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～ 本市の拠点で住宅を取得する方に ～ 

ようこそ宇都宮へ！マイホーム取得支援事業補助金 

申込みの手引き 令和５年度版 

 

◎この制度は,本市の拠点への定住を促進し,活力あるまちづくりを進めることを目的に,本

市の拠点に住宅を取得した世帯に対して,住宅取得費用の一部（市外転入者 上限８５万円

＋子ども１人につき５万円加算,市内転居者 上限５０万円＋子ども１人につき５万円加

算）の助成を行うものです。なお,補助申請につきましては,対象区域,収入などの資格要

件がありますので,本手引きをご覧ください。 
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◎本補助金の補助対象区域は以下のとおりです。 

①「宇都宮市立地適正化計画」で定める以下の区域 

高次都市機能誘導区域,都市機能誘導区域,居住誘導区域 

②地区計画を定めている区域 
・篠井ニュータウン地区計画区域（下小池町地内） 
・宝木新里ニュータウン地区計画区域（宝木本町及び新里町地内） 
・フラワーニュータウン三向宝木地区計画区域（宝木本町及び新里町地内） 
・城西ニュータウン地区計画区域（田野町,田下町及び大谷町地内） 
・グッドライフタウン氷室地区計画区域（氷室町地内） 
・さつきタウン奈坪地区計画区域（中岡本町地内）, 
・緑の丘金井久保地区計画区域（中岡本町地内） 
・スマイルタウン奈坪地区計画区域（中岡本町地区） 
・白沢学舎の郷地区計画区域（白沢町地区） 
・ハーモニータウン東岡本地区計画区域（東岡本町地内） 
・宝木本町仁良塚タウン（宝木本町地内） 

□ ①については,ホームページ上の「宇都宮まちかど情報マップ」をご覧ください 

 手順 1 宇都宮まちかど情報マップを開き,画面左側の『操作ツール』⇒『▽

地図切替』⇒『マップ切替』の選択メニューから,『立地適正化計

画に係る誘導区域』を選択 

手順 2 画面上側の『住所から探す』を選択し,補助対象の住所を入力し『検索』 

補助対象の住所地が,青色の面に含まれていれば『高次都市機能誘導

区域』,赤色の面に含まれていれば『都市機能誘導区域』,オレンジ

色の面に含まれていれば『居住誘導区域』に該当となります。境界

付近に所在する場合は,ＮＣＣ推進課（０２８－６３２－２５６３）

へお問い合せください。 

 

※ 「宇都宮まちかど情報マップ」のＵＲＬは以下のとおり 

http://www.machi-info.jp/machikado/utsunomiya_city/index.jsp 

 

□ ②については,ホームページ上の「宇都宮都市計画情報マップ」をご覧ください 

補助対象となる１１箇所の地区計画区域については,下記の手順で確認できます。 

手順 1 宇都宮都市計画情報マップを開き,利用条件に『同意する』で検索画面へ 

手順 2 検索画面左側の『操作ツール』⇒『▽表示設定』のチェックボック

スから,『地区計画区域』にチェックを入れます。（他のチェックボ

ックスはチェックを外してください。） 

手順 3 画面上側の『住所から探す』を選択し,住所地を入力し『検索』 

手順4 青い斜線の面をクリックして宇都宮都市計画情報を開き,地区計画区域

の内容が補助対象となる１１箇所の地区計画区域のいずれかに該当し

ていれば補助対象となります。境界付近に所在する場合は,ＮＣＣ推進

課（０２８－６３２－２５６３）へお問い合せください。 
 
 

※ 「宇都宮都市計画情報マップ」のＵＲＬは下記のとおり 

https://www.machi-info.jp/machikado/utsunomiya_city2/city_plan/gis-toshi.html 

対象区域 
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◎本補助金の交付を受けるために必要な資格要件は以下のとおりです。 

項  目 内   容 

資 

 

格 

 

要 

 

件 

対象住宅 

○住宅取得日※1から６ヶ月以内の住宅であること。 

○所在地が補助金の補助対象区域内であること。 

○居住の用に供する部分の床面積が２５㎡以上であること。 

○建物の所有に関する登記をしていること。 

対象者 

○対象住宅の所有者であること。 

○対象住宅の所在地に住民登録をしていること。 

○対象住宅の取得日※1から,起算して遡り,１年間は対象区域に

居住していないこと。（ただし,補助対象区域の賃貸住宅※2に

居住していた場合は除きます。） 

○所得の合計額が,基準以下であること。（５ページ参照） 

○対象住宅の取得に関し,返済期間が１０年以上の住宅ローンを

借り入れていること。 

そ の 他 

○世帯全員について,以下の要件を全て満たしていること。 

・申請する補助対象住宅以外に,市内に自己の居住する建物を所

有していないこと。 

・市税の滞納がないこと。 

・自治会に加入していること。※3 

・既に本制度及び住宅取得に関する他の公的助成を利用していな 

いこと。※4 
※1 注文住宅は新築年月日,分譲マンション・建売住宅・中古住宅は所有権移転又は所有権保存 

の登記原因日 
※2 賃貸借契約に基づき貸し出された住宅,または実家や社宅等の使用貸借契約により貸し出さ 

れた住宅 
※3 地域コミュニティ活性化のため,自治会への継続加入をお願いします。 

※4 原則として,住宅取得を目的とした他の補助制度との併用はできません。代表的 

な補助制度との併用可否については以下のとおりです。他補助制度との併用に 

ついての最新情報は,市ホームページをご覧いただくか,住宅政策課（０２８-６ 

３２-２７３５）へお問い合わせください。 

制度名 併用可否 

住まい給付金 〇 

住まいの復興給付金 〇 

こどもエコ住まい支援事業 × 

外構部の木質化対策支援事業 × 

地域型住宅グリーン化事業 × 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業 × 

戸建住宅ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス（ZEH）化等支援事業 
及び集合住宅の省 CO2 化促進事業 

× 

資格要件 
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◎本補助金の内容は以下のとおりです。 

補助項目 市外在住者 ※１ 市内在住者 ※２ 

基
礎
ポ
イ
ン
ト 
 

補助対象区域に住宅取得 ２０万円 １０万円 

高次都市機能誘導区域に居住 １５万円 １５万円 

東京圏からの転入者 ※３ １５万円 － 

築２０年以上の中古住宅を取得 １５万円 １５万円 

付
加
ポ
イ
ン
ト 
 

中古住宅の取得 ※４ 

長期優良住宅の取得 ※５ 

二世帯住宅の取得 ※６ 

誘導居住面積水準を満たす住宅の取得 ※７    

多世代同居又は近居 ※８・９ 

市内勤労世帯 ※１０ 

二地域居住世帯 ※１１ 

地域活力向上加算地域への居住 ※１２ 

テレワーク勤労世帯 ※１３ 

５万円/１項目 

（上限２０万円） 

 

単身女性世帯は１項

目該当で上限額加算 

５万円/１項目 

（上限１０万円） 

 

単身女性世帯は１項

目該当で上限額加算 

１８歳以下の子どもがいる世帯 ※１４  
５万円/子１人あたり 

（上限なし） 

５万円/子１人あたり 

（上限なし） 

 

※１ 市外在住者・・・・・・ 転入日（宇都宮市民となった日）以前の３年間に連続し
て２年以上市外に居住していた期間を有し,かつ転入し
て１年未満の者を含む世帯。 

※２ 市内在住者・・・・・・ 市外在住者に該当しない世帯。 

※３ 東京圏・・・・・・・・ 東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県。 

※４ 中古住宅・・・・・・・ 新築の日から起算して１年経過した住宅又は居住の用に
供されたことのある住宅。 

※５ 長期優良住宅・・・・・ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき長期優
良住宅の設定を受けた住宅。 

※６ 二世帯住宅・・・・・・ 下記のいずれも満たす住宅。 
①各世帯が壁や建具により遮断され他方の世帯と構造上
独立していること。 
②各世帯が自己の専用部分だけで生活できるよう専用の
台所,風呂,便所等が備わり利用上独立していること。 
③区分所有を行わないこと。 

補助内容 
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※７ 誘導居住面積水準・・・・ 
 

 

 

 

 

 

下表の水準以上の延べ床面積の住宅。 
【誘導居住面積水準の計算式】 
建て方 算定式 

戸建て ①１人：５５㎡ 

②２人以上の世帯：２５㎡×世帯人数＋２５㎡ 

マンション等 ①１人：４０㎡ 

②２人以上の世帯：２０㎡×世帯人数＋１５㎡ 

世帯に申請する年度の末日時点で１０歳未満の子どもがい

る場合は，子ども１人当たりの人数を以下の人数で換算する

こと。ただし，世帯人数が子どもの人数を足して２人未満の

場合は２人とする。 

【３歳未満】０．２５人 【３～６歳未満】０．５人  

【６～１０歳未満】０．７５人 

※８ 多世代同居・・・・・・ 世帯員のいずれかの直系尊属又は直系卑属の三世代以上
で同居すること。ただし,特段の事情が認められる場合は
二世代同居も対象とする。 

※９ 近居・・・・・・・・・ 市内の同一小学校区内又は隣接小学校区内において,世
帯員いずれかの直系尊属の世帯又は直系卑属が別に居住
していること。 

※１０ 市内勤労世帯・・・・・ 市内で就労する労働基準法に規定する労働者,法人経営
者及び個人事業主がいる世帯。 

※１１ 二地域間居住・・・・・ 補助対象世帯に属する者いずれかが市外に自己の居住の
用に供する住宅を所有している世帯又は自己の居住の用
に供する住宅を賃貸契約している世帯。 

※１２ 地域活力向上対象地域・ 「ようこそ宇都宮へ マイホーム取得支援事業補助金交
付要綱」に示す地域。（現在篠井地区のみ） 

※１３ テレワーク勤労世帯・・・ 市外で就労する労働基準法に規定する労働者,法人経営
者及び個人事業主がいる世帯であって,自己の居住の用
に供する住宅で情報通信機器を利用した業務を選択でき
る勤務形態の者がいる世帯。 

※１４ １８歳以下の子どもがいる世帯 高校３年生相当（満１８歳に達する日以後の最初の３月
３１日まで）の子どもがいる世帯。 
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○所定の方法により算出した世帯に属する者の所得の合計額が,下表の金額以下

であることが要件になります。なお,申請月が４～６月の場合は前々年分（令和

３年１月～１２月分）,それ以外の場合は前年分（令和４年１月～１２月分）の

収入が基準となります。 

年間の所得金額合計（総収入金額から必要経費を除いたあとの金額） 

１人 ２人 ３人 ４人 

１２,８００,０００円以下 １３,１８０,０００円以下 １３,５６０,０００円以下 １３,９４０,０００円以下 

※２人以上の計算方法：（人数－１）×３８０,０００＋１２,８００,０００ 

※「所得金額」とは,市町村長が発行する課税（所得）証明書の所得金額の合計

欄の金額です。 

（参考）給与収入金額で見た場合 

年間の給与収入金額（所得税，地方税社会保険料等，全てが含まれた金額） 
 １人 ２人 ３人 ４人 

１５,０００,０００円以下 １５,３８０,０００円以下 １５,７６０,０００円以下 １６,１４０,０００円以下 

 
（参考）【年間給与所得金額の計算方法】 

年間給与収入金額  Ａ 年間給与所得金額 

５５０,９９９円以下 ０円 

５５１,０００円 ～  １,６１８,９９９円 Ａ－５５０,０００円 

１,６１９,０００円  ～  １,６１９,９９９円 １,０６９,０００円 

１,６２０,０００円  ～  １,６２１,９９９円 １,０７０,０００円 

１,６２２,０００円  ～  １,６２３,９９９円 １,０７２,０００円 

１,６２４,０００円  ～  １,６２７,９９９円 １,０７４,０００円 

１,６２８,０００円  ～  １,７９９,９９９円 
① Ａ÷４ として千円 

未満の端数切捨て 

＝Ｂ ・,・・・,０００円 

Ｂ×２．４＋１００,０００円 

１,８００,０００円  ～  ３,５９９,９９９円 Ｂ×２．８－８０,０００円 

３,６００,０００円  ～  ６,５９９,９９９円 Ｂ×３．２－４４０,０００円 

６,６００,０００円  ～  ８,４９９,９９９円 Ａ×０．９－１,１００,０００円 

８,５００,０００円以上 Ａ－１,９５０,０００円 

 

 

 

収入基準早見表 
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（１）交付申請の方法 

○交付申請書と７～８ページに記載してある必要書類を窓口もしくは郵送 

にて市役所９階・住宅政策課へ提出してください。 

 ○住宅取得の日（所有権移転または保存等の登記原因日）以後６ヶ月以内に

申請してください。 

（２）書類審査 

 ○申請書類を月末締めで審査します。 

（３）交付決定の通知 

 ○審査の結果,要件を満たす申請者に対して,申請月の翌月上旬に交付決定

通知書（交付決定金額）を送付します。 

  ※交付決定通知書は請求手続きや確定申告に必要となりますので,大切に保管 
してださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水等の自然災害への備え 
近年,地球温暖化による台風の大型化や局所的豪雨の発生などによって,市内で
も甚大な洪水被害等が発生しています。 
そのため,洪水等の自然災害に備え,事前にハザードマップにより,自宅付近で予
想される浸水等の状況や,避難場所・避難経路を確認しましょう。 
また,浸水が想定される区域内にご自宅が所在する場合には,浸水への備え※をお
願いします。 

 
※ 浸水が想定される区域での浸水への備えの例 

・寝室等の居住室を２階以上に設ける。 
・止水板や土のうを準備する。 
 ・地下室を設けない。 
・コンセント,空調機器,給湯機器などの設備機器を, 
浸水深に応じた高さに設置する。 

・避難に備え,非常用持出品や家庭内備蓄を準備する。 

申請方法 

【補助金交付申請～交付決定の流れ】                      

○申請前に,資格要件を確認ください。 

                （２ページ参照） 

               ○交付申請書および添付書類を提出してください。 

（７～８ページ参照） 

○申請は,住宅取得の日以後６ヶ月以内まで可能です。 

  

 

 

 

○交付決定通知書を送付します。（申請した月の翌月上旬） 

〇交付決定後に補助金の交付請求手続きが必要です。 

（９ページ参照） 

補 助 申 請 

内 容 審 査 

交 付 決 定 

▼ハザード情報の確認は 

こちらから 
 
・宇都宮市 

ハザードマップ 

(市 HP) 

 

・ハザードマップ 

ポータルサイト 

（国土交通省 HP） 
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〇 共通書類（申請に必ず必要な書類です。） 

必 要 書 類 内    容 

交付申請書 〇補助対象者名義で記入したもの。 

個人情報調査の同意書 
〇申請に係る世帯に属する全員が記入したもの。 
〇多世代同居又は近居に該当する場合は,その世帯員も記入
が必要です。 

不動産登記事項証明書 
※１ 

○補助対象住宅（建物）の不動産登記事項証明書で発行から 
３ヶ月以内のもの。 

課税証明書 
または所得証明書  
【市外からの転入者のみ】 

〇宇都宮市以外の証明書のみ提出が必要です。 
○申請する時期により発行先と証明書の年度が変わります。 
ア）４～６月の申請【令和４年度証明書を提出】 

令和４年１月１日時点で,住民登録していた市町村で発行。 
 イ）上記以外の月の申請【令和５年度証明書を提出】 

令和５年１月１日時点で,住民登録していた市町村で発行。 
○世帯に属する者のうち収入のある方全員の証明が必要です。 
〇主たる生計者の課税額等により収入状況が確認できない場
合は,無収入の方も証明書が必要になります。 

融資契約書の写し 

○補助対象住宅の取得に係る借入金の融資契約書の写しで,
当初借入金額,返済期間,契約日,署名が確認できるもの。 

○補助対象住宅の取得にあたり複数の融資契約をしている
場合は,全ての契約書の写しが必要です。 

工事請負契約書 
または売買契約書の
写し 

○補助対象住宅の取得に係る契約書等の写しで,工事請負金
額や売買金額等取得費,契約日,署名が確認できるもの。 

○住宅の取得とともに土地や権利の取得がある場合は,その取
得費が確認できるもの。 

市税完納（納税） 
証明書  
【市外からの転入者のみ】 

〇宇都宮市以外の証明書のみ提出が必要です。 
○市税に関する徴収金の滞納が無いことが証明できるもの 
○申請する時期により,発行する窓口が変わります。 
 ア）４～５月の申請 
・令和４年１月１日時点で,住民登録していた市町村で発行 
イ）上記以外の月の申請 

・令和５年１月１日時点で,住民登録していた市町村で発行 

自治会加入証明書 
※２ 

○自治会長の署名および押印が必要です。 
※自治会の加入については,市役所１０階の宇都宮市自治会 
連合会事務局（６３２－２２８９）または,みんなでまち 
づくり課（６３２－２９００）まで,お問い合わせください。 

口座振込依頼書※３ ○補助金を受け取る本人名義の口座が確認できるもの。 

その他市長が必要と認める書類 

※１ 不動産登記事項証明書は宇都宮地方法務局で交付しています。 

※２ 自治会がない場合は,自治会加入誓約書に,署名・押印いただきます。

自治会加入誓約書は住宅政策課(市役所９階)の窓口で記入が可能です。 

※３ 申請者と振込先口座の名義人が異なる場合は委任状が必要になります。 

 
 

交付申請に必要な書類 
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〇 追加書類（項目に該当した場合のみ必要です） 

該当項目 内    容 必 要 書 類 

前住所が補助対象
区域内の賃貸住宅 

〇前住所が補助対象区域の賃
貸住宅に居住していた場合,
その建物が賃貸であること
が分かる書類 

〇賃貸借契約書と家賃の支
払いが確認できる書類 

〇不動産登記事項証明書 
〇社宅使用料の支払いが 
確認できる給与明細                  

長期優良住宅の取得 
※１ 

〇補助対象住宅が長期優良住宅
の普及の促進に関する法律に
基づき長期優良住宅の設定を
受けた住宅であることが確認
できるもの 

〇長期優良住宅認定通知書 

二世帯住宅の取得 
※１ 

〇各世帯が壁や建具により遮
断され他方の世帯と分離独
立し,自己の専用部分だけで
生活できるよう専用の台所,
風呂,トイレ等が備わり利用
上独立していることを確認
できるもの 

〇住宅の平面図等  

多世代同居世帯 
〇同居する世帯について,世帯
員の親子関係がわかるもの 

〇個人情報調査の同意書 
（同居世帯が記入したもの） 
〇戸籍全部事項証明書 等 
※いずれも必要 

近居世帯 
〇近居する世帯について,申請
者又は世帯員の親子関係がわ
かるもの 

〇個人情報調査の同意書 
（近居世帯が記入したもの） 
〇戸籍全部事項証明書 等 
※いずれも必要 

市内勤労世帯 
※２ 

〇市内企業へ就労又は就労内
定が確認できるもの 

〇勤務地証明書又は 
勤務地予定申告書 

〇給与明細の写し 
〇社員証の写し 等  

二地域居住世帯 

〇市外に自己名義の居住の用
に供する住宅又は賃貸住宅
と契約していることが確認
できるもの 

〇不動産登記事項証明書 
又は賃貸住宅契約書 

（※市外所有又は契約中物件） 

テレワーク勤労世帯 

○テレワーク勤労していること,
就労先が市外企業であること
を確認できるもの（就労先の住
所が記載されているもの） 

〇テレワーク従事証明書 

胎児がいる場合 
〇世帯員に胎児を含む場合,妊
娠中であることが確認でき
るもの 

〇母子手帳の写し 

※１ 長期優良住宅認定通知書,平面図については,補助対象住宅（建物）を建て
た業者,ハウスメーカーにお問い合わせ下さい。 

※２ 給与明細の写し,社員証の写しは就労先の住所,直近の勤務期間が確認できる 
ものが必要です。 
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○ 交付決定通知書と同時に,交付請求書を送付しますので,交付決定通知書の

写しを添付して,書類送付日より１ヶ月以内に住宅政策課まで提出してく

ださい。補助金は交付請求書を受理した２～３週間後に指定口座に振り込

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 下記に該当した場合は,補助金の交付決定が取り消されます。 

・ようこそ宇都宮へ！マイホーム取得支援事業補助金交付要綱に違反した場合 

・偽りその他不正な手段により交付決定者となった場合 

・交付決定の内容またはこれに付した条件に違反した場合 

・交付決定の日から５年以内に補助対象住宅を売買等により譲渡した場合 

  ただし,転勤等の本人の意思によらないやむを得ない事情の場合は除きます。 

○ 上記事実が判明した場合は,補助金の全部または一部をすみやかに返還して

いただきます。 

 

 

〇 予算の範囲内での補助となり,予算上限になり次第受付を終了します。 

〇 補助金の交付まで２ヶ月程度かかります。お急ぎの場合はご相談ください。 

○ この補助金は所得税法上の課税対象となります。確定申告の必要がある場合は,

税務署にご相談ください。また交付決定通知書は大切に保管してください。 

○ 受付場所   宇都宮市役所９階・住宅政策課 

         ※地区市民センター等では受付を行っておりません。 

○ 受付時間   午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日,年末年始を除く） 

○ 注意点    提出された書類は返却いたしません。 

補助金の請求手続き 

【補助金請求～補助金支払いの流れ】                      

               ○市から,下記の書類を送付します。 

                ・交付決定通知書,交付請求書 

 

               ○交付請求書に必要事項を記入し,交付決定通知書の写しを 

添付して,期日までに提出してください。 

※期日までに請求書類の提出がない場合は,補助金の支払 

いが出来なくなる場合があります。 

  
 

○口座振込依頼書に記載された指定の口座に振り込みます。 

 振込日の通知はありませんので通帳等でご確認ください。 

 （交付請求書を提出してから２～３週間後に振込） 

請求書類の送付 

請求書および 

交付決定通知書の提出 

補助金の支払い 

内 容 審 査 

交付決定の取消・補助金の返還 

その他 
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【問い合わせ先】 

宇都宮市 都市整備部 住宅政策課 住宅政策グループ 

〒３２０－８５４０ 宇都宮市旭１丁目１番５号 

TEL 028-632-2735 

FAX 028-639-0614 

E-mail u1605@city.utsunomiya.tochigi.jp 

ＨＰ https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/machi/jutaku/1015795.html              

 


