リフォーム工事計画書(戸別用) 記入の仕方

リフォーム
（戸別）

-令和3年10月5日版-

1

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。

リフォーム工事計画書(戸別用)は、工事施工者(リフォーム工事の請負者)が工事の引渡し前に
工事の内容を証明する書類です。
リフォーム（戸別）の完了前ポイント発行申請の際に提出が必要です。

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、
訂正印を押してください。(訂正印がない場合は受付けできません)

完了前ポイント発行申請を行う場合、完了報告時に工事前後または工事中の写真の提出が必要です。
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。

1 計画書の総ページ数と各用紙が何ページ目に該当するか

完了前ポイント発行申請用

本事業の申請にあたり、虚偽の申告または不正に加担した場合、
国の補助事業への申請が制限される場合があります。
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記入してください。
●総ページ数が決定した後に記入してください。
●提出するすべての用紙について記入してください。

2 計画書を発行した日を記入してください。
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3 計画書を発行する工事施工者が記入し、押印してください。
3

4 工事発注者の情報を記入してください。
●法人の場合は、法人名を記入してください。

●法人の場合は、法人印を押印してください。(契約の当事者等の個人印は不可)
●個人事業主の場合は、個人印を押印してください。
●《代表者名》は、工事請負契約の当事者を記入してください。
(支店長等であれば、その支店長等の記名で可。)

4
5

5 リフォームする住宅の所在地を記入してください。
●郵便番号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。
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。
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7

8

9

7 契約対象となる工事全体の工事着手(予定)日を記入してください。

6 工事請負契約の締結日を記入してください。
●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。
必ず原契約の締結日を記入してください。(変更契約は不可)

8 契約対象となる工事全体の工事完了(予定)日を記入してください。

9 引渡予定日を記入してください。
「完了報告」の提出について
完了前ポイント発行申請を行った場合、以下の完了報告期限までに工事および
引渡しを完了し、完了報告を行わなければなりません。
完了報告を行わなかった場合、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。

【完了報告期限】
[追加工事交換を利用する場合]
・すべての申請

：

令和4年2月15日まで

・戸建住宅・共同住宅にかかわらず ：
(耐震改修を実施する場合)
・共同住宅等(階数が10以下)
：
・共同住宅等(階数が11以上)
：

令和4年5月31日まで

[追加工事交換を利用しない場合]

令和4年11月30日まで
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。

分離発注により工事施工者が分かれる場合も、1ページ目は必ず作成してください。
1ページ目は、代表事業者※ および1ページ目の設備を設置する事業者が記入してください。(用紙が分かれても可)

※請負工事の金額が最も大きい事業者

リフォーム工事計画書(戸別用) 記入の仕方

リフォーム
（戸別）
《製品型番を記入する際の注意事項》

-令和3年10月5日版-

完了前ポイント発行申請用

2

必ず黒のボールペン(消えないペン)で記入してください。

(記入例)

不要なスペースを除いて左詰め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、
訂正印を押してください。(訂正印がない場合は受付けできません)

ハイフンやカッコがある場合は1マス使用してください。

【太陽熱利用システムを設置する場合】

10 《太陽熱利用システム》の情報を記入してください。
[製造事業者名]
●設置する太陽熱利用システムを製造した事業者(メーカー)名を
記入してください。
[製品名・製品型番]
●設置する太陽熱利用システムの製品名と製品型番を記入してください。
●グリーン住宅ポイント事務局に製品登録されている型番を記入してください。
(登録された製品型番は事務局ホームページで確認できます。)
太陽光発電システムはグリーン住宅ポイントの対象ではありません。
完了報告時の提出書類

性能証明書、工事写真(工事前/工事後)

写真を撮り忘れた場合、完了報告でポイント減算となりますのでご注意ください。

【高断熱浴槽を設置する場合】

10

11 《高断熱浴槽》の情報を記入してください。
[製造事業者名]
●設置する高断熱浴槽を製造した事業者(メーカー)名を記入してください。

【高効率給湯機を設置する場合】

11

11 《高効率給湯機》の情報を記入してください。
[製造事業者名]
●設置する高効率給湯機を製造した事業者(メーカー)名を記入してください。
[製品名・製品型番]
●設置する高効率給湯機の製品名にチェックをし、製品型番を記入してください。
●グリーン住宅ポイント事務局に製品登録されている型番を記入してください。
(登録された製品型番は事務局ホームページで確認できます。)
完了報告時の提出書類

12

[製品名・製品型番]
●設置する高断熱浴槽の製品名と製品型番を記入してください。
●グリーン住宅ポイント事務局に製品登録されている型番を記入してください。
(登録された製品型番は事務局ホームページで確認できます。)
完了報告時の提出書類

性能証明書、工事写真(工事前/工事後)

写真を撮り忘れた場合、完了報告でポイント減算となりますのでご注意ください。

対象製品証明書、(納品事業者*の)納品書、
工事写真(工事前/工事後)

写真を撮り忘れた場合、完了報告でポイント減算となりますのでご注意ください。
＊納品事業者とは、工事施工者に対象製品を納品した事業者です。

分離発注により工事施工者が分かれる場合も、1ページ目は必ず作成してください。
1ページ目は、代表事業者※ および1ページ目の設備を設置する事業者が記入してください。(用紙が分かれても可)

※請負工事の金額が最も大きい事業者

リフォーム工事計画書(戸別用) 記入の仕方

リフォーム
（戸別）
《製品型番を記入する際の注意事項》
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完了前ポイント発行申請用

3

必ず黒のボールペン(消えないペン)で記入してください。

(記入例)

不要なスペースを除いて左詰め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、
訂正印を押してください。(訂正印がない場合は受付けできません)

ハイフンやカッコがある場合は1マス使用してください。

【節水型トイレを設置する場合】

13 《節水型トイレ》の情報を記入してください。
[製造事業者名]
●設置する節水型トイレを製造した事業者(メーカー)名を記入してください。
[製品名・製品型番]
●設置する節水型トイレの製品名と製品型番を記入してください。
●グリーン住宅ポイント事務局に製品登録された製品が対象です。
(登録された製品型番は事務局ホームページで確認できます。)

13

[設置予定台数]
●設置する予定の台数を製品型番毎に記入してください。

【節湯水栓を設置する場合】

14 《節湯水栓》の情報を記入してください。
完了報告時の提出書類

対象製品証明書、(納品事業者*の)納品書、
工事写真(工事前/工事後)

設置した台数分が確認できるそれぞれの提出書類が必要です。
写真を撮り忘れた場合、完了報告でポイント減算となりますのでご注意ください。

[製造事業者名]
●設置する節湯水栓を製造した事業者(メーカー)名を記入してください。

14

＊納品事業者とは、工事施工者に対象製品を納品した事業者です。

[製品名・製品型番]
●設置する節湯水栓の製品名と製品型番を記入してください。
●グリーン住宅ポイント事務局に製品登録された製品が対象です。
(登録された製品型番は事務局ホームページで確認できます。)
[設置予定台数]
●設置する予定の台数を製品型番毎に記入してください。
完了報告時の提出書類

対象製品証明書、(納品事業者*の)納品書、
工事写真(工事前/工事後)

設置した台数分が確認できるそれぞれの提出書類が必要です。
写真を撮り忘れた場合、完了報告でポイント減算となりますのでご注意ください。
＊納品事業者とは、工事施工者に対象製品を納品した事業者です。

分離発注により本ページの工事を行う工事施工者と
1ページ目に記載された工事施工者が異なる場合のみ記入してください。
「工事施工者名(押印)」「代表者肩書」「代表者名」
「工事請負契約の締結日」「工事着手(予定)日」「工事完了(予定)日」
「引渡予定日」を記入してください。

2ページ目以降、該当する工事等がない場合は作成不要です。

リフォーム
（戸別）
《製品型番を記入する際の注意事項》

リフォーム工事計画書(戸別用) 記入の仕方

-令和3年10月5日版-

完了前ポイント発行申請用

4

必ず黒のボールペン(消えないペン)で記入してください。

(記入例)

不要なスペースを除いて左詰め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、
訂正印を押してください。(訂正印がない場合は受付けできません)

ハイフンやカッコがある場合は1マス使用してください。

【開口部の断熱改修をする場合】

15 《窓・ドア》の情報を記入してください。
[省エネ基準の地域区分]
●リフォーム工事を行う住宅の所在地について、省エネ基準の地域区分を確認のうえ
チェックしてください。(地域区分は、事務局ホームページで確認できます。)

【開口部の断熱改修をする場合】

16 《窓・ドア》の情報を記入してください。

15
16

[製品区分]
●工事する窓・ドアの製品区分を、［内窓設置］［外窓交換］［ガラス交換］［ドア交換］の
いずれか1つから選び、チェックをしてください。

[建具仕様(製品区分がガラス交換の場合のみ)]
●「リフォーム工事計画書 別紙」を参考に、工事するガラスの建具仕様について、
1～5の数字を記入してください。
[数量]
●工事する窓・ドアの窓数(枚数)を記入してください。

[サイズ]
●大きさの区分を［大］［中］［小］のいずれか1つから選び、チェックをしてください。
(※ドア交換は［大］［小］のいずれか)
●事務局に製品登録されたサイズを選択してください。

完了報告時の提出書類

性能証明書、工事写真(工事前/工事後)

工事をした窓・ドアの窓数(枚数)分が確認できるそれぞれの提出書類が必要です。
写真を撮り忘れた場合、完了報告でポイント減算となりますのでご注意ください。

[製造事業者名]
●工事する窓・ドアを製造した事業者(メーカー)名を記入してください。
[製品名・製品型番]
●工事する窓・ドアの製品名と製品型番を記入してください。
●グリーン住宅ポイント事務局に製品登録された製品が対象です。
(登録された製品型番は事務局ホームページで確認できます。)

分離発注により本ページの工事を行う工事施工者と
1ページ目に記載された工事施工者が異なる場合のみ記入してください。
「工事施工者名（押印）」「代表者肩書」「代表者名」「工事請負契約の締結日」
「工事着手（予定）日」「工事完了（予定）日」「引渡予定日」を記入してください。

【外壁、屋根・天井 または 床の断熱改修をする場合】

【外壁、屋根・天井 または 床の断熱改修をする場合】

17 《断熱材》の情報を記入してください。

18 《断熱材》の情報を記入してください。

●工事する部位ごとに断熱材の情報を記入してください。
●同一部位で複数の断熱材を使用している場合は、それぞれの断熱材の情報を記入してください。
[製造事業者名]
●工事する断熱材を製造した事業者(メーカー)名を記入してください。
[製品名・製品型番]
●工事する断熱材の製品名と製品型番を記入してください。
●グリーン住宅ポイント事務局に製品登録された製品が対象です。
(登録された製品型番は事務局ホームページで確認できます。)

17

18

[断熱材の区分(A-1～F)]
●工事する断熱材の区分を記入してください。
●事務局に製品登録された断熱材の区分を記入してください。
[施工予定使用量]
●工事する断熱材の使用量を記入してください。
完了報告時の提出書類
納品証明書(ボード系・マット系／畳床用)、施工証明書(吹込み・吹付け)、工事写真(工事中)
写真を撮り忘れた場合、完了報告でポイント減算となりますのでご注意ください。

分離発注により本ページの工事を行う工事施工者と
1ページ目に記載された工事施工者が異なる場合のみ記入してください。
「工事施工者名(押印)」「代表者肩書」「代表者名」「工事請負契約の締結日」
「工事着手(予定)日」「工事完了(予定)日」「引渡予定日」を記入してください。

2ページ目以降、該当する工事等がない場合は作成不要です。

リフォーム工事計画書(戸別用) 記入の仕方

リフォーム
（戸別）
《製品型番を記入する際の注意事項》
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記入内容の訂正は、訂正箇所を二重線で消し、
訂正印を押してください。(訂正印がない場合は受付けできません)

ハイフンやカッコがある場合は1マス使用してください。

【バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張)をする場合】

【バリアフリー改修(ホームエレベーターの新設)をする場合】

19 《手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張》について
記入してください。

20 《ホームエレベーター》の情報を記入してください。
[製造事業者名]
●新設するホームエレベーターを製造した事業者(メーカー)名を
記入してください。

●該当する対象工事を選択し、チェックをしてください。

[製品名・製品型番]
●新設するホームエレベーターの製品名と製品型番を記入してください。
●グリーン住宅ポイント事務局に製品登録された製品が対象です。
(登録された製品型番は事務局ホームページで確認できます。)

工事写真(工事前/工事後)

写真を撮り忘れた場合、完了報告でポイント減算となりますのでご注意ください。

完了報告時の提出書類

19
21 《衝撃緩和畳》の情報を記入してください。

20

[製造事業者名]
●設置する衝撃緩和畳を製造した事業者(メーカー)名を記入してください。

【耐震改修をする場合】

21

22 《耐震改修》の情報を記入してください。
[実施予定の有無]
●耐震改修の実施を予定している場合はチェックをしてください。

[枚数]
●型番ごとに設置する枚数を記入してください。
●1畳と半畳の型番で記入する項目が異なります。

[耐震改修証明書の発行を依頼する事務所・機関等の情報]
●「事務所・機関等」「担当する建築士」「連絡先」の情報を
記入してください。

1住戸あたり4.5畳以上設置の場合に限ります。
完了報告時の提出書類

性能証明書、工事写真(工事前/工事後)

写真を撮り忘れた場合、完了報告でポイント減算となりますのでご注意ください。

【バリアフリー改修(衝撃緩和畳の設置)をする場合】

[製品名・製品型番]
●設置する衝撃緩和畳の製品名と製品型番を記入してください。
●グリーン住宅ポイント事務局に製品登録された製品が対象です。
(登録された製品型番は事務局ホームページで確認できます。)
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国費が充当された地方公共団体が交付する補助金等との併用はできません。
耐震改修の負担額が15万円(税込)以上であることが必要です。

性能証明書、工事写真(工事前/工事後)

写真を撮り忘れた場合、完了報告でポイント減算となりますのでご注意ください。

完了報告時の提出書類

23

耐震改修証明書、工事写真(工事中)

写真を撮り忘れた場合、完了報告でポイント減算となりますのでご注意ください。

【リフォーム瑕疵保険へ加入する場合】

23 《リフォーム瑕疵保険》の情報を記入してください。

分離発注により本ページの工事を行う工事施工者と
1ページ目に記載された工事施工者が異なる場合のみ記入してください。

[契約予定の有無]
●契約を予定している場合はチェックをしてください。

「工事施工者名(押印)」「代表者肩書」「代表者名」
「工事請負契約の締結日」「工事着手(予定)日」「工事完了(予定)日」
「引渡予定日」を記入してください。

[加入を予定している住宅瑕疵担保責任保険法人]
●加入を予定している住宅瑕疵担保責任保険法人の法人名を記入してください。
●国土交通大臣が指定する住宅専門の保険法人(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が対象となります。
完了報告時の提出書類

5

必ず黒のボールペン(消えないペン)で記入してください。

(記入例)

不要なスペースを除いて左詰めで記入してください。

完了報告時の提出書類

完了前ポイント発行申請用

リフォーム瑕疵保険の保険証券または保険付保証明書

2ページ目以降、該当する工事等がない場合は作成不要です。

