
令和 2年 4月吉日 
 茨城・森から家Net 事務局 

『常陸・結の家』令和 2年度地域型住宅グリーン化事業に関する 
書類提出について 

拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 
4月 6日（月）に令和 2年度地域型住宅グリーン化事業の発表が有り（補助金額 110万円～）、当会でも『常陸・結の家』が令和
2年度も採択になるように準備を日々整えております。 
ここで、令和 2 年度地域型住宅グリーン化事業のグループ構成員の登録をしたいと思います。令和 2年度地域型住

宅グリーン化事業を活用したい原木・製材・プレカット・流通・設計・施工の方の登録をお待ちしております。既存会員様は令

和 2 年度のグリーン化事業の情報を元にこちらで念書を郵送します。事業者名、所在地等、登録項目に間違いがなければ代表者
印を押印して原本 1部の郵送をお願いします。 
なお、必要書類の受付日を誠に勝手ながら令和 2年 5月 8日（金）（必着）迄とさせて頂きます。 
※茨城・森から家 NET にグリーン化事業の登録をした場合はその他のグループのグリーン化事業の登録はできません。グリー
ン化事業の登録ができるグループの数は 1グループに限ります。 
 
 

記 
登録方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書類送付先：〒310-0826 茨城県水戸市渋井町50番地   茨城・森から家Ｎｅｔ 事務局宛 
（URL  http://morikaraie.net/index.html ）  ＴＥＬ029-221-3116   ＦＡＸ029-353-8882 
（メールアドレス morikaraie@ibamoku.co.jp ） 

令和 2年度地域型住宅グリーン化事業グループ構成員の登録必要書類  
①令和 2年度地域型住宅グリーン化事業に施工として登録したい方 

※1複数の業種に登録したい方は②の書類もお願いします。 

・令和 2年度地域型住宅グリーン化事業 施工 申込書  1枚 

 

②令和 2度地域型住宅グリーン化事業に原木・製材・プレカット・流通・設計のどれか又は複数業種に登録したい方 

・令和 2年度地域型住宅グリーン化事業 施工業者以外 申込書  1枚 

※常陸・結の家は合法木材制度を利用してのグループ申請になりますので合法木材事業者認定は必須と 
なります。 

 
③適用申請書記載事項確認念書 様式4-1 （施工業者で登録する場合）   1枚 
 適用申請書記載事項確認念書 様式4-2 （施工業者以外で登録する場合） 1枚 
※確認念書は令和元年度の情報を元に作成してます。代表者印を押印して郵送してください。 

また、変更、間違いがある、追加登録（現在、施工業者のみの登録だが施工業者以外にも登録したい場合等）の場合は 

速やかに連絡してください。 

1.登録したい方は登録必要書類①、②（下記参照）を茨城・森から家 Net へ郵送又は FAX、メールで提出し
て下さい。また、③確認念書の記載情報に間違いなければ、代表者印を押印後、原本を茨城・森から家Net
に郵送してください。なお、記載情報を変更したい、間違いがある場合は速やかに連絡してください。 

2.郵送したら、後程、会費の振込案内を郵送しますので年会費の振込をお願い致します。 
注意 グリーン化事業の登録を持って茨城・森から家Netの会員継続と確認します。また、この年会費は施工・流通・プレカットで登録した事
業者のみとなります。 

 

会員 各位 



 
 
 

令和 2年 4月 
茨城・森から家Net事務局 

TEL029-221-3116 FAX029-353-8882 

令和 2年度 年会費納入のお願い 
拝啓 会員様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は、当会へのご協力

とご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。グリーン化事業の登録等いつもありがとうございます。 

早速ですが会員様の会費の納入をお願い申しあげます。 

年会費と納入方法は下記の通りです。 

なお、誠に勝手ながら納付期限は 6 月 25 日(木)までとさせていただきます。ご理解、ご協力の
ほどよろしくお願い申しあげます。 
なお、令和 2 年度に入会金、年会費を既にお支払いいただいた方は再度の納入は必要ありませんの
で、本案内をご容赦ください。 

敬具 
新規会員（令和 2年度に新規に入会した方、） 

入会金 10,000円＋年会費 10,000円＝20,000円 
既存会員（一度、当会を退会した方も対象です。） 

年会費 10,000円 
※恐れ入りますが、振込手数料は会員様負担にてお願い致します。 
現金にての支払いも可です。ただし、茨城・森から家Netへの持参をお願い致します。 

※令和 2年度地域型住宅グリーン化事業に 原木・製材・設計 のいずれかのみに登録したい 
 場合は入会金・年会費の納入は必要ありません。 
※令和 2 年度地域型住宅グリーン化事業に登録しない予定の事業者様は、年会費等の振込はしない
ようお願いします。その場合は退会扱い（常時再入会可能）となりますのでご留意ください。 

振込先 

 フリガナ   イバラキモリカライエネット ジムキョクチョウ アジマカズヒサ 
 口座名    茨城・森から家Ｎｅｔ     事務局長     安島 和久 
 常陽銀行   銀行コード 0130   下市支店 店番コード 032 
 普通口座番号 1766470 

令和 2年度地域型住宅グリーン化事業に 
 施工・流通・プレカットのいずれかで登録したい方のみ対象 



該当欄に記入して令和2年5月8日（金）迄に郵送・FAX・メールのいずれかで提出してください。
※確認念書は原本を必ず郵送してください。 ※新規会員様の場合は　郵送のみの受付です。
※既存会員様で令和元年度グリーン化事業を施工で登録した方は、下記の2.平成29年度…　3.平成30年度…　5.活用実績戸数の平成27年～
　令和元年、合計戸数の記入は任意（色付箇所）です。（令和元年度グリーン化事業時に茨城・森から家Netで把握してるため）

1.本社の住所等の確認をします。事業者名、代表者名、郵便番号、所在地、電話番号を正確に記入して下さい。

事業者名 郵便番号

代表者名 電話番号

所在地

担当者名

戸 戸

戸 戸

戸

戸 戸

戸 戸

戸

戸 戸

戸 戸

戸

名 名

　の利用戸数 戸 　の利用戸数 戸

　上記の内、三世代の利用戸数 戸 　上記の内、三世代の利用戸数 戸

　利用戸数の内10月31日までに申請が確実にできる利用戸数 戸 戸

　上記の内、三世代の申請戸数 戸 　上記の内、三世代の申請戸数 戸

　の利用戸数 戸 　の利用戸数 戸

　上記の内、三世代の利用戸数 戸 　上記の内、三世代の利用戸数 戸

戸 戸

　上記の内、三世代の申請戸数 戸 　上記の内、三世代の申請戸数 戸

※施工申込書は郵送、ＦＡＸ､メールで問題ないですが　確認念書は必ず茨城・森から家Netに郵送してください。

戸

戸

戸

（未記入可）

③そのうちの木造認定低炭素住宅戸数

戸

戸

平成30年度

①元請新築住宅供給戸数 ④そのうちの木造性能向上計画認定住宅戸数

②そのうちの木造長期優良住宅戸数 ⑤そのうちのゼロエネルギー住宅戸数

⑬別途予定省エネ講習受講予定

利用戸数の内10月31日までに申請が確実にできる利用戸数

8.平成24年度から実施されている「住宅省エネルギー技術講習会（施工技術講習・設計者講習会）」の受講があれば
　下記の欄に御社内の修了済人数を記入してください。また別途定める省エネ講習会 に参加予定人数を記入してください。

　利用戸数の内10月31日までに申請が確実にできる利用戸数

⑮高度省エネ型（認定低炭素住宅）　三世代+30万円加算 ⑰ゼロエネルギー住宅型　三世代+30万円加算

⑫省エネ講習修了済

⑪ＢＥＬＳ工務店として該当する

戸

戸

※0戸の場合は０記入※未記入の場合は０戸と事務局は判断します。

戸

平成27年度

戸

戸

平成29年度

戸

戸

戸

戸

合計戸数

戸

⑦高度省エネ型（認定低炭素住宅）

⑧高度省エネ型（性能向上計画認定住宅）

戸

戸

平成28年度 令和元年度

戸

戸

戸戸

9.令和2年度地域型住宅グリーン化事業の長寿命型（長期優良住宅）・高度省エネ型（低炭素、性能向上）、ゼロエネルギー型

　【※別紙1参照】の申請がある場合も記入して下さい。この欄が未記入場合、事務局で判断します。
　の利用予定戸数を記入して下さい。また、そのうち10月31日までに交付申請が確実にできる戸数と三世代同居

7.ＢＥＬＳ工務店（詳細別紙1参照）として該当する場合は下記の欄にチェックしてください。

⑭長寿命型（長期優良住宅）　※三世代+30万円加算 ⑯高度省エネ型（性能向上計画認定）　三世代+30万円加算

　利用戸数の内10月31日までに申請が確実にできる利用戸数

⑤そのうちのゼロエネルギー住宅戸数

③そのうちの木造認定低炭素住宅戸数

6.ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）支援事業のＺＥＨビルダー登録をしていれば下記の欄にチェックしてください。
⑩ＺＥＨビルダーに該当する

⑨ゼロエネルギー住宅型

令和2年度地域型住宅グリーン化事業　施工　申込書

5.平成27年～令和元年度地域型住宅グリーン化事業に関する補助金（詳細別紙1参照）の活用実績戸数を記入してください。

④そのうちの木造性能向上計画認定住宅戸数

④そのうちの木造性能向上計画認定住宅戸数

　※法人は会社謄本等に記載している、所在地を正確に記入をお願い致します。事業者名等に間違いがあると補助事業が利用できない場合があります。

3.平成30年（1月～12月）の元請　新築住宅供給戸数とそのうちの木造　長期優良等の実績を記入して下さい。

※0戸の場合は０記入※未記入の場合は０戸と事務局は判断します。※戸数は正確に記入して下さい。

※0戸の場合は０記入※未記入の場合は０戸と事務局は判断します。※戸数は正確に記入して下さい。

2.平成29年（1月～12月）の元請　新築住宅供給戸数とそのうちの木造　長期優良等の実績を記入して下さい。

4.令和元年度（1月～12月）の元請　新築住宅供給戸数とそのうちの木造　長期優良等の実績を記入して下さい。

②そのうちの木造長期優良住宅戸数

戸

①元請新築住宅供給戸数

※0戸の場合は０記入※未記入の場合は０戸と事務局は判断します。※戸数は正確に記入して下さい。

②そのうちの木造長期優良住宅戸数

戸

①元請新築住宅供給戸数

③そのうちの木造認定低炭素住宅戸数

⑤そのうちのゼロエネルギー住宅戸数

⑥長寿命型（長期優良住宅）

書類送付先：〒310-0826 茨城県水戸市渋井町50番地 茨城・森から家Ｎｅｔ 事務局宛 ＴＥＬ029-221-3116
ＦＡＸ029-353-8882 （HPURL http://morikaraie.net/index.html  ） （メールアドレスmorikaraie@ibamoku.co.jp  )



申込書の5.　に記載の平成27年～令和元年度地域型住宅グリーン化事業に関する補助金とは

・平成27年度地域型住宅グリーン化事業 ・平成27年度地域型住宅グリーン化事業（補正）

・平成28年度地域型住宅グリーン化事業 ・平成28年度地域型住宅グリーン化事業（補正）

・平成29年度地域型住宅グリーン化事業 ・平成30年度地域型住宅グリーン化事業

・令和元年度地域型住宅グリーン化事業　の交付申請を行った場合

上記の事業で補助金を利用した戸数をそれぞれの欄に記入をお願いします。

申込書の7.　に記載の⑩BELS工務店とは以下の（1）～（4）全ての条件を満たす　施工事業者を言います。

（1）　自社建設の住宅について、ＢＥＬＳ表示を取得した経験があること

（2）　2020年までに、自社で建設する全住宅にＢＥＬＳを表示することを目標に掲げること

（3）　毎年度、自社で建設する全住宅のうちＢＥＬＳ表示を行った物件の割合を報告すること

（少なくとも2020年まで）

※補助金申請の有無に関わらず、グループに所属するＢＥＬＳ工務店すべてが報告対象となります。

（4）　国土交通省等が行うＢＥＬＳ普及の取組に協力すること

該当する場合はチェックをお願いします。

補足　ＢＥＬＳ工務店の登録が多ければ　ゼロエネルギー住宅の棟数配分が優先されるようなので

積極的にチェックをお願いします。

※注意点及び令和元年度事業からの変更点

下記、地域型住宅グリーン化事業評価事務局のホームページ参照

ＵＲＬ

http://chiiki-grn.jp/R2/tabid/219/index.php

・省エネ改修型について利用したい施工業者様は一度茨城・森から家ＮｅｔにTELにて

連絡してください。

※三世代同居対応住宅とは
複数世帯の同居に対応した住宅をいいます。
要件としては、調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか２つ以上を住宅内に複数個所設置すること
です。（細かい基準有り）

令和2年度地域型住宅グリーン化事業　施工　申込書　　別紙1



該当欄に記入して令和2年5月8日（金）迄に郵送・FAX・メールのいずれかで提出してください。
※確認念書は原本を必ず郵送してください。
※新規会員様の場合は　郵送のみの受付です。

1.本社の住所等の確認をします。事業者名、代表者名、郵便番号、所在地、電話番号を正確に記入して下さい。

事業者名 郵便番号

代表者名 電話番号

所在地

担当者名

Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
Ⅴ.

設計に登録したい方は省エネ講習の修了済か別途定める省エネ講習会受講予定かどうかチェックをお願いします。

省エネ講習修了済（住宅省エネルギー技術講習会）

別途定める省エネ講習会※この部分はわからなければ未記入で構いません。

Ⅶ.
Ⅷ.

※原木、製材等、建材、プレカットに登録したい会員様へ

　常陸・結の家は合法木材制度を利用してのグループ申請になりますので合法木材事業者認定は必須となります。

※施工以外申込書は郵送、ＦＡＸ､メールで問題ないですが　確認念書は必ず茨城・森から家Netに郵送してください。

設計

木材を扱わない流通
Ⅰ～Ⅶ以外の業種（畳、瓦、襖等の住宅資材の供給事業者等）

製材・集成材製造・合板製造
建材流通（木材を扱わない事業者を除く) 
プレカット 

2.令和2年度地域型住宅グリーン化事業に登録したい業種にチェックをお願いします。複数登録可

原木供給

　　※プレカットで登録したい会員様は八溝材　杉・桧を扱う　現地のプレカット工場の所在地・電話番号を記入して下さい。

　※法人は会社謄本等に記載している、所在地を正確に記入をお願い致します。事業者名等に間違いがあると補助事業が利用できない場合があります。

令和2年度地域型住宅グリーン化事業　施工業者以外　申込書

　　　　.ただし、代表者名は本社代表者でお願いします。※念書の押印は本社代表者印

書類送付先：〒310-0826 茨城県水戸市渋井町50番地 茨城・森から家Ｎｅｔ 事務局宛

（URL http://morikaraie.net/index.html ） ＴＥＬ029-221-3116 ＦＡＸ029-353-8882
（メールアドレス morikaraie@ibamoku.co.jp )


