
有限会社エヌエス・商会

◆ 住宅改修事業者名一覧

株式会社創研

有限会社アイタ材木店

佐藤製線販売株式会社

有限会社森谷工務店

株式会社熊谷工務店

℡023-634-2000

℡023-643-8201

℡023-623-4210

℡023-665-7117

℡023-664-6040

※特に希望する事業者がない場合は別途ご相談ください。

《山形市》 《山辺町》

℡0237-22-1043

《尾花沢市》

国土交通省選定事業者ＮＰＯ法人次世代リフォーム協会
に依る次世代リフォーム普及事業です。

平成２8年度 国土交通省補助事業

《特定部門》

国から最大 万円の補助国から最大 万円の補助国から最大 万円の補助120120120

国土交通省スマートウェルネス住宅等推進モデル事業国土交通省スマートウェルネス住宅等推進モデル事業

お問合せはこちらまで

Eメール：npo-jisedai@live.jp

山形県山形市美畑町13 -14

特定非営利活動法⼈

次世代リフォーム協会

TEL :023-634-2003

0120-135-888（ 株式会社 創研内 ）

ＦＡＸ : 023-634-2002

理事長 渡邉 雅継

次世代リフォーム協会URL：http://npo-jisedai.com

Eメール：npo-jisedai@live.jp
山形県山形市美畑町13-14
〒990-2493

特定非営利活動法⼈次世代リフォーム協会

TEL : 023-634-2003

FAX : 023-634-2002

株式会社 内

次世代リフォーム協会URL：http://npo-jisedai.com

⼀般世帯の⼀定の省エネ・バリアフリー改修⼯事
に補助⾦が交付されます

⼀般世帯の⼀定の省エネ・バリアフリー改修⼯事
に補助⾦が交付されます

補助制度の最終年度です
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工事範囲

補助金対応改修Bタイプ仕様例

※

補助金が交付される工事の一例です。

工事費込の価格になります。例えば…

お得です！

約約約約5577万万円円

省エネで快適な暮らしができて

さらに補助金で

お得です！
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※

国のこの補助金制度で国のこの補助金制度で

どんな工事ができるの？どんな工事ができるの？
QQ

窓の内側にもう一つ窓をつける断熱工事と現在お使いの

給湯器をエコキュートに交換する省エネ工事等が対象となります。
その他に高効率石油・ガス給湯機又は高効率換気扇、高効率天井エアコン等が対象となります

募集期間が限定されています
ので至急ご一報ください！

《 お読みください 》

・省エネ工事は必須ですが、その他バリアフリー工事も対象となります。

・工事の補助交付には健康調査を行う必要があります。

・どこの業者が工事しても補助金が支給される訳ではありません。

初期費用

内窓工事

エコキュート工事

工事費合計

※3～4人家族370Lの場合

▲9,200/年×10年＝▲92,000

▲61,000/年×10年＝▲610,000

※LDKで3ヶ所を仮定しています。 また大きさにより異なります。

=188,000

=955,000

冷暖房費

給 湯 費

省エネ効果合計

1,143,000

571,500円
工事費1,143,000円に対して

国土交通省より半額の571,5

00円が支給されます。

省エネ効果（10年間）

=▲92,000

=▲610,000

▲702,000

今 年 度 限 り ！

TEL. 023-634-2000㈹

〒990-2493 山形市美畑町13番14号
FAX. 023-634-2002

介護ショップ
次世代リフォーム館



■住宅改修の補助額

東南村山地区
山形市・天童市
上山市・山辺町・中山町

省エネ改修工事に対象事業費の補助率1/2で補助限度額１００万円/戸が支給されます。

併せてバリアフリー改修工事を行う場合は補助率1/2で最大１２０万円/戸が支給されます。

■補助の対象となる地区

1）日常生活に必要な住空間における、一定基準以上の

省エネルギー性能とする改修工事を行える方

2）住生活空間の省エネルギー化による居住者の健康状況の

変化等に関する調査事業に連携、協力が出来る方

高齢者、障がい者、子育て世帯等の

手すり工事 段差解消工事 廊下幅等の拡張工事2.バリアフリー改修工事

1.一定の基準の省エネルギー改修工事(省エネルギー対策A基準以上)

■補助の対象となる工事

■補助の対象となる世帯

西村山地区
寒河江市・河北町
大江町・西川町・朝日町

北村山地区
東根市・尾花沢市
村山市・大石田町

その他の地区
新庄市・南陽市
長井市・舟形町・白鷹町

国交省選定の採択事業者（次世代リフォーム協会）が医療や福祉関係者と

住宅改修事業者と連携し省エネ工事・バリアフリー工事を行う。

また住宅改修をされる世帯の方で改修工事前後の健康状況の変化に関す

る調査を行い、国交省に報告しなければならない。

測定機器の内訳（調査機関よりレンタル）

①温湿度（居間・寝室・脱衣所）

②家庭血圧（就寝前・起床時）

③身体活動量（歩数・EX量・消費カロリー）

④居住者のアンケート調査

■健康状況の調査項目の概要

※対象世帯の承諾を得られた方（最大２名）で

平成28年度冬に改修前調査と平成29年度冬に

改修後調査を行う。

①

②

③

④

この事業は、国土交通省の補助事業で、高齢者・障がい者・子育て世帯等に対して居住

の安定確保及び健康維持を目的とし、国がその費用の一部を補助する事業です。

内容については、住宅関係者が医療や福祉関係者等との連携により、既存住宅の改修

工事及び改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査を行い、高齢者等

の健康の維持・増進に資する住宅の普及を図るための事業です。

■事業の概要

健康状況実測ツール

※詳しくは担当者までお問合せ下さい。

③⑬健康調査

の実施依頼

①申込 ⑩工事代金の支払い
（受領委任払い）

住宅改修を希望される世帯

⑨工事
（省エネ・バリアフリー）

②調査申請 ⑥交付申請

福祉関係者

情報提供及び普及啓発

⑧工事契約

⑫補助金
支払

連
携

居間、寝室、脱衣所

住生活空間と健康状態に関する実測内容

④居住者の
アンケート調査

次世代リフォーム協会
【補助事業者】

住宅改修
事業者

（必須）

（必須）

【補助金交付事務を実施する者】

国土交通省一般社団法人

日本サステナブル建築協会

⑤⑮工事前・後の
健康調査報告

④⑭実測ツール
レンタル品の発送

【調査機関】

⑦交付
決定通知

⑪完了実績
報告書

山形県山形市美畑町13 -14

特定非営利活動法⼈

次世代リフォーム協会
TEL : 023-634-2003

（ 株 式 会 社 創 研 内 ）
FAX : 023-634-2002

Next Generation reform association

NN ><

0120-135-888
URL：http://npo-jisedai.com 次世代リフォーム協会

省エネ・バリアフリー工事省エネ・バリアフリー工事

120万円120万円120万円最大 の補助金が

国土交通省から交付されます。

最大 の補助金が

国土交通省から交付されます。

省エネ工事と併せて
バリアフリー工事に

省エネ工事と併せて
バリアフリー工事に

■補助募集期間 （平成28年度）

～ 平成 28年 11月末日（平成29年1月末工事完了）
※補助金がなくなり次第終了となりますのでお早めに申し込みください。

～ 平成 29年1月20日

好評につき期間延長 ！


