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はじめに 

 
この、「平成２８年度地域型住宅グリーン化事業 適用申請書 記入の手引き」は、申請者のみなさん
が申請書の作成と評価業務をスムーズに行うため、申請書の書き方を手引きするものです。 
申請書を本手引きに沿って記入したことによって採択を約束するものではありません。 
申請書の記入の手引きと評価 ・採択の基準とは全く別となることはあらかじめご理解いただき、ご利用
ください。 

平成２８年地域型住宅グリーン化事業評価事務局 
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注意点 

 
適用申請書の記入には、以下の点にご注意ください。 

 
【各書式共通】 

 
※ 適用申請書への記載内容は、できるだけ簡潔な物としてください。 

また、記載項目と関係のない内容の記載が無いようご注意ください。 
※ それぞれの様式の注をよく確認して、漏れの無いように記載してください。 
※ 様式１〜様式３−３までは、⻑寿命型、高度省エネ型、優良建築物型共通となっています。 

このため、共通ルールは全タイプ共通となります。 
※ 適用申請書の書類は Excel 形式となっています。ＰＤＦ形式の提出はできません。 

※ エクセル書式での保存は、Microsoft 社の Excel2000 以降 Excel2007 までのヴァージョンとして
ください。また、使用するフォントは、一般的でないものは使用しないでください。 

※ 押印が必要な書類の正本は、全て原本を提出してください。なお、ＣＤ−Ｒに格納するデータには 
押印の必要は、ありません。 

※ 事業者名は、全て正式な法人名で記載してください。 
例）「株式会社」は可、（株）は不可 

※ Excel 書式の行の追加は、しないでください。（できないようにしています） 
適用申請書は、各項目別にセルの結合がされています。記入スペースが足りない場合は、行の高さ
を適宜調整して記入してください。 
※ 様式 3-1、様式 3-2、様式 3-3 は行の高さの調整が可能となっています。 
※ Excel シートの保護の解除は決してしないでください。集計が出来なくなり評価業務に支障が

出ます。万一の場合は、シートの再提出お願いする場合があります。 
※ 結合されたセル（Excel シートの記入欄）における行の改行について 

内容の記載において、セルの結合は決して解除しないでください。セル内にてキーボード下部の
「Alt」キーを押したまま「Enter」キーを押して改行してください。 

※ 各様式の必須となっている項目の記載は必ず記入してください。記入方法は、本手引きの記載ルー
ルに従って記載ください。 

※ 様式 2 のプルダウン選択について 
選択後、間違いに気が付いて空白に修正する場合は、 
修正するセルを選び DEL キーで削除ください。 

 
平成２７年度事業において、各構成員の記載内容に間違いが多く評価業務での確認業務に多大な影響
を与えています。スムーズな集計が行えるよう、本手引きを参考に記載いただくようご協力ください。 
 

  

 
DEL 
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○ 様式１ 

 

 
※ 様式１の正本提出は、必ず押印をした原本を提出ください。 

写しの提出は、コピーで結構です。 
 

 

様式１で直接入力が必要なのは、日
付のみとなります。 
決して、６月５日以降の日付を入力
しないようにしてください。 

様式２-１から自動連動
します。 
変更がある場合は、様式
２の該当部分を修正く
ださい。 

グループ代表者、事務局
担当者の押印は必須で
す。コピーではなく必ず
原本を提出ください。 
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○ 様式２-１ 

 
 
 
 
  

直接入力：１．グループが提案する地域型住宅の名称を入力ください。 
     ２．提案を行う貴グループの名称を入力ください。 
     ３．H27 グリーン化事業で提案採択されたグループのみ入力ください。 
     ４．地域型住宅の供給対象地域、５．ｸﾞﾙｰﾌﾟ結成年を⻄暦で入力ください。 

直接入力：６．１３．入力の際に「姓」と「名」の間にスペースを入れてください。 
     ７．１１．必ず正式名称で入力ください。 
     ８．１２．様式２の構成員入力シートに入力後、番号を確認の上、入力 

ください。（様式２-２の各シート完成後に構成員番号確認） 
     ９．１５．所在地の入力は正確にお願いします。 
     １４．郵便番号は必ず「-」を入れて入力ください。（０００-００００） 
     １０．１６．１７．電話番号、ＦＡＸ番号は、「-」なしで入力ください。 
          １８．事務局担当者のメールアドレスを入力ください。評価事務局からの

連絡アドレスとなります。間違いが無いように、ご確認ください         
 

入力不要：様式２-２の各構成員シートが完成すると自動的に作成されます。 
     完成後、変更がある場合はこのシートを触らずに、様式２-２の各 

シートを修正ください 

チェック：☑ 
該当する地域材がある 
場合は、☑ください。 
例年入力漏れがありま 
す、漏れの無いように 
確認ください。 

直接入力 ：チェックボックスのついた地域材 （上記地域材）以外の使用がある場合は、ここに追記してください。 
     追記入力の地域材には、チェエクボックス（☑）の記載は必要ありません。 
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印刷の際に、自動作成 
されます。入力シート 
には表示されてません。 

各、項目の内容を確認し 
て、該当する⼾数を半角 
で入力ください。 
ここで、入力された⼾数 
は採択の際の配分⼾数の 
参考とはしますが、配分 
を約束するものではあり 
ません。 
高度省エネ型への申請が 
ない場合は、高度省エネ 
型の入力は「０」を入力 
ください。 

優良建築物の申請を行わない場合は「０」を 
入力ください 

グループ内の配分ルールを必ず記載ください。 

平成２７年度地域型住宅グリーン化事業の採択グループのみ記載ください。 
採択された、地域型住宅に対してのみ入力ください。 
半角数値のみ入力可能です。文字入力等は不要です。 
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○ 様式２−２・Ⅰ〜様式２−２・Ⅳ 

様式２−２・Ⅰ（原木供給）、様式２−２・Ⅱ（製材・集成材・合板製造）、様式２−２・Ⅲ、
（建材流通：木材を扱わない事業者を除く）様式２−２・Ⅳ（プレカット）の入力シートは全て
同じ入力ルールに基づきます。以下、ご確認ください、（例は、様式２−２・Ⅰのシート） 

 

県番号は、本 Excel シートのチェックリストシートの前にあります。 
該当する県番号を確認して入力ください。 
 

 

各シートの設問に応じて、理由を簡潔に記載 
ください 

入力不可： 
自動計算されます。 
入力は必要ありません。 

事業者名の入力は、必ず正式名称で入力ください。 
略称不可：（株）✖、株式会社〇 

姓名の入力は、 「姓」と 「名」の間にスペースを入れてください。 
必ず、代表者の方の姓名を入力下さい。 

郵便番号は必ず「-」を入れて入力ください。（０００-００００） 
また、所在地は必ず本社（本店）の所在地としてください。 

電話番号は、「-」なし 
で入力ください 
間違い入力が多いので 
必ず確認を、して提出 
ください 

ご注意ください!! 
様式２−２の各シートは、行の挿入が出来ません。このため、事業者の数が多いグループは、該当する事業者数に合わせて 
Excel シートをダウンロードしてください。 
Excel シートは、各事業者数５０社以内、１００社以内、３００社以内を用意しています。 
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○ 様式２−２・Ⅴ（設計） 

様式２−２・Ⅴ（設計）と、様式２−２・Ⅰ〜様式２−２・Ⅳとの違いは、省エネルギー技術講習会
の受講状況の記載欄の有／無となります。 

 
  

選択入力： 
プルダウンでの選択 
入力となります。 
受講状況に応じて、 
選択ください。 

７ページに記載してる入力規則と同じとなります。７ページを参考に入力ください。 

ご注意ください!! 
様式２−２の各シートは、行の挿入が出来ません。このため、事業者の数が多いグループは、該当する事業者数に合わせて 
Excel シートをダウンロードしてください。 
Excel シートは、各事業者数５０社以内、１００社以内、３００社以内を用意しています。 
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○ 様式２−２・Ⅵ（施工-１） 

様式２−２・Ⅵ（施工-１）のシートには、新たに「平成２７年度地域型住宅グリーン化事業」
で発番されている事業者番号の入力が必須となりました。 
上記事業者番号は、平成２８年度地域型住宅グリーン化事業（評価）ホームページにて公開され
ています。 
各県別にて分類されていますので、必ず確認を行い入力ください。 
 
※平成２７年度地域型住宅グリーン化事業に登録申請を行った施工事業者に対しては、補助申請   
 を行った、行わなかったにかかわらず必ず発番されています。 
※平成２７年度地域型住宅グリーン化事業に登録申請を行っていない施工事業者の方は、入力の

必要はありません。 
※事業者番号があるにもかかわらず入力されていないことが判明した場合や、入力されている事

業者番号が間違えている場合、再提出をお願いすることがあります。提出前に必ずご確認くだ
さい。 

 
「平成２８年度地域型住宅グリーン化事業（評価）ホームページ」 

−「②募集要領・応募様式」ー「応募様式の書式」 
−「※参考：H27 年度地域型住宅グリーン化事業登録施工事業者県別一覧」 

 

該当する都道府県を 
選択して確認ください 
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ご注意ください!! 
特に間違いが多いのが、事業者の社名・電話番号・代表者名・所在地です。提出前に必ずご確認ください。 
施工グループの構成は、必ず５事業者以上となります。５事業者に満たない場合や同一事業者と判断できる事業者を差し引き 
して５事業者未満となる場合は、本事業の提案要件を満たしていないと判断します。 

８ページで記載している「H27 年度地域型住宅グリーン化事業登録施工事業者県別一覧」から 
事業者情報を入手して「事業者番号」を記載ください。 
平成２７年度地域型住宅グリーン化事業に登録申請を行っていない施工事業者の方は、入力 
の必要はありません。 

 

ほかの項目は、様式２−２・Ⅴ（設計）に記載してる入力規則と同じとなります。 

ご注意ください!! 
様式２−２の各シートは、行の挿入が出来ません。このため、事業者の数が多いグループは、該当する事業者数に合わせて 
Excel シートをダウンロードしてください。 
Excel シートは、各事業者数５０社以内、１００社以内、３００社以内を用意しています。 
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○ 様式２−２・Ⅵ−２（施工―２） 

施工グループの構成員記入リストは、２つのシートに別れています。このシートでは、各事業者 
の施工実績や補助金の活用実績、被災地への該当（事業者の本社所在地が被災地に該当するか） 
を入力いただきます。 
 
様式２−２・Ⅵ−２（施工―２）のシートは印刷した場合、Ａ４横で印刷されます。そのまま、 
提出ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
※１ 被災地に該当する欄について 

 「東日本大震災により被災した地域」と「平成 28 年熊本地震により被災した地域」です。 
 詳しくは、募集要領の４０ページと４１ページからご確認ください。 
 

入力不可： 
様式２−２ ・Ⅵ−１ （施工―１） 
から自動で連動します。 
ここでは、入力できませんので 
ご注意ください。 

数値入力： 
元請の新築住宅供給⼾数と⻑期優良住宅の実績の欄 
の入力は必須です。 
高度省エネ型、優良建築物の欄の入力は、補助金の活 
用を行う予定の事業者は必須となります。 

選択入力： 
補助事業の活用実績について、 
プルダウンで選択ください。 
該当する事業は、募集要領の 
２１ページを参照ください。 

※１ 
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○ 様式２−２・Ⅶ、様式２−２・Ⅷ 

様式２−２・Ⅶ（木材を扱わない流通）様式２−２・Ⅷ（Ⅰ〜Ⅶ以外の業種）に関しても入力規 
則は、他のシートと同様になります。他のシートの入力規則を参照して作成ください。 

 
  

７ページに記載してる入力規則と同じとなります。７ページを参考に入力ください。 
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○ 様式３−１、様式３−２、様式３−３ 

様式３−１〜様式３−３に関しては、従来の書式から大幅に変更されています。 
これは、今まで設問に対して自由記載による入力となっていた結果、入力内容が多岐にわたり各 
グループの共通ルールや地域型住宅の特徴が把握し難くなっていたことを改善するものです。 
 
平成２８年度地域型住宅グリーン化事業では、一部を除き地域型住宅の仕様や共通ルールに対 
し、設問の内容を「行っているか」「行っていないか」共通ルールが「ある」か「無い」の確認 
を行います。 
また、地域材の使用に関しても必要とする部位や使用量について明確にお答えいただける書式と 
しています。 
 
特に、平成２７年度地域型住宅グリーン化事業で確認が必要だった「共通ルール」に対して、 
⻑寿命型・高度省エネ型・優良建築物で共通であることをわかりやすくしています。 
 
 
 
 
 
 

 以下は、共通の注意事項ですが、様式３−１〜様式３−３に関しては、特にご注意ください。 
 

※ Excel 書式の行の追加は、しないでください。 
適用申請書は、各項目別にセルの結合がされています。記入スペースが足りない場合は、行の高さ
を適宜調整して記入してください。 
※ 様式 3-1、様式 3-2、様式 3-3 は行の高さの調整が可能となっています。 
※ Excel シートの保護の解除は決してしないでください。集計が出来なくなり評価業務に支障が

出ます。万一の場合は、シートの再提出お願いする場合があります。 
※ 結合されたセル（Excel シートの記入欄）における行の改行について 

内容の記載において、セルの結合は決して解除しないでください。セル内にてキーボード下部の
「Alt」キーを押したまま「Enter」キーを押して改行してください。 

※ 各様式の必須となっている項目の記載は必ず記入してください。記入方法は、本手引きの記載ルー
ルに従って記載ください。 

 
  

様式３−１〜様式３−３において入力する、共通ルールの内必須となる項目は、⻑寿命型・高度省エネ型・優良建 
築物の全てで共通のルールとなります。 
地域材に関する共通ルールは、全グループ必須のルールとなります。その他は、各グループで設定する共通ルール 
の内、必須とする項目もその対象となります。 
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○ 様式３−１ 

⻑寿命型・高度省エネ型・優良建築物での共通ルールとなります。 

 

 
 

入力不可： 
必須項目ですが、様式２−１ 
より自動で連動します。 
入力の必要はありません。 

直接入力： 
各設問に応じて、直接入力ください。 
地域材に関する記載は、様式３−３となります。 
〇 ・◎の選択は、〇 ：推奨、◎ ：必須となります。 

選択入力： 
各設問に対して、「行っているか」「行っていないか」 
共通ルールが「ある」か「無い」か選択ください。 
「行っている」「ある」を選択した場合は、その内容 
を簡潔に記載ください。 
〇・◎の選択は、〇：推奨、◎：必須となります。 

各項目別にセルの結合がされています。記入スペースが足りない場合は、行の高さを適宜調整して記入してください。 
結果的に、印刷した際に複数枚となってもそのまま提出ください。内容は、できるだけ簡潔に記載ください。 

ご注意ください： 
各設問に対して、「行っているか」、「ある」を選択しても、その内容 
によっては、該当なしと評価する場合があります。 
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○ 様式３−２ 

⻑寿命型・高度省エネ型・優良建築物での共通ルールとなります。 

 
 
 

入力不可： 
必須項目ですが、様式２−１ 
より自動で連動します。 
入力の必要はありません。 

選択入力： 
各設問に対して、「行っているか」「行っていないか」 
共通ルールが「ある」か「無い」か選択ください。 
「行っている」「ある」を選択した場合は、その内容 
を簡潔に記載ください。 
〇・◎の選択は、〇：推奨、◎：必須となります。 

数値入力： 
設問に対して半角数値で 
入力ください 

ご注意ください： 
各設問に対して、「行っているか」、「ある」を選択しても、その内容 
によっては、該当なしと評価する場合があります。 

各項目別にセルの結合がされています。記入スペースが足りない場合は、行の高さを適宜調整して記入してください。 
結果的に、印刷した際に複数枚となってもそのまま提出ください。内容は、できるだけ簡潔に記載ください。 
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○ 様式３−３ 

⻑寿命型・高度省エネ型・優良建築物での共通ルールとなります。 

 
 
 

入力不可： 
必須項目ですが、様式２−１ 
より自動で連動します。 
入力の必要はありません。 

全グループ、⻑寿命型・高度省エネ型・優良建築物共通の必須項目です。 
必ず入力して、◎を選択ください。 

補足がある場合は、ａ―④に入力ください。 

選択入力： 
各設問に対して、「行っているか」「行っていないか」 
共通ルールが「ある」か「無い」か選択ください。 
「行っている」「ある」を選択した場合は、その内容 
を簡潔に記載ください。 
〇・◎の選択は、〇：推奨、◎：必須となります。 

ご注意ください： 
各設問に対して、「行っているか」、「ある」を選択しても、その内容 
によっては、該当なしと評価する場合があります。 

各項目別にセルの結合がされています。記入スペースが足りない場合は、行の高さを適宜調整して記入してください。 
結果的に、印刷した際に複数枚となってもそのまま提出ください。内容は、できるだけ簡潔に記載ください。 
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○ 様式３−４ 

高度省エネ型・優良建築物における共通ルールとなります。 
 

 

入力不可： 
必須項目ですが、様式２−１ 
より自動で連動します。 
入力の必要はありません。 

直接入力： 
高度省エネ型・優良建築物に関する特徴を入力ください。 
必要に応じて、図等の入力も可能です。（図の貼り付け） 
 
高度省エネ型、優良建築物の申請を行うグループのみ記載ください。 


