

⑫	省エネ性能等を証明する書類	発行受付書
			（⑦、⑨～⑪のいずれかの証明書の発行依頼を行っており、交付申請時に証明書が
			 提出できること）

登録住宅性能評価機関等

業者様
向け情報
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NEW COLOR

ダスクグレー

エクステリアとのコーディネートもOK

明るさを抑えた深みのあるトー
ンのアルミ外観色です。グレイッ
シュな外壁に美しく調和し、木目
調の外壁やエクステリアを引き
立てます。

ハンドラインIII
平型コーピング

モダンパネル
横格子ルーバー

LIXIL省エネ・創エネおすすめ商品

アルミの良さと樹脂の良さを融合させた新しい構造の窓。
樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、美しいデザイン、優れた
採光性、操作性、耐久性も高いレベルで兼ね備えたワンラン
ク上のハイブリッド窓です。

ハイブリッド窓  TW

先進の高断熱技術
高性能ハイブリッド構造とトリプルガラスにより、高い断熱性を発揮。
大開口の窓でも、冬は暖かく夏は涼しい快適な温度をキープします。

高所の窓も安全に開閉
高所用横すべり出し窓は、お部屋のどこからでもボタンひとつで開閉
操作ができる「電動ユニット」をご用意。リモコンはもちろん、スマート
フォンでも操作可能です。

スリムフレームで開放的
新構造の「スレンダーマリオン」を採用。縦フレームの幅を統一すること
で、視界も大きく広がり、自然光や景色を身近に感じることができます。

POINT!

POINT!

POINT!

透湿防水シ－ト(別途)

防水テ－プ(別売部品)

シ－リング(別途)

防湿気密フィルム(別途)

7 22

3

35

25

3

35

25W

w’：内法寸法

20 w:内法基準寸法
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TW TG　アルゴンガス 単体引違い窓 テラス H≦2030
在来 ねじ付 横断面図

H703G11153

48mm

電動ユニット

美しい日本の四季を
切り取るスリムフレームで
光があふれる、
壁面いっぱいの開放感を。
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暮らしにも環境にもやさしい家を、おトクに建てよう！
建て得

ZEH住宅を建てたいけど、費用が気になる…。そん
な方におすすめしたいサービスが「建て得」。太陽光
発電などZEH住宅に必要な設備が、実質0円で設置
できます。			

※建て得は、サービス展開していないエリアがございます。サービス展開エリアに
つきましては、LIXIL担当者にお問い合わせください。

LIXIL省エネ・創エネおすすめ商品

圧倒的な断熱性能
アルミに比べて熱伝導率が約1/1,000の樹脂をフレーム素材に採用。
さらに、先進のトリプルガラスで世界トップクラスの断熱性能を実現し
ています。

インテリアに合わせて選べる
2つのスタイル
EWではフレームが空間にとけ込む「ピュアホワイト」、EW	 for	
Designでは、木額縁のようなフレームが美しく際立つ「木調色」をご
用意。

POINT!

POINT!

POINT!

世界トップクラスの
断熱性能で、
健康・快適な暮らしを実現!

世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、フレームの
デザインも追求した、新しい発想の樹脂窓。お気に入りの
絵画を額装するように、部屋に景色を飾り、額縁のようなフ
レームがインテリアを美しく演出。

樹脂窓  EW

EW EW	for	Design

循環利用に配慮
フレーム内部にリサイクル材を使用、樹脂とガラスの分離回収に配慮
するなど、樹脂フレームの循環利用に配慮したものづくりを推進して
います。

〈ZEH〉

太陽光発電 実質０円
設置サービス

太陽光発電製品代
実質０円 設置サービス

工事費一律
437,800円（税込）

〈ZEH・ Nearly ZEH〉

太陽光発電製品代
実質０円

+蓄電池設置サービス
2,178,000円〜（税込）

〈ZEH〉
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LIXIL省エネ・創エネおすすめ商品

キッチンが楽しくなれば、家族の毎日はもっと楽しくなる。
システムキッチン「ノクト」は、こだわりのデザインと多彩
な機能で、毎日の暮らしを、“わが家らしく”彩ります。

システムキッチン ノクト

さあ、キッチンは、
もっと楽しい方へ!

デザインオリエンテッド
デザインの美しさにこだわった、ワークトップ、
扉、オールインワン浄水栓を搭載。

マルチに使えるテーブル
子どもの勉強やちょっとした晩酌など、
シンプルな仕立てでさまざまなシーンに活躍します。

POINT! POINT!

POINT! POINT!

カスタマイズできる魅せる収納
お気に入りのキッチン道具や食器を飾って、
収納棚もわが家らしく“魅せる”スペースに。

ナビッシュ
センサーにサッと手をかざすだけで、止水・吐水ができます。
水栓に触らないから、いつでもキレイで安心です。
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POINT!

#1
いつも自然体で
さりげない心地よさ

#2
好きなモノ、面白いコトに
囲まれた暮らし

#3
ミニマルな暮らし、
だからこそ豊か

#4
自分らしく、
自由に過ごす

LIXIL省エネ・創エネおすすめ商品

ライフスタイルも、くつろぎも、十人十色。をコンセプトに
した、システムバスルーム「リデア」。家族のライフスタイ
ルにぴったりのバスルームが見つかります。

ライフスタイルバス リデア

家族のライフスタイルに
合うバスルームへ!

あなたのライフスタイルに合った空間へ
ナチュラルな雰囲気からシックなトーンまで、さまざまなテイストでお好みにぴったり合うバスルームをつくります。

POINT! POINT!

高断熱浴槽 サーモバスS
ダブルの保温構造でお湯が冷めにくいエコな浴槽。
4時間後でも湯温は約2.5℃しか下がりません。

エコアクアシャワーSPA
浴び心地の良さと節水を両立させた、環境にやさしいシャワー。
３種類の吐水モードで毎日のシャワーが楽しくなります。

やわらかな肌あたりの
ミストで、やさしく皮脂
汚れを洗い流します。

シルクミスト
吐水

強弱をつけたリズミ
カルな水流で、心地よ
いマッサージ感が得
られます。

パワーマッサージ
吐水

空気をたっぷりと含ん
だ大粒の水滴が、心地
よく身体を刺激します。

アクアスプレー
吐水
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補助事業ポータルのアカウントの取得

公表情報の登録（任意）　[統括アカウント]

こどもみらい住宅事業者に登録　[統括アカウント]

住宅事業者さまが行う補助金交付申請の流れ

申請手続き

こどもみらい住宅支援事業

こどもみらい住宅事業者とは、新築住宅の建築事業者または販売事業者、リフォーム工事の施工業者で、消費者に代わり交付申請等
の手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、あらかじめ本事業に登録をした住宅事業者です。

ご注意ください　国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。（優良誤認の可能性がある広報活動を行うことはできません）

登録の完了後、こどもみらい住宅支援事業事務局ホームページ上での公表を希望することができます。ただし、公表には消費者から
の問い合わせに対応できる体制の整備が必要です。

注文住宅の新築		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 	P.	23

新築分譲住宅の購入		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 	P.	24

リフォーム		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 	P.	25

本事業の交付申請等の全ての手続きは、新築住宅の建築事業者または販売事業者、リフォーム工事の施工業者が、
事務局が提供するWEBシステム『補助事業ポータル』上で行います。

アカウントの種類 目的と利用者のイメージ

統括アカウント
本事業の参加登録（事業者登録）を行い、
各営業担当者が行う交付申請や補助金の受領を管理するためのアカウント。
本社の管理部門等の担当者が取得、利用してください。（１事業者１アカウントのみ）

担当者アカウント
消費者と契約し、交付申請の登録を行うためのアカウント。
消費者から必要書類を集められる営業担当者等が取得し、利用してください。

（アカウント数に制限はありません）

交付申請等の手続きや補助金の消費者への還元は、事業者さま（あらかじめ「こどもみらい住宅事業者」としての登録が必要）が行います。

２０２２年２月時点の国土交通省公表資料をもとに作成しています。
本制度ご利用の際には、必ずこどもみらい住宅支援事業事務局ホームページでご確認いただきますようお願いいたします。
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事務局 建築事業者
（こどもみらい住宅事業者）

消費者・建築主
（共同申請者）

こどもみらい住宅事業者に登録 1 	こどもみらい住宅事業者に登録申請

こどもみらい住宅事業者の公表 2 	公表情報の登録（任意）

問い合わせ

プラン検討、建築確認
省エネ性能適合の説明 等

3 	工事請負契約の締結
	 （2021年11月26日以降）

4 	本事業用・共同事業
	 実施規約の締結

5 	着工（	 1 	と	 3 	以降）

予約確保（予約から3ヶ月間） 6 	交付申請の予約（任意）
	 （	 5 	以降）

7 	一定の出来高の工事完了

8 	交付申請（	 7 	以降）

交付決定（補助金の確定）

補助金の交付
（当月20日締、翌月末振込予定）

9 	補助金の請求
	 （年度末または引渡しのいずれか早い時期）

10 	竣工・引渡し
建築費の精算・入居

（補助金は最終支払の一部に
充当することで還元）

補助事業の終了を確認 11 	完了報告

本社担当者
（統括アカウント）

営業担当者等
（担当者アカウント）

※締め切りは、予算の執行状況に応じて国土交通省にて公表されます。

補助金の申請手続きの流れ

注文住宅の新築

遅くとも
2022年
10月31日
まで※

遅くとも
2023年
3月31日
まで

建物の規模
に応じた
完了報告
期限まで
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事務局 販売事業者
（こどもみらい住宅事業者）

消費者・購入者
（共同申請者）

こどもみらい住宅事業者に登録 1 	こどもみらい住宅事業者に登録申請

こどもみらい住宅事業者の公表 2 	公表情報の登録（任意）

問い合わせ

建築事業者

3 	工事請負契約

4 	着工（	 1 	以降）

5 	不動産売買契約の締結
	 （2021年11月26日以降）

6 	本事業用・共同事業
	 実施規約の締結

予約確保（予約から3ヶ月間） 7 	交付申請の予約（任意）
	 （	 5 	と	 6 	以降）

8 	一定の出来高の工事完了

9 	交付申請（	 8 	以降）

交付決定（補助金の確定）

補助金の交付
（当月20日締、翌月末振込予定）

10 	補助金の請求
	 （年度末または引渡しのいずれか早い時期）

11 	竣工・引渡し
建築費の精算・入居

（補助金は最終支払の一部に
充当することで還元）

補助事業の終了を確認 12 	完了報告

本社担当者
（統括アカウント）

営業担当者等
（担当者アカウント）

※締め切りは、予算の執行状況に応じて国土交通省にて公表されます。

補助金の申請手続きの流れ

新築分譲住宅の購入

遅くとも
2022年
10月31日
まで※

遅くとも
2023年
3月31日
まで

建物の規模
に応じた
完了報告
期限まで
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事務局 施工業者
（こどもみらい住宅事業者）

消費者・工事発注者
（共同申請者）

こどもみらい住宅事業者に登録 1 	こどもみらい住宅事業者に登録申請

こどもみらい住宅事業者の公表 2 	公表情報の登録（任意）

問い合わせ

工事計画、見積り 等

3 	工事請負契約の締結
	 （2021年11月26日以降）

4 	本事業用・共同事業
	 実施規約の締結
	 3 	より3ヶ月以内に締結すること

5 	着工（	 1 	と	 3 	以降）

予約確保（予約から3ヶ月間） 6 	交付申請の予約（任意）
	 （	 5 	以降）

7 	工事完了 建築費の精算

8 	交付申請（	 7 	以降）

交付決定（補助金の確定）

補助金の交付
（当月20日締、翌月末振込予定） 9 	補助金の請求

10 	補助金の還元 補助金の受取

本社担当者
（統括アカウント）

営業担当者等
（担当者アカウント）

※締め切りは、予算の執行状況に応じて国土交通省にて公表されます。

補助金の申請手続きの流れ

リフォーム

遅くとも
2022年
10月31日
まで※



Q&A
よくあるご質問

補助事業者はどのように
探せばいいですか？Q
事業者登録が完了し公開を希望する、こどもみらい住宅
事業者は、事務局ホームページから検索できます。契約
時等に、本事業を利用予定であることを事業者と確認し
てください。（登録が完了した、こどもみらい住宅事業者
から、随時公表するものです。）

A

他の補助金との併用は可能ですか？Q
原則として、本事業と補助対象が重複する国の他の補助
制度との併用はできません。なお、地方公共団体の補助
制度については、国費が充当されているものを除き、併
用可能です。

A

交付申請に費用はかかりますか？Q
申請に必要な証明書類の準備に費用がかかることがあり
ます。A

DIY（自ら行うリフォーム）は、
対象になりますか？Q
工事請負契約を伴わないリフォーム工事は対象外となり
ます。こどもみらい住宅事業者との工事請負契約をして
いただき、その工事を申請してください。

A

原契約が2021年11月25日以前です。
変更契約の締結日が2021年11月26
日以降である場合、対象になりますか？

Q
対象外です。工事請負契約日や不動産売買契約日は、変
更契約の時期によらず、原契約の締結日が2021年11
月26日以降である場合のみ対象になります。

A

補助金を、発注者（購入者）が
受け取るのはいつですか？Q
還元方法「最終支払に充当する方法」を選択した場合、補
助金は工事費や購入費の一部として充当されることにな
ります。「現金で支払う方法」を選択した場合、原則として
工事が完了し引渡を受けた後に事業者から受け取ること
になります。

A

予定よりも早く事業が
終了することはありますか、
どのように周知されますか？

Q
予算に達した時点で事業者登録や予約、交付申請の受付
を締め切る予定です。予算の執行状況については事務局
ホームページ等に掲載される予定です。

A

（1）	開口部の断熱改修
（2）	外壁､屋根・天井または床の断熱改修
（3）	エコ住宅設備の設置
	のいずれかが必須なのはなぜですか？

Q
本事業は、2050年カーボンニュートラル実現の観点から
良質な住宅ストックの形成も目的としているため、断熱性
能向上やエコ住宅設備設置等の省エネ改修を必須として
います。

A

！  こどもみらい住宅支援事業の最新情報は、下記にてご確認ください。

https://www.lixil.co.jp/kodomomirai/

●LIXILウェブサイト ●こどもみらい住宅支援事業事務局ホームページ

　LIXIL　こどもみらい住宅支援事業 検索
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp

　こどもみらい住宅支援事業 検索

XF2000

https://www.lixil.co.jp/
会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで ●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。
●商品価格はすべて税別価格です。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、
　上記オフィシャルサイトからご確認ください。

01 2022.3.31発行業務用

LIXILこどもみらい住宅支援事業コールセンター
こどもみらい住宅支援事業及び対象製品に関する問い合わせ窓口です。

0120-688-528
受付時間 9：00～17：00      （定休日 ： ゴールデンウィーク・年末年始・夏期休暇）
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