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『H31 グリーン化申請入力』操作マニュアル 

  

本システムは、地域型住宅グリーン化事業の適用申請書を作成するためのツールです。  

適用申請書を作成するには、以下の手順で行います。  

  

1) 新規登録  

2) 利用者情報の登録  

3) ID・パスワードの取得と確認  

4) ログイン  

※ 以下は、順不同です。 

① グループ情報（基本情報）の登録 

② グループ基本情報（生産体制）の登録 

③ 構成員情報の入力（この段階で入力した各構成員の確認念書を出力、押印後提出） 

④ 適用申請書 様式 3 の入力（今年度からシステム入力になっています。） 

⑤ 適用申請書（様式 5）の入力・出力（様式 5 は、この段階で完成） 

 

⑥ 様式 1、様式 2 の出力（様式 1、様式 2 は、この段階で完成） 

⑦ 様式 3（3-1・3-2・3-3・3-4）の出力 

⑧ 様式 5-1 の出力  

 

5) 申請書類チェックリストのダウンロード 

申請書類を確認してチェックの上、提出ください 
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１）新規登録 

 

本システムを利用するには、利用者情報の登録が必要になります。 利用者情報の登録は、

「新規登録画面」より行います。 

地域型住宅グリーン化事業（評価）のホームページの「募集要領・応募様式」のページ内に

ある下記、ボタンより 利用者情報の登録画面に移動ください。 

 

 

 

 

 

最初は、新規登録にて基本的な情報を入力してログイン ID とパスワードを入手する必要が

あります。 

ID とパスワードの入手が完了しましたら、次からはログイン ID とパスワードを入力しシ

ステムにログインください。 

 

次ページに、利用者情報の入力項目と登録画面の説明を行いますのでご確認下さい。 

 

 

 

 

最初は、新規登録にて ID・PW

を取得してください。 

ID・PW を取得後は 

こちらより、ID・PW 

を入力してログイン 

ください 
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2) 利用者情報の登録  

 

利用者情報の登録では、グループ情報、グループの代表者情報、グループの事務局情報

すべてが必要（必須入力項目）です。  

  

入力手順  

① ログイン ID・パスワードを指定する  

※ 任意の半角英数字を指定してください。  

※ 1 グループ 1ID・1 パスワードです。 

同じものは登録できませんのでご注意ください。  

※ 同じグループ名称で複数の登録はできません。 

既に登録されているグループ名称の場合、新たな登録は出来ません。  

  

② グループ情報の入力をしてください。  

H30 年度に採択されたグループの場合は H30 年度の情報を参照する入力補助機能を

利用することができます。最初に、H30 年度採択の「〇あり 〇なし」で「あり」を

選択して、次の項目「H30 年度採択グループ番号」（2 桁-4 桁-4 桁の数値）を入力

頂くと H30 年度に採択されたグループ情報が自動的に表示されます。  

※ 必要な情報全てが表示されるわけではありませんから、情報の追加・修正を行っ

て下さい。  

※ 「H30 年度採択グループ番号」とは、地域型住宅グリーン化事業でのグループ番

号のうち平成 30 年度のものを記入してください。  

※ 地域型住宅グリーン化事業に今年度、初めてグループ提案を行う場合は、入力の

必要はありません。  

※ 情報参照前に入力された情報は参照情報により上書きされますので注意してくだ

さい。  

※ グループ事務局情報では、必ず「代表者名」と「担当者名」を入力ください。  

  

③ 情報入力後「アカウント発行」ボタンを押下してください。  

登録された「グループ事務局 e-mail」に、ID・パスワードが送信されます。  

メールアドレスを間違えないよう注意してください。  

携帯電話のアドレスは、利用不可となります。  
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参考）利用者情報の登録画面 

 

 

 

※ グループの特徴に関しては、基本情報の入力の際に記載いただければ結構です。 

  このグループの特徴は、消費者向けのホームページにて貴グループの特徴として掲載

する文言となっています。 

 

入力必須の項目です。 

入力完了後に末尾の 

アカウント発行を選択 

下さい。 

「アカウント発行」を選択いただくと左記の表示が

されます。「OK」を選択いただければ登録された、

メールアドレスに ID・PW の登録完了の連絡が入り

ます。 
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3) ID・パスワードの取得と確認  

利用者情報の登録を行い、アカウント発行を行うと、登録されたメールアドレスにシステム

から ID・パスワードが送信されます。 

 

下記のメールが登録されたメールアドレスに送付されます。 

 

 

発行された ID・パスワードは適用申請書が完成するまで使用することになります。  

送信されたメールは、決して削除しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「ここからログインページへ移行できます。 

ID・PW でログインください 

アカウント発行を行っても、ID・パスワードのメールが送信されない場合は、ご使用の

メール設定で「自動配信メールの着信拒否」を行っているか、入力されたメールアドレ

スが間違っている場合があります。メールアドレスを間違えた場合、同じグループ名で

の再登録は出来ませんので、システム担当者までお問い合わせください。  

◆お問合せ先  

地域型住宅グリーン化事業 評価事務局 

 電話 070-5541-6077（平日 10：00～12：00、13：00～17：00） 
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4) ログイン  

配信された、ログイン ID とパスワードでログインします。 

 

 

 

※ パスワードを忘れてしまった際は、「パスワードを忘れた方はこちら」を押してくださ

い。 e-mail アドレスを入力し、「アカウント通知」を押すと、ログイン ID とパスワ

ードがアドレスに送信されます。 

 

 

 ご指定のアドレスに ID・PW の通知がされます。 

 

※ システム登録した際のメールにも ID・PW は記載されています。 

 

  

ID・PW を取得後は 

こちらより、ID・PW 

を入力してログイン 

ください 
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各種情報の登録 

 

ログイン後 TOP のページです。 

事務局よりのお知らせ等が各グループにされています。 

各種情報の入力は、「入力ページ」を選択後行います。 

 

 

 

情報入力は、「グループ情報：基本情報・生産情報（様式 1・2-1）」「構成員情報（様式 2-2）」

「適用申請書（様式 3）入力（様式 3-1・3-2・3-3・3-4）」「適用申請書（様式 5）入力（様

式 5-1）」での入力が必要です。 

※ H31 年度は、様式 3に関してもシステム入力後 PDF を出力することになっています。 

※ 様式 5 への入力は、「グループ情報」➡「生産体制」の内、ゼロエネルギー住宅の申請

戸数が 0 の場合入力できません。 

ゼロエネルギー住宅の申請をされる場合は、最初に生産体制情報の入力が必要です。 
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４－１）グループ基本情報の入力 

グループ情報を選択して、「基本情報」「生産体制」の入力画面に移行します。 

 

 

 

基本情報 

基本情報では、「アカウント情報」「グループ情報」「代表者情報」「事務局情報」の入力を行

います。 

 

「グループ情報」 

 

   ※ H31 年度より新規に設けられた設問です。この回答内容は、H31 年度より新設

される消費者向けホームページでそのままの文言で掲載されます。 

   ※ 評価項目ではありません。 



10 

 

代表者情報・事務局情報 

代表者情報および事務局の編集を行います。  

ここで入力された情報は構成員情報として登録されませんので、「構成員情報」の登録も必

要です。 

 

「代表者情報・事務局情報」 

 

 

※ グループ事務局は、評価事務局・長寿命型等支援室・高度省エネ型支援室からの問い合   

わせ等に対し、確実に連絡が取れ、かつ適切に対応できる事業者としてください。また、

グループ事務局担当者は問い合わせ（電話・メール）や郵送物の受け取りを確実に行っ

ていただくため、グループ事務局の登録情報は担当者の勤務先としてください。 

※ 業種に関しては、複数の構成員グループに所属する場合は、該当する業種を全て選択し

てください。 どれにも該当しない場合は、Ⅸ.Ⅰ～Ⅶ以外の業種を選択してください。 
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事務局体制 

H31 年度より新設された設問です。 

事務局のサポート体制の確認にもなる項目ですので、正確に回答ください。 

 

※ 本項目は、貴グループの事務局体制として「評価事務局・審査事務局」にて参考情報と

して確認させていただきます。 

 

全ての情報を入力したら、「登録」を選択してください。 登録選択後、「登録が完了しまし

た」の表示が出たら登録完了です。 

 

※ 必須となる項目の入力がされていない場合、登録が完了しない場合があります。その際

は、必要な項目を入力して再度登録してください。 

 

 

 

 

※ TOP 画面に戻るには 

  画面左上の「トップページ」または 

「グループ情報をクリックすると指定の 

 画面に戻ります 
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４－２）生産体制の入力 

生産体制に関する情報は、「グループ情報」→「生産体制」で入力します。 

 

 

■構成員のいない理由  

グループ構成員に事業者を含まない場合、およびグループにおける地域材供給ルートにお

いて事業者を含まないことがある場合、その根拠を理由欄に必ず入力してください。 

 

 

※ 構成員情報が入力されていない場合は、構成員数は 0 となっています。 

  構成員情報を入力後、必ず再確認下さい。 

※ Ⅰ～Ⅴにおいて、構成員数が 0 の場合、構成員のいない理由が記載されてないと提案

要件を満たしていなく書類不備になります。 
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■使用する地域材に関する情報（必須）  

 本事業で使用する「地域材」全てについての情報を入力してください。  

「地域材」の認証制度などの名称については、「地域型住宅グリーン化事業グループ募集要

領（平成 31 年度版）」の【別紙 20】を参照ください。  

 

※ 地域材の情報入力がない場合は、申請要件を満たしていないことになります。  

※ 地域材の情報入力漏れがあった場合は、計画変更はできませんのでご注意ください。  

※情報入力を中断する場合  

途中で、入力を中断する場合も必ず「登録」を行って下さい。登録を行わずに終了した場

合は、入力された情報を次回入力時に引き継ぎません。  

その他の地域材（地域認証材）の入力は、下記のように入力ください。 

 

該当する地域材を選択ください。 

特に、合法木材等の使用がある場合いは必ず

選択ください。 
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■ 補助対象となる木造住宅の申請戸数、優良建築物の申請戸数の入力（必須）  

  

「今年度要望する戸数」と「その内 10 月 31 日までに交付申請が確実にできる戸数」の 2 

つに分けて要望して下さい。なお、木造住宅については、地域材・三世代の加算が出来ます。  

 

地域材加算・三世代加算の 

戸数のいずれもが、申請合計

戸数より多くなることはあり

ません。 

別々ではなく、内数です。 
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要望する住宅のタイプ区分ごとに、平成 27・28・29・30 の地域型グリーン化事業の補助

金活用の実績で 経験工務店・未経験工務店として区分ください。  

4 戸(8 戸※１)以上 ⇒ 経験工務店  

4 戸(8 戸※１)未満 ⇒ 未経験工務店  

認定低炭素住宅及び性能向上計画認定住宅の要望に際しては、補助金活用実績にゼロ・エネ

ルギー住宅に対する活用実績を加えた実績が 4 戸（8 戸※１）以上か否かで「経験工務店」

か「未経験工務店」かを判断することとします。  

※ 被災地に関しては、「地域型住宅グリーン化事業グループ募集要領（平成 31 年度版）」

の【別紙 6】を参照ください。平成 30 年 7 月豪雨、平成 30 年度北海道胆振東部地震

により被災した地域が加えられています。 

■ 前年度採択グループの執行状況の入力(必須)  

最終の執行状況を入力ください。  

※ H30 年度に採択されていないグループは記載の必要はありません。 

 

■ 前年実績（達成・未達成）に対する理由（取組等）（200 字以内） 

達成・未達成に関係なく前年実績に対する理由を記載ください。 

 

■登録  

全ての情報を入力したら、「登録」のボタンを選択ください。 「登録が完了しました。」の

表示が出たら完了です。 「OK」を選択して次に移ってください。  

 

※ 情報入力を中断する場合  

途中で、入力を中断する場合も必ず「登録」を行って下さい。  

登録を行わずに終了した場合は、入力された情報を次回入力時に引き継ぎません。 
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４－３）構成員情報の入力 

構成員情報の入力は、「入力トップページ」→「構成員情報」で行います。 

 

 

 

 

新規作成を選択することで、構成員の入力画面が現れます。 

 

平成 30 年度に登録のあった施工事業者の場合は、「H30 年度の事業者番号」に事業者番号

を入力することで平成 30 年度の事業者情報が自動で入力されます。 

（事業者番号は、県別又は電話番号から確認できます）  

※ 参照される情報は、H30 年度の登録情報となります。変更がある場合は、修正してくだ

さい。 

※ H30 年度の情報が参照できるのは施工事業者だけです。 

※ 入力する情報は、「所在地」「電話番号」ともに、「本社所在地」となります。  

但し、地域材を使用する場合、認証を取得しているプレカット工場の所在地、電話番号

を入力しますが、代表者名は本社代表者を入力し、念書の押印は本社代表者印となりま

す。  

 ※ 電話番号の入力ミスが多発しています。入力ミスがないよう注意してください。 
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基本情報 

全業種共通の入力画面です。 

所在地は、事業者の本社所在地となります。 

 

※ 郵便番号を入れると該当する住所が自動で抽出されます。 残りの番地、ビル名等を追

記してください。 

※ 該当する業種すべてを選択してください。選択漏れをした場合、正しい構成員数が算出

されません。 事業者が、複数の業種に所属する場合は、該当するすべての業種を選択 

してください。  

 

業種選択によって、以降の入力項目が変わります。Ⅴ．設計、Ⅵ．施工以外を選択した場合

はこの基本情報入力で終了です。 

 

Ⅴ．設計を選んだ場合 

 

 

どちらか又は両方を選択ください。 

 

※ 別途定める省エネ講習会とは、平成 31 年度に実施する講習会等をいいます。 

詳細は確定次第別途、ご案内します。 

 

 

 

入力すると既情報が自動で表示さ

れます※施工事業者のみ 県別又

は電話番号から事業者番号を確認

できます 
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■ 施工事業者の実績入力  

「業種」で「Ⅵ．施工」を選択した場合、実績情報の入力が必要となります 

 

  

※ 被災地に関しては、「地域型住宅グリーン化事業グループ募集要領（平成 31 年度版）」

の【別紙 6】を参照ください。 

平成 30 年 7 月豪雨により被災した地域、平成 30 年北海道胆振東部地震」により被災

した地域が加えられています。 

※ 優良建築物に実績について  

優良建築物型は、申請予定者のみ情報入力をしてください。今回、申請予定としていな

い構成員が、後日優良建築物型に申請を行う場合には優良建築物型のみ常時変更申請

を受け付けます。  

※ 実績戸数について  

最終的な実績戸数に関しては、実施支援室にて管理されている「実績」を採用します。  

※ 別途定める省エネ講習会とは、平成 31 年度に実施する講習会等をいいます。 

詳細は確定次第別途、ご案内します。 

 

実績数は支社・営業所等含

む会 社全体の供給実績戸

数を入力 
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■ 情報の登録に関して 

全ての情報を入力したら、［登録］を選択します。  

 

入力を間違えた場合は、個別の項目を修正するか、キャンセル後、再入力します。  

 

編集で、情報修正が可能となっています 

 

登録が完了すると、登録完了の表示と共に継続した入力が可能となります。  

「OK」を選択して、継続してください。 
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確認念書の出力に関して  

  

構成員情報の登録が完了した後、確認念書のダウンロードが可能となります。  

確認念書は、全構成員の情報入力後「念書一括ＤＬ」か、構成員ごとの個別「念書ＤＬ」と

なります。 左上の「構成員情報」をクリックし、下記画面からダウンロード可能です。 

 

 

※ 確認念書は各構成員別に記載事項を確認の上、代表者印の押印のある原本を提出して

ください。 （カラーコピー不可）  

※ 確認念書は必ず印字された書類を使用してください。手書き念書は受付ませんのでご

注意ください。但し、旧字体やパソコンで印字できない文字の場合のみ、確認念書の手

書修正を認めます。 （修正線を引いて手書きください） 

※ 施工事業者は様式 4-1、施工以外の事業者は様式 4-2 を提出してください。  

施工事業者が施工以外の業種にも登録した場合は、様式 4-1 と様式 4-2 の 2 枚の念

書が必要となります。  

ダウンロードをする

と日付が表示されま

す。 
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※ 構成員の登録は本社のみです。ただし、地域材を使用するプレカット加工事業者に限り、

プレカット工場の事業者名・所在地・郵便番号・電話番号を記載し、本社代表者名と本

社の代表者印を押印してください。 

 

 

【様式 4-1】 
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【様式 4-2】 

 ※ 各書式とも PDF で出力されます。印刷後、必ず各事業者の押印をもらって下さ

い。押印が無い場合は、確認念書は無効となります。 
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構成員情報の変更に関して  

  

登録した構成員情報を変更する場合は、各構成員の表示欄の右の[編集]を選択します。こ

こで削除を選択した場合、構成員情報から削除されるのでご注意ください。 

  

※ 確認念書を出力した後に[編集]する場合は、再度、確認念書を印刷し、押印後提出し

てください。  

※ グループ事務局、グループ代表者の情報を編集する場合は、【構成員情報】と【グル

ープ情報－（基本情報）】の両方を更新する必要があります。  

  

 

 

※ 各情報を変更した場合は、必ず「登録」ボタンを押してください。 登録せずに作業

を中断した場合は、情報の更新は行われません。 
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サンプル：様式 2-1-1 
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サンプル：様式 2-1-2 
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４－４）適用申請書（様式 3 の入力） 

H31 年度より様式 3-１・3-2・3-3・3-4 がシステム入力となりました。 

入力トップページの「適用申請書（様式３）入力」より各項目に関して入力ください。 

 

 

 

 

 

Ⅰ.平成 30 年度の取組みの実績 

 ※ 各設問には、サンプルを記載しています。 

   通常は、データは入っていませんので入力ください。 

 

【設問】H30 年度にグループとして力を入れた取組み 

 

 

※ この回答内容は、H31 年度より新設される消費者向けホームページでそのままの文言

で掲載されます。評価項目ではありません。 
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【設問】事業実施説明会の実施について 

グリーン化事業に取り組むにあたりグループとして構成員全体に対して説明会を行ったか

どうかの確認も兼ねた設問です。 

なお、説明会の案内や報告書があれば「証明書類の添付の有無」で◉有を選択し提出書類

に添付して送付ください。 

 

※ 上記設問は、評価項目です。 

 

【設問】消費者への説明会・プレゼンの実施について 

消費者への説明会・プレゼンの実施状況について回答ください。 

回答は 2 つ迄入力できます。「追加」を押すことで回答欄が表示されます。 

なお、説明会の案内や報告書があれば「証明書類の添付の有無」で◉有を選択し提出書類

に添付して送付ください。 

 

※ 上記設問は、評価項目です。 
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【設問】工務店研修の実施について 

工務店研修会を実施したかどうかの設問です。ここでは、研修会のタイプ「座学」「実

習」「見学会」の中から選択ください。 

回答は 5 つ迄入力できます。「追加」を押すことで回答欄が表示されます。 

なお、説明会の案内や報告書があれば「証明書類の添付の有無」で◉有を選択し提出書類

に添付して送付ください。 

 

※ 上記設問は、評価項目です。 

 

【設問】未経験工務店へのサポートについて 

未経験工務店へのサポートの有無について確認しています。 

回答は３つ迄入力できます。「追加」を押すことで回答欄が表示されます。 

なお、サポート体制説明書等があれば「証明書類の添付の有無」で◉有を選択し提出書類

に添付して送付ください。 

 

※ 上記設問は、評価項目です。 
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【設問】住宅履歴情報の蓄積について 

住宅履歴情報の蓄積に関連する設問となります。 

預り証の発行件数および預り証の発行予定数（引渡しが完了していない分を含む）を記載

ください。 

情報サービス機関の活用の場合、情報サービス機関名を記載ください。 

 

※ 上記設問は、一部評価項目です。 

 

【設問】工務店の廃業時のバックアップ体制について 

工務店の廃業等があった場合にグループとしてバックアップ（消費者の信頼の確保）出来

る体制があるかどうかの確認の為の質問です。 

 

 

※ 上記設問は、一部評価項目です。 
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【設問】住宅の省エネルギー化に向けた取組みついて 

住宅の省エネルギー化に向けた取組みついて回答ください。 

回答は 2 つ迄入力できます。「追加」を押すことで回答欄が表示されます。 

 

※ 上記設問は、評価項目です。 

 

※ ご注意ください。各設問共に◉有を選択しても内容が記載されていなければ、評価さ

れない場合があります。 

 

※ 情報入力を中断する場合  

途中で、入力を中断する場合も必ず「登録」を行って下さい。  

登録を行わずに終了した場合は、入力された情報を次回入力時に引き継ぎません。 
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Ⅱ.平成 31 年度の取組みの計画 

（１）グループの信頼性と技術力の向上に向けた取組みの計画 

ここからは、H31 の取組みと計画に関して回答ください。 

 

【設問】事業実施説明会の実施計画について 

事業実施説明会の実施計画について回答ください。 

◉有を選択しても内容が記載されていなければ、評価されない場合があります。 

 

※ 上記設問は、評価項目です。 

 

【設問】消費者への説明会・プレゼンの計画について 

H31 年度の実施計画について記載ください。 

回答は 2 つ迄入力できます。「追加」を押すことで回答欄が表示されます。 

 

※ 上記設問は、評価項目です。 

 

 

 

実施日の選択は、大まかで結構です 

正確な日付の入力の必要はありません。 

実施日の選択は、大まかで結構です 

正確な日付の入力の必要はありません。 
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【設問】工務店研修の計画について 

工務店研修会の計画があるかどうかの設問です。ここでは、研修会のタイプ「座学」「実

習」「見学会」の中から選択ください。 

回答は 5 つ迄入力できます。「追加」を押すことで回答欄が表示されます。 

 

※ 上記設問は、評価項目です。 

 

【設問】未経験工務店へのサポート計画について 

未経験工務店へのサポートの計画の有無について確認しています。 

回答は３つ迄入力できます。「追加」を押すことで回答欄が表示されます。 

 

 

※ 上記設問は、評価項目です 

 

【設問】住宅履歴情報の蓄積について・工務店の廃業時のバックアップ体制について 

情報サービス機関の活用の場合、情報サービス機関名を記載ください。 

工務店の廃業等があった場合にグループとしてバックアップ（消費者の信頼の確保）出来

る体制があるかどうかの確認の為の質問です。 

実施日の選択は、大まかで結構です 

正確な日付の入力の必要はありません。 



33 

 

  

※ 上記設問は、どちらも評価項目です 

 

【設問】住宅の省エネルギー化に向けた取組み 

省エネに関する取組み、研修会の実施について質問しています。 

省エネ改修型を申請するグループは、省エネ改修に関する研修の計画について必ず記載く

ださい。住宅の省エネルギー化に向けた取組みについてのみ評価項目です。 
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 （２）地域型住宅及び生産体制の整備に関する計画 

提案する地域型住宅の特徴について記載ください。 

 

 

※ この回答内容は、H31 年度より新設される消費者向けホームページでそのままの文言

で掲載されます。評価項目ではありません。添付資料等の添付も OK でが、HP 上では

公開されません。 

 

【設問】地域材の使用に関して 

この設問で回答いただく共通ルールは、「主要構造材における地域材の使用割合」のみです。 

他の設問は、H31 年度より新設される消費者向けホームページで曽於のままの文言で掲載

されます。評価項目ではありません。 

 

※ 上記設問は、一部評価項目です。 
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生産体制の整備と生産性向上に向けた取組み 

【設問】 

各設問に関して、有／無の回答をし、有の場合内容を記載下さい。 

全ての項目に関して評価項目となっています。 
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効率的で適切な就業環境が確保された住宅生産体制の整備に対する評価 

 

各設問に対し、有／無の回答をし、有の場合内容を記載下さい。 

 

※ 上記設問は、評価項目です 
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（３）地域の産業・住文化・景観等に関連する計画 

各設問に対し、有／無の回答をし、有の場合内容を記載下さい。 

 

 

※ 上記設問は、評価項目です 

 

地域の住文化に関する取り組み 

各設問に対し、有／無の回答をし、有の場合内容を記載下さい。 
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※ 上記設問は、評価項目です 

 

被災地の復興に資する取組み 

各設問に対し、内容を記載下さい。 

 

 

入力完了後は、必ず「登録」してください。 

 

※ 入力中・席を離れる場合などの際は、必ず「登録」で情報を記録ください。 

 

 

  



39 

 

サンプル：様式 3－1 
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サンプル：様式 3-2 
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サンプル：様式 3-3 
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サンプル：様式 3-4 
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４－５）適用申請書(様式 5)の入力 

様式５への申請入力は、「グループ情報」➡「生産体制」の内、ゼロエネルギー住宅の申請

戸数が０の場合入力できません。 

ゼロエネルギー住宅の申請をされる場合は、最初に生産体制情報の入力が必要です 

 

 

 

 

 

 

※ ゼロエネルギー住宅の配分を希望するグループは様式 5-1 の提出は必須です。 
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様式５－１入力説明 
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５）各種提出書類の出力 

様式 1、2、3、4、5 は全て PDF で出力されます。 

入力トップページよりダウンロードし出力、提出ください。 

 

 

６）申請書類チェックリストのダウンロード  

最後に「書類チェックリスト」をダウンロードします。 提出書類がそろっていることを確

認しながら「○」または「✓」を入力し、提出してください。 

 

※本システムは応募期間終了日 5 月 31 日（金）17：00 まで継続して利用できます。  

途中までの入力段階でも「登録」を行えば次回ログイン時登録した時点の情報から引き続き

追加入力できます。  

  

最終提出書類について  

提出書類チェックリストを確認し、提出書類（適用申請書、定款・規約など）、部数を確認

の上、『地域型住宅グリーン化事業評価事務局』に期間内（5 月 31 日）必着で送付してく

ださい。  

  

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-2-19 アドレスビル 5F  

一般社団法人 木を活かす建築推進協議会内  

地域型住宅グリーン化事業評価事務局  

※ 詳しくは、ホームページの募集要領「平成 31 年度 地域型住宅グリーン化事業 募集要

領」をご参照ください。 


