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網走市省エネ住宅新築促進事業は、一戸建て住宅を網走市内で新築しようとする者に対して、その費

用の一部を補助することにより、省エネルギー性能の高い良質な住宅の建設を促進し、もって市内の住

宅から排出される二酸化炭素の削減を図り、本市における地球温暖化対策を推進するとともに、網走市

内建設業の技術力向上を目的としています。 

本手引きは、網走市省エネ住宅新築促進事業における網走市省エネ住宅の認定及び補助金の交付申請

に関する手続き等について取りまとめたものです。 

 

 

 

１ 網走市省エネ住宅基準とは 

網走市省エネ住宅基準は、北方型住宅・北方型住宅 ECO・認定長期優良住宅・省エネ法基準適合住宅の

それぞれの住宅性能を満たす４タイプの住宅を基本とし、さらに省エネルギー性能を高めることでより

高い水準を目指しています。 

 

２ 網走市省エネ住宅基準の内容 

（1）省エネ性能基準 

網走市省エネ住宅として認定する省エネ性能基準は、住宅タイプごとに断熱性能（熱損失係数Ｑ値）

により下表のとおりとしますが、(※)については、さらに断熱性能を高めた上乗せ基準として設定し

ます。また、省エネ性能基準以外の性能については、各制度で定められた基準を満たし、登録・認定

を受ける必要があります。 

省エネ基準適合住宅については、省エネ法に規定された断熱性能とします。 

 

 住宅タイプ 

北方型住宅 ECO 北方型住宅 認定長期優良住宅 
省エネ基準 

適合住宅 

断熱 

性能 

熱損失係数Ｑ値 

１．０以下 
外皮平均熱貫流率ＵＡ値 

０．２５以下 

(※) 

熱損失係数Ｑ値 

１．３以下 
外皮平均熱貫流率ＵＡ値 

０．３８以下 

(※) 

熱損失係数Ｑ値 

１．６以下 
外皮平均熱貫流率ＵＡ値 

０．４６以下 

外皮平均熱貫流率ＵＡ値 
０．４６以下 

上記以外

の性能 

北方型 ECO 基準 

による 
北方型基準による 

長期優良住宅認定

基準による 
－ 

補助金 ５０万円/戸 ４０万円/戸 ３０万円/戸 ２０万円/戸 

(※)網走市が網走市省エネ住宅として認定する上乗せ基準 

 

はじめに 

第１章 網走市省エネ住宅基準 
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（2）認定の対象 

・網走市省エネ住宅の認定の対象となる住宅は、下記①の要件を満たす申請者が建設する、下記②

の要件を満たす補助金対象住宅をいいます。 

・補助金は、同一年度、同一敷地、同一申請者につき１回限りとし、二世帯住宅の場合は１戸とみ

なします。 

・この要綱による補助金が交付される場合、国、北海道又は網走市の他の補助金等を受給できない

場合があります。 

・住宅とは、玄関、トイレ、台所及び居室等を有する専用住宅をいいます。 

 

①申請者の要件 

ア 本市に住所を有する者（本市の住民基本台帳に記録されている者）又は住宅建設後１ヶ月以内

に本市に転入することが確実な者。 

イ 市税を滞納していないこと。 

ウ 自ら居住するため、下記②の補助対象住宅を新築する者。 

エ 住宅の所有権保存登記上の本人であること。 

オ 暴力団員（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６号）に規定する暴力団員（以下同じ。））又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に経営を

支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者を

いう。）に該当しないこと。 

 

②補助金対象住宅の要件 

ア 網走市省エネ住宅に認定された住宅であること。 

イ 住宅以外の用途を設ける場合は、居住部分の床面積（住宅以外の用途に供する部分との兼用部

分は面積按分とする。）が延べ面積（風除室、自動車車庫等を除く。）の２分の１以上を有してい

ること。 

ウ 建築基準法、その他建築物に関連する法律等を遵守した住宅であること。 

エ 建設業法（昭和２４年５月２４日法律第 100 号）に基づき建設業の許可を受けた網走市内に本

社を有する法人または個人事業者が施工するものであること。 
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（3）認定基準 

①北方型住宅（ECO を含む） 

ⅰ) 断熱性能（熱損失係数Ｑ値）は、北方型住宅基準（ECO を含む）により算定し、熱損失係数計

算書、計算書の入力値の根拠がわかるものによって確認します。 

ⅱ) 網走市省エネ住宅の認定は、上記の評価及び北方型住宅基準（ECO を含む）を満たし、一般財

団法人北海道建築指導センターが管理する北方型住宅サポートシステムの登録を受けた住宅と

します。 

※省エネ法の改正により北方型基準が見直される場合があります。 

 

②認定長期優良住宅 

ⅰ) 断熱性能は、登録住宅性能評価機関が発行する長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適

合証及び関係図書、熱損失係数計算書、計算書の入力値の根拠がわかるものによって確認しま

す。 

ⅱ) 網走市省エネ住宅の認定は、上記の評価及び所管行政庁の認定を受けた住宅とします。 

※省エネ法の改正により評価方法基準が改正されており、改正後の基準によることも可能です。 

 

③省エネ基準適合住宅 

ⅰ) 断熱性能は、改正省エネ法（平成２５年１０月１日施行）に基づく『エネルギーの使用の合

理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準（平成 25 年経済産業省・国土交通

省告示第１号、平成 25 年経済産業省・国土交通省告示第 7 号一部改正）』または、『住宅に係

るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針（平成 25 年国土交通省告

示第 907 号）』の基準（平成２５年基準）により平均熱貫流率ＵＡ値を算定し、平均熱貫流率計

算書、計算書の入力値の根拠がわかるもの（実質延べ床面積、気積、外壁、階間面積、土間床

面積などについて）によって確認します。 

ⅱ) 網走市省エネ住宅の認定は、上記の評価により、網走市の認定を受けた住宅とします。 

 

 

※断熱性能の概要（参考） 

工事費 断熱性能の概要 
暖房エネルギー 
（灯油換算） 

かなり高い 

 

 

 

 

やや高い 

熱損失係数 Q 値＝0.5 約 400 ℓ／年 

熱損失係数 Q 値＝0.7 約 600 ℓ／年 

熱損失係数 Q 値＝1.0 約 850 ℓ／年 

熱損失係数 Q 値＝1.3 約 1,100 ℓ／年 
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１ 補助金交付までの基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不適合 

適合 

不適合 
工事着手前 

申請者（建築主等） 網走市 

認定検査申請 

網走市省エネ住宅認定書 

網走市省エネ住宅認定申請 審査 

証明書受領 

補正 

完了届・実績報告 

工事着手届 

工事中 

網走市省エネ住宅認定変更申請 

網走市省エネ住宅認定書(変更) 

審査 

適合 

補正 

証明書受領 

工事完了 

検査 

補正 
不適合 

適合 

認定検査結果通知書 通知書受領 

補助金交付申請 

適合 

審査 

通知書受領 補助金交付決定通知書 

補助金交付額確定通知書 

申請前の事前準備 

第２章 網走市省エネ住宅新築促進補助金交付申請の流れ 

A-1 

A-2 

A-3 

A-4（変更の場合） 

A-5 

A-6 

A-7 

B-1 

B-2 

B-3 

B-4 

B-5 

補助金交付（口座振込） 補助金交付請求 

B-6 A-8 

住宅の認定 

補助金の申請 
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２ 申請手続きに係る書類等 

 

【 A-1 申請前の事前準備 】 

①北方型住宅（ECO 含む）の場合 

北方型住宅サポートシステムへの入力 

②認定長期優良住宅の場合 

長期優良住宅技術的審査適合申請 

  ③省エネ基準適合住宅の場合 

外皮の平均熱貫流率の算定 

※独立行政法人建築研究所より提供するプログラム・技術情報を参照

（http://www.kenken.go.jp/becc/index.html#EnergyProgram） 

 

【 A-2 網走市省エネ住宅認定申請 】 

補助の対象となる住宅の認定を受けようとする者（以下、「申請者」）は、「網走市省エネ住宅の認

定に関する要綱」に基づき、次に掲げる書類を添えて網走市省エネ住宅補助金対象住宅認定申請書

（別記第１号様式）を工事着手前までに提出します。建築確認申請と同時申請は可能です。 

ア 添付図書 

図書の種類 明示すべき事項 

設計内容等説明書 

（別記第３号様式） 

住宅の構造が網走市省エネ住宅基準に適合することの説明 

付近見取り図 方位 

配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物

と他の建築物との別 

仕様書（仕上表を含む） 部材の種別、寸法及び取付方法、玄関ドア・窓等の性能試験書 

各階平面図 縮尺、方位、間取りと各室の用途、断熱材を使用している位置、断熱材の

種別及び寸法、開口部の位置、建具の種類（サッシ、ガラスの種類）及び

寸法 

立面図（４面） 縮尺及び小屋裏換気口の種別、寸法及び位置 

断面図又は矩形図 縮尺、各室の用途、各階の床及び天井の高さ、断熱材を使用している位置、

断熱材の種別及び寸法、開口部の位置、建具の種類（サッシ、ガラスの種

類）並びに軒、ひさし、廊下、バルコニーの出及び各部の高さ寸法 

基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法、床下換気口の寸法、断熱材を使用

している位置、断熱材の種別及び寸法 

各部詳細図 縮尺、断熱部その他部分の材料の種別及び寸法 

換気設備の仕様表 換気設備の仕様 
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各種計算書 住宅が網走市省エネ住宅基準に適合する資料 

①北方型住宅（ECO 含む）の場合 

北方型住宅サポートシステムの印刷、熱損失係数計算書、計算書の入

力値の根拠がわかるもの（実質延べ床面積、気積、外壁、階間面積、

土間床面積などについて） 

②認定長期優良住宅の場合 

長期優良住宅認定書、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合

証、熱損失係数計算書（または、外皮平均熱貫流率算定計算書、一次

エネルギー消費量算定計算書）、計算書の入力値の根拠がわかるもの

（実質延べ床面積、気積、外壁、階間面積、土間床面積などについて） 

③省エネ基準適合住宅の場合 

外皮平均熱貫流率算定計算書、計算書の入力値の根拠がわかるもの

（外壁、階間面積、土間床面積などについて） 

その他図書 市長が必要と認めて指示した図書 

※ 表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を他の図書に明示してもかまいません。また、当該各

項に掲げる事項を全て他の図書に明示した場合は、当該図書を提出する必要はありません。 

 イ 工事請負契約書の写し（施工事業者の代表者名、代表印のあるもの） 

ウ 申請者資格確認書（別記第４号様式） 

エ 委任状（申請者の代理人による申請の場合） 

 

【 A-3 工事着手届 】 

補助金の対象となる住宅の工事着手は網走市省エネ住宅補助金対象住宅認定通知後とし、工事に

着手したときは、網走市省エネ住宅工事着手届（別記第８号様式）に次に掲げる書類のいずれかを

添えて提出してください。 

ア 建築確認が必要な建築物の場合は、建築確認の確認済証の写し 

イ 建築確認が不要な建築物の場合は、建築基準法（昭和２５年法律第 201 号）第１５条第１項の規

定による建築工事届（建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）別記第４０号様式）の

写し 

 

【 A-4 網走市省エネ住宅認定変更申請 】 

網走市省エネ住宅補助金対象住宅認定通知後に断熱性能等に係る設計内容の変更が生じた場合は、

網走市省エネ住宅補助金対象住宅認定変更申請書（別記第２号様式）に当該変更内容がわかる書類

を添えて提出してください。建築確認計画変更申請と同時申請は可能です。断熱性能に影響のない

変更は、軽微な変更として、【 A-5 認定検査申請 】を参考に記載してください。 

 

【 A-5 網走市省エネ住宅認定検査申請 】 

申請者は、工事が完了したときは、網走市省エネ住宅補助金対象住宅認定検査申請書（別記第９

号様式）に次に掲げる書類を添えて提出してください。建築完了検査申請と同時申請は可能です。 
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ア 断熱気密工事写真（部位、種類ごと） 

イ 住宅の気密性能試験成績書の写し（実施した場合のみ） 

ウ 軽微な変更があった場合は、変更箇所及び変更内容を確認できる書類及び図面 

エ 北方型住宅（ECO を含む）の場合は、北方型住宅登録・保管書の写し 

オ 認定長期優良住宅の場合は、工事完了報告書の写し 

カ その他市長が必要と認める書類 

 

【 A-6 補助金交付申請 】 

申請者は、検査が完了し、網走市省エネ住宅補助金対象住宅認定検査結果通知書（別記第１０号

様式）を受け取った場合、網走市省エネ住宅補助金交付申請書（様式１）に次に掲げる書類を添え

て提出してください。 

ア 網走市省エネ住宅補助金対象住宅認定検査結果通知書（別記第１０号様式）の写し 

イ 申請者の住民票謄（抄）本 

ウ 申請者の過去３年度分の納税証明書（市民税、住宅建設用地の固定資産税及び都市計画税（土地

所有者の場合）） 

エ その他の補助申請に関する申出書（第１号様式） 

オ 暴力団関係者でないことの誓約書（第２号様式） 

カ 委任状（交付決定者の代理人による申請の場合） 

キ その他市長が必要とする書類 

 

【 A-7 完了届・実績報告 】 

申請者は、網走市省エネ住宅補助金額交付決定通知書を受け取り、事業が完了した場合、網走市省

エネ住宅補助事業完了届（様式７）、網走市省エネ住宅補助事業実績報告書（様式８）に次に掲げる書

類を添えて提出してください。 

ア 完成写真 

イ 工事請負契約書の写し（施工事業者の代表者名、代表印のあるもの） 

 

【 A-8 補助金の請求 】 

申請者は、網走市省エネ住宅補助金額確定通知書を受け取った場合、すみやかに網走市省エネ住宅

補助金交付請求書（様式１０）に次に掲げる書類を添えて提出してください。 

補助金の請求は、原則、補助金交付決定日の属する年度の３月１５日（休日その他の公休日に当た

るときは、その翌日）までに行ってください。 

 

【 B-1 網走市省エネ住宅認定申請書の審査・交付 】 

市は、網走市省エネ住宅補助金対象住宅認定申請書を受理した場合、網走市省エネ住宅基準への適

合を審査し、網走市省エネ住宅補助金対象住宅認定通知書（別記第５号様式）を申請者へ交付します。 
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【 B-2 網走市省エネ住宅認定申請(変更)の審査・交付 】 

市は、網走市省エネ住宅補助金対象住宅認定計画変更申請書を受理した場合、網走市省エネ住宅基

準への適合を審査し、網走市省エネ住宅補助金対象住宅認定変更通知書（別記第６号様式）を申請者

へ交付します。 

 

【 B-3 網走市省エネ住宅認定検査申請書の審査・交付 】 

市は、網走市省エネ住宅補助金対象住宅認定検査申請書を受理した場合、網走市省エネ住宅基準へ

の適合を審査し、網走市省エネ住宅補助金対象住宅認定検査結果通知書（別記第１０号様式）を申請

者へ交付します。 

 

【 B-4 補助金交付申請書の審査・交付 】 

市は、網走市省エネ住宅補助金交付申請書を受理した場合、内容を審査し、網走市省エネ住宅補助

金交付決定通知書（様式２）を申請者へ交付します。 

 

【 B-5 完了届・実績報告書の審査・交付 】 

市は、網走市省エネ住宅補助金事業完了届及び実績報告書を受理した場合、内容を審査し、網走市

省エネ住宅補助金交付額確定通知書（様式９）を申請者へ交付します。 

 

【 B-6 補助金の交付（口座振込）】 

市は、網走市省エネ住宅補助金交付請求書を受理した場合、すみやかに申請者へ交付します。 

 

 

 

 


