
            ＮｏｒｔｈＬａｎｄｈｏｍｅ 

 
平成２０年度  
八雲町  Ｎ邸    北方型住宅ＥＣＯ    補助金額 200 万円 

 函館市  Ａ邸    北方型住宅ＥＣＯ    補助金額 200 万円 
八雲町  Ｍ邸    北方型住宅ＥＣＯ    補助金額 200 万円 
                        平成２０年度 総額 ６００万円 

平成２１年度 
 八雲町  Ｎ邸    北方型住宅ＥＣＯ    補助金額 200 万円 

七飯町  Ｄ邸    北方型住宅ＥＣＯ    補助金額 200 万円 
 函館市  Ａ邸    北方型住宅ＥＣＯ    補助金額 200 万円 
 八雲町  Ｈ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 

八雲町  Ｍ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
                        平成２１年度 総額 ８４０万円 

平成２２年度 
 八雲町  Ｓ邸（改築）Ｒ住宅         補助金額 200 万円 

北斗市  Ｍ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
 函館市  Ｋ邸    北方型住宅ＥＣＯプラス 補助金額 200 万円 
 八雲町  Ｏ邸    北方型住宅ＥＣＯプラス 補助金額 200 万円 
 函館市  Ｙ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
 北斗市  Ｈ邸    北方型住宅ＥＣＯプラス 補助金額 200 万円 
                        平成２２年度 総額 １０４０万円 
平成２３年度 
 八雲町  Ｉ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
 八雲町  Ｗ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
 八雲町  Ｔ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
 長万部  Ｍ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
 八雲町  Ｋ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
 八雲町  Ｙ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
 函館市  Ｙ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
 八雲町  Ｔ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
 八雲町  Ａ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
 長万部  Ｎ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
 八雲町  Ｙ邸    長期優良住宅      補助金額 120 万円 
 長万部  Ｍ邸    省 CO2 先導事業     補助金額 150 万円 
 函館市  Ｓ邸    省 CO2 先導事業     補助金額 150 万円    
 八雲町  Ｋ邸    省 CO2 先導事業     補助金額 150 万円 
 長万部  Ｔ邸（改築）断熱・耐震改修     補助金額 200 万円 
 長万部  Ｓ邸（改築）断熱・耐震改修     補助金額 200 万円 
                        平成２３年度 総額 ２１７０万円 
 



平成２４年度 
 函館市  Ｓ邸    ネットゼロエネ      補助金額 350 万円    
 八雲町  Ｓ邸    省 CO2 先導事業     補助金額 150 万円 
 八雲町  Ｓ邸    地域ブランド      補助金額 120 万円 
 八雲町  Ｔアパート ZEB（ゼロエネビル）   補助金額 1290 万円 
 八雲町  Ｍアパート ZEB（ゼロエネビル）   補助金額 1150 万円 
 函館市  Ｍ邸     住宅のゼロエネ      補助金額 165 万円    
 八雲町  Ｙ邸     住宅のゼロエネ      補助金額 165 万円  
 八雲町  Ｔ邸    省 CO2 先導事業     補助金額 150 万円 
 八雲町  Ｔ邸    地域ブランド      補助金額 100 万円 
 八雲町  Ｍ邸    地域ブランド      補助金額 100 万円 
                        平成２４年度 総額 ３７４０万円 
                        
平成２５年度 
 函館市  T 邸    ネットゼロエネ      補助金額 350 万円    
 八雲町  T 邸    ネットゼロエネ      補助金額 350 万円 
 八雲町  O 邸    ネットゼロエネ      補助金額 350 万円 
 函館市  T 邸    地域ブランド      補助金額 100 万円 
 長万部町 サ高住   ZEB（ゼロエネビル）    補助金額 2280 万円 
 長万部町 H 邸     省 CO2 先導事業     補助金額 150 万円  
                        平成２５年度 総額 ３５８０万円 
 
平成２６年度 
 函館市  H 邸    省 CO2+地中熱      補助金額 450 万円    
 長万部町 M 邸    地域ブランド        補助金額 100 万円 
 八雲町  O 邸    省 CO2+地中熱      補助金額 450 万円  
 函館市  N 邸    ZEH+地中熱        補助金額 650 万円 
 八雲町  N 邸    ZEH+地中熱        補助金額 650 万円 
 長万部町 K 邸    地域ブランド        補助金額 100 万円  
 八雲町  I 邸     ZEH+地中熱        補助金額 650 万円 
 函館市  K 邸    ZEH+地中熱        補助金額 650 万円 
八雲町 S 邸     ZEH            補助金額 350 万円 

 八雲町 H 邸    省 CO2+地中熱       補助金額 450 万円 
八雲町 H 邸    地域ブランド        補助金額 100 万円 

                        平成２６年度 総額 ４６００万円    
 
平成２７年度 
 函館市  K 邸    省 CO2             補助金額 160 万円    
 長万部町 O 邸    地域ブランド        補助金額 100 万円   
 八雲町  A 邸    地域ブランド        補助金額 100 万円   
 北斗市  M 邸    省 CO2           補助金額 160 万円   
                        平成２７年度 総額 ５２０万円 



 
平成２８年度 
 函館市  F 邸    省 CO2             補助金額 160 万円    
 八雲町  AP     省 CO2           補助金額 600 万円   
 長万部町 AP     省 CO2          補助金額 600 万円   
 八雲町  AP     省 CO2          補助金額 600 万円 
 八雲町  AP     省 CO2          補助金額 600 万円   
 八雲町  K 邸    省 CO2             補助金額 160 万円 
                        平成２８年度 総額 ２７２０万円 
 
                    これまでの補助金総額 1 億９８１０万円 
 
 
募集中の補助金です。  
ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業  0 棟募集中（補正予算） 2000 万程度 

 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業 数棟募集中（H28 年度分）150 万円 
 地中熱利用事業モニタリング機器設置事業  0 棟募集中（予定）    300 万円 
 省 CO2 先導事業              2 棟募集中         160 万円 
 地域型住宅ブランド化事業         1 棟募集中        100 万円 
 
※ 地中熱と他の補助金は併用可能です。 
※ H28 年度のネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業については、3～5 ヶ月の準備

期間が必要です。 準備しておかなければ補助申請に間に合いません。 
※ 省 CO2 先導事業につきましては、H29 年 4 月竣工の物件に限ります。 
※ 地域型住宅ブランド化事業につきましては、H29 年 1 月着工～の物件に限ります。 


