
こどもエコすまい支援事業 住宅資金贈与 非課税措置

2023年5月制作

■ 都内の新築住宅（戸建住宅・集合住宅等）床面積の合計が2,000㎡未満
■ 「東京ゼロエミ住宅」の各水準に適合する認証を受けた新築住宅であること
■ 実績報告期限：検査済証交付日から180日以内、もしくは2026年9月30日のいずれか早い方

UA値

1次削減率

助成金額

0.7以下

30%以上

30万円

0.6以下

35%以上

50万円

0.46以下

40%以上

210万円

水準 1※ 水準 2 水準 3

自己資金のみで耐久性や省エネルギー性に優れた住宅を取得する際に
所得税が控除される制度。対象にZEH水準省エネ住宅を追加した上で2年間延長となります。

親・祖父母等が、子・孫に住宅取得等の資金を贈与する場合の非課税枠拡充措置も延長されます。
（下記以外の家屋については500万）

主な要件と期限
■ 贈与を受けるのは18歳以上の直系卑属（子や孫）
■ 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である
■ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
    または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

非課税1,000万円ま
で

耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋
【適用期限】 令和5年12月31日まで

■ 住宅ローンを利用せず現金購入の場合が対象　 ■ 1年で控除しきれない場合は翌年の所得税からも控除

控除対象限度額 650万円
控除率 10%

対  象 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅

最大控除額 65万円

控除率 0.7％ 控除期間 13年

住宅ローン減税制度は4年間の延長が決定しましたが、住宅の性能や
入居時期により対象となる年末残高の上限が異なるため注意が必要です。

2022年度第2次補正予算において、物価高克服、経済再生実現を目的に住宅の断熱性向上や、
高効率給湯器の導入など、住宅の省エネ化支援が決定しました。

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅 

それ以外の住宅の場合

長期優良住宅 もしくは低炭素住宅 

4,500万円
4,000万円
3,000万円

5,000万円
3,500万円
3,000万円
2,000万円

4,500万円

入居期間
令和4年～5年

入居期間
令和6年～7年借入限度額

住宅ローン減税

投資型減税

※オール電化の場合は+1万円/kW ※ただし、kWは太陽光発電
　搭載容量とパワコンの定格出力容量のいずれか小さい方

12万円／kW
の追加補助

太陽光発電
システム
設置の場合
［ 1棟当たり ］

10万円／kW
の追加補助

3.6kW超

3.6kW以下

（上限：36万円/棟）

（上限：500万円/棟）

※

水準 1 水準 2 水準 3令和3年度東京ゼロエミと同等の基準 ZEH相当の断熱性能と、国が定める基準より35％削減 北海道相当の断熱性能と、国が定める基準より40％削減

※ZEH補助金との併用はできません。
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子育て世帯

または

若者夫婦世帯

対 

象

■ 着工 令和４年11月8日以降に対象工事に着手したもの
 ～令和5年11月30日まで
 （対象工事とは基礎完了工事以降の工事のこと）

■ 完了報告 戸建住宅［令和6年7月31日まで］
 共同住宅［令和7年4月30日まで］

100万円／戸

■ ZEH住宅
■ 認定長期優良住宅
■ 認定低炭素住宅
強化外皮基準（UA値0.6以下）かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20％に適合

申請時点において2004年4月2日以降
に出生した子を有する世帯です

申請時点において夫婦であり、いずれかが
1982年4月2日以降に生まれた世帯です

本事業には
予算に限りが
ありますので、
お早めのご検討を
お勧めいたします

補助金

高い省エネ性能（ZEHレベル）を有する住宅の新築を支援する新たな補助制度を創設！

詳細は営業担当に
お問い合わせください

※10階以下

※戸建て住宅の水準1は、前年度に新たに全国で建設した注文戸建住宅の
　戸数が300戸未満の住宅事業者が対象のため、当社は対象外。

単世帯もしくは
内部行き来有 二世帯住宅戸建て

制度の拡充を図った令和5年度事業は、令和5年4月3日から申請受付が開始されました。

12万円／kW
の追加補助

太陽光発電システム
設置の場合

架台の設置経費

［ 1棟当たり ］

3.6kW以下

3.6kW超

10万円／kW
の追加補助

20万円／kW上限

（上限：36万円/棟）

（上限：500万円/棟）

※

令和5年11月30日までの
建物着工が目安

最大優遇は
令和5年入居までが対象

令和5年入居までが対象

※交付申請の予約を行う場合

蓄電池
設置の場合

機器費・
工事費の

3
4

蓄電容量×19万もしくは
95万円のいずれか小さい額

蓄電容量6.34kWh未満の場合

蓄電容量6.34kWh以上の場合

蓄電容量×15万円 、
太陽光発電出力×30万円、

120万円のいずれか小さい額

UA値

1次削減率

助成金額

0.7以下

25%以上

20万円

0.6以下

30%以上

40万円

0.46以下

35%以上

170万円

水準 1 水準 2 水準 3

※オール電化の場合は+1万円/kW ※ただし、kWは太陽光発電
　搭載容量とパワコンの定格出力容量のいずれか小さい方

賃貸（併用）住宅もしくは
内部行き来無 二世帯住宅集合住宅 蓄電池

設置の場合

機器費・
工事費の

3
4

蓄電容量×19万もしくは
95万円のいずれか小さい額

蓄電容量6.34kWh未満の場合

蓄電容量6.34kWh以上の場合

蓄電容量×15万円 、
太陽光発電出力×30万円、

120万円のいずれか小さい額

カーボンニュートラル実現に向け、省エネ住宅に対する手厚い補助金・
優遇税制が用意されています。 2023年は高い省エネ性能を有する
住まいの選択が賢い家づくりの第一歩となりそうです。

東京ゼロエミ住宅を新築した建築主に対し、
その費用の一部を助成する「東京ゼロエミ住宅」事業。
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今年1～4月に値上げ予定の商品は7152品目と昨年同
時期の1.5倍に。電気やガス代、人件費の上昇など値上
げ要素は複雑化しており、今後も幅広い商品で断続的に
値上げが続きそうです。

昨年末の日銀による金融政策の修正をきっかけに、その後公表された１月以降の固定金利は大手5行で
高水準が続いています。4月にはおよそ10年ぶりとなる日銀総裁の交代も実施され、植田新総裁は金融
緩和継続を表明しているものの今後の金利動向には注意が必要です。

ウクライナ情勢の影響による世界的なウッドショック
や、原油価格の高騰など建築コストの上昇により、
今後は住宅価格の上昇も懸念されています。

長期化するウクライナ情勢から世界中がインフレ傾向に

例えば1坪あたり5万円のＵＰだと…

3月の消費者物価指数 3月の企業物価指数
日銀の方針変更や、総裁の交代など、今後の金利動向に注目が集まります

価格高騰は
住宅も例外ではありません

％前年同月比7.2 の上昇

世界ではインフレへの対応策として欧米を中心に各国中央銀行が
利上げを続けてきました。しかし日本では日銀の大規模緩和策の
維持により、長期金利は「プラスマイナス0.25％程度」の変動幅で
推移してきました。しかし昨年末、この変動幅をプラスマイナス
0.5％程度へと引き上げると金融緩和策の一部修正を決定、これは
事実上の利上げと捉えられており、将来的な金利上昇への懸念が
高まりました。

日銀 金融緩和策の一部修正を決定

ガソリン・灯油 電気・ガス

食用油 小麦

30坪の家なら150万円 ！増

結 論

物価上昇 金利上昇

POINT

新型コロナウイルスの流行から約3年が経過、政府はウィズコロナに向けた
経済活動の両立強化を目指しています。しかし長期化するウクライナ情勢
から世界経済は不安定な状況に。住まいづくりをお考えの方にどのような
影響が考えられるか、最新のＮＥＷＳから今後の可能性を考えます。

3月の消費者物価指数（CPI、2020年=100）は変動の大きい生鮮
食品を除く総合指数が前年同月比で3.1%上昇。前年同月比での
上昇は19カ月連続となりました。また、2022年度の生鮮食品を除く
総合指数は103.0で、前年度から3.0%上昇。電気代の上昇や
食料品などの物価高で、上昇率は1981年度の4.0%に次ぐ41年
ぶりの水準となりました。

前年同月比3.1％の上昇
消費者物価指数に比べ企業物価指数の上り幅が大きく、
仕入れ値の高騰を価格に反映できていない状況が考えられます。
今後ますます物価の上昇が懸念されます。

今後も続きそうな物価高騰や、将来のローン金利上昇を考えると、賢い住まいづくりのためには早めの決断が重要になりそうです。

フラット35の金利（35年返済）は、
2021年9月には1.28％だったのが
2023年3月には1.98％まで上昇。
4月には1.78％に下がったものの上昇
傾向にあり今後の動向にも注意が必要
です。

金利は上昇傾向に！？

金利の上昇は返済額（今後の生活）に大きな影響を与えます
●例えば3,500万円借入／35年返済の場合

毎月の
返済額 112,029円

総返済額 47,052,236円

121,034円 9,005円

50,834,245円 約378万円

1.78％（2023年4月） 2.28％（0.5%上昇なら） 差 額

※旭化成フィナンシャル株式会社 フラット35K3コース

金利0.5％上昇なら

約108,060円
の負担　！増

年間

旭化成ホームズフィナンシャル株式会社　フラット35（K3コース）の基準金利推移

9 10 11 12 13 14 15 16 17 2018 2019 2020 2021 2022 2023 （年）

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

％ 09年5月 3.07％

13年2月 2.01％
4月の基準金利

金利は上昇傾向！？

1.78％
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NEWS から読み解く、経済 TREND

2022年度は
3.0%上昇！

41年ぶりの
高水準


