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平成30年度断熱リノベからの主な変更点①

断熱性能（熱貫流率）による製品グレードと補助単価の設定

平成30年度は戸建・集合住宅（個別）・集合住宅（全体）が共通のグレードと補助単価となっていた

が、戸建と集合住宅での区分と補助単価と対象となる改修にも変更あり。主な変更点は以下の通り。

・戸建のガラス交換においては熱貫流率1.49以下の製品（G1グレード）のみ対象

・カバー工法がガラスの交換→窓の改修方法の部類に変更

・建具の交換は対象外に

・カバー工法が窓の改修方法の部類に追加

・カバー工法がガラスの交換に加え、窓の改修方法の部類に追加

・外窓交換と建具交換は対象外に

集合住宅（個別） 集合住宅（全体）

戸建 ※ガラス・窓のみ記載

＜平成３1年度＞



平成30年度断熱リノベからの主な変更点①

<平成31年度 窓製品のグレード区分・補助単価一覧>

戸建

集合住宅（全体）集合住宅（個別）



集合住宅（全体）の交付決定に関する審査内容

ＣＯ２排出評価点の内容に追加・変更あり

平成30年度断熱リノベからの主な変更点②

＜平成30年度＞

＜平成31年度＞

2019年度追加
※５の＋α部分

「新耐震基準を満たしている住棟を断熱改修する事業」及び、「断熱材を導入する事業」に加点する

2019年度変更点 対象が窓及びガラスのみ



平成30年度断熱リノベからの主な変更点③

※2019年変更点

常時居住する住民がいな
い住戸や法人所有の住戸
及び賃貸住宅は対象外

補助対象となる申請者及び住宅等について



事業概要(事業名、規模、補助額・補助率)

補助事業名
略称：平成31年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業

事業規模（一次公募）
・戸建住宅 ：約1億3000万円

・集合住宅（個別） ：約3,000万円

・集合住宅（全体） ：約7億円

※各区分の申請状況に応じて、それぞれの予算額の増減を行う場合がある見込み

二次公募は「戸建住宅」「集合住宅(個別)」のみ。予算の状況に応じ三次公募を実施する場合は「戸建住宅」のみの見込み

補助率及び補助金の上限額 ※以下、高性能建材(ガラス・窓・断熱材)のみ記載

■補助率

・補助対象経費の１／３以内

■補助金の上限額

・戸建住宅：１２０万円／戸 ※窓のみの改修の場合は４０万円／戸

・集合住宅（個別、全体共に）：１５万円／戸



公募スケジュール詳細

戸建・集合個別より
早く終了するので注意！集合全体は一次公募のみの

見込みです！



事業概要（事業要件）

以下の要件を全て満たす事業が対象

①補助対象製品を用い、「事業要件の詳細」に従った既存住宅※１の断熱改修を行うこと。

②本事業に係る建物本体（各部位の解体、仮設足場工等を含む）の工事は、交付決定

通知書に記載する交付決定通知日以降に契約・工事着工すること。

③完了実績報告書を提出期限内に（事業スケジュール参照）提出すること。

※2019年度
変更点

上記既存住宅※１は
新築、社宅、寮及び、業務用建築物(オフィス、ホテル等)は補助対象外。
集合住宅(全体)の改修を行う場合
→住戸部のみが対象。
→非住戸部（エントランス、ロビー、ゲストルーム、集会所、内廊下、管理人室等）
は補助対象外

昨年度の要件として存在していた
「集合住宅(全体)で1申請あたり100戸以上の場合、設計又は工事を
行う事業者はSIIに登録された断熱リノベ事業者であること」
という要件は本年度は無し



補助対象となる申請者及び住宅等について
・個人の所有者または個人の所有予定者

・管理組合の代表者

上記いずれかに該当する者で申請要件を全て満たす場合に限り対象

補助対象となる製品

・SIIが定める要件を満たし、SIIに登録されている製品であること

・未使用品であること

補助対象となる経費

・高性能建材（ガラス・窓・断熱材）の購入経費及び必要な工事に要する費用

事業概要(補助対象、対象製品、経費について)

※2019年度変更点
法人所有の住宅及び
賃貸住宅が対象外に



区分所有法で共用部とみなされている窓等を
改修する場合は、管理規約等で申請者が共用
部の改修を行うことを認められていること

管理組合等の代表者は対象となる改修に
ついて、当該集合住宅の管理組合総会等
で承認決議を得ること

管理組合総会等の決議がある場合、
全戸改修でなくとも可

管理規約等で共用部であることが確認
できること。内窓・断熱材を用いて改修
する場合は特に注意

補助対象について

常時居住する住民がいない住戸や法人所有の
住戸及び賃貸住宅は対象外
※2019年変更点

ポイント抜粋



窓製品のグレード区分

<補助単価一覧>

戸建

集合住宅（全体）集合住宅（個別）



事業要件の詳細【戸建住宅】

① 下記「部位別の補助対象製品の必要な性能値」及び「エネルギー計算結果早見表」

の要件を満たすこと。

窓の改修のみ単体（1部位）でも補助対象となる。

② 居間又は主たる居室（就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等を中心に改修すること。居間

又は主たる居室を含まない改修を行う場合は要件を満たしていても補助対象とならない。

③ 導入する断熱材及び窓は、原則改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工

すること。

また玄関を含む場合には玄関ドア周りの付属ガラス(袖や欄間等)を断熱改修すること 。

熱抵抗値（Ｒ値） 熱貫流率（Ｕ値）

天井
外壁 床

外窓交換
カバー工法
内窓設置

ガラスの交換
（Ｇ1グレードのみ）1～3地域 4～8地域

5.4以上 2.7以上 2.7以上 2.2以上 2.33以下 1.49以下

ポイント

表1 部位別に必要な性能値



事業要件の詳細【戸建住宅】

断熱改修床面積合計（㎡）／延床面積（㎡）×100
の計算で算出された改修率が下記以上であれば申請可能

※断熱改修床面積合計は選択した部位全てを改修する居室等の床面積



事業要件の詳細【戸建住宅】

④ 断熱材及び窓を改修する場合は、原則外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。

⑤ 天井を改修する場合、屋根の直下の天井及び外気に接する天井の全てを改修すること。

ただしバルコニー等で改修が困難な部分は改修しなくてもよい。（最大15％まで）

⑥ 熱伝導率（λ値）が0.042以上の断熱材（グレードがD4のもの）は天井断熱工事に用いる

吹き込み断熱材のみ対象とする。

⑦ 床を改修する場合は、浴室及び玄関等の土間床は、改修しなくてもよい。

⑧ 窓の改修工法は、外窓の交換・カバー工法、内窓設置

ガラスの改修工法はガラスの交換とする

⑨ 換気小窓(※)、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等は

改修を要件としない。 ただし補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。

※障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓

⑩ 窓及びガラスの交換を改修対象部位とした場合も、テラスドア、勝手口ドアは改修を要件としな

い。ただし、ドアに組み込まれたガラスの面積がドア面積の50%以上である場合で補助対象製

品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。

⑥2019年度追加

⑧2019年度変更点
カバー工法が窓の改修工法の部類
となり、建具の交換は対象外に

⑧2019年度変更点
戸建のガラスの交換においては熱貫流率

1.49以下の製品（G1グレード）のみ対象



事業要件の詳細【集合住宅 個別及び全体】

① 下記「部位別の補助対象製品の必要な性能値」

及び下表3の該当住宅の地域区分が「〇」であること。

② 窓・ガラス全部(玄関ドア以外のガラスを用いた開口部全て)を改修すること。

(※玄関ドアと一体不可分な開口部（袖ガラス・欄間ガラス等）は改修の対象外としてもよい)

熱抵抗値（Ｒ値） 熱貫流率（Ｕ値）

天井
外壁 床

外窓交換
カバー工法
内窓設置

ガラスの交換
1～3地域 4～8地域

5.4以上 2.7以上 2.7以上 2.2以上 2.33以下 2.33以下

部位 地域区分

窓・ガラス
1 2 3 4 5 6 7 8

〇 〇 〇 〇 〇 〇 個別計算

表1 部位別に必要な性能値

表3 エネルギー計算結果早見表（集合住宅）



事業要件の詳細【集合住宅 個別及び全体】

③ 換気小窓(※)、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等

は改修を要件としない。 ただし補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。

※障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓

④窓の改修工法は、カバー工法・内窓の設置

ガラスの改修工法はカバー工法・ガラスの交換とする

⑤断熱材及び窓を改修する場合は、原則外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。

⑥熱伝導率（λ値）が0.042以上の断熱材（グレードがD4のもの）は天井断熱工事に用いる

吹き込み断熱材のみ対象とする

⑦2019年度変更点
カバー工法がガラスの改修工
法の部類に追加、外窓交換と

建具の交換は対象外に

集合住宅（全体）においては別途審査有
審査方法は次ページに記載



事業要件の詳細【集合住宅全体】

集合住宅(全体)の審査について
公募期間内に到着した案件について「CO₂排出抑制評価点」にて審査され、
事業規模の範囲内で上位のものから順に採択されます。

※CO₂排出抑制評価点」集合住宅(全体)の断熱改修におけるCO2排出抑制の効果を数値化したもの)

ポイント

※3 窓及びガラスの施工面積とする
※4 申請する製品のグレード（性能値）が高いほど評価点が高くなる設定
※5 「新耐震基準を満たしている住棟を断熱改修する事業」及び、「断熱材を導入する事業」に加点する

CO2排出抑制評価点が同一と認められるものにあっては補助対象経費の小さい案件が上位。
交付申請時から、CO2排出抑制評価点が低くなる変更は原則補助金の支払いが行われなくなります。
ただし、交付申請時と実績報告時の寸法誤差による面積合計の差(10%)等により、CO2排出抑制評
価点が低くなる場合、SＩＩがやむを得ないものと認めることもあります。

2019年度追加

2019年度追加

2019年度変更点 対象が窓及びガラスのみ



事業要件の詳細【戸建・集合住宅共通】

<過去改修済みのガラス・窓・断熱材について >

過去改修済みのガラス・窓・断熱材が本事業に登録されている製品である

場合は、その部分の改修は対象から除外できるが、下記の条件が必須。

※ただし既に取り付けてあるガラス・窓・断熱材に係る経費は補助対象外

以下の書類を全て提出すること（交付申請書提出の際に添付すること）

①建築士による証明書の原本
※本事業の登録製品名、登録型番と同一である旨を記載し、建築士登録番号及び建築士の氏名、
捺印をした証明書(書式自由)

②建築士免許のコピー
③該当する製品の出荷証明書又は施工証明書等の原本
※吹込み・吹付け・真空断熱材の場合は施工証明書、その他の製品の場合は出荷証明書
※日付（発行日、納品日、施工日等）、発行先、発行者、製造情報（メーカー名、製品名、SII録型番）、数量、
サイズ、数値等（複層ガラス中空層の厚さ、ガスの種類）が記載されていること

④該当する製品のカタログのコピー
⑤該当する製品を示した平面図・立面図のコピー
⑥該当する製品の現況写真



補助対象経費の算出について

高性能建材の補助対象経費は各改修部位の断熱改修施工面積を求め、
これに補助単価を乗じたもの金額の合計となる

A)高性能建材
補助対象経費の1/3又は上限額のいずれか低い金額

補助対象経費(円)＝断熱改修施工面積(㎡)×補助単価(円/㎡))

<断熱改修施工面積の算出法>

改修部位・改修方法 施工面積

断
熱
材

天井 平面図を真上から見て、水平投影した天井の合計

外壁
外気に接する壁の長さに、外壁の高さ（2.4ｍ）と壁比率（0.75）
を乗じた合計面積

床 改修を行う床の合計面積

窓
・
ガ
ラ
ス

外窓交換・カバー工
法・内窓設置

導入予定の窓の幅×高さで求めた面積の合計

ガラス交換 導入予定のガラスの幅×高さで求めた面積の合計



ＡＧＣ登録製品のグレード区分

<ＡＧＣの登録製品>



ＡＧＣ登録製品のグレード区分



制度と弊社へのお問い合わせ先

本資料は2019年4月12日に環境省による事業として、一般社団法人 環境共創イニシアチブ
から発表されたものを弊社が独自にまとめたものです。
制度についてより詳しくお知りになりたい方は、ＨＰなどで公募要領をご確認下さい。
また、制度についてのご質問は下記窓口に直接お問い合わせください。

＜本資料のお問い合わせ先＞

ＡＧＣグラスプロダクツ株式会社
MAIL：hojokin.reglass@agc.com

＜制度についての問い合わせ先＞

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 断熱リノベ担当
電話：03－5565－4860
制度HP：https://sii.or.jp/moe_material31/


