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申請の手引き

完了前
ポイント発行申請

令和3年10月5日版

本書は同一建物内で複数の住戸に対してリフォーム工事を発注する方が
住宅の引渡し前に一括してポイント発行申請を行うための手引きです。
申請には工事前後または工事中の写真が必要です。
撮り忘れた場合、ポイント発行されません。
※一括での申請は発行されるポイント数が大きく、工期が長くなることが予想されるため、完了前申請のみの受付とします。
工事請負契約の締結後、速やかに申請を行ってください。

申請手続きのための期間を確保する観点から、
申請期限等を延長しております。
詳しくは本手引きのP70～71を参照ください。
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グリーン住宅ポイントは
要件や申請するタイミング等により申請タイプが分かれます
以下記載にすべて当てはまる場合は、本手引きをご覧ください。

≪リフォームする住戸が1戸の方≫
の手引きを
に-1
に-2 ご覧ください。

(
当
て
は
ま
ら
な
い

)

同一の建物内で複数の住戸に
対してまとめて行う共同住宅等の
リフォーム工事である

≪自己居住用の新築住宅
を建築・購入する方≫
の手引きを
い-1
い-2 ご覧ください。
≪賃貸用共同住宅等を建築する方≫
の手引きを
ろ-1
ろ-2 ご覧ください。
≪既存住宅を購入する方≫

は-1

当
て
は
ま
ら
な
い

要件を満たしていないため
申請できません。

)

に工事請負契約した
リフォーム工事である

(

令和2年12月15日～令和3年10月31日

の手引きをご覧ください。

＊住宅の引渡しが完了している場合でも完了前ポイント発行申請を行ってください。

＊要件の詳細は必ず概要(P5～)でご確認いただき、
申請する住宅・工事が要件に適合しているかどうかをご確認ください。
＊完了前ポイント発行申請とは、対象となるリフォーム工事の引渡しが完了する前に
ポイントを発行することができる申請です。
完了前ポイント発行申請を行う場合の注意事項
● 引渡しの完了後、事務局へ必ず完了報告を行わなければなりません。
● 申請後に対象期間や性能・対象工事の要件を満たすことができなくなった場合や完了報告を
提出しない場合、発行されたポイントは無効となり、申請者は利用したポイント相当分を
事務局に返金する必要があります。
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1 ポイント発行対象

1 対象となる者
以下に該当するリフォーム工事の発注者
●全住戸の所有者
●法人・管理組合法人
●法人格を有しない管理組合
法人または管理組合が申請する場合、代表者または理事長が申請者になります。
工事請負契約書に記載されている発注者である必要があります。
契約事業者(工事施工者)等が申請者に代わり、代理申請することも可能です。

2 対象となる期間
令和2年12月15日～令和3年10月31日の期間内に工事請負契約を締結※1したものが対象です。
※1

原契約のみが対象です。(変更契約は不可)

申請期限等はP12を参照ください。

3 対象となる住宅
・以下の❶～❸のうち、いずれか1つ以上のリフォーム工事を実施する住宅。
❶ エコ住宅設備の設置
➋ 開口部の断熱改修
❸ 外壁、屋根・天井または床の断熱改修
共同住宅等のみ対象となります。
持家、借家の別によらず対象となります。
廊下、ロビー、管理人室、集会所等の共同使⽤する設備・施設(以下、共⽤部分という)に行う工事も
申請可能な場合があります。
店舗等、住宅以外の⽤途に専⽤使⽤する部分(以下、非住宅部分という)を含む建物も対象ですが、
非住宅部分に行った工事はポイントの発行対象となりません。

・❶～❸のいずれかと併せて実施する❹～❻も対象。
❹ バリアフリー改修
❺ 耐震改修
❻ リフォーム瑕疵保険等への加入
➊～❹で使⽤する一部の製品・設備は、グリーン住宅ポイント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です。(中古品やリース品は対象外です。)
建材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する場合は、対象外です。

申請には工事前後または工事中の写真が必要です。
撮り忘れた場合、完了報告時にポイントが取り消されます。
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2 発行ポイント数
後述する 1 ～ 3 のいずれかに該当するリフォーム工事を実施する場合に対象となるリフォーム工事
に応じて、 1 ～ 6 におけるポイント数の合計を発行します。

発行ポイントの上限

1棟(建物)につき「300,000 ポイント × 総戸数」を上限とします。
合計ポイント数が50,000ポイント未満の場合はポイント発行申請できません。
●ポイントは申請者(法人は代表者、管理組合は理事長)に一括して発行されます。
●発行されたポイント数の合計を総戸数で割ったものを、「各戸の発行ポイント数」とします。
●既に本制度のポイントの発行(「リフォーム戸別」「既存住宅の購入」の申請タイプを含む)を
受けた住戸がある場合、当該住戸についてポイント数の合計が300,000ポイントを超える分の
ポイントは発行されません。
各工事内容ごとのポイント数や上限については以降を参照ください。
1 エコ住宅設備の設置
下表に掲げる住宅設備について、設置する設備に応じてポイント数を発行します。
●下表①の設備は同一住戸に同じ設備を複数設置しても、1箇所として数えます。
1箇所あたりのポイント数×設置箇所のポイントを発行します。
(例：同じ住⼾に高断熱浴槽を２台設置しても、申請できるのは1箇所分の24,000ポイントです。)
・共用部分に設置する設備は、各設備につき1箇所まで申請できます。
・専有部(住戸)と共用部分を含めた各設備の合計設置箇所は、申請する共同住宅等の総戸数を超えない範囲とします。
●下表②の設備は設置する台数分のポイントを発行します。
グリーン住宅ポイント事務局に登録された型番の製品が対象です。(中古品やリース品は対象外です。)
太陽熱利⽤システムについては、利⽤環境に応じた集熱器の設置が必要です。詳しくはメーカーにお問い合わせください。

① 設置台数によらず、設備の種類に応じたポイント数を発行
エコ住宅設備の種類

1箇所あたりのポイント数

・太陽熱利用システム

24,000 ポイント

・高断熱浴槽

24,000 ポイント

・高効率給湯機

24,000 ポイント

② 設備の種類に応じたポイント数×設置台数の合計ポイント数を発行
エコ住宅設備の種類

ポイント数

16,000 ポイント × 設置台数

・節水型トイレ

4,000 ポイント × 設置台数

・節湯水栓
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2 開口部の断熱改修
開⼝部の大きさの区分及び改修方法に応じて定める下表に示す1箇所(枚)あたりのポイント数に、
施工箇所数(枚数)を乗じて算出したポイント数を発行します。
●共用部分も含め、住宅部分に行うすべての施工箇所数(枚数)の申請が可能です。
グリーン住宅ポイント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です。(中古品やリース品は対象外です。)
対象となる窓、ドアの仕様例は参考資料(P73～74)を参照ください。

大きさの

区分

大

ガラス交換※1
1枚あたりの

内窓設置※2・外窓交換
1箇所あたりの

面積※3

ポイント数

面積※4

ポイント数

1.4㎡以上

7,000

2.8㎡以上

20,000

ポイント

中

小

0.8㎡以上
1.4㎡未満

5,000

0.1㎡以上
0.8㎡未満

2,000

ポイント

ポイント

ポイント

1.6㎡以上
2.8㎡未満

15,000

0.2㎡以上
1.6㎡未満

13,000

ドア交換

面積※4
開⼾：1.8㎡以上
引⼾：3.0㎡以上

ー

1箇所あたりの

ポイント数

28,000
ポイント

ー

ポイント

ポイント

※1

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してください。

※2

内窓交換を含みます。

※3

ガラスの寸法とします。

※4

内窓もしくは外窓のサッシ枠または開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とします。
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3 外壁、屋根・天井または床の断熱改修
外壁、屋根・天井または床の部位ごとに、
下表に示す1⼾あたりのポイント数×ポイント発行対象住⼾数のポイント数を発行します。
●「ポイント発行対象住戸数」とは、
・建物全体の断熱改修では、施工部位に使用する断熱材の使用量が、
[施工部位に接する住戸数]×[1戸あたりの最低使用量]を超える場合、[施工部位に接する住戸数]のことを
いいます。(詳細は参考資料P77を参照)
・部分断熱の場合、施工部位ごとに[1戸あたりの最低使用量(部分断熱)]を超える断熱材を使用した戸数をいいます。
グリーン住宅ポイント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です。(中古品やリース品は対象外です。)
同一部位の工事について、複数回の申請はできません。(部分断熱を含む)
断熱材の区分については参考資料(P75)を参照ください。

断熱材最低使用量(単位:㎥)

施工部位
断熱材の区分※1
熱伝導率(単位:W/m・K)
住宅種別

外壁
部分断熱の場合※2

屋根・天井
部分断熱の場合※2

床
基礎断熱の場合
部分断熱の場合※2
基礎断熱の場合

1戸あたりの
ポイント数

A-1 / A-2 / B / C

D/E/F

0.052～0.035

0.034以下

共同住宅

共同住宅

1.7

1.1

100,000 ポイント

0.9

0.6

50,000 ポイント

4.0

2.5

32,000 ポイント

2.0

1.3

16,000 ポイント

2.5

1.5

0.375

0.225

1.3

0.8

0.195

0.12

60,000 ポイント
30,000 ポイント

※1

断熱材区分「Ａ－１」～「Ｃ」と、断熱材区分「Ｄ」～「Ｆ」の双方を用いる場合は、断熱材使⽤量の算出にあたり、断熱材
区分「Ｄ」～「Ｆ」の使用量に1.5を乗じたものを、断熱材区分「Ａ－１」～「Ｃ」の使用量に合算して計算することができます。

※2

「部分断熱」とは、上表に示す部分断熱の場合の断熱材使用量以上の断熱材を使用する場合をいいます。
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4 バリアフリー改修
下表に掲げるバリアフリー工事について、1箇所あたりのポイント数×施工箇所のポイント数
を発行します。
●同一住戸に同じ種類のバリアフリー工事を行っても、1箇所として数えます。
(例：同じ住⼾に手すりを２箇所設置しても、申請できるのは1箇所分の5,000ポイントです。)
●共用部分のバリアフリー工事は、ホームエレベーターを除き各1箇所まで申請できます。
(共⽤部に設置するエレベーターはホームエレベーターに該当しません。)
●専有部(住戸)と共用部分を含めた各対象工事の合計施工箇所は、申請する共同住宅等の総戸数を超えない範囲と
します。
ホームエレベーターおよび衝撃緩和畳はグリーン住宅ポイント事務局に登録された型番の製品が対象です。
(中古品やリース品は対象外です。)

対象工事の種類

工事内容

1箇所あたりのポイント数

・手すりの設置※1

便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びに
これらを結ぶ経路のうち、いずれか1箇所以上に1本以上
の手すりを取り付ける工事

5,000 ポイント

・段差解消※1

便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びに
これらを結ぶ経路のうち、いずれか1箇所以上の床の
段差を解消する工事(勝手⼝その他屋外に面する開⼝の
出⼊⼝及び上がりかまち並びに浴室の出⼊⼝にあっては、
段差を小さくする工事を含む。)

6,000 ポイント

・廊下幅等の拡張※1

介助⽤の車いすで容易に移動するために通路または
出⼊⼝のうち、いずれか1箇所以上の幅を拡張する工事

・ホームエレベーター
の新設

共同住宅の専有部分に新設する工事(交換は除く)

・衝撃緩和畳の設置

衝撃緩和畳を新設または⼊れ替えにより設置する工事
(4.5畳以上設置する場合に限る。)

※1

28,000 ポイント
150,000 ポイント
17,000 ポイント

原則、バリアフリー改修促進税制の取り扱いに準じます。

5 耐震改修
対象となる耐震改修工事に対して、1⼾あたりのポイント数×総⼾数のポイント数を発行します。
工事内容

1戸あたりのポイント数

昭和56年5月31日以前に建築着工された現行の耐震基準に
適合しない住宅を現行の耐震基準に適合させる工事
[耐震改修の負担額が15万円(税込)×総戸数以上であること]
【現行の耐震基準】
①建築基準法施行令第3章および第5章の4に規定する基準
②耐震改修促進法に基づく「地震に対する安全上耐震関係規定に
準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」
(平成18年国土交通省告示第185号)

国費が充当された自治体が行う耐震改修に係る補助金と併⽤して利⽤できません。
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6 リフォーム瑕疵保険等への加入
以下のリフォーム瑕疵保険または大規模修繕工事瑕疵保険への加⼊に対して、
1契約あたりのポイント数×保険の契約数分のポイント数を発行します。
●共用部分に行う契約も申請可能です。
●保険の契約数は、申請する共同住宅等の総戸数を超えない範囲とします。

リフォーム瑕疵保険等の内容

1契約あたりのポイント数

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または大規模修繕工事瑕疵保険※

7,000 ポイント

※ 対象期間内に工事請負契約を行い、実施する工事について保険に加⼊した場合のみ対象です。

3 ポイントの交換
1 一定の要件に適合する商品(商品交換)
発行されたポイントは以下の商品と交換することができます。
●「新たな日常」に資する商品
● 省エネ・環境配慮に優れた商品
● 防災関連商品
● 健康関連商品

● 家事負担軽減に資する商品
● 子育て関連商品
● 地域振興に資する商品

商品交換申込は複数回に分けて行うことができます。
商品交換申込はポイント発行後に行ってください。(ポイント発行申請と同時に申込できません。)
申込期限等はP12を参照ください。
交換商品の詳細については事務局ホームページにてご確認ください。
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グリーン住宅ポイントの概要

(一括)

完了前ポイント発行申請

2 一定の要件に適合する追加工事(追加工事交換)
発行されたポイントは、リフォーム工事施工者が行う一定の要件に適合する追加工事の代金に充当
することができます。
●ポイントの発行対象となる
契約を締結した事業者が行う追加(グレードアップを含む)工事が対象です。
●完了前ポイント発行申請と併せて、「追加工事交換申請書」の提出が必要です。
なお、追加工事交換を行う場合、事業者が必ず代理申請(完了報告を含む)を行う必要があります。
●追加工事交換を利⽤する場合、令和4年2月15日までに追加工事を含めた工事を完了し、
完了報告をする必要があります。
なお、追加工事交換に係る代金の振込みは完了報告後に行います。
●振込まれる代金の全額は、申請者が支払うべき追加工事の代金の全部または一部に充当し、
相殺しなければなりません。事前に追加工事代金の金額を精算し、事務局からの⼊金後に
申請者へ返金することはできません。

ポイント発行対象となるリフォーム工事を分離発注(契約が複数)により行う場合、
追加工事交換の対象になりません。
1ポイント＝1円換算です。
追加工事交換は1,000ポイント単位での利用となります。
契約事業者と追加工事の請負契約を締結する必要があります。
リフォーム本体契約に含まれていてもかまいませんが、見積書等で交換の対象となる追加工事(グレードアップ含む)の
内容及び金額が確認できる必要があります。
申請後の仕様変更等によりポイント発行対象外となる場合等、事前の取り決めに齟齬が生じることがあります。
その際の工事代金の支払いについて事前に取り決めをしておいてください。

一定の要件に適合する工事について

＊工事の具体例についてはP78～79の表を参照してください。

１)「新たな日常」に資する追加工事
●ワークスペース設置工事
●空気環境向上工事
●音環境向上工事
●菌・ウイルス拡散防止工事

●家事負担軽減に資する工事

２) 防災に資する追加工事

追加工事交換の手順

申請者
リフォーム工事の
発注者

①工事請負契約
②追加工事の請負契約
③追加工事交換申請書の
作成

(代理申請者)

グリーン
住宅ポイント

契約事業者
工事施工者

事務局
④ポイント発行の
代理申請
＋追加工事交換申請
⑤追加工事交換分を除いた
ポイント発行

⑥住宅(追加工事含む)の
引渡し

➆完了報告
⑧追加工事代金の支払い
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ほ-2

グリーン住宅ポイントの概要

(一括)

完了前ポイント発行申請

4 完了前ポイント発行申請の流れ
1 ポイント発行申請の流れ

申請期限

完了報告期限

※遅くとも
郵送・窓⼝申請、追加工事交換申請ありのオンライン申請
令和3年11月30日まで
追加工事交換申請なしのオンライン申請
令和3年12月15日まで

[追加工事交換申請なし]

令和4年2月15日

≪耐震改修を実施しない≫

商品交換申込期限

商品交換申込開始

令和3年3月29日

申請に必要な書類を準備し、
オンライン、受付窓⼝もしくは郵送にて
提出してください。(P26～参照)

令和5年5月31日

ほ-3

ポイントの発行

商品交換申込

(P51参照)

(P54参照)

完了報告
●完了報告書類の準備
(P60～69参照)

●完了報告書の記入
追加工事交換を行う場合

追加工事交換申請
工事請負契約以降、
申請に必要な書類が整い次第、
申請可能です。

令和4年11月30日
≪耐震改修を実施する/階数が11以上≫

令和3年6月1日

ほ-2

●添付書類の準備(P15～24参照)
●申請書の記入(P26～49参照)

令和4年5月31日
≪耐震改修を実施する/階数が10以下≫

令和4年2月15日

申請開始

完了前ポイント発行申請

完了報告期限

［追加工事交換申請あり]

完了報告
申請が事務局より
承認された後
ポイントが
発行されます。

事務局より送付された
ポイント通知や
事務局ホームページで
商品の交換申込が
できます。

【追加工事交換を行う場合 / 申請】

追加工事交換
代金の振込
住宅の引渡し後に
完了報告が必要です。
期限までに提出してください。
完了報告は完了前ポイント発行申請と
同じ提出方法で提出してください。
(P60～参照)

【追加工事交換を行う場合 / 完了報告】
完了報告は令和4年2月15日までに
必ず契約事業者が行う必要があります。

追加工事交換申請はポイント発行申請と
同時に申請する必要があります。

契約事業者への入金は完了報告が事務局に
承認された後となります。

追加工事交換申請をする場合、必ず契約事業者
がポイント発行申請の代理申請をしてください。

追加工事交換をキャンセルする場合 (期限までに
完了報告できない等)は速やかに「追加工事交換
における委任解除合意書」を提出してください。

【追加工事交換を行う場合 / 代金の振込】
代金の振込は完了報告承認後、
一定期間かかります。

申請手続きのための期間を確保する観点から、申請期限等を延長しております。
詳しくは本手引きのP70～71を参照ください。

完了報告で確認されたポイントが完了前申請で発行されたポイントを上回る場合もポイントは
追加で発行されません。
申請後に対象期間や性能・対象工事の要件を満たすことができなくなった場合や完了報告を提出しない場合、
発行されたポイントは無効となり、申請者は利用したポイント相当分を事務局に返金する必要があります。

12

リフォーム

グリーン住宅ポイントの概要

(一括)

ほ-2

完了前ポイント発行申請

2 申請における注意事項

工事請負契約を伴わないリフォーム工事は対象となりません。(DIY等は対象外)
● 工事が複数の棟(建物)にわたる場合、申請は棟(建物)ごとに行ってください。
● 同一住宅で行うリフォーム工事は上限の範囲内で複数回申請することができます。
ただし、1申請あたりの発行ポイント数が50,000ポイント未満の場合は申請できません。
● 1戸あたりのポイント上限を超えない範囲で、戸別申請と一括申請の重複申請が可能です。
● 所定の期間までに完了報告を行わない場合、ポイント発行申請を無効とし、
発行済ポイントの取消を行います。

3 他の補助制度との併用について
住宅(外構含む)のリフォーム工事を対象とする国の他の補助制度との併⽤はできません。
ただし、本制度で対象とするリフォーム工事の請負契約と、他の補助制度で対象とするリフォーム
工事の請負契約が別である場合については、併用することができます。
自治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。

≪参考≫代表的な補助制度との併⽤の取扱

工事請負契約が
別にある
場合は併用可

工事請負契約が
別にある
+
工期が別である

外構部の木質化対策支援事業
住宅・建築物安全ストック形成事業
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業
次世代省エネ建材支援事業
高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業
介護保険制度

長期優良住宅化リフォーム推進事業
地域型住宅グリーン化事業

場合は併用可
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リフォーム
(一括)

完

完了前ポイント発行申請

了

前

添付書類の準備

ポイント発行申請
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添付書類の準備

(一括)

完了前ポイント発行申請

申請には以下の添付書類が必要です。
コ

以下 ピー 記載のものは必ずコピーを提出してください。
(コピーはA4普通紙にはっきりと認識できるようにとってください。)
提出された書類は返却できませんのでご注意ください。

添付書類一覧
ⅰすべての方が提出する書類

A

コ
ピ
ー

工事請負契約書

P16参照

B

リフォーム工事計画書(一括用)

C

建物の不動産登記 全部事項証明書

P19参照

申請者の本人確認書類

P20参照

D

コ
ピ
ー

〔事務局指定様式〕

P18参照

ⅱ申請者が法人・管理組合法人の場合に提出する書類

E

法人の実在確認ができる書類

P21参照

ⅲ代理申請を行う場合に提出する書類

F

コ
ピ
ー

代理申請者の本人確認書類

P20参照

ⅳ追加工事交換を行う場合に提出する書類

G
H

コ
ピ
ー

I

J

追加工事交換申請書〔事務局指定様式〕

P22参照

追加工事の請負契約書

P23参照

追加工事交換用口座登録申込書
コ
ピ
ー

※ 〔事務局指定様式〕

振込口座が確認できる通帳等 ※

P24参照
P24参照

※ 追加工事への交換申請が2回目以降となる事業者の場合、 I と J の提出は不要です。
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添付書類の準備

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅰすべての方が提出する書類

A

コ
ピ
ー

工事請負契約書

入手方法： 申請者と工事施工者が発注時に締結

必ず原契約書を提出してください。(変更契約書では申請不可。)

書類イメージ

以下の内容が確認できること
●契約日
・令和2年12月15日～令和3年10月31日であること
●契約内容
・リフォーム工事に係る契約
であることがわかる記述
●契約した住宅の所在地
・リフォームする住宅の所在地と
一致すること
●工事代金
●発注者名(申請者) および押印
※発注者名が自署されている場合は
押印のないものでも可
●請負者名(工事施工者) および押印

約款の提出は不要です。
領収書・振込通知書・請求書等
の書類では不可です。
ホームセンター等の販売店が発行する
設備等の販売伝票および売買契約書では
申請不可です。
リースの契約書は対象外です。
電子契約等により、必要事項が確認できない
場合は追加書類を求めることがあります。
詳しくは事務局までお問い合わせください。
国費が充当された他の補助金を併用する場合、
工事対象が重複しないよう工事請負契約を
分けて締結してください。

分離発注の場合はすべての対象工事の契約書を添付してください。(P42参照)
なお、その場合は追加工事交換はできません。
要件を満たせば、工事請負契約ごとに分けて申請することは可能です。
(ただし、1申請あたりのポイント数が50,000ポイント未満の場合は申請不可となります。)
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添付書類の準備

(一括)

完了前ポイント発行申請

工事請負契約書の代わりに 注文書・請書 を添付する場合

注文書・請書の両方を提出してください。

注文書

請書

書類イメージ

書類イメージ

以下の内容が確認できること

以下の内容が確認できること

●注文日

●請負日
・令和2年12月15日～令和3年10月31日であること

●注文内容
・リフォーム工事に係る契約
であることがわかる記述

●請負内容
・リフォーム工事に係る契約
であることがわかる記述

●注文した住宅の所在地
・リフォームする住宅の所在地と一致すること

●請け負った住宅の所在地
・リフォームする住宅の所在地と一致すること

●注文者名(申請者) および押印

●請負者名(工事施工者) および押印

※注文者名が自署されている場合は

●工事代金

押印のないものでも可
●工事代金
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添付書類の準備

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅰすべての方が提出する書類

B

リフォーム工事計画書(一括用)

〔事務局指定様式〕

入手方法： 工事施工者より⼊手
※指定様式は事務局ホームページよりダウンロードできます。

書類イメージ

1
3

2

3
4

工事施工者から入手し、
以下を確認してください。

3

● 1 工事施工者の情報
および事業者印に漏れがないこと

3

● 2 に記⼊漏れがないこと

3

3

● 3 実施する工事等について
記載があること
● 4 分離発注の場合、該当するページを
担当する工事施工者による記載が
あること

4
4
4

4

分離発注の記載の詳細はP42を参照してください。
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添付書類の準備

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅰすべての方が提出する書類

C

建物の不動産登記 全部事項証明書
入手方法： 法務局より⼊手

書類イメージ

以下の内容が確認できること
●法務局が発行(押印)した、建物の登記であること
●表題部《所在》《建物の名称》が
リフォームする共同住宅等と一致すること(

1

1

)

複数枚にわたる場合、全ページを提出してください。
区分登記された共同住宅等の場合、
いずれかの住戸にかかる登記を提出してください。
登記情報提供サービスから出力されたものは受付不可です。
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添付書類の準備

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅰすべての方が提出する書類

D

コ
ピ
ー

＊法人・管理組合法人の場合は担当者の本人確認書類
＊法人ではない管理組合の場合は理事長の本人確認書類
＊代理申請を行う場合でも申請者の本人確認書類は必要です

申請者の本人確認書類

ⅲ代理申請を行う場合に提出する書類

F

コ
ピ
ー

代理申請者の本人確認書類

以下、㋐～㋕のいずれかの書類を1つ提出してください。(
㋐住民票の写し
※マイナンバーが記載されていないもの

㋑マイナンバーカード
必ず表面のみ提出してください
※裏面にはマイナンバー・QRコードが
記載されているため提出しないでください

D

F

共通)

㋒運転免許証
※運転経歴証明書も可
※国際免許証は除く

※申請時、マイナンバーの記載がある場合、事務局(受付窓口を含む)は番号を塗りつぶします。

㋓パスポート

㋔在留カード または 特別永住者証明書
※在留資格があり、
在留期限まで90日以上あるもの

※有効期限内のもの

㋕健康保険証 または 後期高齢者医療被保険者証

「保険者番号および被保険者等記号・番号等」
ならびに「QRコード」は必ず塗りつぶして
提出して下さい。
※記載がある場合、事務局（受付窓⼝を含む）
は番号等を塗りつぶします。
いずれも申請時点で有効期間内のものに限ります。
氏名や生年月日等が確認できる面をはっきりと認識できるよう、コピーしてください。
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添付書類の準備

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅱ申請者が法人・管理組合法人の場合に提出する書類

E

法人の実在確認ができる書類
入手方法： 法務局が発行

以下、㋐～㋑のいずれかの書類を1つ提出してください。
㋐商業登記の現在事項全部証明書

㋑法人印の印鑑証明書

または履歴事項全部証明書
書類イメージ

書類イメージ

以下に該当すること
●商号が会社名と一致すること
●発行元の記載・押印があること

記載事項が確認できる面をはっきりと認識できるよう、コピーしてください。
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添付書類の準備

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅳ追加工事交換を行う場合に提出する書類

G

追加工事交換申請書〔事務局指定様式〕
入手方法： 指定様式を事務局ホームページよりダウンロード

書類イメージ
追加工事交換申請書の記入方法はP44～45を参照ください。
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添付書類の準備

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅳ追加工事交換を行う場合に提出する書類

H

コ
ピ
ー

追加工事の請負契約書

入手方法： 申請者と工事施工者が発注時に締結

書類イメージ

以下の内容が確認できること
●追加工事の契約書であることが
明記されていること
※記載がない場合、追加工事のものとわかるように
補記をしてください
●追加工事を行う住宅の所在地
・リフォームする住宅の所在地と一致すること
●追加工事の発注者名および押印
・申請者と一致すること
※発注者名が自署されている場合は押印のないものでも可
●追加工事の請負者名および押印
・リフォームする住宅の工事請負者
と一致すること
●工事内容が明記されていること
・「新たな日常」に資する工事
もしくは防災に資する工事であること
●追加工事の工事代金
・追加工事への交換利⽤ポイント以上であること

注文書・請書の場合は、両方提出してください。
本体契約に含まれる場合は見積書を提出してください。
見積書を提出する場合は、表紙と追加工事分が確認できるページの提出が必要です。
見積書 書類イメージ

本体契約に含まれる場合は、
見積書等の表紙に追加工事分が含まれている
ことを明記してください。

見積書明細等で追加工事分を確認できる
ように、明記してください。
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リフォーム

ほ-2

添付書類の準備

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅳ追加工事交換を行う場合に提出する書類

I

追加工事交換用口座登録申込書〔事務局指定様式〕

＊事業者が初めて
追加工事への交換申請する場合

入手方法： 指定様式を事務局ホームページよりダウンロード

書類イメージ
追加工事交換⽤⼝座登録申込書の記入方法はP46～47を参照ください。
追加工事交換申請が2回目以降となる事業者の場合は提出不要です。

ⅳ追加工事交換を行う場合に提出する書類

J

コ
ピ
ー

＊事業者が初めて
追加工事への交換申請する場合

振込口座が確認できる通帳等

入手方法： 工事施工者より⼊手
通帳の場合は指定した口座情報が確認できる面をコピーしてください。
契約事業者が法人の場合、法人名義の口座のみ指定することができます。(代表者や社員の個人名義の⼝座は指定できません。)
個人事業主に限り、個人名義の口座を指定できます。
追加工事交換申請が2回目以降となる事業者の場合は提出不要です。
※インターネットバンキングを利用の場合、
口座番号がわかるもの

書類イメージ / 通帳

カ) ○○○○

○○銀行

※ 通帳等がない場合は、⼝座情報がわかるキャッシュカードや利⽤明細のコピーを添付してください。
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ほ-2

リフォーム
(一括)

完

完了前ポイント発行申請

了

申請方法について
/ 申請書の記入

前

ポイント発行申請
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リフォーム

ほ-2

申請方法について

(一括)

完了前ポイント発行申請

1 申請方法 / 申請書の提出について

以下、いずれかの方法で申請を行ってください。
● 全国に設置された受付窓⼝に持参してください。
● お近くの受付窓⼝は事務局ホームページで確認してください。

①
受付窓口
に持参
申請期限
令和3年11月30日

【グリーン住宅ポイント事務局】
ホームページ

アドレス
ナビダイヤル

https://greenpt.mlit.go.jp
0570-550-744

受付時間 / 9:00～17:00(土・日・祝日含む)

(通話料がかかります)

IP電話等からの
ご利用の場合

042-303-1414
(通話料がかかります)

※お電話される際は、番号のかけ間違いのないよう十分にご注意ください。

● 以下の住所に申請書類を郵送してください。
【申請書類 郵送先】

〒115-8691 赤羽郵便局私書箱22号
グリーン住宅ポイント 申請受付係

【郵送で提出する場合の注意事項】

②
郵送
で事務局に
送付
申請期限
令和3年11月30日

□封筒には差出人の住所・氏名を必ず記入してください。
□必ず郵便にて送付してください。(メール便や宅配便等はご利用いただけません。)
□書類の量により郵送料が変わります。料金不足による不着とならないよう、郵便窓口からの
郵送をお勧めします。なお、郵送料は申請者のご負担となります。
□申請書類には個人情報が多く含まれるため、配送状況や到着の確認ができる書留や
レターパック等の使用をお勧めします。
□代理申請の場合等、複数の申請を1つの封筒に入れて郵送する場合は、
封筒に「複数申請書類在中」と記入してください。
また、申請1件ごとにクリアファイルやクリップでまとめて、複数の申請書類がバラバラに
ならないよう気をつけてください。
□提出された申請書類は返却できません。(申請に不要なものは提出しないでください。)
□事務局が申請書類を受け取る前に発生した書類の紛失や郵送の遅延等の事故および
その事故に起因して生じる損害等に対して、事務局はその一切の責任を負いません。

申請書類の受付について
・申請書類に記載された情報を審査システム登録し、受付を行います。
(消印日が受付日とはなりません。)
・受付後に申請書類の不備・不足が見つかった場合、受付を無効とし、申請書類を返却する
または訂正期限を設定して、是正のご連絡をいたします。
(訂正期限までに訂正されない場合は受付を無効とすることがあります。)
・郵送後に申請書類の不備に気づいても、追加の郵送は行わないでください。
(追加で郵送されても受付できません。事務局からのお知らせに従い、改めて郵送してください。)
・申請が無効になったことにより、ポイントの発行を受けられない等の損失について、
事務局(受付窓口を含む)はその一切の責任を負いません。

③
オンライン
にて申請
申請期限
追加工事あり
令和3年11月30日
追加工事なし
令和3年12月15日

①受付窓口

● 事務局ホームページの申請ポータルで必要事項の⼊力
および添付書類をアップロードしてください。
（オンライン申請にはアカウントの取得が必要です。）
【グリーン住宅ポイント オンライン申請ページ】

アドレス

https://greenpt.mlit.go.jp/online/

②郵送

の方は次ページ以降(P27～49)を参照し、申請書を記入してください。
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リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

2 完了前ポイント発行申請書の入手
受付窓口および郵送にて申請する場合、
完了前ポイント発行申請には事務局指定の申請書と所定の添付書類が必要です。

1 申請書の入手
● 事務局ホームページより申請書をダウンロード※1してください。
● 受付窓口※2でも申請書を入手できます。
※1 ダウンロードできる申請書等はPDF形式で作成されています。
PDFファイルをご覧いただくためには「Adobe Acrobat Reader」または「Adobe Reader」が必要です。
※2 受付窓⼝の一覧は事務局ホームページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント
事務局ホームページ

https://greenpt.mlit.go.jp

申請書等の様式は変更される場合があります。ご利⽤の際は更新情報をご確認の上、最新の様式を入手してください。

2 使用する申請書について

申請書は

ほｰ2 リフォーム(一括) 完了前ポイント発行申請書

1-1枚目

1-2枚目

2枚目

3枚目

4枚目

5枚目

27

を使⽤してください。

6枚目

リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

3 完了前ポイント発行申請書の記入方法

記入見本

1-1枚目

ほ-2と書かれた申請書を使用してください。
事務局使⽤欄(記入しないでください)

1
2
3
4
5

6
7

8
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リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入方法
※訂正例

【記入にあたり】

◆必ず黒のボールペン（消えないペン）で記⼊してください。
◆記⼊内容の訂正は、訂正箇所を二重線で消し、訂正印の押印
または自署をしてください。(訂正印または自署がない場合は受付けできません)
◆提出された申請書類は返却できませんので、申請書類はコピーを取り保管してください。

間違えた記入
または
一括 一郎

間違えた記入

申請者が全住戸を所有する個人または法人格を有しない管理組合の場合は
本紙を記入してください。
・申請者が法人または管理組合法人の場合は1-2枚目を記入してください。(P30～31参照)

1

申請書を作成した日を記⼊してください。

2

申請する工事が他の補助金と
重複して申請していないことを確認し、チェックしてください。
(P13参照)
チェックがない場合、申請を受理することはできません。

3

別紙の＜同意事項＞をお読みになり、
同意の上、申請者本人の氏名を自署(または記入・押印)してください。
・必ず自署または記⼊・押印してください。
・フリガナも必ず記⼊してください。
※フリガナが誤って登録され、完了報告時の内容と一致しない場合、完了報告は受付けできません。
・法人格を有しない管理組合の場合は理事長の氏名を自署してください。
※理事長とは別で担当者がいる場合、担当者は代理申請者として申請してください。
署名し、事務局に提出することにより、＜同意事項＞に同意したことになります。

4

申請者本人の生年月日を記入してください。
・法人格を有しない管理組合の場合は理事長の生年月日を記入してください。

5

申請者本人の現住所を記入してください。
・郵便番号は必ず記⼊してください。
・住所は省略せずに記⼊してください。共同住宅等の場合は、建物名、部屋番号まで必ず記⼊してください。
・フリガナも必ず記⼊してください。
※事務局からの郵送物はこちらに記載の住所に送付されます。
※住所が変更になった場合、すみやかに事務局に連絡してください。
※法人格を有しない管理組合の場合は理事長の住所を記入してください。

6

申請者本人の連絡先を記入してください。
・固定電話番号、携帯電話番号のいずれかを必ず記⼊してください。
・事務局より連絡する場合がありますので、日中に連絡がとりやすい電話番号を記⼊してください。

【法人格を有しない管理組合の場合のみ記入】

7

管理組合名を記入してください。
・フリガナも必ず記⼊してください。

8

提出する「申請者の情報(全住戸を所有する個人または法人格を有しない管理組合)を
証明する書類」を添付し、チェックしてください。
・申請書類に不足がある場合は不備となります。
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リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入見本

1-2枚目

ほ-2と書かれた申請書を使用してください。
事務局使⽤欄(記入しないでください)

9
10
11

12

13

14

30

リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入方法
申請者が法人または管理組合法人の場合は本紙を記入してください。
・申請者が全住戸を所有する個人または法人格を有しない管理組合の場合は1-1枚目を記入してください。(P28～29参照)

9

申請書を作成した日を記⼊してください。

10

申請する工事が他の補助金と
重複して申請していないことを確認し、チェックしてください。
(P13参照)
チェックがない場合、申請を受理することはできません。

11

別紙の＜同意事項＞をお読みになり、
同意の上、申請者(法人)の情報を自署(または押印)・記入してください。
・担当者氏名は必ず自署または記入・押印してください。
・フリガナも必ず記⼊してください。
※フリガナが誤って登録され、完了報告時の内容と一致しない場合、完了報告は受付けできません。
署名し、事務局に提出することにより、＜同意事項＞に同意したことになります。

12 担当者の住所を記入してください。
・郵便番号は必ず記⼊してください。
・住所は省略せずに記⼊してください。ビルや共同住宅等の場合は、建物名、部屋番号まで必ず記⼊してください。
・フリガナも必ず記⼊してください。
※事務局からの郵送物はこちらに記載の住所に送付されます。
※住所が変更になった場合、すみやかに事務局に連絡してください。

13 担当者の連絡先を記入してください。
・担当者に繋がる固定電話番号、携帯電話番号のいずれかを必ず記⼊してください。
・事務局より連絡する場合がありますので、日中に連絡がとりやすい電話番号を記⼊してください。

14

提出する「申請者の情報(法人または管理組合法人)を証明する書類」を添付し、
チェックしてください。
・申請書類に不足がある場合は不備となります。
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リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入見本

2枚目

15

16

17

a

18

19

b

20

21

32

リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入方法
【代理申請の場合のみ記入】

15

別紙の＜同意事項＞をお読みになり、
同意の上、代理申請者の情報を自署(または押印)・記入してください。
・担当者氏名は必ず自署または記入・押印してください。
・担当者氏名のフリガナも必ず記⼊してください。
・個人の場合、《事業者名》《担当者所属》は記⼊不要です。
・個人事業主の場合で、屋号がある事業主は《事業者名》に屋号を記⼊してください。
・住所は省略せずに記⼊してください。ビルや共同住宅等の場合は、建物名、部屋番号まで必ず記⼊してください。
・固定電話番号、携帯電話番号のいずれかを必ず記⼊してください。
・事務局より連絡する場合がありますので、日中に連絡がとりやすい電話番号を記⼊してください。
※《代理申請者》欄に記入がある場合、不備等の確認・連絡先になります。
・法人格を有しない管理組合で理事長とは別に担当者がいる場合、担当者は代理申請者として申請してください。
担当者氏名欄に署名し、事務局に提出することにより、＜同意事項＞に同意したことになります。
追加工事交換を行う場合は、契約事業者が代理申請を行う必要があります。

【複数の契約に分けて発注した場合のみ記入】

16 分離発注の有無にチェックし、発注した事業者(契約)数を記入してください。
・申請書には代表事業者の情報を記⼊してください。
・その他契約事業者の情報は、[申請書別紙]分離発注事業者一覧に記⼊してください。
・すべての契約について、工事請負契約書およびリフォーム工事計画書(一括⽤)を提出してください。
※同一の契約事業者であっても、複数のリフォーム工事契約を締結した場合は、分離発注と同様に扱います。
(契約ごとの工事請負契約書およびリフォーム工事計画書(一括⽤)をそれぞれ提出してください。)

締結した契約が複数(分離発注)の場合 ⇒ P42を参照してください。
ポイント発行対象となるリフォーム工事を分離発注(契約が複数)により行う場合、
追加工事交換はできません。
17 契約を締結した事業者の情報を記入してください。
18 契約を締結した事業者の担当者情報を記入してください。
・住所は省略せずに記⼊してください。ビルや共同住宅等の場合は、建物名、部屋番号まで必ず記⼊してください。
・固定電話番号、携帯電話番号のいずれかを必ず記⼊してください。
・事務局より連絡する場合がありますので、日中に連絡がとりやすい電話番号を記⼊してください。
※《代理申請者》と同じ場合は a
にチェックしてください。 (その場合、《担当者》《連絡先》の記⼊は不要です。)

19 完了報告を行う予定時期を記入してください。
・完了報告を契約事業者が行う場合は b

にチェックしてください。

※チェックがない場合は申請者自身で完了報告をしていただく必要があります。
追加工事交換を行う場合は、必ず b

にチェックしてください。

工事完了後、必ず完了報告の提出が必要です。
期限までに完了報告が提出されない場合、発行されたポイントは無効となり、
申請者は利用したポイント相当分を事務局に返金する必要があります。
20 提出する「代理申請者の情報を証明する書類」を添付し、チェックしてください。
・申請書類に不足がある場合は不備となります。

21 提出する「契約事業者の情報を証明する書類」を添付し、チェックしてください。
・申請書類に不足がある場合は不備となります。
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ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入見本

3枚目

22

23

24
25
26
27
28

29

34

リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入方法
22 リフォームする共同住宅等の名称を記入してください。
・呼称ではなく正式名称を記入してください。
・工事が複数の棟(建物)にわたる場合、申請は棟(建物)ごとに行ってください。

23 リフォームする共同住宅等の所在地を記入してください。
・郵便番号は必ず記⼊してください。
・フリガナも必ず記⼊してください。
・住所は省略せずに記⼊してください。
建物名、部屋番号まで必ず記⼊してください。
同一住宅で行うリフォーム工事は上限の範囲内で複数回申請することができます。
ただし、1申請あたりの発行ポイント数が50,000ポイント未満の場合は申請できません。
1戸あたりのポイントの上限(300,000ポイント)を超えない範囲で、戸別申請と一括申請の重複申請が可能です。

24 リフォームする共同住宅等の階数を記入してください。

25 リフォームする共同住宅等の総戸数を記入してください。

26 リフォームする戸数を記入してください。
・共用部のみをリフォームした場合、リフォームする戸数は「１」と記⼊してください。

27 工事請負契約の締結日を記入してください。
・工事請負契約書に記載された日付を確認してください。
・令和2年12月15日～令和3年10月31日に締結された契約が対象です。
・変更契約は不可です。

16 において《分離発注の有無》にチェックを入れた場合、
すべての契約が要件に適合する必要があります。

28 引渡予定日を記入してください。
・リフォーム工事計画書(一括⽤) に記載された日付を確認してください。
・工事着手日～完了報告期限内に引渡しされる住宅が対象です。

29 提出する「対象住宅の情報を証明する書類」を添付し、チェックしてください。
・申請書類に不足がある場合は不備となります。

35

リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入見本

4枚目

30
c

d

31
e

f

32

g

h

36

リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入方法
【エコ住宅設備の設置をする場合のみ記入】

30 リフォーム工事計画書(一括用)の《①エコ住宅設備の設置》を確認してください。
・リフォーム工事計画書(一括⽤)に記載されている工事内容を確認し、設置戸数・台数を記入( c
※複数記入可
・それぞれのポイント数を計算・記⼊してください。( d
)
・合計を A に記⼊してください。

) してください。

《太陽熱利用システム》《高断熱浴槽》《高効率給湯機》について
専有部(住戸)と共有部分を含めた各設備の合計設置戸数・台数は総戸数を超えて申請できません。

【開口部の断熱改修をする場合のみ記入】

31

リフォーム工事計画書(一括用)の《②開口部の断熱改修工事 窓・ドアの断熱改修》
を確認してください。
・リフォーム工事計画書(一括⽤)に記載されている工事内容を確認し、窓数・枚数を記入してください。 ( e
・それぞれのポイント数を計算・記⼊し( f
)、合計を B に記⼊してください。
1箇所あたりのポイント数 × 施工箇所数(窓数・枚数)のポイント数を発行します。

【外壁、屋根・天井または床の断熱改修をする場合のみ記入】

32

リフォーム工事計画書(一括用)の《③外壁、屋根・天井または床の断熱改修》
を確認してください。
・リフォーム工事計画書(一括⽤)に記載されている工事内容を確認し、
該当する部位・区分・使用量をチェックしてください。 ( g
)
・それぞれのポイント数を計算・記⼊し( h
)、合計を C に記⼊してください。
同一部位で複数回申請はできません。(部分断熱含む)

完了報告時には工事前後または工事中の写真が必要です。
撮り忘れた場合、完了報告時にポイントが取り消されます。

37
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ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入見本

5枚目

33
i

34

j

k

l

m

n

35

36
37
o

38

39

38

リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入方法
【バリアフリー改修をする場合のみ記入】

33 リフォーム工事計画書(一括用)の《④バリアフリー改修》を確認してください。
・リフォーム工事計画書(一括⽤)に記載されている工事内容を確認し、設置箇所数を記入( i
)してください。
※複数記入可
・それぞれのポイント数を計算・記⼊し ( j
)、ポイント数の合計を D に記⼊してください。
専有部(住戸)と共有部分を含めた各設備の合計設置戸数・台数は総戸数を超えて申請できません。

【耐震改修をする場合・リフォーム瑕疵保険等に加入する場合のみ記入】

34

リフォーム工事計画書(一括用)の《⑤その他 耐震改修の実施》
および《⑤その他 リフォーム瑕疵保険等への加入》を確認してください。
・リフォーム工事計画書(一括⽤)の《耐震改修の実施 実施予定の有無》にチェックが⼊っている場合は
総⼾数を記⼊( k
)し、ポイント数を計算・記⼊( l
)してください。
・リフォーム工事計画書(一括⽤)の《リフォーム瑕疵保険等への加⼊ 契約予定の有無》にチェックが⼊っている場合は
契約数を記⼊( m )し、ポイント数を計算・記⼊( n
)してください。
・ポイント数の合計を E に記⼊してください。

35

A ～ E の合計を計算し、 F に記入してください。
50,000ポイント未満は対象外です。

36 今回発行申請するポイント数を計算し、 G に記入してください。
発行ポイントの合計を総戸数で割ったものが「各戸の発行ポイント数」となります。
1戸あたり300,000ポイントが上限です。
・ F のポイント数がポイント数の上限を下回る場合は、 F をそのまま G に記⼊
・ F のポイント数がポイント数の上限を上回る場合は、 F から超過分を引いたポイント数を G に記⼊

【追加工事交換に利用する場合のみ記入】

37

o

にチェックし、追加工事に交換するポイント数を H に記入してください。

・利⽤しない場合は記⼊不要です。
追加工事交換を利用する場合は契約事業者による代理申請が必須です。
ポイント発行対象となるリフォーム工事を分離発注(契約が複数)により行う場合、追加工事交換できません。

【追加工事交換に利用する場合のみ記入】

38

G から H を引いたポイント数を I に記入してください。

【追加工事交換に利用する場合のみ記入】

39 提出する「追加工事交換に利用する場合に必要な書類」を添付し、チェックしてください。
・申請書類に不足がある場合は不備となります。

完了報告時には工事前後または工事中の写真が必要です。
撮り忘れた場合、完了報告時にポイントが取り消されます。
39

リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入見本

6枚目

40

記入方法

40 住戸番号を記入してください。
・リフォームしない住⼾も含めて、申請する共同住宅等のすべての住⼾番号を左上から詰めて記⼊してください。

40

41

リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

①

分離発注(契約が複数)の場合
分離発注とは
ポイント発行対象工事を複数の事業者に発注することをいいます。
(同一の事業者であっても、複数のリフォーム工事により契約を締結した場合は、分離発注と同様に
扱います。)

書類の添付や申請書の記⼊等は以下のとおり行ってください。
契約事業者に発注したすべての工事請負契約の締結日が
令和2年12月15日～令和3年10月31日の期間内である必要があります。
ポイント発行対象となるリフォーム工事を分離発注(契約が複数)により行う場合、

追加工事交換できません。
完了前ポイント発行申請時点で分離発注として
契約していない工事を完了報告することはできません。
（契約の変更等により要件を満たさなくなった場合は、申請の取下げが必要です。事務局までご連絡ください。）

例) 4社(A社・B社・C社・D社)に分離発注した場合
請負工事の金額が最も大きい事業者を代表事業者として申請してください。
(以下A社を代表事業者として申請する場合を例示します。)
ⅰ

添付書類 / 工事請負契約

該当するすべての工事請負契約書を添付してください。
工事請負契約

工事請負契約

工事請負契約

工事請負契約

A社

B社

C社

D社

(代表事業者)

すべて添付
ⅱ

添付書類 / 工事計画書〔事務局指定様式〕※指定様式は事務局ホームページよりダウンロードできます。

各工事施工者からそれぞれリフォーム工事計画書(一括用)を⼊手し、すべて添付してください。
同一の工事施工者と複数のリフォーム工事契約を行い、
工事請負契約書が分かれる場合は、契約ごとのリフォーム工事計画書(一括用)が必要です。

A社

B社

C社

すべて添付
42
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リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

②

分離発注(契約が複数)の場合
申請書の記入

ⅲ

申請書の《3 契約事業者の情報》欄、および《4 対象住宅の情報》の
《契約の締結日》《引渡予定日》欄には代表事業者の情報を記⼊してください。
申請書 / 2枚目

1

4

✓

1

： チェックを⼊れ、発注した
工事施工者(契約)の総数を記入してください。

2

： 代表事業者(A社)の情報を記入してください。

3

： 代表事業者(A社)と締結した
工事請負契約における契約の締結日、
引渡予定日を記入してください。

2
【A社の情報】

申請書 / 3枚目

3
【A社の情報】

ⅳ

申請書別紙 分離発注事業者一覧の記入

代表事業者を除く、その他契約事業者の情報は申請書別紙「分離発注事業者一覧」に記入して
ください。
(別紙) 分離発注事業者一覧

4
5

4

： 添付する枚数を記入してください。

5

： 申請者の氏名を記入してください。

6

： 工事施工者の情報を記入してください。
・担当する工事内容を記入してください。

6

・事業者名を記入してください。
【B社の情報】

・契約の締結日、引渡日を記入してください。

【C社の情報】

【D社の情報】

契約事業者に発注したすべての工事請負契約の

締結日が令和2年12月15日～令和3年10月31日の
期間内である必要があります。
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ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

4 追加工事交換申請書の記入方法

記入見本
追加工事交換申請書

1
2
3
4
5

(別紙)追加工事の内容について

6

44

リフォーム

ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入方法
1

申請書を作成した日を記⼊してください。

2

申請者本人の氏名を記入・押印(もしくは自署)してください。
申請者が法人(または管理組合)の場合は、
「氏」欄に法人名称(または管理組合名)
「名」欄に代表者名(または理事長名)を記入し、
法人印の押印が必要です。
※法人格を有しない管理組合の場合、理事長の押印または
自署でも可
記名・押印(もしくは自署)し、事務局に提出することにより、
＜同意事項＞に同意したことになります。

3

完了前ポイント発行申請書に記⼊した契約事業者が
《事業者名》《代表者肩書》《代表者氏名》を記入・押印してください。
・完了前ポイント発行申請書に記載した契約事業者以外の事業者が追加工事交換を申請することはできません。
記名・押印し、事務局に提出することにより、＜同意事項＞に同意したことになります。

4

契約事業者のこれまでの追加工事交換の実績について
該当するいずれかにチェックしてください。
【《なし》にチェック】
・「追加工事交換用口座登録申込書」に必要事項を記⼊し、振込⼝座が確認できる通帳等のコピーと併せて
提出してください。(P24、P46～47参照)
【《あり》にチェック】
・追加工事交換をした際に「追加工事交換用口座登録申込書」にて登録した《電話番号(事業者特定用)》を記入してください。
ハイフンや記号を使わずに、数字のみ、左詰めで記入してください。
登録した《口座番号》を記入しないでください。
誤って記入された場合、入金されないことがあります。
契約事業者が初めて追加工事交換を行う場合、必ず口座を登録する必要があります。

5

完了前ポイント発行申請書に記⼊した
《追加工事交換ポイント数》（P38： 37 ）を書き写し、追加工事費(税込)を記入してください。
・交換利⽤ポイントは1,000ポイント単位での利⽤となります。
・ポイント発行対象となるリフォーム工事を分離発注(契約が複数)により行う場合、追加工事交換の対象になりません。
・追加工事費(税込)について、グレードアップ工事の場合は差額の金額を記入してください。
追加工事(グレードアップ工事を含む)の実施が確認できる
追加工事の請負契約書または本体契約に含まれる場合は見積書等の提出が必要です。

6

交換を行う追加工事の内容にチェックしてください。
・複数ある場合は該当するすべての項目にチェックしてください。
完了報告時に該当する工事の写真(工事後)の提出が必要です。
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申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

5 追加工事交換用口座登録申込書の記入方法

記入見本
追加工事交換の申請が2回目以降となる事業者の場合は提出不要です。

1
2

3

4

5

46
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ほ-2

申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

記入方法
1

申込書を作成した日を記⼊してください。

2

契約事業者(工事施工者)の事業者名を記入してください。

3

契約事業者の経理担当者情報を記入してください。
・郵便番号は必ず記⼊してください。
・住所は省略せずに記⼊してください。ビルや共同住宅等の場合は、建物名、部屋番号まで必ず記⼊してください。
・連絡先は固定電話番号、携帯電話番号のいずれかを必ず記⼊してください。
事務局より連絡する場合がありますので、日中に連絡がとりやすい電話番号を記⼊してください。
・追加工事交換の振込通知の送付先となります。
実際に入金を管理する担当者の情報を記入してください。

4

2 の事業者の《電話番号（事業者特定用）》を記入してください。
・ 3 に記⼊した電話番号と異なっていてもかまいません。
次回以降、追加工事交換を申請する場合には、この欄記載の《電話番号（事業者特定⽤）》により振込⼝座が特定され、
⼊金されます。
間違えて記⼊すると、⼊金されないことがあります。本申込書のコピーをとり、大切に保管してください。

5

振込口座の情報を記入してください。
・《⼝座名義人》を記⼊する際は、必ず通帳表紙の裏等に
記載されているカタカナ表記部分の⼝座名義人をそのままご記⼊ください。
・契約事業者が法人の場合、法人名義の⼝座のみ指定することができます。
(代表者や社員の個人名義の⼝座は指定できません。)
・個人事業主に限り、個人名義の⼝座を指定できます。
・登録した振込⼝座の変更は原則認められません。

口座情報は正しく記入してください。誤って記入された場合、入金できないことがあります。
通帳の口座情報が確認できる面を見ながら記入してください。

口座名義人(カナ表記) 記入上のよくある間違い例
⼝座名義人(カナ表記)

正しい口座名義人 例1

カフ゛シキカ゛イシヤ

マルマルコウムテン

ケース1)

漢字で表記

株式会社

○○工務店

ケース2)

ひらがなで表記

かふ゛しきか゛いしや

ケース3)

「株式会社」が抜けている

マルマルコウムテン

ケース4)

濁点で1マス使⽤していない

カブシキガイシヤ

ケース5)

小文字を大文字表記していない

カフ゛シキカ゛イシャ

マルマルコウムテン

ケース6)

不要なスペースを⼊れている

カフ゛シキカ゛イシヤ

マルマル

まるまるこうむてん

マルマルコウムテン

⼝座名義人(カナ表記)

正しい口座名義人 例2

カ）マルマルフト゛ウサン

ケース7)

省略文字の間違い

（カ）マルマルフト゛ウサン

ケース8)

省略文字の間違い

カフ゛）マルマルフト゛ウサン

ケース9)

不要なスペースを⼊れている

カ）

マルマルフト゛ウサン
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申請書の記入

(一括)

完了前ポイント発行申請

6 申請書類の提出方法

①受付窓口に持参

②郵送で事務局に送付

step1

step1

申請書の「窓口申請の場合 申請書類の提出方法」
を利⽤し、申請に必要な書類がすべて揃って
いるかを確認し、チェックをしてください。

記⼊した申請書と記載内容を証明する書類を
下記の順でまとめてください。
記入した申請書

「窓口申請の場合 申請書類の提出方法」

1枚目から6枚目までの
必要なページすべてを順番に
並べてください。

※要提出

1
2

＋

記載内容を証明する書類

記載内容を証明する書類を
まとめて添付してください。
添付書類は8枚目《窓口
申請の場合 申請書類の提出
方法》を参照し、記載の
順番にまとめてください。

1

： 申請者の氏名(代理申請の場合は
代理申請者の氏名も)を記入してください。

2

： 提出する書類にチェックしてください。

【添付書類】

添付書類は記載の順番にまとめてください。

step2

step2

窓口に申請書類一式をお持ちください。

郵送する際に、宛名ラベルをご利用ください。
宛名ラベルはキリトリ線で
切り取って、封筒から剥がれない
ように全面に密着させて貼り付け
てください。(宛名ラベルが封筒
からはみださないようご注意
ください。)

step1で記入した
「窓口申請の場合 申請書類の提出方法」も
申請書類一式とともにお持ちください。

宛名ラベル
郵送の場合、申請期限内に私書箱に到着した申請が
対象です。(消印日が申請期限内であっても、到着が
期限外の場合は受理できません。)
郵便料金不足の場合、
受理できませんのでご注意ください。
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完了前ポイント発行申請

７ 申請書提出前の確認

申請前にもう一度ご確認ください。
確認

step1 添付書類はすべて揃ってますか？
・ご自身の申請に必要な書類をすべて添付してください。

確認

step2 申請書の枚数は正しいですか？
・記⼊した申請書はすべて添付してください。

確認

step3 申請書は正しく記入されていますか？
・記載の漏れや記載内容の誤りがないかを確認してください。

申請書・添付書類のコピーは
step4 とりましたか？
確認

・控えとして、コピーをお手元に残し、大切に保管してください。
提出した書類は返却できません。

すべて

OK

すべてOKであれば、申請しましょう！
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1 ポイント発行について
ポイント発行申請後、申請書類に不備等がなければ、
1.5～2か月程度で発行ポイント数・利⽤ポイント数等が記載された
「グリーン住宅ポイント ポイント発行・交換・利用のお知らせ(ポイント通知)」を
申請者へ送付します。
●窓口・郵送にて申請 / オンラインでの代理申請：郵送にて送付
●オンラインでの本人申請：メールにて送付
※代理申請の場合も、ポイント通知は申請者へ送付します。
代理申請の場合は、別途、代理申請者宛に審査が完了したことをお知らせする通知を送付します。
（追加工事交換がある場合は、追加工事交換通知を送付します。P.52参照）

ポイント通知サンプル
【郵送の場合】
1枚目

2枚目

3枚目

ポイント通知
(封書)

ポイント発行・交換・利用
のお知らせ(ポイント通知)

商品交換申込書
※利用可能ポイントがある場合のみ
本申込書で商品交換の申込みを行うことができます。
別面に記載されている交換方法や同意事項を確認の上、
申込みを行ってください。

申請情報や発行ポイントの状況等が記載されています。
内容について誤りがないか確認をしてください。

【メールの場合】
件名：（返信不可）※要保管※【グリーン住宅】ポイント発行のお知らせ
送信者：noreply＠greenpt.jp

申請情報や発行ポイント等が
記載されています。
内容について誤りがないか
確認をしてください。

51

リフォーム

ほ-2

申請後について

(一括)

完了前ポイント発行申請

2 追加工事交換について
追加工事交換代金の振込は完了報告の審査完了後に⼊金されます。
審査完了後、振込までに以下のお知らせが届きますので、記載内容をご確認いただき、
不明な点がある場合は速やかに事務局にお問い合わせください。
1 追加工事交換通知
ポイント発行申請および完了報告の審査完了後に契約事業者(代理申請の担当者)へ送付

1

追加工事交換通知
(圧着式)

2
1 ： 申請情報
・内容に誤りがないか、
ご確認ください。
2 ： 追加工事交換ポイント数
・記載されたポイント数に
誤りがないか、ご確認ください。
3 ： 振込(予定)日
・内容をご確認ください。

2 追加工事交換振込(予定)のお知らせ(振込明細)
追加工事交換用口座登録申込書で登録した経理担当者へ完了報告の審査完了後に送付
追加工事交換振込(予定)のお知らせ(振込明細)

サンプル入手後反映

4 ： 振込先口座情報
・内容に誤りがないか、ご確認ください。
5 ： 振込予定日
・内容をご確認ください。

4
5

6 ： 振込明細
・内容に誤りがないか、ご確認ください。

6
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3 追加工事交換の解除について
追加工事交換申請書の提出により、事務局は申請者が本制度の申請の代行と
ポイント(一部を含む)の受取について、事業者に委任を行ったとみなします。
追加工事交換を申請後、工事内容が変更となり本制度の要件を満たすことができない場合や

完了報告が期限(令和4年2月15日)に間に合わない等、追加工事交換の解除を行う場合は
速やかに「追加工事交換における委任解除合意書」を作成し、事務局へ提出して
ください。

1 追加工事交換における委任解除合意書の入手
「追加工事交換における委任解除合意書」は
本制度ホームページよりダウンロードしてください。

【グリーン住宅ポイント事務局 ホームページアドレス】

https://greenpt.mlit.go.jp

※「追加工事交換申請書」のファイル内にあります。
2 追加工事交換における委任解除合意書の記入方法

1 ： 合意書の作成日を記入してください。
※日付記入欄は2ヵ所あります。

1

2 ： 申請書の受付番号を記入してください。
・窓口申請の場合：受付証に記載されます。
・郵送申請の場合：事務局からの通知物に記載されます。
※不明の場合は記載不要です。

1
3 ： 申請者の《住所》 《氏名》を

記入・押印(もしくは氏名を自署)してください。

2

※申請者が法人(または管理組合)の場合は、
法人名称(または管理組合名)と代表者氏名(または理事長名)
を記⼊し、法人印の押印が必要です。
(法人格を有しない管理組合の場合、理事長の押印
または自署でも可)

3

4

4 ： 契約事業者の《住所》《氏名》

を記入・押印してください。

必要事項記⼊後にコピーを取り、
申請者および契約事業者はそれぞれコピーを保管してください。

3 追加工事交換における委任解除合意書の提出先

ポイント発行申請の提出方法により提出先が異なりますのでご注意ください。
● 受付窓口または郵送にて申請した場合
右記住所宛てに郵送してください。
受付窓口では受理できません。

【郵送先】

〒115-8691 赤羽郵便局私書箱13号
グリーン住宅ポイント 委任解除合意書受付係

● オンラインにて申請した場合
事務局ホームページの申請ポータルにログインのうえ、
作成した書類をオンライン上にてアップロードし提出が必要です。
追加工事交換を解除した場合、解除されたポイントは商品交換に利用することができます。
なお、商品交換期限は令和4年2月15日です。
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4 商品交換について
1 商品交換方法について
発行されたポイントは以下の方法で商品と交換できます。

申請者本人がオンラインにて申請を行い、ポイントの発行を受けた場合は
オンラインでの交換申込みを行ってください。（郵送での申込みはできません。）

オンライン

● 事務局ホームページ「交換商品を探す」ページにて
ログインすることにより、交換商品の検索と交換申込みを
一括して行うことができます。

での申込み

郵送

● 商品交換申込書を郵送することで
交換申込みを行うことができます。

での申込み

2 注意事項
● 商品交換申込期限は令和4年2月15日です。
期限を過ぎて利⽤されていないポイントはすべて無効となります。
● 商品はおおむね、申込みから1か月程度で発送されます。(事業者が提供時期を予め公表しているものを除く)
● 商品を一度にまとめて申込むと同時期に届く場合があります。
商品の収納場所等ご確認の上、お申込みください。
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5 商品交換方法 / オンラインでの申込み
1 マイページ ログイン方法～商品交換方法

step1

※ホームページの画像は2021年6月時点のものです。

グリーン住宅ポイントホームページトップ画面より、「交換商品を探す」を押してください。

グリーン住宅ポイント ホームページ トップ画面
【PC画面】

【スマートフォン画面】
クリック

拡大図

タップ

クリック

拡大図

step2

「交換商品を探す」ページで「ログイン」を押してください。

「交換商品を探す」ページ
【PC画面】

【スマートフォン画面】

タップ

拡大図

クリック

タップ

拡大図

▼次ページへ続く
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step3

「ログイン」画面で「個人ID・パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンを押してください。

「ログイン」画面
【PC画面】

【スマートフォン画面】

※ポイント発行・交換・利用のお知らせ

1枚目

入力

2枚目

3枚目

入力
拡大図

タップ

クリック

個人ID・パスワードは事務局から送付されている
ポイント通知の「あなたのアカウント」欄に記載されます。

初回のログインの際、メールアドレスの登録が必要です。
初回ログイン後、必ずパスワードの変更を行ってください。

step4

商品を指定し、交換してください。
(商品はカテゴリーやポイント数、キーワード等、様々な条件から検索することができます。)

2 マイページの機能について

※ホームページの画像は2021年6月時点のものです。

ログイン後、交換申込みが可能になることに加え、以下の「マイページ」の機能を利⽤することが
できます。
ログイン後の画面 (「交換商品を探す」ページの場合)
【PC画面】

【スマートフォン画面】

拡大図
タップ

1 カート

拡大図

商品交換の申込みはこちらから行うこと
ができます。

クリック

2 ポイント交換履歴
過去に商品交換の申込みを行った履歴の
一覧および配送状況が確認できます。

マイページ

3 お気に入り一覧
お気に⼊りに登録した商品の一覧および
商品の詳細を確認することができます。

1

2

3

1

4 交換商品事業者へのレビュー
お届けが完了した商品について、
交換商品事業者への評価を⼊力することが
できます。

2
3

5 アカウント設定

4

アカウント情報の設定を行うことが
できます。
メールアドレス・パスワードの変更のほか、
現住所や連絡先の変更、配送先として指定
する住所の登録・変更が可能です。

5
4

5
56

リフォーム

ほ-2

申請後について

(一括)

完了前ポイント発行申請

6 商品交換方法 / 商品交換申込書
1 商品交換申込書 サンプル
1
2
3

4

5
6

2 記入方法
*
商品交換申込書に記名し、事務局へ提出することにより、「商品交換ガイドライン」
および「商品交換申込書同意事項」に同意したこととなります。
＊交換商品カタログまたは事務局ホームページよりご確認ください。
1 ： 総ページ数と各申込書が何ページ目に該当するかを記入してください。
2 ： 欲しい商品を上から順に記入してください。
※ポイントが不足する場合や交換できない商品が含まれる場合、記入が下の商品を取り下げます。
3 ： 交換を希望する商品の情報を記入してください。
※商品の情報を確認の上、《商品コード》《ポイント》《数量》《事業者名/事業・サービス名》《商品名》
を記入してください。
4 ： ポイント×数量を計算して記入してください。
5 ： 申込みを行うすべての商品のポイント数を合計し、記入してください。
・利用可能ポイント数を超えて申込みしないよう注意してください。
・ポイントが不足する場合、上から記載の順で商品交換を行います。
※複数枚使用の場合は最後の一枚に計算結果を記入してください。
6 ： 申請者の情報を記入してください。
※ポイント発行を受けた方以外の申込みはできません。
・事務局より連絡する場合がありますので、日中に連絡がとりやすい電話番号を記入してください。
転居された場合は、事務局へご連絡の上、住所変更手続きを行ってください。
商品交換申込書では住所の変更手続きはできません。
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1 完了報告書の提出

完了前ポイント発行申請を行う場合は必ず完了報告書を提出してください。
ポイント発行申請した内容が正しく完了したことを確認します。
完了報告は申請者の他、契約した事業者等が行うこともできます。
追加工事交換を行った場合は必ずポイント発行申請の代理申請を行った契約事業者(工事施工者)が完了報告をしてください。

1 完了報告期限
令和4年2月15日 まで

追加工事交換あり

令和4年5月31日 まで

耐震改修を実施しない

階数が10以下 令和4年11月30日 まで

追加工事交換なし
耐震改修を実施する

階数が11以上

令和5年5月31日 まで

申請手続きのための期間を確保する観点から、完了報告期限を延長しております。
詳しくは本手引きのP70～71を参照ください。

2 完了報告書の提出方法
完了報告は、完了前ポイント発行申請と同じ提出方法で提出してください。

完了前
ポイント
発行申請

受付窓口

郵送

へ提出

にて提出

オンライン

オンライン

(本人)

(代理)

にて申請

にて申請

完了前ポイント発行申請と

同一の
完了報告

受付窓口

郵送

へ提出

にて提出

オンライン

オンライン

(本人)

(代理)

にて完了報告

にて完了報告

完了前ポイント発行申請をした受付窓口が分からない場合は事務局にお問い合わせください。

●完了報告を行わない場合
●完了報告時に要件を満たしていないことが判明した場合は

発行されたポイントが無効になります。
※完了報告で確認されたポイントが完了前申請で発行されたポイントを上回る場合もポイントは追加で発行されません。
※既に商品交換利用をしている場合は利用ポイント相当分を返金していただきます。(1ポイント＝1円相当)
また、完了報告で確認されたポイントが既に交換利⽤されたポイントよりも少なくなった場合は差額相当分を
返金していただきます。

完了報告に必要な書類や報告方法等の詳細は
申請の手引き

ほ-3

【グリーン住宅ポイント事務局 ホームページアドレス】

リフォーム(一括) 完了報告

https://greenpt.mlit.go.jp

をご確認ください。

60

リフォーム

ほ-2

完了報告に向けて

(一括)

完了前ポイント発行申請

2 完了報告に必要な添付書類
完了報告時には申請に応じた証明書類および工事写真等を添付する必要があります。

必要書類一覧
ⅰすべての方が提出する書類

a

リフォーム工事証明書(一括用)

〔事務局指定様式〕

P63参照

ⅱエコ住宅設備の設置を行った場合に提出する書類

b

太陽熱利用
システム

性能証明書

P64参照

b

高断熱浴槽

性能証明書

P64参照

c

高効率給湯機

c

節水型トイレ

c

節湯水栓

対象製品証明書〔事務局指定様式〕
P65参照

(納品事業者＊の)納品書
対象製品証明書〔事務局指定様式〕
P65参照

(納品事業者＊の)納品書
対象製品証明書〔事務局指定様式〕
P65参照

(納品事業者＊の)納品書
＊「納品事業者」とは工事施工者に対象製品を納⼊した事業者です。

f

すべての工事を箇所ごとに撮影した工事写真 (工事前/工事後)

P68参照

ⅲ開口部の断熱改修を行った場合に提出する書類

b

性能証明書

P64参照

f

すべての工事を箇所ごとに撮影した工事写真 (工事前/工事後)

P68参照

ⅳ外壁、屋根・天井または床の断熱改修を行った場合に提出する書類

d

納品証明書〔事務局指定様式〕

f

すべての工事を箇所ごとに撮影した工事写真 (工事中)

または

施工証明書〔事務局指定様式〕

P66参照
P68参照

ⅴバリアフリー改修を行った場合に提出する書類

b

ホームエレベーター
の新設

性能証明書

P64参照

b

衝撃緩和畳の設置

性能証明書

P64参照

f

すべての工事を箇所ごとに撮影した工事写真 (工事前/工事後)
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完了報告に向けて

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅵ耐震改修を行った場合に提出する書類

e

グリーン住宅ポイント制度用耐震改修証明書〔事務局指定様式〕

P67参照

f

工事写真

P68参照

(工事中)

ⅶリフォーム瑕疵保険等へ加入した場合に提出する書類

g

リフォーム瑕疵保険 もしくは 大規模修繕工事瑕疵保険の
保険証券 または 保険付保証明書

P69参照

ⅷ追加工事交換を行う場合に提出する書類

h

追加工事の工事写真

P69参照
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完了報告に向けて

(一括)

完了前ポイント発行申請

3 完了報告時に提出する証明書類について
ⅰすべての方が提出する書類

a

リフォーム工事証明書(一括用)

〔事務局指定様式〕

入手方法： 工事施工者より⼊手
※指定様式は事務局ホームページよりダウンロードできます。

分離発注 (契約が複数)の場合、各工事施工者から
それぞれリフォーム工事証明書(一括用)を入手し、すべて添付してください。

工事施工者から入手し、
以下を確認してください。

書類イメージ

● 1 工事施工者の情報
および事業者印に漏れがないこと
● 2 に記⼊漏れがないこと

1

● 3 実施した工事等について
記載があること

2

3
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完了報告に向けて

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅱエコ住宅設備の設置を行った場合に提出する書類
ⅲ開口部の断熱改修を行った場合に提出する書類
ⅴバリアフリー改修を行った場合に提出する書類

ｂ

性能証明書
入手方法： 建材メーカーが発行、工事施工者より⼊手

以下の証明書の画像は、一部の製品のみ掲載しています。
詳細についてはメーカーにお問い合わせください。

エコ住宅設備の設置
太陽熱利用システム 書類イメージ

太陽熱利用システム / 高断熱浴槽
高断熱浴槽 書類イメージ

以下の内容が確認できること
●事業者名（メーカー名）
●書類番号（通し番号）
●製品型番

開口部の断熱改修
内窓設置 書類イメージ

内窓設置 / 外窓交換 / ガラス交換 / ドア交換
ガラス交換 書類イメージ

以下の内容が確認できること
●事業者名（メーカー名）
●書類番号（通し番号）
●製品型番

※ガラス交換
地域区分や種類により、フォーマットが異なります。
(リフォーム専⽤ガラスの性能証明書はガラスに
同梱されているラベルをメーカー指定の台紙に
貼付したものを提出してください)

バリアフリー改修
ホームエレベーター 書類イメージ

ホームエレベーターの新設 / 衝撃緩和畳の設置
衝撃緩和畳 書類イメージ

以下の内容が確認できること
●事業者名（メーカー名）
●書類番号（通し番号）
●製品型番

※衝撃緩和畳の設置
半畳または1畳のシールが畳に貼られて出荷されます。
指定の台紙に合計が4.5畳以上になるようにシールを
貼付してください。
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完了報告に向けて

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅱエコ住宅設備の設置を行った場合に提出する書類

対象製品証明書〔事務局指定様式〕

c

(納品事業者＊の)納品書
入手方法：

※指定様式は事務局ホームページよりダウンロードしてください。

＊「納品事業者」とは工事施工者に対象製品を納⼊した事業者です。

対象製品証明書
/ 工事施工者より⼊手
(納品事業者の)納品書 / 納品事業者(流通事業者、販売店、建材メーカー等)が発行、工事施工者より⼊手

詳細については、事務局ホームページより「(納品事業者の)納品書および対象製品証明書の発行について」を参照ください。

エコ住宅設備の設置

高効率給湯機 / 節水型トイレ / 節湯水栓

対象製品証明書
高効率給湯機 書類イメージ

節水型トイレ 書類イメージ

節湯水栓 書類イメージ

以下の内容が確認できること
●事務局指定の様式であること
●施工邸名
・申請者または
対象住宅と一致すること
●工事施工者の情報
●製品型番
・事務局に登録された
型番であること

＋
(納品事業者の)納品書
以下の内容が確認できること
●納品元
・流通事業者、販売店、建材メーカー等
●施工邸名・施工場所
あるいは納品先の事業者名(工事施工者)
●製品型番
・事務局に登録された型番であること

工事施工者が発行する書類は受付不可です
仕入伝票、注文書、売上伝票等の納品が確認できない書類は受付不可です。
対象となる製品型番がわかるように、“○”で囲んでください。
A4サイズ以外の納品書は、A4サイズになるように台紙に貼付して提出してください。
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完了報告に向けて

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅳ外壁、屋根・天井または床の断熱改修を行った場合に提出する書類

d

納品証明書〔事務局指定様式〕
入手方法：

または

施工証明書〔事務局指定様式〕

納品証明書 / 納品元（流通事業者、販売店、建材メーカー等）が発行、工事施工者より⼊手
施工証明書 / 断熱改修を実施する事業者が作成。工事施工者より⼊手
※指定様式は事務局ホームページよりダウンロードしてください。

詳細については、事務局ホームページより「納品証明書および施工証明書について」を参照ください。

外壁、屋根・天井または床の断熱改修
納品証明書(ボード系・マット系 / 畳床用)
ボード・マット系 書類イメージ

畳床用 書類イメージ

以下の内容が確認できること
●事務局指定の様式であること
●納⼊者名(流通事業者等)
●納品先(工事施工者宛)
●施工邸名(ボード系・マット系の場合)
・申請者または
対象住宅と一致すること
●製品型番/断熱材区分/出荷量(使⽤量)
等が正しく記載されていること

または
施工証明書(吹込み・吹付け)
書類イメージ

以下の内容が確認できること
●事務局指定の様式であること
●施工業者名(断熱改修を実施した事業者)
●納品先(工事施工者)
●製品型番/断熱材区分/施工使⽤量等が正しく記載されていること
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完了報告に向けて

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅵ耐震改修を行った場合に提出する書類

e

グリーン住宅ポイント制度用耐震改修証明書〔事務局指定様式〕
入手方法： 建築士が発行、工事施工者より⼊手
※指定様式は事務局ホームページよりダウンロードしてください。

書類イメージ

以下の内容が確認できること
●事務局指定の様式であること
●証明者(建築士事務所に所属する建築士)
の記名
●所在地
・リフォームした住宅の住所と
一致すること
●発注者名(申請者)
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完了報告に向けて

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅱエコ住宅設備の設置を行った場合に提出する書類
ⅲ開口部の断熱改修を行った場合に提出する書類
ⅳ外壁、屋根・天井または床の断熱改修を行った場合に提出する書類
ⅴバリアフリー改修を行った場合に提出する書類
ⅵ耐震改修を行った場合に提出する書類

f

工事写真
入手方法： リフォーム工事前/工事後、または工事中の写真を撮影

1 撮影方法
工事前後の撮影をする場合、工事前と工事後を同様の画角、構図で撮影してください。

工事内容

エコ住宅設備
の設置

撮影方法

工事前後で

工事後 □設置された住宅設備全体が確認できること

工事前
開口部の断熱改修

撮影単位

□撤去前の住宅設備全体が確認できること
(太陽熱利⽤システムは集熱器も含む)
工事前
住宅設備ごとに
※増築等により設備を増設した場合は、設置前の外観全景が確認できること。

□改修前の開⼝部全体が確認できること
※増築等により開⼝部を増設した場合は、改修前の外観全景を撮影

□開⼝部全体が確認できること
工事後 □複数枚のガラスで構成される開⼝部は交換したガラスのすべてが
確認できる場合は写真は1枚で可

□断熱材を敷設する作業状況が確認できること
外壁、屋根・天井、
工事中 ※工事後に撮影されたものは不可
床の断熱改修

2枚撮影

開⼝部ごとに
工事前後で
2枚撮影

施工部位ごとに
1枚撮影

□改修前の工事部位全体が確認できること

工事前 □エレベーターの新設は、設置前の外観全景が確認できること
バリアフリー改修

工事前後で
2枚撮影

工事後 □改修箇所が確認できること

□耐震補強工事の内容が確認できること

耐震改修

工事箇所ごとに

工事中 例)共同住宅等 ：鉄骨ブレースの設置、RC壁の増設等
※工事後に撮影されたものは不可

耐震改修工事
につき
1枚撮影

2 提出方法
工事写真台紙 書類イメージ

●台紙に指定はありませんが、
必ず「申請者名」や工事ごとに「対象工事内容」等を記入してください。
●工事写真は、並べて貼付してください。
※原則、カラーで提出してください。
●事務局ホームページより「工事写真台紙」がダウンロードできます。
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完了報告に向けて

(一括)

完了前ポイント発行申請

ⅶリフォーム瑕疵保険等へ加入した場合に提出する書類

g

リフォーム瑕疵保険 もしくは 大規模修繕工事瑕疵保険の
保険証券 または 保険付保証明書
入手方法： 住宅瑕疵担保責任保険法人より⼊手

以下の内容が確認できること
●住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書であること
●所在地
・リフォームした住宅の住所と一致すること
●保険の開始日
・対象工事の引渡日以降であること

ⅷ追加工事交換を行う場合に提出する書類

h

追加工事の工事写真
入手方法： 追加工事後に撮影

1 撮影方法

工事写真台紙 書類イメージ

●撮影方法
：追加工事の内容が確認できる工事後の写真を撮影
●撮影単位
：実施した追加工事ごとに撮影
2 提出方法
●台紙に指定はありませんが、
必ず「申請者名」や工事ごとに「対象工事内容」等を
記入してください。
●工事写真は、並べて貼付してください。
※原則、カラーで提出してください。
●事務局ホームページより
「工事写真台紙」がダウンロードできます。
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リフォーム
(一括)

完

完了前ポイント発行申請

了

前

ポイント発行申請

申請期限等の延長について
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申請期限等の延長について

(一括)

完了前ポイント発行申請

申請期限等の延長について
申請手続きのための期間を確保する観点から、以下の通りポイント発行申請期限等を延長します。
ポイント発行対象となる工事請負契約の期間は令和3年10月31日までです。
（延長されていませんので、ご注意ください。）

1 ポイント発行申請期限

延長後の期限（※遅くとも）

延長前の期限（※遅くとも）
・郵送で送付
・受付窓⼝へ持参

令和3年10月31日 まで

・オンラインにて申請

令和3年10月31日 まで

令和3年11月30日 まで
令和3年12月15日 まで
（追加工事交換を伴う場合は令和3年11月30日）

予算の執行状況によっては、期限より前に申請受付を締め切ることになりますので、
早めに申請をお願い致します。

2 商品交換申込期限

延長前の期限
・商品交換申込期限
(大型配送商品や工事を伴う商品）

令和4年1月15日 まで
(令和3年12月15日 まで)

延長後の期限
令和4年2月15日 まで
(令和4年1月15日 まで)

3 完了報告期限

延長前の期限
令和4年1月15日 まで

令和4年2月15日 まで

令和4年4月30日 まで

令和4年5月31日 まで

耐震改修を実施する
階数が10以下

令和4年10月31日 まで

令和4年11月30日 まで

耐震改修を実施する
階数が11以上

令和5年4月30日 まで

令和5年5月31日 まで

・追加工事交換申請を伴う場合

耐震改修を実施しない

・追加工事交換申請なし

延長後の期限
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リフォーム
(一括)

完了前ポイント発行申請

参考資料
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参考資料

(一括)

完了前ポイント発行申請

1 対象となる窓(一重構造の建具)の仕様例
建具の仕様

ガラスの仕様

中空層の仕様
ガス※１の封入
中空層の厚さ

地域区分ごとの適用可否
1～3
4
5～7

2 枚以上のガラス表面にLow-E 膜を
されている
使⽤したLow-E 三層複層ガラス

7mm 以上

○

○

○

されている

6mm 以上

○

○

○

されていない

9mm 以上

○

○

○

8mm 以上

○

○

○

4mm 以上 8mm 未満

―

○

○

10mm 以上

○

○

○

5mm 以上 10mm 未満

―

○

○

6mm 以上

―

○

○

8mm 以上

○

○

○

4mm 以上 8mm 未満

―

○

○

10mm 以上

○

○

○

5mm 以上 10mm 未満

―

○

○

10mm 以上

―

○

○

6mm 以上 10mm 未満

―

―

○

されている

4mm 以上

―

○

○

されていない

6mm 以上

―

○

○

10mm 以上

―

○

○

6mm 以上 10mm 未満

―

―

○

8mm 以上

―

○

○

4mm 以上 8mm 未満

―

―

○

10mm 以上

―

○

○

5mm 以上 10mm 未満

―

―

○

されていない

4mm 以上

―

―

○

されていない

6mm 以上

―

―

○

Low-E 三層複層ガラス

木製建具
または樹脂製建具

されている
Low-E 複層ガラス
されていない

遮熱複層ガラス／複層ガラス

されていない

されている
Low-E 複層ガラス
木と金属の複合材料製
建具または樹脂と金属の
複合材料製建具

されていない

遮熱複層ガラス／複層ガラス

されていない

Low-E 複層ガラス
金属製熱遮断構造建具
遮熱複層ガラス／複層ガラス

されていない

されている
Low-E 複層ガラス
金属製建具

されていない

遮熱複層ガラス／複層ガラス
単板ガラス2 枚を組み合わせたもの
※２

表中の⽤語の定義については、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能
の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.2 算定方法 1.概要と⽤語の定義」を参照
(http://www.kenken.go.jp/becc/house.html)。
※１ 「ガス」とは、アルゴンガスまたは熱伝導率がこれと同等以下のものをいう。
※２ 「単板ガラス2枚を組み合わせたもの」は、中間部にブラインドが設置されたものを含むものとする。
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(一括)

完了前ポイント発行申請

2 対象となるドアの仕様例
枠と戸の仕様

枠：木製
⼾：断熱積層構造の⼾

ガラスの仕様

中空層の仕様
ガス※１の封入
中空層の厚さ

三層複層ガラス

されていない

Low-E 複層ガラス

されていない

複層ガラス

されていない

ガラスのないもの

枠：金属製熱遮断構造
⼾：高断熱フラッシュ構造の⼾

Low-E 複層ガラス

されている

ガラスのないもの

Low-E 複層ガラス
枠：金属製熱遮断構造、木と金属との
複合材料製または樹脂と金属との
複合材料製
⼾：断熱フラッシュ構造の⼾

―

複層ガラス

―

されていない
―

枠：指定しない
⼾：フラッシュ構造の⼾

枠：指定しない
⼾：ハニカムフラッシュ構造の⼾

○

○

○

10mm 以上

○

○

○

6mm 以上 10mm 未満

―

○

○

10mm 以上

―

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

10mm 以上

○

○

○

6mm 以上 10mm 未満

―

○

○

10mm 以上

―

○

○

○

○

○

―
12mm 以上
―

―

Low-E 複層ガラス

されていない

10mm 以上

―

○

○

複層ガラス

されていない

12mm 以上

―

○

○

―

○

○

―

―

○

―

―

○

―

―

○

―

―

○

―

―

○

―

―

○

ガラスのないもの

枠：指定しない
⼾：木製の⼾

12mm 以上

されていない

ガラスのないもの

枠：金属製熱遮断構造
⼾：フラッシュ構造の⼾

地域区分ごとの適用可否
1～3
4
5～7

複層ガラス

―
されていない

ガラスのないもの
複層ガラス

―

4mm 以上
―

されていない

ガラスのないもの
複層ガラス

―

―

4mm 以上
―

されていない

ガラスのないもの

―

4mm 以上
―

表中の⽤語の定義については、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能
の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.2 算定方法 1.概要と⽤語の定義」を参照
(http://www.kenken.go.jp/becc/house.html)。
※１ 「ガス」とは、アルゴンガスまたは熱伝導率がこれと同等以下のものをいう。
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3 断熱材の区分
断熱材の
区分※１

熱伝導率
[W/m･K]

断熱材の種類の例

・吹込み⽤グラスウール断熱材(天井⽤) LFGW1052，LFGW1352，LFGW1852

A-1

0.052～0.051 ・吹込み⽤ロックウール断熱材(天井⽤) LFRW2552，LFRW2551，LFRW3051
・インシュレーションファイバー断熱材(ファイバーボード) DIB，DIBP

A-2

・グラスウール断熱材(通常品) GW10-48，GW10-49，GW10-50
・グラスウール断熱材(高性能品) GWHG10-46，GWHG10-47
0.050～0.046
・吹込み⽤グラスウール断熱材(天井⽤) LFGW2050
・吹込み⽤ロックウール断熱材(天井⽤) LFRW2547

B

・グラスウール断熱材(通常品) GW12-45，GW16-45，GW20-42
・グラスウール断熱材(高性能品) GWHG10-45，GWHG12-43
・ロックウール断熱材(LA、LB、LC) RWLA，RWLB，RWLC
0.045～0.041
・吹込み⽤ロックウール断熱材(天井⽤) LFRW2541，LFRW2545，LFRW3045
・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材(4号) EPS4
・ポリエチレンフォーム断熱材(1種1号、2号) PE1.1，PE1.2

C

・グラスウール断熱材(通常品) GW20-40，GW24-38，GW32-36，GW40-36
・グラスウール断熱材(高性能品)
GWHG14-38，GWHG16-37，GWHG24-35，GWHG32-35
・ロックウール断熱材 RWLD，RWMA，RWMB，RWMC，RWHA，RWHB
・インシュレーションファイバー断熱材(ファイバーマット) IM
・吹込み⽤グラスウール断熱材(屋根・床・壁⽤)
LFGW2040，LFGW2238，LFGW3240，LFGW3540，LFGW4036
・吹込み⽤ロックウール断熱材(天井⽤) LFRW2540，LFRW3040，LFRW3039
0.040～0.035
・吹込み⽤ロックウール断熱材(屋根・床・壁⽤) LFRW6038
・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材(2号、3号) EPS2，EPS3
・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(1種) XPS1bA, XPS1bB, XPS1bC
・ポリエチレンフォーム断熱材(2種) PE2
・吹込み⽤セルローズファイバー断熱材 LFCF2540，LFCF4040，LFCF5040
・フェノールフォーム断熱材(2種1号、3種1号) PF2.1A，PF3.1A
・フェノールフォーム保温板(3種1号) PF-B-3.1
・建築物断熱⽤吹付け硬質ウレタンフォーム(A種3) NF3

D

・グラスウール断熱材(通常品) GW80-33，GW96-33
・グラスウール断熱材(高性能品)
GWHG20-34 ，GWHG24-34 ，GWHG28-34 ，GWHG32-34 ，GWHG36-32 ，
GWHG38-32，GWHG40-34，GWHG48-33
・ロックウール断熱材 RWHC
0.034～0.029 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材(1号) EPS1
・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(2種) XPS2bA，XPS2bB，XPS2bC
・ポリエチレンフォーム断熱材(3種) PE3
・フェノールフォーム断熱材(2種2号) PF2.2AⅠ，PF2.2AⅡ
・硬質ウレタンフォーム断熱材(1種) PUF1.1
・建築物断熱⽤吹付け硬質ウレタンフォーム(A種1、2) NF1，NF2

E

・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(3種)
XPS3aA，XPS3bA，XPS3aB，XPS3bB，XPS3aC，XPS3bC
・フェノールフォーム断熱材(2種3号) PF2.3A
0.028～0.023 ・硬質ウレタンフォーム断熱材(1種、2種、3種)
PUF1.2 ，PUF1.3 ，PUF2.1A ，PUF2.2A ，PUF2.2B ，PUF2.3 ，PUF2.4 ，PUF3.1A ，
PUF3.1B，PUF3.1C，PUF3.1D，PUF3.2A，PUF3.2B，PUF3.2C，PUF3.2D
・建築物断熱⽤吹付け硬質ウレタンフォーム(A種1H、2H) NF1H，NF2H

F

0.022 以下

・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(3種) XPS3aD, XPS3bD
・フェノールフォーム断熱材(1種1号、2号、3号) PF1.1A，PF1.2B，PF1.3C
・フェノールフォーム保温板1種2号 PF-B-1.2
・硬質ウレタンフォーム断熱材(2 種)
PUF2.1B，PUF2.1C，PUF2.1D，PUF2.1E，PUF2.2C，PUF2.2D，PUF2.2E，PUF2.2F

※1

JIS A 5901 で規定されるポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床のうち、PS-C25、PS-C30、及び、JIS A 5914で規定
される建材畳床のうち、KT-Ⅱ、KT-Ⅲ、KT-K(1 種b※2)、KT-N(1 種b※2)については、断熱材区分A-1～C と同様の断熱材
区分として取り扱うこととする。またKT-K(3 種b※2)、KT-N(3 種b※2)については、断熱材区分D と同様の断熱材区分と
して取り扱うこととする。ただし、押出法ポリスチレンフォーム断熱材の種類について標記が無い場合は、断熱材区分A-1～C
と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。

※2

JIS A 9521 で規定される押出法ポリスチレンフォーム断熱材の種類を示す。
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4 エコ住宅設備の基準
対象設備

基準

太陽熱利⽤システム

強制循環式のもので、JIS A4112 に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を
有することが確認できること。(蓄熱槽がある場合は、JIS A4113 に規定する太陽蓄熱槽と
同等以上の性能を有することが確認できること。)

節水型トイレ

JIS A5207:2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」もしくは「洗浄弁式節水Ⅱ型
大便器」、JIS A5207:2014 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」もしくは「専⽤洗浄弁式
節水Ⅱ型大便器」またはJIS A5207:2019 に規定する「タンク式Ⅱ形大便器」もしくは「専⽤
洗浄弁式Ⅱ型大便器」と同等以上の性能を有すること。

高断熱浴槽

JIS A5532 に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。

高
効
率
給
湯
機

電気ヒートポンプ給湯機
(エコキュート)

JIS C9220 に基づく年間給湯保温効率、または年間給湯効率が3.0 以上
(ただし寒冷地仕様は2.7 以上)であること。

潜熱回収型ガス給湯機
(エコジョーズ)

給湯部熱効率が94%以上であること。

潜熱回収型石油給湯機
(エコフィール)

連続給湯効率が94%以上であること。

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)

熱源設備は電気式ヒートポンプと潜熱回収型ガス機器と併⽤するシステムで、貯湯タンクを
持つものであり、電気ヒートポンプの効率が中間期(電気ヒートポンプのJIS 基準に定める
中間期)のCOPが4.7 以上かつ、ガス機器の給湯部熱効率が94％以上であること。

節湯水栓

JIS B2061:2017 に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。

5 バリアフリー改修対象工事内容
対象工事

概要

詳細 ※1

手すりの設置

便所、浴室、脱衣室その他の居室および
玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを
取り付ける工事※2

転倒予防若しくは移動または移乗動作に資することを目的として
手すりを取り付けるものをいい、手すりの取付けに当たって工事
(ネジ等で取り付ける簡易なものを含む。)を伴わない手すりの
取付けは含まれない。

段差解消

便所、浴室、脱衣室その他の居室および
玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差
を解消する工事(勝手⼝その他屋外に
面する開⼝の出⼊⼝及び上がりかまち
ならびに浴室の出⼊⼝にあっては、段差
を小さくする工事を含む。)※2

敷居を低くしたり、廊下のかさ上げや固定式スロープの設置等を
行う工事をいい、取付けに当たって工事を伴わない踏み台、段差
解消板、スロープ等の据え置き等は含まれない。

廊下幅等の拡張

介助⽤の車いすで容易に移動するために
通路または出⼊⼝の幅を拡張する工事※2

通路または出⼊⼝(以下「通路等」という。)の幅を拡張する工事
であって、工事後の通路等(当該工事が行われたものに限る。)の
幅が、おおむね750mm 以上(浴室の出⼊⼝にあってはおおむね
600mm 以上)であるものをいい、通路等の幅の拡張を伴わない
単なるドアの取り替えは含まない。

※1
※2

平成25年10月1日 国住政第83号、国住生402号、国住指第2293号より抜粋
平成19年 国土交通省告示第407号より抜粋
対象設備

基準

ホームエレベーター

人を運搬するエレベーターで、かごの天井の高さが２ｍ以上のものであること。

衝撃緩和畳

畳床がJIS A5917 に規定する「衝撃緩和型畳床」と同等以上の性能を有すること。
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6 一括申請における断熱改修工事の「ポイント発行対象住戸数」の考え方
一括申請における断熱改修のポイント発行対象となる住⼾とは、「各施工部位に使⽤する断熱材の使⽤量」が
「施工部位に接する住⼾数」×「1⼾あたりの最低使⽤量」を超える場合の「施工部位に接する住⼾数」のことを
いいます。
(部分断熱の場合、施工部位ごとに「1⼾あたりの最低使⽤量（部分断熱）」を超える断熱材を使⽤した⼾数をいいます。)

以下、「施工部位に接する住⼾数」について例示したものです。

東面の外壁を断熱改修する場合、外壁に
接している(左図：104・204・302)の
3戸が「施工部位に接する住⼾」と
なります。

外
壁
の
場
合

※同一住⼾内で複数の外壁に断熱改修 を行っても
1⼾とします。
(104の東面と南面の断熱改修をした場合も
発行対象⼾数は１⼾となります。)

【東面】

屋
根
・
天
井
の
場
合

2戸

3戸

2戸
(計4戸)

住宅の最上部にあたる住⼾で、断熱改修
をした屋根・天井に接している住戸
(左図：201・202・301・302)の4戸が
「施工部位に接する住⼾」となります。
※3階の屋根のみ断熱改修した場合は、301・302の
2⼾が対象となります。

4戸

(

床
基
礎
断
熱
の
場
合

)

住宅の最下部にあたる住⼾で、
断熱改修をした床（基礎）に接している
住戸（左図：101・102・103・104）の
4戸が「施工部位に接する住⼾」と
なります。
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7 発行されたポイントの交換対象となる追加工事の例
グリーン住宅ポイント制度において発行されたポイントは、ポイントの発行対象となる住宅の建築、販売または
リフォーム工事を実施した工事施工者または住宅販売事業者が行う「新たな日常」に資する追加工事または防災に
資する追加工事に充当することができます。
想定される具体的な工事の内容については、下表の工事例をご確認ください。なお、工事例に該当しない工事で
あっても、工事目的のために行う工事は幅広く対象とすることができますが、インテリア⽤品や家電等の容易に
持ち出せる物品の購⼊・搬⼊は工事に該当しませんので、ご注意ください。

①「新たな日常」に資する追加工事
工事目的
ワークスペース設置

工事例

屋内ワークスペースの設置

造り付けデスクカウンターの設置
本棚・棚・引き出しの設置
間仕切り(ロールスクリーン、パーテーション)の設置
システムキッチンのカウンターやキャビネットの設置
天井・壁に固定する照明器具の設置
(配線、ライティングレールの設置を含む)

テレワーク関連設備の設置

天井、壁に固定する映像装置
(プロジェクター、モニター)の設置
天井、壁に固定するスピーカーの設置
コンセント・電源の設置(配線、分電盤工事を含む)
インターネット環境の設置(回線の引込み、居室への配線)
間取りの変更

間仕切壁・格子壁の設置・撤去
天井、床の設置・撤去
居室内の窓・格子窓の設置・撤去
窓、ドアの設置・撤去
収納(クローゼット、押⼊、納⼾、床上げ畳収納)の
設置・撤去

屋外ワークスペースの設置

プレハブ・ユニットハウス・ワークハウスの設置
日よけ・シェードの設置、テラス屋根・囲いの設置

音環境向上工事

(共同住宅における)
共⽤ワークスペースの設置

共⽤ワーキングスペースの設置

防音設備の設置

防音室の設置
壁・二重窓・ドアの設置
内窓の設置
外窓の交換
防音換気設備の設置
防音フローリングの設置

空気環境向上工事

換気設備等の設置

換気扇の設置
網⼾の設置
ルームエアコンの設置
換気・通風機能付きドアの設置

空気浄化作⽤のある製品の設置

畳(い草製)の設置
珪藻土の塗壁工事
調湿性のあるタイル、壁紙の設置工事

菌・ウイルス拡散防止工事

非接触型設備の設置

タッチレス水栓の設置
タッチレス玄関ドアの設置
タッチレス照明スイッチの設置
自動開閉窓・ドアの設置

玄関周り等の洗面化粧台・手洗い器・
立水栓の設置

セカンド洗面台の設置
外部水栓、手洗い器の設置

抗菌・抗ウイルス建材の設置

壁・床・手すり・ドアノブの設置
抗菌壁紙の設置
抗菌水栓の設置

▼次ページへ続く
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①「新たな日常」に資する追加工事 (続き)
工事目的
家事負担軽減に資する工事

工事例

キッチン周りの設備の設置

ビルトイン食器洗機の設置
掃除しやすいレンジフードの設置
ビルトイン自動調理コンロの設置
ディスポーザーの設置

浴室周りの設備の設置

浴室乾燥機の設置
浴室乾燥暖房機の設置
自動浴槽洗浄システムの設置

洗面所周りの設備の設置

サンルームの設置
衣類乾燥機の設置

トイレ周りの設備の設置

掃除しやすいトイレの設置

宅配ボックスの設置

宅配ボックスの設置
(共同住宅における)宅配ボックスの設置

家事負担を軽減する収納の設置

キッチンに設置する収納
脱衣所・洗面所に設置する収納
トイレに設置する収納

②防災に資する追加工事
工事目的
停電・断水対策

工事例

蓄電池の設置

配線・分電盤工事を含む

太陽光発電の設置

配線・分電盤工事を含む

V2H・EV充電設備の設置

配線・分電盤工事を含む

家庭⽤燃料電池の設置

配線・分電盤工事を含む

非常⽤発電設備の設置

配線・分電盤工事を含む

貯水システムの設置

配管工事を含む

雨水タンクの設置

配管工事を含む

電気設備の移設

蓄電・発電設備の架台設置
エアコン室外機の架台設置

水害・台風対策

屋根瓦の飛散防止

高耐力な瓦の設置
飛散防止ネットの設置
瓦止め(接着剤、漆喰)の敷設

窓ガラスの飛散防止

安全ガラス、雨⼾、窓シャッター、ブラインドの設置

止水板の設置
地震対策

感震ブレーカーの設置

(躯体に関する耐震対策を除く)

家具固定器具の設置

配線・分電盤工事を含む

窓ガラスの飛散防止

安全ガラスの設置
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8 同意事項
1 完了前ポイント発行申請書 同意事項
完了前ポイント発行申請書 別紙

第１条 グリーン住宅ポイント制度とポイントの発行
グリーン住宅ポイント事業(以下、「本事業」という。)は、「グリーン住宅ポイントによる環境対応等住宅需要喚起対策事業
実施要領」(令和3年1月28日国住生第554号)(以下、「実施要領」という。)に規定する要件(以下、「ポイント発行要件」と
いう。)を満たす、一定の性能を満たす住宅の新築、新築分譲住宅の購⼊、一定の要件を満たす既存住宅の購⼊、対象工事を実施
するリフォームおよび一定の性能を満たす賃貸住宅の新築(以下、「対象工事等」という。)に対し、グリーン住宅ポイント(以下、
「ポイント」という。)の発行を行うものです。
申請者が、ポイントの発行を受けるためには、「環境対応等住宅需要喚起対策費補助金交付要綱」(令和3年1月28日国住生第
553号)に基づき国からの補助金の交付を受け本事業の運営を行う事務局(以下、「事務局」という。)に対し、本同意事項に同意
の上、所定のポイント発行申請書(以下、「申請書」という。)および所定の添付書類(以下、申請書と併せて「申請書類」と
いう。)を提出することにより、申請しなければなりません。なお、申請者が、事務局が本事業に係るウェブサイト上において
提供するシステム(以下、「申請ポータル」という。)を利⽤して申請(以下、「オンライン申請」という。)を行う場合にあって
は、申請ポータル上で申請書の記載事項と同等の所定の情報を⼊力した上、添付書類の登録を完了することにより、申請書類を
提出したものとみなします。 事務局は、提出された申請書類により、ポイント発行要件を満たすことを確認した場合、申請を
承認し、申請書類に記載された、対象工事等に係る住宅(以下、「対象住宅」という。)について、実施要領で定める上限の範囲
で所定のポイントを発行します。

第２条 申請とポイント発行
１．申請者の定義
本同意事項における申請者とは、事務局へ提出された申請書類において申請者として登録された者をいいます。申請者は、申
請によって発行されたポイントを、第3条の規定に基づき、利⽤することができます。ただし、以下に記載された者が申請者に
なることはできません。
①暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。)または暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者、不正の利益を図る目的もしくは第三者に
損害を加える目的をもって暴力団もしくは暴力団員を利⽤している者、資金等の供給もしくは便宜の供与等により直接的ある
いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者、または暴力団もしくは暴力団員であることを知りなが
らこれと社会的に非難されるべき関 係を有している者
②過去３カ年度内に国土交通省住宅局所管事業補助金の交付を受けた補助事業者のうち、以下の理由で補助金の返還を求められたことがある者
・補助金交付の条件に違反した場合
・補助事業に関して不正、怠慢、虚偽その他不適当な行為をした場合
・交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合
・上記のほか、補助金交付の決定内容その他法令、またはこれに基づく大臣の処分に違反した場合
③事務局または「環境対応住宅普及促進対策費補助金交付要綱」(平成27年2月3日国住生第589号)および「住宅需要変動平準化対策費補助金交付要綱」(平成31年2月7日国住生第
680号）に基づき国からの補助金の交付を受け事業の運営をする者よりポイントの発行取消を受け、ポイントに相当する金銭の返還を求められたにも関わらずこれに応じな
かった者

２．重複申請の禁止
申請者は、同一の住宅について、ポイント発行要件を満たす(1)注文住宅の新築、(2)新築分譲住宅の購⼊、(3)既存住宅の購⼊、(4)リフォーム、(5)賃貸住宅の新築の各タイプ
を、自己または第三者をして重複して申請することはできません。また、対象住宅のうち、自ら居住する住宅であることを要件としているものについて、自己または第三者をし
て重複して申請を行うことはできません。
ただし、同一の住宅であっても、ポイント発行要件を満たすリフォームを複数回行う場合、上記(4)のタイプにおける発行ポイント数の上限の範囲内において、複数回の申請を
行うことは可能です。
なお、ポイント発行に至らない申請を除きます。

３．債権・ポイントの譲渡禁止
申請者は、本事業の申請を行うことにより発生する国または事務局(以下、「事務局等」という。)もしくは交換商品事業者に対する債権およびポイントに係る一切の権利また
は地位について、第三者に対して譲渡、移転、または担保に供することはできません。

４．代理申請の手続き
申請者は、ポイント発行の申請を申請者以外の者に委任することができます。ただし、オンライン申請においては、所定の「(オンライン申請⽤)代理申請委任状」の提出が必
要です。
申請者から申請の委任を受けた者(以下、「代理申請者」という。)は、申請書類の提出からポイントが発行されるまでの間、当該申請者と同等の義務および責任を負います。
また、代理申請者は、ポイントの発行後も、当該申請情報の変更、取り下げおよび無効(第４条第１項)、当該申請について事務局等が行う調査(第４条第２項)およびポイントの
取り消しと返還（第４条第４項）に協力を行う義務を負います。
申請者は、代理申請者に申請を委任した場合であっても、当該申請に係る手続きが円滑に完了するよう協力しなければなりません。

５．ポイントの申請期限
ポイント発行の申請書類の提出期限（適式な申請書類が事務局に到達すべき期限を指す。)(以下、「申請期限」という。)は、本事業における発行可能なポイント数に達しない
時点までとします。申請期限は、予算の執行状況に応じて事務局等が決定し、事務局等のウェブサイト等で公表します。また、申請期限を変更する場合も同様とします。なお、
申請期限は、申請書類を郵送にて提出する（以下、「郵送申請」という。）場合、または受付窓⼝へ提出する（以下、「窓⼝申請」という。）場合は遅くとも令和3年11月30日
（予定）、オンライン申請の場合は遅くとも令和3年12月15日（予定）までとします。ただし、ポイントを、第3条第3項に定める追加工事交換に利⽤する場合は、令和3年11月
30日（予定）とします。
また、予算の執行状況に応じて、それ以前に到来することもあります。

６．完了前の申請と完了報告
申請者は、対象工事等の完了前に申請を行う場合、対象工事等に係る契約を締結した工事施工者または販売事業者(以下、「契約事業者」という。)と共同して申請を行わなけ
ればなりません。
申請者および契約事業者は、事務局が定める期限(以下、「完了報告期限」という。)までに所定の完了報告書を提出し、ポイントの発行時に申請した対象工事等の完了を報告
（以下、「完了報告」という。）しなければなりません。
完了報告期限は、注文住宅の新築および新築分譲住宅の購⼊の場合、①⼾建住宅は令和4年5月31日まで、②階数10以下の共同住宅等は令和4年11月30日まで、③階数11以上の
共同住宅等は令和5年5月31日までとします。また、リフォームの場合、④⼾建住宅に行うリフォームおよび共同住宅等に行う耐震改修を伴わないリフォームは令和4年5月31日
まで、⑤階数10以下の共同住宅等に行う耐震改修を伴うリフォームは令和4年11月30日まで、⑥階数11以上の共同住宅等に行う耐震改修を伴うリフォームは令和5年5月31日まで
とします。ただし、ポイントを、第3条第3項に定める追加工事交換に利⽤する場合、①～⑥に関わらず令和4年2月15日までとします。

７．完了報告時のポイント確認
完了報告において、申請者または契約事業者は、実際に行われた対象工事等に基づき、所定の基準により算出されるポイント数(以下、「完了時確認ポイント数」という。)を
確認し、事務局に報告しなければなりません。報告された完了時確認ポイント数が、当該申請者に対して既に発行されたポイント数を下回る場合、事務局は、当該差分のポイン
トを取り消した上で、第4条第4項に従い処理します。ただし、報告された完了時確認ポイント数が、当該申請者に対して既に発行されたポイント数を上回る場合でも、事務局は
新たにポイントを発行しません。
ポイントが取り消されることによって生じた申請者等および契約事業者その他の者の損害等に対し、事務局等は、事務局等の故意または重過失に起因する場合を除き、一切の
責任を負いません。

８．申請の受付・返却の不可
事務局は、申請書類の提出を受けた場合、事務局の審査システムに申請書類に記載された情報(以下、「申請情報」という。)を登録し、受付を行います。ポイント発行要件を
満たしているかを含め、当該申請書類の不備・不足を確認し、不備・不足がないときは申請を承認し、申請者に対して発行ポイント等を記載した通知(以下、「ポイント通知」と
いう。)を送付します。
事務局は、ポイント発行要件を満たしていない申請については、申請を無効とし、申請書類を返却(オンライン申請の場合は、申請ポータル上で却下を通知)します。申請書類
に不備・不足がある場合、事務局は、申請者等に対して、不備・不足の修正に関する通知または連絡を行う他、申請書類を返却する場合があります。なお、事務局は、当該通知
または連絡によって指定する方法および期限に従った不備・不足が修正されない場合、当該申請を無効にすることができます。
事務局は、承認された申請書類およびその他の書類については、いかなる理由があっても返却しません。

９．申請情報の訂正
事務局は、提出された申請書類により申請書の申告内容が誤った情報であると判断した場合、その誤りについて「事務局による訂正」を行い、当該訂正結果に応じたポイント
数を発行する権利を有します。事務局は、訂正した情報について、申請者等に通知を行う義務を負いません。
なお、申請者は、既にポイントの発行された申請に関して、発行されたポイント数に誤りがあることが事務局の故意または重過失に起因する場合を除き、ポイントの追加発行
を求めることはできません。
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第３条 ポイントの利用
１．ポイントの利用と合算
発行されたポイントは本条に定める商品交換および追加工事交換(以下、総称して「ポイント交換」という。)に利⽤することができます。
なお、他の申請により発行されたポイントと合算して利⽤することはできません。ただし、申請者が登録した申請ポータルの同一アカウント(以下、「申請者アカウント」とい
う。)から複数のオンライン申請が行われた場合を除きます。申請者アカウントから行われた複数のオンライン申請により発行されるポイントは、申請者アカウントにおいて合計
して保持することができ、次項に定める商品交換に利⽤することができます。

２．商品交換
申請者は、発行されたポイントの一部または全部を、「グリーン住宅ポイント 商品交換ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)その他、事務局が定める事項に従
い、事務局が指定する商品を登録する事業者(以下、「交換商品事業者」という。)が提供する商品(以下、「交換商品」という。)と交換(以下、「商品交換」という。)することが
できます。また、交換商品に関する責任は、全て交換商品事業者が負い、申請者の交換商品に関する紛争・苦情・問い合わせ等は、ガイドラインに従い、交換商品事業者に対し
て対応を求めるものとします。

３．追加工事交換
申請者は、発行されたポイントの一部または全部を、対象工事等に追加して行う所定の要件に適合する工事(以下、「追加工事」という。)の費⽤の一部または全部に充当(1ポ
イント＝1円相当で換算)することができます(以下、「追加工事交換」といいます。)。
追加工事交換の利⽤には、申請者と契約事業者が、所定の追加工事交換申請書を作成し、申請時に提出する必要があります。また、申請にあたっては、必ず契約事業者が申請
者に代わって申請(完了報告についても同様。)を行わなければなりません。
事務局は完了報告の提出を受けた後、当該「追加工事交換に利⽤されたポイント数」に相当する金額について、完了時確認ポイント数の範囲で契約事業者に支払います。

第４条 その他
１．申請情報の変更、取り下げおよび無効
申請者等は、申請書類の提出からポイント交換の終了までの間、以下の①～⑥の場合には、速やかに事務局に連絡し、その指示に従わなければなりません。
①申請を取り下げる場合
②対象工事等に係る契約を解除した場合
③完了報告期限までに完了報告ができない場合
④申請した追加工事交換(前条第3項)を解除した場合
⑤当該申請者の住所等の申請情報または対象工事等の仕様その他申請書類の記載事項に変更が生じた場合
⑥当該申請者が自ら破産、民事再生、その他の倒産処理手続の開始の申立てを行いまたは第三者によってその申立てが行われた場合
申請者等が、本項に規定する連絡を怠ったことにより、事務局による申請に係る審査・連絡または交換商品事業者による希望商品の納品ができない場合、事務局は、当該申請
およびポイント交換の申込みを無効とする場合があります。
申請情報の変更、申請の取り下げ・無効、ポイント交換の申込みの無効によって生じた申請者等その他の者の損害等に対し、事務局等は、事務局等の故意または重過失に起因
する場合を除き、一切の責任を負いません。

２．事務局等が行う調査等
事務局等は、本事業の適正な実施を図るため、申請者等に対して、電話による問い合わせや追加書類の提出、対象住宅への立⼊りを含めた現地確認の調査についての協力を依
頼する場合があります。申請者等は、これらの調査等に協力しなければなりません。

３．申請資格の剥奪
事務局等は、申請者等が以下の行為を行うもしくは行おうとした場合、申請者等が申請を取り下げた場合、または調査等によってポイント発行対象とならないことが確認され
た場合、当該申請者等から受付けた申請を無効とし、既に発行または交換されたポイントであってもその取り消しを行うことができます。また、その場合(申請者等が申請を取り
下げた場合を除く。)、当該申請者等の将来における申請の受付を拒否することができるほか、国の補助事業への申請が制限される場合があります。
①虚偽その他の不正な手段によってポイントの発行を受けた、または受けようとしていた場合
②事務局等が行う調査等に協力しなかった場合
③対象工事等について国庫補助を財源とする他の補助事業と重複してポイントの発行を受けていた、または受けようとしていた場合
④実施要領、事務局等が作成した規約または事務局等が行った告知・発表等において認められていない行為をした場合
⑤その他、本同意事項の規定に違反する等、事務局等との信頼関係を損なうと事務局等が判断した場合

４．ポイントの取り消しと返還
事務局は、既に発行または交換されたポイントであっても、前項の規定により「取り消されたポイント数」が、当該申請または当該申請が行われた申請者アカウントの「交換
に利⽤していないポイント数」(契約事業者に対するポイント相当額の金銭の支払いに至っていない「追加工事に利⽤したポイント数」を含み、既に取り消しまたは失効したポイ
ントを除く。以下同じ。)を超える場合、申請者に対して当該超過するポイントに相当する金銭の返還を求めると共に、「交換に利⽤していないポイント数」をすべて取り消すこ
とができます。事務局は、返還を求めるにあたり、返還金額(1ポイント＝1円相当で換算)、返還期日等が記載された通知(以下、「返還通知」と
いう。)を送付します。返還を求められた申請者は、返還通知に記載された金額を、事務局が指定する期日までに返還しなければなりません。
なお、事務局は、返還を求めるに際し、既に交換に利⽤されたポイントに係る支払いを行った日から返還までの日数に応じて、当該支払金額(その一部を返還した場合における
その後の期間については、既返還額を控除した額)につき年利10.95％の割合で計算した加算金の納付を求めることができます。
また、本項に定める金銭の返還に係る手数料等の費⽤は、申請者が負担するものとします。
前項の規定により「取り消されたポイント数」が「交換に利⽤していないポイント数」と同じまたはこれを下回る場合、事務局は、「交換に利⽤していないポイント数」から、
「取り消されたポイント数」に相当するポイント数を減算することができます。

５．紛失・盗難
事務局等は、ポイント通知の紛失、盗難等について一切の責任を負わず、また、ポイント通知の紛失、盗難等に起因してポイントが不正利⽤されるまたは失効した場合であっ
ても、ポイントまたはポイント通知の再発行を行う義務を負わず、また、当該不正利⽤または失効に起因して生じる申請者等の損害等について、一切の責任を負いません。
また、事務局または交換商品事業者が郵送・配送する通知や希望商品の遅延、紛失、損害等のすべての事故について、事務局等は、一切の責任を負いません。

６．免責
事務局等は、交換商品事業者、代理申請者またはその他の者と申請者との間に生じるトラブルや損害等について、一切の責任を負いません。また、申請者に対するポイントの
発行およびポイント交換について、第三者から異議申立てがあった場合、事務局は、ポイントの発行およびポイント交換を停止することがあります。
また、事務局および事務局から申請受付業務を委託された者が申請書類を受け取る時点(窓⼝申請においては受領時点、郵送申請においては事務局が定める郵送先に到着し、事
務局が引き取りを行った時点、オンライン申請においては申請者等が申請書類の登録を完了した時点をいう。)以前に生じた申請書類の紛失、郵送等の遅延等の事故について、事
務局等は、その一切の責任を負わず、その事故に起因して生じる当該申請者等の損害等に対していかなる義務も負いません。

７．個人情報の管理
事務局は、本事業の運営にあたり、プライバシーポリシーに従い、申請者等から提出された個人情報について、個人情報データベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破
壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。なお、事務局は、本事業を通じ
て取得した情報を本事業終了から5年間保存し、本事業の目的の範囲内で、国、申請者が選択した希望商品を提供する交換商品事業者、その他ポイント発
行およびポイント交換のために当該情報を知る必要のある第三者(以下、「提供先」という。)に限って提供することができます。なお、提供先は、本事業に係る業務に関連して
適⽤を受ける法令や行政からの指導、協力依頼等が求める期間において、当該情報を保存することができます。
事務局等は、申請者等に関する個人属性について統計的に処理したデータを公表することがあります。この他、事務局等は、本事業を通じて取得した情報について、本事業に
関するアンケート調査に利⽤すること、本条第３項柱書に該当した場合に国の補助事業の所管先に提供すること、本条第３項③の確認の調査のために国庫補助を財源とする他の
補助事業の所管先に提供し、その確認作業を情報の提供先と共同して行うことがあります。

８．専属的合意管轄裁判所
本事業に関して、申請者等と事務局等との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

９．事業の内容変更・終了
事務局は、国との協議に基づき、本事業を終了、停止または本事業の制度内容の変更を行うことができるものとします。この場合、事務局等は、本事業の終了、停止、または
制度内容の変更等によって申請者等に何らかの損害等が生じた場合であっても、当該損害等が事務局等の故意または重過失に起因するものでない限り、一切の責任を負わないも
のとします。

１０．本同意事項の変更
事務局が本同意事項を変更するときは、あらかじめ変更の7日前までに、本事業に係るウェブサイトおよびその他の告知物等により、本同意事項の変更をする旨、変更内容お
よび変更の効力発生時期を周知するものとします。ただし、上記に関わらず、当該変更が申請者一般の利益に適合するとき、または緊急の必要がある場合その他やむを得ない事
情がある場合には、周知期間を短縮し、または変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知することができるものとします。
変更後の本同意事項については、事務局が定めた効力発生時期より、効力を生じるものとします。

グリーン住宅ポイント事務局
制定日：2021年3月16日
更新日：2021年10月5日
<注意事項>
●ポイント発行の申請からポイント通知の送付までには一定の手続期間を要します。手続期間は、本事業の実施状況等により変わります。
●申請者等が引っ越し等により住所を変更した場合、速やかに事務局に対して変更後の住所を通知してください。住所不明等により、希望商品の発送ができない、
またはポイントが失効した等の場合であっても、事務局等は、一切の責任を負いません。
●交換に利用したポイントは、一時所得または不動産所得等として所得税の課税対象となります。
●20歳未満の方は、ポイントを酒類へ交換することはできません。
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2 追加工事交換申請書 同意事項
※本同意事項は、別途申請者が提出することが必要なグリーン住宅ポイントにおける完了前または完了後ポイント発行
申請書に係る同意事項(以下、「申請書同意事項」という。)に加えて、申請者および契約事業者が遵守すべき事項等
を規定するものです。なお、本同意事項で使用する語は、特段の定めがない限り、申請書同意事項に定める意味を有
するものとします。

追加工事交換申請書

１．追加工事交換の委任事項
申請者および契約事業者は、事務局所定の追加工事交換申請書(以下、「追加工事交換申請書」という。)に署名または記名押
印をすることにより、申請者は以下の①および②(以下、「委任事項」という。)について契約事業者に委任し、契約事業者はこ
れを受任します。申請者は、委任事項を契約事業者以外の者に重複して委任を行うことはできません。また、契約事業者は、委
任事項を第三者に再委任することはできません。
①当該追加工事交換申請書に記載した追加工事交換に利⽤するポイント(以下、「追加工事交換ポイント」という。)
数に相当する金銭(以下、「追加工事交換金額」という。)の受領
②ポイントの発行を行う場合、ポイント発行の申請、追加工事交換の申請および完了報告に係る一切の手続き
申請者および契約事業者は、事務局所定の追加工事交換における委任解除合意書(以下、「解除合意書」という。)によらなけ
れば、委任事項に係る委任契約を終了し、または解除することはできません。

２．追加工事交換申請と振込み
申請者等および契約事業者は、事務局にポイント発行の申請を行うと同時に追加工事交換申請書を提出することにより、ポイ
ントを追加工事交換に利⽤することを申請します。
事務局等は、当該ポイント発行および追加工事交換の申請を承認した場合、契約事業者に対して、追加工事交換金額および振
込予定日等を記載した通知(以下、「追加工事交換通知」という。)を送付した後、契約事業者が事務局所定の追加工事交換⽤⼝
座登録申込書によって指定した振込⼝座に追加工事交換金額の振込みを行います。ただし、対象工事等の完了前に申請者に対し
てポイント発行が行われた場合については、完了報告後に追加工事交換ポイントに相当する金額の振込みを行います。また、発
行されたポイントが完了時確認ポイント数を超えている場合、当該超過分のポイントを追加工事交換ポイントから差し引いたポ
イント数(完了時確認ポイント数)に相当する金額の振込みを行います。契約事業者は、追加工事交換申請を行った対象工事を含
めた完了報告を、令和4年2月15日(適式な完了報告書が事務局に到達すべき日を指す。)(以下、「完了報告期限」という。)までに行わなければなりません。
申請者と契約事業者は、追加工事交換金額が、申請者の契約事業者に対する対象工事等に係る代金債務の弁済に充当されることを条件として支払われるものであることに同

意するものとします。

３．追加工事交換の変更・解除
既に追加工事交換の申請を行った申請者または契約事業者は、原則として、当該申請を行った追加工事交換ポイント数の変更を行うことはできません。
契約事業者は、完了報告期限までに対象工事等を完了し完了報告を行うことが出来ないことが合理的に判明した場合、速やかに申請者に連絡し、申請者と共同で事務局に通知
して、その指示に従わなければなりません。また、追加交換工事を取りやめた申請者は、速やかに契約事業者に連絡し、契約事業者と共同で事務局に通知して、その指示に従わ
なければなりません。

４．追加工事交換の取り下げ
事務局に対して追加工事交換の申請を行った申請者または契約事業者は、申請後に、解除合意書によって委任契約の解除を行った場合、速やかに事務局に解除合意書を提出し
なければなりません。
事務局は、解除合意書が提出された場合、当該追加工事交換の申請を無効とします。また、事務局により追加工事交換の申請が無効とされた場合、当該無効とされた申請が賃
貸住宅の新築のタイプに係る場合を除き、事務局は追加工事交換ポイントを商品交換に利⽤可能なポイントに変更し、申請者にポイント通知によって通知します。かかる通知を
受けた申請者は、当該利⽤可能なポイントを交換商品の申込期限(令和4年2月15日)以前において、商品交換に利⽤することができます。

５．追加工事交換工事代金の精算
追加工事交換金額を受領した契約事業者は、その全額を、追加工事交換の要件に適合する追加工事の契約に基づき申請者が支払うべき追加工事の代金の全部または一部に充当
し、相殺しなければなりません。
また、完了時確認ポイントが追加工事交換ポイントを下回ること、または委任事項に係る委任契約を解除したことにより、申請者、契約事業者または第三者に損害等が発生し
たときは、申請者と契約事業者は、それぞれの責任と費⽤において処理するものとし、事務局等は、当該損害等について一切の責任を負いません。

６．免責
事務局等は、この追加工事交換に関連して生じた申請者等および契約事業者その他の者の損害等に対し、事務局等の故意または重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負
いません。
審査および振込手続きには一定の時間がかかります。振込遅延その他の事由によって生じた損害について、事務局等は一切の責任を負いません。

７．債権譲渡の禁止
申請者および契約事業者は、追加工事交換の申請を行うことにより発生する事務局等に対する債権およびポイントに係る一切の権利または地位について、第三者に対して譲渡、
移転、または担保に供することはできません。

８．本同意事項の変更
事務局が本同意事項を変更するときは、あらかじめ変更の7日前までに、本事業に係るウェブサイトおよびその他の告知物等により、本同意事項の変更をする旨、変更内容お
よび変更の効力発生時期を周知するものとします。ただし、上記に関わらず、当該変更が申請者及び契約事業者一般の利益に適合するとき、または緊急の必要がある場合その他
やむを得ない事情がある場合には、周知期間を短縮し、または変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知することができるものとします。
変更後の本同意事項については、事務局が定めた効力発生時期より、効力を生じるものとします。

グリーン住宅ポイント事務局
制定日：2021年3月16日
更新日：2021年10月5日

《注意事項》
●申請者等または第三者より異議申立てがあった場合、契約事業者に対する追加工事交換金額の振込みを停止することがあります。
●対象工事等の完了前に追加工事交換を申請した場合、追加工事交換金額の振込みは、完了報告後になります。
●契約事業者は、追加工事を含めた完了報告を令和4年2月15日までに行わなければなりません。
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3 商品交換申込書 同意事項
※商品の交換は事務局ホームページの「商品交換ガイドライン」
に則って行います。なお、所定の「商品交換申込ハガキ」また
は「商品交換申込書」(以下、併せて「交換申込書」という。)
を利用する場合、以下も適用されますのでご注意ください。
なお、本同意事項で使用する語は、特段の定めがない限り、申
請書同意事項に定める意味を有するものとします。

商品交換申込書 同意事項
2枚目
1枚目

3枚目

１.商品交換申込の無効
事務局は交換申込書により申し込まれた交換希望商品が以下の
①～③のいずれかに該当する場合、当該希望商品の商品交換の申
込みを無効とし、利⽤可能なポイントに加算して再度ポイント通
知を送付します。なお、下記①に関して、複数の希望商品が存在
する場合に商品コードに誤りのある希望商品が存在するときでも、
他の正しく記⼊された希望商品の商品交換は行います。
①記⼊した商品コードに誤りがあり、希望商品が特定できない
場合
②事務局が受理した交換申込書を処理する時点において、交換事
業者が交換申込みを終了している場合
③未成年の申請者が、酒類の商品交換の申込みを行っている場合

2 .ポイントの不足と優先順位
記⼊した商品コードが指定する希望商品の商品交換に必要なポイント数やポイントの計算に誤りがある場合であっても、当該希望商品の交換に必要なポイントに
不足がないときは、事務局は、事前に申請者等に連絡することなく正しいポイント数に訂正の上、商品交換を行います。
また、商品交換に必要なポイントが不足する場合、事務局は、利⽤可能なポイントの範囲内で記⼊番号の順に従い商品の交換を行います。

3 .商品の変更・取り消し
申請者は、申込みを行った当該希望商品の変更、商品交換の申込みの取り消しおよび受取の拒否を行うことはできません。
天候等の止むを得ない理由により納品完了報告の期限までに申請者に納品し、納品完了報告を行うことができないことが明らかになった場合、交換商品事業者は
申請者に対して交換商品の納品予定日の変更、代替商品への変更等の協議を申し出ることがあります。申請者は、交換商品事業者からの協議に応じなければなりま
せん。

4 .住所変更
申請者は、引っ越し等により申請書類に記載した住所の変更があった場合、速やかに事務局に連絡を行い、その指示に従わなければなりません。交換商品事業者
の責めに帰さない事由(申請者の不在、事務局に対する事前の通知なしの住所変更、申請者に対して発行されたポイントの取り消し、前項の協議が整わなかった場
合等。)により、令和4年3月15日までに納品できない場合または期限にかかわらず納品できないことが明らかになった場合、交換商品事業者の申し出に基づき、事
務局は、商品交換の申込みを無効とすることがあります。

5 .商品交換の期限
商品交換は、令和4年2月15日(以下、「商品交換の申込み期限」という。ただし、大型配送商品や工事を伴う商品については、令和4年1月15日)までにポイント交
換機能の利⽤、または交換申込書を事務局に郵送することにより、商品交換の申込みを行ってください。なお、交換申込書による商品交換は、商品交換の申込み期
限までに事務局の定める私書箱に郵送(必着)しなければなりません。なお、期限を過ぎて利⽤されていないポイントおよび当該ポイントに付随して生じる一切の権
利は本制度の終了をもってすべて失効します。

6 .免責
交換申込書の紛失、郵送等の遅延、または申込みの不備等によって商品交換が行われない等の事故について、事務局等はその一切の責任を負わず、その事故に起
因して生じる申請者およびその他の者の損害等に対していかなる義務も負いません。

7 .本同意事項の変更
事務局が本同意事項を変更するときは、あらかじめ変更の7日前までに、本事業に係るウェブサイトおよびその他の告知物等により、本同意事項の変更をする旨、
変更内容および変更の効力発生時期を周知するものとします。ただし、上記に関わらず、当該変更が申請者一般の利益に適合するとき、または緊急の必要がある場
合その他やむを得ない事情がある場合には、周知期間を短縮し、または変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知することができるものとします。
変更後の本同意事項については、事務局が定めた効力発生時期より、効力を生じるものとします。

グリーン住宅ポイント事務局
制定日：2021年 6月1日
更新日：2021年10月5日
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リフォーム
(一括)

完了前ポイント発行申請

更新履歴

84

リフォーム
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更新履歴

(一括)

完了前ポイント発行申請

本改訂は、本手引きの公開以降に公表された変更、補足をすべて反映しているわけではありません。
必ず、グリーン住宅ポイント事務局のホームページも併せてご確認ください。
No.

更新日

ページ

区分

更新内容

４ 完了前ポイント発行申請について
①ポイント発行申請の流れ

1

令和3年3月26日

P12

修正

2

令和3年3月26日

P12

修正

3

令和3年3月26日

P16

追加

4

令和3年3月26日

P17

追加

5

令和3年3月26日

P23

修正
（修正前）●追加工事の発注者
・ →（修正後）●追加工事の発注者名および押印
追加

申請開始
（修正前）令和3年4月初旬（予定）
→（修正後）令和3年3月29日（予定）
４ 完了前ポイント発行申請について
①ポイント発行申請の流れ
商品交換申込開始
（修正前）令和3年6月初旬（予定）
→（修正後）令和3年6月1日（予定）
Ａ 工事請負契約書
（追記）
※発注者名が自署されている場合は押印のないものでも可
注文書
（追記）
※注文者名が自署されている場合は押印のないものでも可
H 追加工事の請負契約書

（追記）
※発注者名が自署されている場合は押印のないものでも可
１ 申請方法 / 申請書の提出について
①受付窓⼝に持参

6

令和3年3月26日

P26

削除

7

令和3年3月26日

P26

修正 【申請書類 郵送先】

●お近くの受付窓⼝は事務局のホームページで確認してください。
（削除）
後日公表
１ 申請方法 / 申請書の提出について
②郵送で事務局に送付

（修正前）後日公表
→（修正後）〒115-8691 赤羽郵便局私書箱22号
グリーン住宅ポイント 申請受付係
記⼊方法
⑫・⑬

8

令和3年3月26日

P31

修正
（修正前）申請者（法人）
→（修正後）担当者
記⼊方法
④

9

令和3年3月26日

P47

修正
（修正前）《代表電話番号》
→（修正後）《電話番号（事業者特定用）》
1 ポイント発行について

10 令和3年3月26日

P51

追加

（追記）
代理申請の場合は、別途、代理申請者宛に審査が完了したことをお知らせ
する通知を送付します。（追加工事交換がある場合は、追加工事交換通知
を送付します。P.52参照）
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(一括)

No.

完了前ポイント発行申請

更新日

ページ

区分

更新内容

1 ポイント発行について
ポイント通知サンプル
【郵送の場合】
（修正前）
商品交換の開始（6月初旬予定）前については「ポイント発行・審査完了
のお知らせ」を送付します。商品交換開始頃に改めて、「ポイント通知」
を送付します。
→（修正後）
商品交換の開始(令和3年6月1日予定)前については利用可能ポイント数が有
る場合、商品交換申込書が付属されていない通知を送付します。商品交換
開始頃に改めて、申込書が付属された通知を送付します。
３ 追加工事交換の解除について
③追加工事交換における委任解除合意書の提出先

11 令和3年3月26日

P51

修正

12 令和3年3月26日

P53

修正 【郵送先】
（修正前）後日公表
→（修正後）〒115-8691 赤羽郵便局私書箱22号
グリーン住宅ポイント 申請受付係
４ 商品交換について
①商品交換方法について

13 令和3年3月26日

P54

修正

14 令和3年4月1日

P45

追加 申請者が法人(または管理組合)の場合は、

商品交換の申込みの開始
（修正前）令和3年6月初旬（予定）
→（修正後）令和3年6月1日（予定）
記⼊方法
②
（追記および記⼊例差し込み）
「氏」欄に法人名称(または管理組合名)
「名」欄に代表者名(または理事長名)を記入し、
法人印の押印が必要です。
※法人格を有しない管理組合の場合、理事長の押印または自署でも可
３ 追加工事交換の解除について
②追加工事交換における委任解除合意書の記⼊方法
③

15 令和3年4月1日

P53

追加 （追記および記⼊例差し込み）
※申請者が法人(または管理組合)の場合は、
法人名称(または管理組合名)と代表者名(または理事長名)を記入し、法人印
の押印が必要です。
(法人格を有しない管理組合の場合、理事長の押印または自署でも可)
ｄ 性能証明書
（修正前）●製品型番
●製品番号
●事業者名（メーカー名）
→（修正後）●事業者名（メーカー名）
●書類番号（通し番号）
●製品型番
ｃ 対象製品証明書
対象製品証明書

16 令和3年4月1日

P60

修正

17 令和3年4月1日

P61

修正
（修正前）●施工邸名および住所
・ →（修正後）●施工邸名
・申請者または対象住宅と一致すること
削除
（削除）
●施工完了日
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(一括)

No.

完了前ポイント発行申請

更新日

ページ

区分

更新内容

ｄ 納品証明書または施工証明書
納品証明書（ボード系・マット系/畳床⽤）

18 令和3年4月1日

P62

修正

19 令和3年4月1日

P62

削除

（修正前）●受渡場所
・リフォームした住宅の住所と一致すること
→（修正後）●施工邸名(ボード系・マット系の場合)
・申請者または対象住宅と一致すること
ｄ 納品証明書または施工証明書
施工証明書（吹込み・吹付け）
（削除）
●住所
・リフォームした住宅の住所と一致すること
３ 追加工事交換の解除について
③追加工事交換における委任解除合意書の提出先
【郵送先】
（修正前）〒115-8691 赤羽郵便局私書箱22号
グリーン住宅ポイント 申請受付係
→（修正後）〒115-8691 赤羽郵便局私書箱13号
グリーン住宅ポイント 委任解除合意書受付係

20 令和3年4月12日

P53

修正
（追記）
・
ポイント発行申請の提出方法により提出先が異なりますのでご注意くださ
追加 い。
●受付窓口または郵送にて申請した場合
右記住所宛てに郵送してください。
受付窓口では受理できません。
●オンラインにて申請した場合
事務局ホームページの申請フォームにログインのうえ、
作成した書類をオンライン上にてアップロードし提出が必要です。
２ 完了報告書の提出方法
（修正前）
完了前ポイント発行申請 受付窓⼝ 郵送 オンライン
完了報告 受付窓⼝ 郵送 オンライン
→（修正後）
完了前ポイント発行申請 受付窓口 郵送 オンライン（本人） オンラ
イン（代理）
完了報告 受付窓口 郵送 オンライン（本人） オンライン（代理）
２ 完了報告書の提出方法

21 令和3年5月25日

P56

修正

22 令和3年5月25日

P56

削除

23 令和3年6月1日

P26

追加 （追記）
・ （オンライン申請にはアカウントの取得が必要です。）
削除 アドレス https://greenpt.mlit.go.jp/online/

（削除）
後日公表
1 申請方法/申請書の提出について
③オンラインにて申請

（削除）
（後日公表）
1 ポイント発行について
【メールの場合】

24 令和3年6月1日

P51

追加

（追記）
申請情報や発行ポイント等が記載されています。
内容について誤りがないか確認をしてください。（サンプル画像添付）
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(一括)

No.

完了前ポイント発行申請

更新日

ページ

区分

更新内容

4 商品交換について
①商品交換方法について
（修正前）
商品交換申込みの開始は令和3年6月1日（予定）です。
申込み開始後に以下の方法にて交換してください。
→（修正後）
申請者本人がオンラインにて申請を行い、ポイントの発行を受けた場合は
オンラインでの交換申込を行ってください。（郵送での申込みはできませ
ん。）

25 令和3年6月1日

P54

修正
郵送での申込み
（修正前）
以下のいずれかの書類（後日公表）を郵送することで交換申込みを行うこ
とができます。
1）商品交換申込ハガキ
2）商品交換申込書
→（修正後）
商品交換申込書を郵送することで交換申込みを行うことができます。

26 令和3年6月1日

P55
～
P57

追加 商品交換方法ページの追加

27 令和3年6月1日

P80

追加 同意事項ページの追加
D 申請者の本人確認書類
F 代理申請者の本人確認書類
㋕健康保険証 または 後期高齢者医療被保険者証

28 令和3年6月14日

P20

追加

29 令和3年7月7日

P42

追加 （追記）

（追記）
「保険者番号および被保険者等記号・番号等」ならびに「QRコード」は必
ず塗りつぶして提出して下さい。
※記載がある場合、事務局（受付窓口を含む）は番号等を塗りつぶします。
分離発注（契約が複数）の場合①
分離発注とは

完了前ポイント発行申請時点で分離発注として契約していない工事を完了
報告することはできません。（契約の変更等により要件を満たさなくなっ
た場合は、申請の取下げが必要です。事務局までご連絡ください。）
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(一括)

No.

完了前ポイント発行申請
更新日

ページ

区分

更新内容

●申請期限
・郵送で送付/受付窓⼝へ持参/追加工事交換申請ありのオンライン申請
（修正前）令和3年10月31日まで→（修正後）令和3年11月30日まで
・追加工事交換申請なしのオンライン申請
（修正前）令和3年10月31日まで→（修正後）令和3年12月15日まで

30 令和3年10月5日

31 令和3年10月5日

32 令和3年10月5日

該当
ページ

●商品交換申込期限
（修正前）令和4年1月15日まで→（修正後）令和4年2月15日まで
・大型配送商品や工事を伴う商品
（修正前）令和3年12月15日まで→（修正後）令和4年1月15日まで

修正
●完了報告期限（追加工事交換申請あり）
（修正前）令和4年1月15日まで→（修正後）令和4年2月15日まで
●完了報告期限（追加工事交換申請なし）
・⼾建住宅/耐震改修を実施しない共同住宅等
（修正前）令和4年4月30日まで→（修正後）令和4年5月31日まで
・耐震改修を実施する共同住宅等/階数が10以下
（修正前）令和4年10月31日まで→（修正後）令和4年11月30日まで
・耐震改修を実施する共同住宅等/階数が11以上
（修正前）令和5年4月30日まで→（修正後）令和5年5月31日まで
申請書の記⼊
②⑩

P29
P30

追加

P70
P71

追加 「申請期限等の延長について」ページの追加

（追記）
チェックがない場合、申請を受理することはできません。

①完了前ポイント発行申請書 同意事項
第２条 申請とポイント発行
５．ポイントの申請期限
（修正前）
なお、申請期限は、遅くとも令和3年10月31日(予定)までとしますが、予
算の執行状況に応じて、それ以前に到来することもあります。
→（修正後）
なお、申請期限は、申請書類を郵送にて提出する（以下、「郵送申請」と
いう。）場合、または受付窓口へ提出する（以下、「窓口申請」とい
う。）場合は遅くとも令和3年11月30日（予定）、オンライン申請の場合
は遅くとも令和3年12月15日（予定）までとします。ただし、ポイントを、
第3条第3項に定める追加工事交換に利用する場合は、令和3年11月30日
（予定）とします。
また、予算の執行状況に応じて、それ以前に到来することもあります。
６．完了前の申請と完了報告

33 令和3年10月5日

P80

修正

（修正前）
完了報告期限は、注文住宅の新築および新築分譲住宅の購⼊の場合、①⼾
建住宅は令和4年4月30日まで、②階数10以下の共同住宅等は令和4年10月
31日まで、③階数11以上の共同住宅等は令和5年4月30日までとします。ま
た、リフォームの場合、④⼾建住宅に行うリフォームおよび共同住宅等に
行う耐震改修を伴わないリフォームは令和4年4月30日まで、⑤階数10以下
の共同住宅等に行う耐震改修を伴うリフォームは令和4年10月31日まで、
⑥階数11以上の共同住宅等に行う耐震改修を伴うリフォームは令和5年4月
30日までとします。ただし、ポイントを、第3条第3項に定める追加工事交
換に利⽤する場合、①～⑥に関わらず令和4年1月15日までとします。
→（修正後）
完了報告期限は、注文住宅の新築および新築分譲住宅の購⼊の場合、①⼾
建住宅は令和4年5月31日まで、②階数10以下の共同住宅等は令和4年11月
30日まで、③階数11以上の共同住宅等は令和5年5月31日までとします。ま
た、リフォームの場合、④⼾建住宅に行うリフォームおよび共同住宅等に
行う耐震改修を伴わないリフォームは令和4年5月31日まで、⑤階数10以下
の共同住宅等に行う耐震改修を伴うリフォームは令和4年11月30日まで、
⑥階数11以上の共同住宅等に行う耐震改修を伴うリフォームは令和5年5月
31日までとします。ただし、ポイントを、第3条第3項に定める追加工事交
換に利⽤する場合、①～⑥に関わらず令和4年2月15日までとします。
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(一括)

No.

完了前ポイント発行申請

更新日

ページ

区分

更新内容

②追加工事交換申請書 同意事項
２．追加工事交換申請と振込み
（修正前）
令和4年1月15日(適式な完了報告書が事務局に到達すべき日を指す。
→（修正後）
令和4年2月15日(適式な完了報告書が事務局に到達すべき日を指す。
４．追加工事交換の取り下げ
（修正前）
当該利⽤可能なポイントを交換商品の申込期限(令和4年1月15日)以前にお
いて
→（修正後）
当該利⽤可能なポイントを交換商品の申込期限(令和4年2月15日)以前にお
いて

34 令和3年10月5日

P82

修正 《注意事項》
・
（修正前）
追加 ●契約事業者は、追加工事を含めた完了報告を令和4年1月15日までに行わ
なければなりません。
→（修正後）
●契約事業者は、追加工事を含めた完了報告を令和4年2月15日までに行わ
なければなりません。
（追加）
８．本同意事項の変更
事務局が本同意事項を変更するときは、あらかじめ変更の7日前までに、
本事業に係るウェブサイトおよびその他の告知物等により、本同意事項の
変更をする旨、変更内容および変更の効力発生時期を周知するものとしま
す。ただし、上記に関わらず、当該変更が申請者及び契約事業者一般の利
益に適合するとき、または緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情
がある場合には、周知期間を短縮し、または変更の効力発生後速やかに上
記の方法において周知することができるものとします。
変更後の本同意事項については、事務局が定めた効力発生時期より、効力
を生じるものとします。
③商品交換申込ハガキ 同意事項
４．住所変更

35 令和3年10月5日

P82

修正

（修正前）
令和4年2月15日までに納品できない場合または期限にかかわらず納品でき
ないことが明らかになった場合
→（修正後）
令和4年3月15日までに納品できない場合または期限にかかわらず納品でき
ないことが明らかになった場合
５．商品交換の期限
（修正前）
商品交換は、令和4年1月15日(以下、「商品交換の申込み期限」という。ただし、大
型配送商品や工事を伴う商品については、令和3年12月15日)

→（修正後）
商品交換は、令和4年2月15日(以下、「商品交換の申込み期限」という。
ただし、大型配送商品や工事を伴う商品については、令和4年1月15日)
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グリーン住宅ポイント事務局
IP電話等からのご利用の場合

ナビダイヤル

お問い合わせ
窓口
(電話番号)

0570-550-744

042-303-1414

(通話料がかかります)

(通話料がかかります)

受付時間 /9:00～17:00(土・日・祝日含む)
※お電話される際は、番号のかけ間違いのないよう十分にご注意ください。

ホームページ
アドレス

https://greenpt.mlit.go.jp

