
■「グリーン住宅ポイントについて」説明用スライドの変更点について

変更時点 該当ページ 修正前 修正後
2021.1.28 1 令和２年１２月２８日版 令和３年１月２８日版
2021.1.28 1 ※本制度の実施は、令和２年度第３次補正予算の成立を

前提としています。制度の内容は、変更があり得ることにご
留意下さい。

※本資料は、令和２年１２月２８日時点のものです。今後修
正を加えたものは、国土交通省のホームページ等におい
て、公表します。

※本資料は、令和３年１月２８日時点のものです。今後修
正を加えたものは、国土交通省のホームページ等におい
て、公表します。

2021.1.28 5 ※１　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もの

※１　売買契約締結時点において、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
ないもの

2021.1.28 7 ※対象となる空き家バンクの一覧は、準備が整い次第、国
土交通省のホームページ等において公表します。

※　対象となる空き家バンクの一覧は、下記の国土交通省
のホームページにおいて公表しております。
　
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_
house_tk4_000181.html

2021.1.28 14 ポイント発行申請時点において、18歳未満※２の子３人以上
と同居する者が取得する住宅。

ポイント発行申請時点において、18歳未満※２の子３人以上
を有する世帯が取得する住宅。

2021.1.28 22 ※今後選定する事務局に登録された型番の製品を使用し
た工事のみが対象です。

※事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが
対象です。

2021.1.28 24 ※今後選定する事務局に登録された型番の製品を使用し
た工事のみが対象です。

※事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが
対象です。

2021.1.28 26 ※今後選定する事務局に登録された型番の製品を使用し
た工事のみが対象です。

※事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが
対象です。

2021.1.28 31 ※　今後、準備が整い次第、対象となる工事の例につい
て、国土交通省のホームページ等において公表します。

※　対象となる追加工事の例について、国土交通省のホー
ムページにおいて公表しております。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_
house_tk4_000181.html

2021.1.28 33 ※　申請手続きは、現時点で想定している内容であり変更
となる場合があります。申請に必要な書類や提出方法は、
今後選定する事務局が後日公表する申請の手引きを必ず
ご確認ください。

※　申請手続きは、現時点で想定している内容であり変更
となる場合があります。申請に必要な書類や提出方法は、
事務局が後日公表する申請の手引きを必ずご確認くださ
い。

2021.1.28 41 （ポイント発行申請の時期）
準備が整い次第開始～

（ポイントの商品交換申請の時期）
準備が整い次第開始～

（完了報告の各開始時期）
準備が整い次第開始～

（ポイント発行申請の時期）
令和３年４月

（ポイントの商品交換申請の時期）
令和３年６月

（完了報告の各開始時期）
令和３年６月

2021.1.28 42 （ポイント発行申請の時期）
準備が整い次第開始～

（ポイントの商品交換申請の時期）
準備が整い次第開始～

（ポイント発行申請の時期）
令和３年４月

（ポイントの商品交換申請の時期）
令和３年６月

2021.1.28 43 （ポイント発行申請の時期）
準備が整い次第開始～

（ポイントの商品交換申請の時期）
準備が整い次第開始～

（完了報告の各開始時期）
準備が整い次第開始～

（ポイント発行申請の時期）
令和３年４月

（ポイントの商品交換申請の時期）
令和３年６月

（完了報告の各開始時期）
令和３年６月

2021.1.28 44 （ポイント発行申請の時期）
準備が整い次第開始～

（完了報告の各開始時期）
準備が整い次第開始～

（ポイント発行申請の時期）
令和３年４月

（完了報告の各開始時期）
令和３年６月

2021.1.28 45

2021.1.28 45 ※１　開始時期について、令和３年２月頃公表予定
※２　ポイントの発行申請の締め切りは、予算の執行状況
に応じて公表します。

※１　申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて公表し
ます。



2021.1.28 46 （お問い合わせ先）
事務局において、専用のコールセンターを開設する予定で
す。それまでの期間は、以下において問い合わせをお受け
します。

2021.1.28 46 なお、今後選定する事務局においてもホームページが作成
される予定です。

なお、事務局においてもホームページが作成される予定で
す。

2021.1.28 48 ※　～申請に必要な書類や提出方法は、今後選定する事
務局が後日公表する申請の手引きを必ずご確認ください。

※　～申請に必要な書類や提出方法は、事務局が後日公
表する申請の手引きを必ずご確認ください。

2021.1.28 49 【東京圏からの移住の場合】※詳細未定 【東京圏からの移住の場合】
2021.1.28 50 【東京圏からの移住の場合】※詳細未定 【東京圏からの移住の場合】
2021.1.28 53

2021.1.28 53

2021.1.28 53 （注釈の変更）
※２　対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。
※３　対象となる住戸に対してZEHマークが表記された場合
に限ります。

（注釈の変更）
※２　工事完了前のポイント発行申請の際に「本制度の対
象であることを証明する住宅証明書等」として添付する場合
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します。

2021.1.28 54 空き家バンク登録等住宅証明書★ 空き家バンク登録等住宅証明書※１★
2021.1.28 54 （注釈の追加）

※１　売買契約締結後に限り、発行を行う場合があります。
2021.1.28 55

2021.1.28 55 ★　本制度実施のために新たに定められるものであり、詳
細は今後公表します。（一部調整中のものがあります）

※１　対象製品証明書に添付する納品書は、納入者や納
入先、対象製品型番等が記載されたもので、対象製品の
納入者（メーカー、流通事業者、販売会社、販売店等）が発
行する書類です。
★　本制度実施のために新たに定められるものであり、詳
細は今後公表します。

2021.1.28 70 （既存住宅の購入）
住宅の本体工事の全部又は一部を対象とする国のほかの
補助制度との併用はできません。

（既存住宅の購入）
住宅の取得を対象とする国のほかの補助制度との併用は
できません。

2021.2.16 1 令和３年１月２８日版 令和３年２月１６日版
2021.2.16 1 ※本資料は、令和３年１月２８日時点のものです。今後修

正を加えたものは、国土交通省のホームページ等におい
て、公表します。

※本資料は、令和３年２月１６日時点のものです。今後修
正を加えたものは、国土交通省のホームページ等におい
て、公表します。

2021.2.16 7 ※　対象となる空き家バンクの一覧は、下記の国土交通省
のホームページにおいて公表しております。
　
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_
house_tk4_000181.html

※　対象となる空き家バンクの一覧は、下記の事務局の
ホームページにおいて公表しております。

https://greenpt.milt.go.jp （準備中のため、当面の間は次
のURLが表示されます　https://www.greenpt.jp）
　

2021.2.16 30 ※　商品交換事業者および商品の公募選定スケジュール
等については、 国土交通省のホームページで随時公表し
ます。

※　商品交換事業者および商品の公募選定スケジュール
等については、 事務局のホームページで随時公表します。
https://greenpt.milt.go.jp （準備中のため、当面の間は次
のURLが表示されます　https://www.greenpt.jp）

2021.2.16 31 ※　対象となる追加工事の例について、国土交通省のホー
ムページにおいて公表しております。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_
house_tk4_000181.html

※　対象となる追加工事の例について、事務局のホーム
ページにおいて公表しております。
　　　https://greenpt.milt.go.jp （準備中のため、当面の間
は次のURLが表示されます　https://www.greenpt.jp）

2021.2.16 42 （ポイント発行申請の時期）
令和３年４月

（ポイント発行申請の時期）
令和３年５月



2021.2.16 45

2021.2.16 46 事務局において、専用のコールセンターを開設する予定で
す。それまでの期間は、以下において問い合わせをお受け
します。

【住宅ポイントお問い合わせ窓口】
ＴＥＬ：03-6730-5414

事務局において、専用のコールセンターを開設しておりま
す。

【グリーン住宅ポイント事務局　コールセンター】
　ＴＥＬ　：　０５７０－５５０－７４４
　（IP電話等からのご利用　０４２－３０３－１４１４）

2021.2.16 46 本制度の概要は、国土交通省ホームページの「グリーン住
宅ポイント制度について」に掲載しています。
(URL)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakuke
ntiku_house_tk4_000181.html
なお、事務局においてもホームページが作成される予定で
す。

【グリーン住宅ポイント事務局　ホームページ】
(URL) https://greenpt.milt.go.jp
　　　　（準備中のため、当面の間は次のURLが表示されま
す
　　　　https://www.greenpt.jp）

2021.2.16 53 ★　本制度実施のために新たに定められるものであり、詳
細は今後公表します。

★　本制度実施のために新たに定められるものです。

2021.2.16 54 ★　本制度実施のために新たに定められるものであり、詳
細は今後公表します。

★　本制度実施のために新たに定められるものです。

2021.2.16 55 ★　本制度実施のために新たに定められるものであり、詳
細は今後公表します。

★　本制度実施のために新たに定められるものです。

2021.2.16 56 ★　本制度実施のために新たに定められるものであり、詳
細は今後公表します。

★　本制度実施のために新たに定められるものです。

2021.2.22 1 令和３年２月１６日版 令和３年２月２２日版
2021.2.22 1 ※本資料は、令和３年２月１６日時点のものです。今後修

正を加えたものは、国土交通省のホームページ等におい
て、公表します。

※本資料は、令和３年２月２２日時点のものです。今後修
正を加えたものは、国土交通省のホームページ等におい
て、公表します。

2021.2.22 7 ※　対象となる空き家バンクの一覧は、下記の事務局の
ホームページにおいて公表しております。

https://greenpt.milt.go.jp （準備中のため、当面の間は次
のURLが表示されます　https://www.greenpt.jp）

※　対象となる空き家バンクの一覧は、下記の事務局の
ホームページにおいて公表しております。

https://greenpt.milt.go.jp
　

2021.2.22 30 取得したポイントは、一定の要件に適合する商品及び追加
工事に交換が可能です。
　商品については、以下のような商品を募集する予定で
す。（追加工事については次頁参照）

取得したポイントは、一定の要件に適合する商品及び追加
工事に交換が可能です。
　（追加工事については次頁参照）

2021.2.22 30 ※　商品交換事業者および商品の公募選定スケジュール
等については、 事務局のホームページで随時公表します。
https://greenpt.milt.go.jp （準備中のため、当面の間は次
のURLが表示されます　https://www.greenpt.jp）

※　商品交換事業者および商品の公募選定スケジュール
等については、 事務局のホームページで随時公表します。
https://greenpt.milt.go.jp

2021.2.22 31 賃貸住宅の新築の場合、取得したポイントは、一定の要件
に適合する追加工事に交換が可能です。以下のような追
加工事を対象とする予定です。

賃貸住宅の新築の場合、取得したポイントは、一定の要件
に適合する追加工事に交換が可能です。

2021.2.22 31 ※　対象となる追加工事の例について、事務局のホーム
ページにおいて公表しております。
　　　https://greenpt.milt.go.jp （準備中のため、当面の間
は次のURLが表示されます　https://www.greenpt.jp）

※　対象となる追加工事の例について、事務局のホーム
ページにおいて公表しております。
　　　https://greenpt.milt.go.jp

2021.2.22 45

2021.2.22 46 【グリーン住宅ポイント事務局　ホームページ】
(URL) https://greenpt.milt.go.jp
　　　　（準備中のため、当面の間は次のURLが表示されま
す
　　　　https://www.greenpt.jp）

【グリーン住宅ポイント事務局　ホームページ】
(URL) https://greenpt.milt.go.jp

2021.3.1 1 令和３年２月２２日版 令和３年３月１日版
2021.3.1 1 ※本資料は、令和３年２月２２日時点のものです。今後修

正を加えたものは、国土交通省のホームページ等におい
て、公表します。

※本資料は、令和３年３月１日時点のものです。今後修正
を加えたものは、国土交通省のホームページ等において、
公表します。



2021.3.1 45

2021.3.26 1 令和３年３月１日版 令和３年３月２６日版
2021.3.26 1 ※本資料は、令和３年３月１日時点のものです。今後修正

を加えたものは、国土交通省のホームページ等において、
公表します。

※本資料は、令和３年３月２６日時点のものです。今後修
正を加えたものは、国土交通省のホームページ等におい
て、公表します。

2021.3.26 33 ※申請に必要な書類や提出方法は、事務局が後日公表す
る申請の手引きを必ずご確認ください。

※申請に必要な書類や提出方法は、事務局が公表してい
る申請の手引きを必ずご確認ください。

2021.3.26 41

2021.3.26 42

2021.3.26 43



2021.3.26 44

2021.3.26 45

2021.3.26 45 ※２　申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて公表し
ます。

※２　ポイントの追加工事への交換申請は、ポイント発行申
請と同時に行う必要があります。
※３　「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」、「リ
フォーム（請負契約額が1,000万円（税込）以上のものに限
る。）」、「賃貸住宅の新築」のタイプについては、工事完了
前にポイント発行申請を行うことができます。
※４　「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」、「既存
住宅の購入」、「リフォーム」、「賃貸住宅の新築」の全ての
タイプでポイント発行申請を行うことができます。
※５　申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて公表し
ます。※６　完了報告の期限は申請のタイプによって異なり
ます（P.41～P.44参照）。

2021.3.26 48 ※申請に必要な書類や提出方法は、事務局が後日公表す
る申請の手引きを必ずご確認ください。

※申請に必要な書類や提出方法は、事務局が公表してい
る申請の手引きを必ずご確認ください。

2021.10.1 32 ※　工事完了前にポイント発行申請を行った場合、ポイント
を商品に交換する場合とは異なり、完了報告※を令和4年2
月15日までに行う必要があります。

※　工事完了前にポイント発行申請を行った場合、ポイント
を商品に交換する場合とは異なり、完了報告※を令和4年2
月15日までに行う必要があります。

2021.10.1 38 大規模なリフォーム（1,000万円（税込）以上）の場合 大規模なリフォーム（1,000万円（税込）以上）※３の場合

                             ～

※３　リフォーム工事の請負契約額が1,000万円（税込）未
満の場合であっても、新型コロナウイルスの影響により工
事が遅延し、工事完了後のポイント発行申請を行うことが
難しい場合は、工事完了前のポイント発行申請を行うこと
ができます。

2021.10.1 41



2021.10.1 42

2021.10.1 43

2010.10.1 44

2010.10.1 45

2022.01.14 32 ※　工事完了前にポイント発行申請を行った場合、ポイント
を商品に交換する場合とは異なり、完了報告※を令和４年
２月１５日までに行う必要があります。

※　工事完了前にポイント発行申請を行った場合、ポイント
を商品に交換する場合とは異なり、完了報告※を令和４年
５月３１日までに行う必要があります。
　ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響によ
る資材・設備の供給遅延や労務の遅れの影響により、令和
４年２月15日までの完了報告が難しいことについて完了報
告時に申告していただきます。



2022.01.14 32

2022.01.14 41

2022.01.14 43

2022.01.14 44


