
No. 自治体 所在地 連絡先
東京都 補助金 https://www.tokyo-co2down.jp/individual/subsidy/koudannetu/index.html 〒１６３-０８１０ 東京都新宿区西新宿２-４-１ 新宿ＮＳビル１０階

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/ガラス、窓の交換、2重窓設置 東京都地球温暖化防止活動推進センター（愛称：クール・ネット東京） ＴＥＬ：０３-５９９０-５０６６（高断熱窓助成金担当）

足立区 補助金 http://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/syouenesetubi.html 〒120-8510足立区中央本町一丁目17番1号

足立区公式ホームページ ガラス、窓の交換、2重窓設置 環境部環境政策課　 03-3880-5935

荒川区 補助金 http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kankyo/josei/29eco_jyosei.html 〒116-0002　荒川区荒川一丁目53番20号

荒川区公式ホームページ ガラス、窓の交換、2重窓設置 あらかわエコセンター2階環境課環境保全係 03-3802-3111（内線：483）

板橋区 補助金 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/004/004900.html 〒173-8501　東京都板橋区板橋二丁目66番1号 　E-mail　s-kankyo@city.itabashi.tokyo.jp

板橋区公式ホームページ ガラス、窓の交換、2重窓設置 資源環境部 環境戦略担当課　環境政策グループ 03-3579-2596　

江戸川区 補助金 http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kankyo/kankyo/ondanka/syouenehojyo.html 〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号　北棟３階

江戸川区公式ホームページ 江戸川区では、省エネ設備の設置に対する補助は行っておりません。 環境推進課調査係　 03-5662-6745

大田区 補助金 http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/j_josei/jyutaku_reform_jyosei.files/H29hyoujyunnkouzihiitiran.pdf〒144-8621　大田区蒲田五丁目13番14号(大田区役所本庁舎　7階14・15・16番)

大田区公式ホームページ 窓の断熱改修、壁の断熱、設備改修 建築調整課住宅担当 03-5744-1343

葛飾区 補助金 http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1003883/1003921.html 〒124-8555　葛飾区立石5-13-1　葛飾区役所4階　410番窓口

葛飾区公式ホームページ 遮熱塗装等 環境課環境計画係 03-5654-8228

北区 補助金 http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/hojo/energy/jose-info.html 〒114-8508東京都北区王子本町1-2-11　北区役所第二庁舎3階

北区公式ホームページ 窓、高日射反射塗料 所属課室：生活環境部環境課環境政策係 03-3908-8603

江東区 補助金 https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/sedo/documents/information-indivisual.pdf〒135-8383 江東区東陽４丁目11 番28 号　江東区役所隣 防災センター６階 ３番窓口

江東区公式ホームページ 高日射反射塗料  温暖化対策課環境調整係

品川区 補助金 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000013700/hpg000013682.htm 〒140-8715　東京都品川区広町2－1－36 本庁舎6階

品川区公式ホームページ 窓の断熱改修、壁の断熱改修、高日射反射塗装、断熱浴槽 　住宅課 03-5742-6776

渋谷区 補助金 https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/house/shien_7.html 〒150-8010　東京都渋谷区渋谷1-18-21　第三庁舎

渋谷区公式ホームページ 対象は広い上限10万円 都市計画課都市計画係 03-3463-2619

新宿区 補助金 http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/kojinshoenergy.html 〒160－8484 東京都新宿区歌舞伎町1－4－1 

新宿区公式ホームページ 窓、遮熱塗装 新宿区 環境清掃部-環境対策課 03-5273-3763

杉並区 補助金 http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/syouene/1004921.html 〒166-8570　東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

杉並区公式ホームページ 環境部環境課環境活動推進係 03-3312-2111（代表）

墨田区 補助金 http://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_hozen/ecojyoseiseido.html 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号

墨田区公式ホームページ 断熱改修、遮熱塗装 墨田区環境保全課環境管理担当 5608-6207 /✉：KANKYOU@city.sumida.lg.jp

世田谷区 補助金 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/331/332/d00143536.html 〒154-8504　東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号　

世田谷区公式ホームページ 遮熱塗装、外壁断熱改修、開口部断熱改修、節水トイレ、高断熱浴槽 住宅課 03-5432-2498（直通）

台東区 補助金 http://www.city.taito.lg.jp/index/benri/download/kankyo/kateimukeshinsei.files/29.pdf 〒110-8615東京都台東区東上野4丁目5番6号

台東区公式ホームページ 断熱化、遮熱塗装 台東区役所環境課　普及啓発・みどり担当 03-5246-1281

中央区 補助金 http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/taisaku/kikijosei/ecojosei_jutaku.html 〒104-8404　東京都中央区築地一丁目1番1号

中央区公式ホームページ 日射反射塗装 環境推進課温暖化対策推進係 03-3546-5406

千代田区 補助金 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/sho-ene.html 〒102-8688　東京都千代田区九段南1-2-1

千代田区公式ホームページ 窓断熱 環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係 03-5211-4256

豊島区 補助金 http://www.city.toshima.lg.jp/149/machizukuri/shizen/ecojutaku/003402.html 〒171-8422　豊島区南池袋2-45-1　豊島区役所本庁舎６F

豊島区公式ホームページ 断熱窓 環境清掃部 環境政策課 代表03-3981-1111　03-3981-1597

中野区 補助金 省エネ関連のHP無し

中野区公式ホームページ

練馬区 補助金 http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/kankyo/hojo/29setubihojyo_annai.html 〒176-8501 練馬区豊玉北６丁目12 番１号 練馬区役所本庁舎18 階

練馬区公式ホームページ 窓改修 練馬区 環境部 環境課 地球温暖化対策係 補助金担当  ０３（５９８４）４７０６

文京区 補助金 http://www.city.bunkyo.lg.jp/search/search.php?pageId=20&query=%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D+%E5%8A%A9%E6%88%90&searchPageId=11491&searchBlockId=770786&searchMode=0&range=whole&x=41&y=18〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター17階南側

文京区公式ホームページ 太陽光など 環境政策課環境調整係　　 03-5803-1259

港区 補助金 http://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/hojo/index.html 〒105-8511　東京都港区芝公園一丁目５番２５号

港区公式ホームページ 高断熱サッシ、日射反射塗装 所属課室：環境リサイクル支援部環境課地球環境係 03-3578-2111（内線：2496～2498）

目黒区 補助金 http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/enjo/reform/rifoumu.html 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

目黒区公式ホームページ ※住宅リフォームに対しての助成金　上限10万円 住宅課　居住支援係 03-5722-9878
千葉県 補助金 https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/ne/shien-ippan.html 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

省エネ設備のみ 千葉県環境生活部循環型社会推進課温暖化対策推進班 043-223-4139
千葉市 補助金 https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/renewable-energy-hojo.html 千葉市中央区千葉港1番1号　千葉市役所4階

省エネ設備のみ 環境局環境保全部環境保全課温暖化対策室 043-245-5199
埼玉県 補助金 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/h29-ese.html 環境部 エコタウン環境課 省エネルギー推進担当 

省エネ設備のみ 330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階 048-830-3042
さいたま市 補助金 http://www.city.saitama.jp/001/007/015/p035804_d/fil/reform-tatekae.pdf 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号

省エネ設備のみ 環境局/環境共生部/環境創造政策課　温暖化対策係 048-829-1324
神奈川県 補助金 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v6g/cnt/f4873/documents/30_sanrou_huzoku.pdf 神奈川県横浜市中区日本大通１

H30年度より省エネ改修に補助開始 045-210-4053
横浜市 補助金 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/housing/sumai-eco/hojo/ 〒231-0017 横浜市中区港町1-1 

外壁断熱改修、開口部断熱改修、省エネ設備など 建築局　住宅部　住宅政策課 045-671-2922
川崎市 補助金 http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000032302.html 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

太陽光、蓄電池、HEMSなど 川崎市　環境局地球環境推進室 044-200-2514

窓 壁 塗料 リフォーム全般 塗料 3 窓、壁 1 窓、壁、塗料 5

補助対象 15 6 11 2 窓 6 窓、塗料 3 リフォーム全般 2
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