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第１章 こどもみらい住宅支援事業制度に係る審査について 

 

この業務要領は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会（以下「評価協会」という。）の会員

である一般財団法人さいたま住宅検査センター（以下「センター」という｡）が実施する新築住

宅に係る「こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書」の発行に関する業務について適用しま

す。なお、本要領において用いる主な用語の定義は、以下のとおりとします。 

(１)「一戸建ての住宅」とは、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しない一戸建ての住宅

をいう。 

(２)「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。 

(３)「新築住宅」とは、完成（完了検査済証の発出日）から１年以内であり、人の居住の用に供

したことのない住宅をいう。 

(４)「注文住宅」とは、所有者が、自ら居住することを目的に新たに発注（工事請負契約）する

住宅をいう。 

(５)「新築分譲住宅」とは、所有者が、自ら居住することを目的に新たに建物取引業免許を有す

る事業者から購入（売買契約）する新築住宅をいう。 

(６)「日本住宅性能表示基準」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81

号。以下「品確法」という｡）第３条第１項に規定に基づき、住宅の性能に関し表示すべき事

項及びその表示方法を定める基準（平成13年国土交通省告示第1346号）をいう。 

(７)「基準省令」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53

号。以下「建築物省エネ法」という｡）に基づく建築物エネルギー消費性能基準等を定める省

令（平成28年経済産業省・国土交通省令第１号）をいう。 

 

１．こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書の発行対象等について 

 

国土交通省は、本制度の対象を「こどもみらい住宅支援事業制度の内容について」（国土交通

省発行）のとおり定めています。このうち、センターによる新築住宅に係る「こどもみらい住宅

支援事業対象住宅証明書」発行業務の対象となる要件は、以下のとおりです。 

 

契約 ※ 
2021年11月26日（令和３年度補正予算閣議決定日） 

～2022年10月31日 

建築着工 
事業者登録を行った後、  

2022年10月31日までに建築工事に着工するもの 

完了報告 

戸建住宅：2023年５月31日 

共同住宅等で階数が10以下：2024年２月15日 

共同住宅等で階数が11以上：2024年12月31日 

※ 注文住宅の新築においては工事請負契約、新築分譲住宅の購入においては売買契約。 

※ 住戸の延べ面積が50㎡以上の住宅に限る。なお、住宅の延べ面積については、こどもみらい住宅支援事業

事務局（以下、「事務局」という。）において確認するため、こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書の発

行業務において確認する必要はない。 
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２．こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書類 

 

こどもみらい住宅支援事業は、新築住宅の建築事業者または販売事業者（以下、「住宅事業

者」という。）が、新築住宅の建築主または購入者の委託を受けて補助事業者となり、事務局に

登録し、補助金の申請および交付を受けることができる制度です。新築住宅に係る交付申請の添

付書類として申請住宅が本事業の対象であることを証明する住宅証明書等が必要となります。な

お、新築住宅の住宅事業者は、着工前に事務局に交付申請を行う必要があります。また、住宅証

明書等にかえて第２章Ⅱ５．に示す発行受付書を添付することも可能です。 

注文住宅の新築又は新築分譲住宅の購入をする場合に、こどもみらい住宅支援事業の補助金の

交付申請に用いることができる証明書類、発行機関及び各証明書の基準は表１－１の通りです。 

なお、表中★印が本業務要領に基づき発行する証明書となっています。 

 

表１－１ 注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入で申請する場合の証明書類の種類と発行機関 

性能基準 証明書類 発行機関 

ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready 

又はZEH Oriented 

BELS評価書（ZEH マーク又はZEH M

マークが表記されたもの） 
ＢＥＬＳ登録機関 

設計住宅性能評価書 

（断熱等性能等級５かつ一次エネル

ギー消費量等級６のもの） 

登録住宅性能評価機関 

建設住宅性能評価書 

（断熱等性能等級５かつ一次エネル

ギー消費量等級６のもの） 

登録住宅性能評価機関 

高
い
省
エ
ネ
性
能
等 

を
有
す
る
住
宅 

認定長期優良住宅 
長期優良住宅建築等計画認定通知

書 ※１ 
所管行政庁 

認定低炭素建築物 
低炭素建築物新築等計画認定通知

書 ※１ 
所管行政庁 

性能向上計画認定住宅 性能向上計画認定通知書 ※１ 所管行政庁 

一
定
の
省
エ
ネ
性
能 

を
有
す
る
住
宅 

断熱等性能等級４ ※２  

かつ 

一次エネルギー消費量 

等級４ ※３ 

こどもみらい住宅支援事業対象住宅

証明書★ ※４ 
登録住宅性能評価機関 

省エネ基準への適合性に関する説明

書 ※５ 

建築士 

設計住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関 

建設住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関 

ＢＥＬＳ評価書（一次エネルギー消

費量基準・外皮基準ともに「適合」

と表示されたもの） 

ＢＥＬＳ登録機関 
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フラット35Ｓ適合証明書及び竣工現

場検査申請書・適合証明申請書（す

べての面）※６（令和３年１月以降に

設計検査の申請をし、金利Ｂプラン

の省エネ性に適合しているもの） 

適合証明機関 

※１ 対象となる住戸が認定を受けている場合に限る。 

※２ 建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を要件とするため、品確法で定める断熱等性能等級４の基

準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象となる。 

※３ 日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級４及び一次エネルギー消費量等級４のことをいう。 

※４ 共同住宅等であって外皮性能において住棟評価を採用する場合は、原則として一括依頼（当該共同住宅

等の全ての住戸が、こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書を申請する事。以下同じ。）による場合に

限る。 

※５ 建築物省エネ法で、建築士が 300㎡未満の住宅を設計する際に、建築主に対して省エネ基準への適合性

等について、同法第27条第１項で、交付して説明することが建築士に義務付けられている書面。ただし、

建築物エネルギー消費性能基準への適合性について「適合」である旨表示されたものに限る。 

※６ 交付申請の際は、フラット35Ｓの「設計検査に関する通知書及び設計検査申請書（すべての面）」の添

付でもよいものとする。 

 

３．こどもみらい住宅支援事業対象住宅判定基準 

 

注文住宅の新築又は新築分譲住宅の購入においては、建築物省エネ法に基づく省エネ基準へ

の適合することが要件となります。 

省エネ基準については、住宅が基準省令第１条第１項第２号イに規定する外皮性能の基準及

び同号ロに規定する一次エネルギー消費量の基準に適合することが必要となります。  

また、共同住宅等の外皮性能については表１－３に掲げる住戸単位又は住棟単位のいずれか

の基準に適合する必要があります。 

なお、前述の通り建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を要件とするため、品確法で

定める断熱等性能等級４の基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準については審

査対象外となります。 

 

表１－２ （参考）基準省令第１条第１項第２号イ(１)に規定する住宅の外皮性能の基準 

 

 

地域の区分 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

住
戸
単
位 

外皮平均熱貫流率 

[W/㎡K](UA値) 
0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 － 

冷房期の平均日射熱 

取得率（ηAC値） 
－ － － － 3.0 2.8 2.7 6.7 

住
棟
単
位 

住棟単位外皮平均熱 

貫流率[W/㎡K](UA値) 
0.41 0.41 0.44 0.69 0.75 0.75 0.75 － 

冷房期の平均日射熱 

取得率（ηAC値） 
－ － － － 1.5 1.4 1.3 2.8 
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第２章．こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書の発行に係る業務手順・要領等 

 

Ⅰ．審査・発行を行う機関、実施者 

 

１．審査・発行の条件 

 

(１) 業務の対象住宅 

こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書発行業務の対象住宅は、センターが定める設計住

宅性能評価業務を行うことができる住宅に該当するものです。補助金取得の要件として、住宅

事業者が事務局へ事業者登録を行った後に、令和４年10月31日までに建築工事に着工する住宅

が対象となり、住宅事業者は、着工後にこどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書等を添えて

事務局に交付申請する必要があります。よって、依頼の時期は着工前、着工後を問いません。 

(２) 業務を行う機関 

こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書の発行に関する業務は、評価協会の会員等であ

り、業務の実施について、評価協会にこどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書発行業務開始

届出書（別記様式７号）により届出を行った評価機関が実施します。 

(３) 適合審査の実施者 

センターは、次に該当する者の中から審査員を選任し、業務の公正な実施に支障を及ぼすお

それがあるものとして平成18年国土交通省告示第 304号を審査員について準用し、当該審査員

にこどもみらい住宅支援事業対象住宅判定基準への適合審査（以下「適合審査」という。）を

実施させます。 

※ 審査員とは、品確法第13条に定める評価員又は建築物省エネ法第50条に定める適合性判定

員。ただし、共同住宅共用部分の審査を含む場合は、品確法第13条に定める評価員（共同住

宅共用部分における一次エネルギー消費量の算出についての知識を有する者に限る。）又は

建築物省エネ法第50条に定める適合性判定員。 

 

Ⅱ．業務の手順・要領 

 

１．業務の引受 

 

センターは、依頼者等から適合審査の依頼があった場合は、以下の書類（正本及び副本）が

提出されているか確認します。 

 

表２－１ こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明依頼時の提出書類 

書類名 

こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明依頼書（別記様式１号） 

適合審査用提出図書（品確法施行規則第３条第１項に準じる） 
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その他センターが必要とする書類 

 

２．電子情報処理組織等による受理 

 

提出図書の受理については、あらかじめ依頼者等と協議して定めるところにより、電子情報

処理組織（センターの使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と依頼者の使

用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）の使

用又は磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる

ものを含む。以下同じ。）の受理によることができます。 

 

３．確認事項 

 

  センターは、１．で提出のあった提出図書等について、以下の事項を確認します。 

(１) 依頼のあった住宅が、センターが定める設計住宅性能評価業務を行う区分に該当するこ 

  と 

(２) 依頼のあった住宅の建て方（一戸建て住宅か共同住宅等）を確認すること 

(３) 提出図書に不足なく、かつ、記載事項に漏れがないこと 

 

４．引受承諾書の交付等 

 

提出図書に特に不備がない場合は、依頼者等に対して引受承諾書を交付します。 

 

５．発行受付書の交付 

 

センターは、依頼者等からの求めに応じて【新築】省エネ性能等を証明する書類発行受付書

（別記様式８号）を交付することができます。住宅事業者は、住宅証明書等にかえて発行受付

書を用いて予約申請を行うことが可能です。なお、住宅事業者が発行受付書を用いて事務局に

予約申請を行った場合は、３カ月以内に交付申請を行う必要がありますのでご注意ください。 

なお、発行受付書の交付をもって、４．の引受承諾書の交付に変えることができます。 

 

Ⅲ．適合審査に必要な提出図書 

 

適合審査に必要な提出図書は、適用するこどもみらい住宅支援事業対象住宅判定基準に応じ

て審査に必要な事項が明示された図書となります。 

（例）仕様書、設計内容説明書、配置図、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、各種伏図、 

各種計算書、プログラム出力表（ Webプログラムを使用している場合）等、こどもみらい

住宅支援事業対象住宅判定基準の一部への適合が証明できる書類(以下「評価書等」とい

う｡）を活用する場合は評価書等の写し 
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※ 評価書等が添付されている場合は、こどもみらい住宅支援事業対象住宅基準の審査に

必要な事項が明示された図面等を省略できます。 

 

表２－２ 適合審査へ活用できる評価書等の例 

評価書等 省略対象となる条件等 発行機関 

設計住宅性能評価書 断熱等性能等級４又は一次エネルギ
ー消費量等級４を取得しているもの 

登録住宅性能評価機関 
建設住宅性能評価書 

ＢＥＬＳ評価書（外皮基準
について「適合」と表示さ
れたもの） 

基準省令第１条第１項第２号イに規
定する外皮性能の基準 

ＢＥＬＳ登録機関 

ＢＥＬＳ評価書（一次エネ
ルギー消費量について「適
合」と表示されたもの） 

基準省令第１条第１項第２号ロに規
定する一次エネルギー消費量の基準 

ＢＥＬＳ登録機関 

フラット35Ｓ適合証明書 
（金利Ａプランの省エネル
ギー性の基準に適合してい
るものに限る）及び設計検
査申請書 

一次エネルギー消費量等級５ 適合証明機関 

すまい給付金制度の現金取
得者向け新築対象住宅証明
書（断熱等性能等級４又は
一次エネルギー消費量等級
４以上の基準を満たすも
の） 断熱等性能等級４又は 

一次エネルギー消費量等級４ 

登録住宅性能評価機関 

贈与税の非課税措置の住宅
性能証明書（断熱等性能等
級４又は一次エネルギー消
費量等級４以上の基準を満
たすもの） 

・指定確認検査機関 
・登録住宅性能評価機関 
・住宅瑕疵担保責任保険
法人 

 

Ⅳ．適合審査の実施 

 

センターによる適合審査は、第１章３．の基準に適合していることを確認することにより実施

します。その際、提出された図書の内容に疑義がある場合は、必要に応じて依頼者又は代理者に

説明を求め、誤りがある場合は訂正を求めます。 

なお、依頼時に品確法に基づく住宅型式性能認定書、型式住宅部分等製造者認証書若しくは特

別評価方法認定書その他の認定書（以下「認定書等」という。）が添付されている場合は、当該

基準への適合の審査を省略し、認定書等の結果を活用することができます。 

 

Ⅴ．適合審査に用いる指標 

 

適合審査に用いる指標は、原則として表２－３によるものとします。 
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表２－３ 評価指標 

評価指標 

一次エネルギー消費量 外皮性能 

一次エネルギー消費量※ 

・住戸評価：単位住戸の外皮平均熱貫流率(UA)・単位住

戸の冷房期平均日射熱取得率(ηAC) 

・住棟評価：住棟単位外皮平均熱貫流率(UA)・住棟単位

冷房期平均日射熱取得率(ηAC) 

※ 住棟評価の場合は、共用部分については評価対象から除外することを可能とする。 

 

Ⅵ．適合審査に用いる評価方法 

 

適合審査に用いる評価方法は、原則として表２－４によるものとします。 

 

表２－４ 評価方法 

  計算方法・ツール等の通称 

戸
建
て
住
宅 

外皮性能 
標準計算 外皮計算エクセルシート 

仕様確認 仕様基準 

一次エネルギー消費量 
標準計算 WEBプログラム 

仕様確認 仕様基準 

外皮性能・一次エネルギ

ー消費量 
簡易計算 モデル住宅法 

共
同
住
宅
等 

外皮性能 
標準計算 

外皮計算エクセルシート等 

（住戸評価（各住戸）/住棟評価（全住戸平均）） 

仕様確認 仕様基準 

一次エネルギー消費量 
標準計算 WEBプログラム 

仕様確認 仕様基準 

外皮性能・一次エネルギ

ー消費量 
簡易計算 フロア入力法 

 

Ⅶ．こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書等の発行 

 

１．「Ⅳ．適合審査の実施」による審査が完了し、こどもみらい住宅支援事業対象住宅判定基準

に適合していると認める場合、依頼者等に対して住戸ごとに、こどもみらい住宅支援事業対象

住宅証明書（別記様式２号）（以下「証明書」という。）を発行します。この場合、こどもみ

らい住宅支援事業対象住宅依頼書の副本、及びその添付図書を添えて行います。 
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２．証明書に記載する証明書発行番号は、別表「証明書発行番号の付番方法」に基づいて付番を 

行います。 

 

３．依頼者等から紛失等による証明書の再発行の依頼（再発行依頼書（別記様式９号）を提出す

ることにより依頼するものとします。）があった場合、証明書に再発行である旨と再発行日を

記載して発行します。 

 

４．提出図書の内容が基準に不適合の場合又は明らかな虚偽がある場合は、依頼者等に対してこ

どもみらい住宅支援事業対象住宅判定基準不適合通知書（別記様式５号）を発行します。 

 

５．センターは、前各項に規定する図書の発行については、電子情報処理組織の使用又は磁気デ

ィスクの交付によることができるものとします。 

 

Ⅷ．変更計画に係る業務手続き（従前の証明書をセンターが発行している場合に限る） 

 

証明書の発行後に依頼者等が計画を変更する場合は、依頼者等から以下の書類の提出を受け、 

変更に係る適合審査を行います。なお、審査の実施方法、および証明書等の発行については前述

の通りです。この場合、証明書については、別記第４号様式を用いる事となります。 

 

表２－５ 変更こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明依頼時の提出書類 

書類名 

変更こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明依頼書（別記様式３号） 

適合審査に要した図書のうち変更に係るもの及び変更の内容を示す図書 

変更前の証明書（写し） 

 

 

第３章 秘密保持等について 

 

１．料金について 

 

適合審査料金については、別に定める手数料表によります。 

 

２．秘密保持について 

 

センター及び審査員又は評価員並びにこれらの者であった者は、この適合審査の業務に関し 

て知り得た秘密を漏らし、又は盗用しません。 
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３．帳簿の作成 

 

センターは、次の(１)から(10)までに掲げる事項を記載した証明書の発行業務管理帳簿（以 

下「帳簿」という。）を作成し、事務所に備え付けます。 

(１) 依頼者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 

(２) 証明書の発行業務の対象となる住宅の名称 

(３) 証明書の発行業務の対象となる住宅の所在地 

(４) 証明書の発行業務の対象となる住宅の建て方 

(５) 証明書の発行業務の対象となる住宅の構造 

(６) 適合審査の依頼を受けた年月日 

(７) 適合審査を行った審査員の氏名 

(８) 適合審査料金の金額 

(９) 証明書の発行番号 

(10）証明書の発行を行った年月日又はこどもみらい住宅支援事業対象住宅判定基準不適合通 

知書の発行を行った年月日 

 

４．帳簿及び書類等の保存 

 

(１) 帳簿及び書類等の保存期間 

帳簿及び適合審査用提出図書及び証明書の写し（以下「書類等」という。）の保存期間は、

次に定めるとおりとします。 

帳簿 適合審査業務の全部を終了した日の属する年度から５事業年度 

書類等 証明書の発行を行った日の属する年度から５事業年度 

(２) 帳簿及び書類等の保存方法 

帳簿及び書類等は、適合審査中にあっては適合審査のため特に必要がある場合を除き事務

所内において、適合審査終了後は施錠のできる室又はロッカー等において、個人情報及び秘

密情報が漏れることなく、かつ、証明書の発行業務以外の目的で複製、利用等がされない、

確実な方法で保存します。 

(３) 磁気ディスク等による保存 

帳簿及び書類等の保存は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録さ

れ、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファ 

イル又は磁気ディスク等の保存する方法にて行うことができます。 

 

５．国土交通省等への報告等 

 

センターは、公正な業務を実施するために国土交通省やこどもみらい住宅支援事業補助金事

務局等から業務に関する報告等を求められた場合、適合審査の内容、判断根拠その他情報につ

いて報告等をします。 
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2022年３月１日制定 

 

 

別 表 「証明書発行番号の付番方法」 

 

発行番号は、16桁の英数字を用い、次のとおり表すものとする。 

 

『○○○－○○－○○○○－Ｋ－○－○○○○○』 

 

１～３桁目   登録住宅性能評価機関番号（国土交通省登録番号とは異なる） 

４～５桁目   登録住宅性能評価機関の事務所毎に付する番号 

６～９桁目   証明書発行日の西暦 

11桁目   １：一戸建ての住宅 

２：共同住宅等 

12～16 桁目   通し番号（11 桁目までの数字の並びの別に応じ、00001 から順に付するもの

とする。） 

 


