
飯田市告示第36号 

 

 飯田市環境共生住宅建設補助金交付要綱を次のとおり定め、令和３年３月１日以後の事業から

適用する。 

 

  令和３年４月１日 

 

飯田市長 佐 藤  健    

 

飯田市環境共生住宅建設補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、省エネルギー住宅を普及させることにより、地域資源の創出、人材の育成

及び地域産業の担い手の確保を促進し、もって地球温暖化の防止に資するため、飯田市が指定

するエリアに新築する建物に要した費用を補助する飯田市環境共生住宅建設補助金（以下「補

助金」という。）を交付することについて、補助金等交付規則（昭和45年飯田市規則第31号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) ＺＥＨ仕様住宅 次に掲げるいずれにも該当する住宅（ネット ゼロ エネルギー ハウス）

をいう。 

ア 市が定める住宅基本性能のＵＡ値が0.6 Ｗ／㎡・K以下の住宅で、住宅の性能のうち断熱

性能及び省エネルギー性能を向上することで一次エネルギー消費量の使用を抑え、かつ、

基準一次エネルギー消費量から20％以上の一次エネルギー消費量の使用を抑えた住宅 

イ ＨＥＭＳ等の住宅全体のエネルギーマネジメントが可能なシステムを設置した住宅 

 (2) 環境共生住宅エリア 市長が別に定める区域をいう。 

(3) ＵＡ値 外皮平均熱貫流率をいい、住宅の内部から床、外壁、屋根（天井）及び窓等の開

口部等を通過して外部へ放出される熱量の合計を外皮全体で平均した値をいう。 

(4) ＨＥＭＳ Ｈｏｍｅ Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ（ホーム エ

ネルギー マネジメント システム）の略称で、建物のエネルギーを可視化し、家電等の電気

設備を適切に制御するための管理システムをいう。 

(5) 地域産木材 飯田市又は飯田市を含む南信州地域において生産された間伐材等（単独町村

産は除く。）を利用して製材された建築用木材で、信州木材認証製品センター（長野県の木

材製品に関する情報を総合的に収集し、管理し、並びに信州木材製品認証制度に関する業務

を適正に実施することにより、流通の円滑化及び需用の拡大を図り、長野県の林業及び木材

関連産業の振興に寄与することを目的とする団体をいう。）が認証した製品その他市長が適

当と認めるものをいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、住宅の用に供する目

的で、環境共生住宅エリア内に自己が所有するＺＥＨ仕様住宅で、かつ、次の各号のいずれか

に該当する住宅を新築した者とする。 



(1) 市内に本社又は本店を有する設計事務所が設計をしたものであること。 

(2) 市内に本社又は本店を有する工務店等が建設をしたものであること。 

(3) 地域の気候風土を活用した通風の工夫をしたものであること。 

(4) 地域の気候風土を活用した庇
ひさし

の工夫をしたものであること。 

(5) 地域産木材を活用したものであること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者（第７条に規定する申請をした者をいう。）以外

の者が前項のＺＥＨ仕様住宅を所有する場合において、当該申請者が当該ＺＥＨ仕様住宅の建

設に係る費用を負担した事実が認められるときは、当該ＺＥＨ仕様住宅を所有する者の同意を

得て、当該申請者を交付対象者とすることができる。 

 （交付の条件） 

第４条 次に掲げる事項を補助金の交付の条件とする。 

(1) 令和３年３月１日から令和６年３月31日までに環境共生住宅エリア内において住宅の建設

が完了し、かつ、市長に第７条に規定する実績報告書を提出すること。 

(2) 補助金を受領後、市長が個人のエネルギー使用量等に係る情報の開示を求めた場合は、速

やかに無償でこれに応じること。 

（3）補助金を受ける者は、将来、環境共生住宅エリア内の一体的な電力供給の仕組みに対して

協力すること及び相互に電力を融通することに同意すること。 

(4) 市税（申請の日前１年の間に納期が到来しているもの。）を完納していること。 

２ 前項（2）及び（3）の内容は、当該建物の所有権等の継承等が第三者に行われた場合も当該

第三者（所有権取得者）に継承させるものとする。 

 （補助金の交付） 

第５条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 補助金の交付は、１棟のＺＥＨ仕様住宅に対し、１回に限る。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) ＵＡ値 ＵＡ値0.6Ｗ／㎡・Kから当該ＺＥＨ仕様住宅のＵＡ値を減じた数値を0.01Ｗ／㎡・

Kで除した数に２万５千円を乗じて得た額。ただし、30万円を上限とする。 

(2) ＨＥＭＳ等のエネルギーマネジメント機器 当該機器を設置した家屋１棟につき１万円 

(3) 市内に本社又は本店を有する設計事務所による設計 10万円 

(4) 市内に本社又は本店を有する工務店等による建設 10万円 

(5) 地域の気候風土を活用した通風の工夫  

ア 判定基準１に規定する適合条件を満たす有効な通風経路が確保されている居室 居室の

数に２万５千円を乗じて得た額。ただし、５万円を上限とする。 

(6) 地域の気候風土を活用した庇の工夫 

ア 判定基準２に規定する適合条件を満たす南面開口部に日射を有効に遮る庇が設置されて

いる建物 幅600mm以上1,200mm未満の開口部の数に２万５千円を乗じて得た額及び幅

1,200mm以上の開口部の数に４万円を乗じて得た額を合算した額。ただし、10万５千円を上

限とする。 

(7) 地域産木材の活用 飯田市産材利用啓発活動補助金要綱（平成22年飯田市告示第63号）に

基づく当該補助金の交付確定を受け、かつ、地域産木材を10％以上使用した新築住宅 ５万

円 

(8) 太陽光発電設備又は蓄電システムの設置 飯田市太陽光発電設備・蓄電システム設置補助



金交付要綱（平成23年飯田市告示第90号）に基づく補助金の額に、次に掲げる設備の設置に

応じて補助金を加算する。 

ア 太陽光発電設備 設置された太陽光発電設備におけるパネルの最大出力値（キロワット

を単位とし、小数点以下第3位を四捨五入した値とする。）に１万円を乗じて得た額 

イ 蓄電システム 10万円 

２ 第１項第８号アの規定により算出した補助金の額が８万円を超えたときは、８万円を補助金

の上限額とする。ただし、太陽光発電設備及び蓄電システムに係る補助金を同時に申請する場

合は、太陽光発電設備に係る補助金の上限額は、10万円とする。 

３ 前２項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り

捨てた額を補助金の額とする。 

（交付の申請） 

第７条 規則第３条に規定する申請は、申請者が飯田市環境共生住宅建設補助金交付申請書兼実

績報告書（様式第１号。以下「本件申請書」という。）に、次の各号に掲げる種別に応じ、そ

れぞれ当該各号に掲げる書類（以下「本件附属書類」という。）を添付し、事業の完了後に市

長に提出することにより行わなければならない。 

(1) ＺＥＨ仕様住宅 

ア 建築する場所（住所）及び付近を示す見取図 

イ ＺＥＨ仕様住宅の施工について施工業者と工事契約を締結したことが分かる書類 

ウ ＺＥＨ仕様住宅の施工に係る費用の支払総額及び内訳が分かる書類 

エ 当該住宅の建築に係る費用の支払いを証明する書類 

オ ＺＥＨ仕様住宅の完成の状況が分かる写真 

カ 検査済証(建築基準法第７条第５項)の写し 

キ 計算者（計算者とは、省エネ基準に係る知識・説明経験を有し、該当建物の設計書を基

に数値計算し、その数値に責任を負う者をいう。以下同じ。）の記名及び押印のあるＵＡ

値及び一次エネルギー消費量計算書（平成28年省エネルギー基準（平成28年国土交通省告

示第265号）に基づくものをいう。） 

ク 計算者の住宅省エネルギー設計又は施工技術者講習修了証の写し 

ケ 申請者に係る補助金の交付を受けようとする年度の市税完納証明 

コ アからケまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

(2) ＨＥＭＳ等のエネルギーマネジメント機器 

ア 当該機器の設置について設置業者と工事契約を締結したことが分かる書類 

イ 当該機器の設置に係る費用の支払総額及び内訳の分かる書類 

ウ 当該機器を設置した状況が分かる複数の箇所の写真 

エ 当該機器の型式及びエネルギー管理区分等の管理系統を明示した系統図 

(3) 市内設計事務所による設計 

ア 当該設計に係る契約書の写し 

イ 当該設計に係る見積書の写し 

ウ 領収書その他の当該設計に係る支払を証明する書類の写し 

エ 登記簿謄本又はその他の請負業者の本社又は本店の所在（個人事業主の場合は住所）が

分かる書類の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

(4) 市内工務店等による工事 

ア 当該工事に係る契約書の写し 



イ 当該工事に係る見積書の写し 

ウ 領収書その他の当該設計に係る支払を証明する書類の写し 

エ 登記簿謄本又はその他の請負業者の本社又は本店の所在（個人事業主の場合は住所）が

分かる書類の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 (5) 地域の気候風土を活用した通風の工夫 

ア 各階の平面図（各居室の床面積の記載があるものに限る。） 

イ 建具表（通風経路上に存する開口部の種類と寸法の記載があるものに限る。） 

ウ 竣工時の写真(当該箇所が仕様を満たしていることが確認できるもの) 

(6) 地域の気候風土を活かした庇の工夫 

ア 配置図（方位の記載があるものに限る。） 

イ 各階平面図（方位の記載があるものに限る。） 

ウ 竣工時の写真(当該箇所が仕様を満たしていることが確認できるもの) 

エ 立面図又は断面図（南面開口部上部の庇の出及び庇下端から開口部下端までの距離の記

載があるものに限る。） 

(7) 地域産木材の活用 

ア 飯田市産材利用啓発活動補助金確定通知書の写し 

イ 使用した木材の量及び使用割合の分かる書類（飯田市産材利用啓発活動補助金交付申請

書の添付書類の写し） 

ウ 飯田市産又は飯田市を含む南信州地域産（単独町村産は除く。）の木材であることを証

明する書類（飯田市産材利用啓発活動補助金交付申請書の添付書類の写し） 

エ 当該木材を設置した建物の外観その他の設置の状況が分かる複数の箇所の写真 

オ アからエに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

(8) 太陽光発電設備及び蓄電システム 

ア 当該設備の設置について設置業者と工事契約を締結したことが分かる書類 

イ 当該設備の設置に係る費用の支払総額及び内訳の分かる書類 

ウ 当該設備の設置に係る費用の支払いを証明する書類 

エ 当該設備を設置した建物の外観その他の当該設備の設置の状況が分かる複数の箇所の写

真 

オ 太陽光発電設備の型式、太陽電池パネルの設置枚数、当該設備の最大出力等を明示した

配置図 

カ 蓄電システムの型番、台数、当該設備の最大蓄電容量等を明示した平面図 

キ 一般送配電事業者と締結した系統連系に係る契約書の写し 

ク アからキに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項第３号から第８号までに規定する附属書類の一部又は全部が同項第１号若しくは第２号

に規定する附属書類と同等の内容が記載されている附属書類である場合は、前項第３号から第

８号までに規定する当該附属書類を省略することができる。 

３ 前２項に規定する本件申請書及び本件附属書類（以下「本件申請書等」という。）は、飯田

市太陽光発電設備・蓄電システム設置補助金交付要綱（平成23年飯田市告示第90号）、飯田市

太陽熱温水器設置補助金交付要綱（平成23年飯田市告示第91号）、飯田市森のエネルギー推進

事業補助金交付要綱（平成23年飯田市告示第117号）、飯田市産材利用啓発活動補助金交付要綱

（平成22年飯田市告示第63号）、飯田市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱（平成11年飯田

市告示第55号）の各要綱（以下「各要綱」という。）に基づく申請書等とみなし、次条から第



14条までの規定については、補助金の種別に応じ、各要綱の規定に準ずるものとする。 

４ 前項の場合において、環境共生住宅エリアにおける各要綱に基づくとみなされる申請は、本

件申請書等により一括して行うものとする。 

５ 本件申請書等の受付は、飯田市市民協働環境部環境モデル都市推進課において行うものとす

る。 

６ 本件申請書は、申請の対象となる行為の完了した日から起算して１年以内に提出するものと

する。なお、令和５年４月１日以降の対象については、令和６年３月31日までに提出するもの

とする。ただし、申請者の責めに帰さない特別な事情があると市長が認めるときはこの限りで

はない。 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定により本件申請書等の提出があったときは、当該申請に係る書類に

記載された事項の審査、必要に応じて行う現地の調査等の結果に基づき、補助金の交付の可否

及び補助の対象と認める経費の額を決定する。 

２ 前項の規定による決定は、各要綱に基づく決定とみなし、及び交付の可否及び補助の対象と

認める額を一括して決定し、書面により申請者に通知する。 

（申請内容の変更） 

第９条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）が、

当該決定を受けた後において、本件申請書等の内容を変更する場合は、書面により申し出て、

市長の承認を受けなければならない。 

（設置状況の確認） 

第10条 市長は、補助金の交付を適正に執行するために必要と認めるときは、本件申請書に記載

された建物及び設備の状況を確認するものとする。 

（実績報告） 

第11条 本件申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねる。 

（額の確定の通知） 

第12条 規則第13条に規定する額の確定は、各要綱に基づく額の確定とみなして一括して確定し、

書面により申請者に通知する。 

（補助金の交付の請求） 

第13条 前条に規定する通知を受けた交付決定者が、補助金の支払の請求をしようとするときは、

飯田市環境共生住宅建設補助金交付請求書（様式第２号。以下「請求書」という。）を市長に

提出することにより行うものとする。 

２ 請求書の提出は、市長が補助金の額の確定をした日から起算して30日を経過する日までに行

わなければならない。 

３ 前項に規定する日までに請求書の提出がない場合は、市長は、交付の決定を取り消すことが

できる。 

（補助金の支払） 

第14条 市長は、請求書の提出があったときは、当該請求書に記載された指定の金融機関の口座

に振り込むことにより、補助金を支払うものとする。 

（補助金交付の取消し） 

第15条 市長は、交付決定者が規則第15条各号の規定に該当したときは、補助金の交付の全部又

は一部を取り消すものとする。 

（補助金の返還） 

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分に



関し、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。 

２ 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた交付決定者は、市長にこれを返

還しなければならない。 

（補則） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。 



様式第１号（第７条関係） 

 

飯田市環境共生住宅建設補助金交付申請書兼実績報告書 

 

  令和  年  月  日 

飯田市長 様 

 

申請者 住所                     

氏名               印 

電話番号                   

 

 次のとおり、環境共生住宅エリア内に、飯田市環境共生住宅建設補助金交付要綱第３条第１項に規定する住宅を新

築したので、同要綱第７条の規定により補助金の交付を申請します。 

また、同要綱第４条に規定により、次の条件に同意します。 

(1) 補助金を受領後、市長が本補助金の補助交付決定者へ個人のエネルギー使用量等に係る情報の開示を求めた場

合は、速やかに無償でこれに応じます。 

(2) 補助金を受ける者は、将来、環境共生住宅エリア内の一体的な電力供給の仕組みに対して協力すること及び相

互に電力を融通することに同意します。 

（3）補助金の交付決定の確認に際し、現地調査の必要がある場合は調査を受けることに同意します。 

(4) 補助金の交付決定の確認に際し、本市における市税の納付状況について、市が調査することに同意します。 

 

１ ＺＥＨ仕様住宅の建築工事及び当該工事に付随する行為の所在地 

   

飯田市 

 

２ 工事完了日   令和   年   月   日 

※申請に該当する全ての行為が完了した日（但し、太陽光発電設備の系統連系日は除く） 

 

３ 補助交付申請合計額                 円  

 

４ 申請の内容 

(1) 必須項目 

項目 報告内容 申請金額 本件附属書類 

ＵＡ値  

数値       Ｗ／㎡・K 

 

ＵＡ値0.6との差    (Ａ) 

加算額がある場合に記載 

(Ａ)×2.5万円（上限30万

円） 

 

          円 

□見取図 

□工事契約書の写し 

□見積書の写し 

□工事に係る費用の支払い

を証明する書類 



一次エネルギー消費

量削減率 

 

数値         ％ 削減 

 

 

― 

□新築住宅の写真 

□検査済証の写し(建築基

準法第７条第５項) 

□計算者の住宅省エネルギ

ー設計技術者講習修了証

等の写し 

□ＵＡ値計算書 

□一次エネルギー消費量計

算書 

□その他          

エネルギーマネジメ

ント機器（ＨＥＭＳ） 

メーカー名 １棟当たり１万円 

 

          円 

□工事契約書の写し 

※第７条第１項第１号イと

同契約であれば省略 

□見積書の写し 

※第７条第１項第１号ウの

内で確認できれば省略 

□設置に係る費用の支払い

を証明する書類 

※第７条第１項第１号エの

内で確認できれば省略 

□当該設備設置の状況が分

かる複数箇所の写真 

□ＨＥＭＳの型式、台数及

び管理系統の範囲を明示

した系統図 

機種・型番 

機器に要した額 

                

             円 

設置完了年月日 

 

  令和   年   月   日 

（備考） 

１ ＨＥＭＳ機器補助対象要件 

(1) 「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載している 

(2) 居住者が使用する空調、照明、給湯等の設備における電力使用量を計測・蓄積し、電力使用量の見える化が実現できる 

(3) ひとつ以上の機器に対して、省エネルギーに資する自動制御機能（省エネモード含む）を有する（エネルギー使用量を削減するた

めの制御または蓄エネルギー機器のピークカット／ピークシフト制御を機器により自動的に実行できる（使用者の確認により半

自動制御含む）） 

(4) 創エネルギー機器及び蓄エネルギー機器との接続を有している（太陽光発電システム等の創エネルギー機器が設置された場合には

創エネルギー機器による発電量等の情報や蓄電システム等の蓄エネルギー機器が設置された場合には蓄エネルギー機器による充

電量等の情報取得が可能なもの（計測のみの接続含む）） 

(5) 電力使用量に関わる情報に基づいた省エネルギーを促す情報提供機能を有している 

 

（2）いずれかの項目 

項目 報告内容 申請金額 本件附属書類 

ア）市内設計業者の

活用 

 

契約業者名 

 

              

契約日 令和  年  月   日 

 

完了日 令和  年  月   日 

１棟当たり10万円 

 

          円 

□契約書の写し 

※第７条第１項第１号イと同契

約であれば省略 

□見積書の写し 

※第７条第１項第１号ウと同契

約であれば省略 

□支払いを証明する書類 

□請負業者登記簿謄本等の写し 

□その他 



イ）市内施工業者の

活用 

 

契約業者名 

 

              

契約日 令和  年  月   日 

 

完了日 令和  年  月   日 

１棟当たり10万円 

 

          円 

□契約書写し 

※第７条第１項第１号イと同契

約であれば省略 

□見積書の写し 

※第７条第１項第１号ウの内で

確認できれば省略 

□工事に係る費用の支払いを証

明する書類 

※第７条第１項第１号エの内で

確認できれば省略 

□請負業者登記簿謄本等の写し 

□その他 

ウ）通風の工夫  

部屋数         か所 

１室当たり2.5万円（上

限５万円） 

 

          円 

□各階平面図（面積記載） 

□建具表（寸法、種類記載） 

□竣工時の写真 

□その他          

エ）庇の工夫 南面への庇の設置箇所数 

①幅600㎜以上1,200㎜未満の開

口部上部 

 

            か所 

②幅1,200㎜以上の開口部上部 

 

            か所 

①南面1,200mm未満開口部

１か所当たり2.5万円 

 

         円 

②南面1,200mm以上開口部

１か所当たり4.0万円 

 

         円 

 

合計（①＋②） 

 

      円 

両方の計で10.5万円上限 

□配置図（方位記載） 

□各階平面図（方位記載） 

□立面図又は断面図（庇の出

等記載） 

□竣工時の写真 

□その他 

             

               

オ）地域産木材の活

用 

地域産木材の使用量 

 

             ％ 

新築時の地域産木材の総使用量 

 

             ㎥ 

建物の延べ床面積 

 

             ㎡ 

建物の延べ床面積に対する１㎡

当たりの使用量 

 

             ㎥ 

飯田市産材利用啓発活動

補助金交付要綱による計

算式（別途申請） 

全市対象の飯田市産材利

用啓発活動補助金確定額 

建築主分       

 

         円 

 

環境共生住宅エリア加算 

建築主分 

 

   円 

□飯田市産材利用啓発活動補

助金確定通知の写し 

□南信州産木材使用割合のわ

かる書類の写し（全体使用

量との割合が比較可能なも

の） 

□地域産木材証明書の写し 

□竣工時の写真 



(3) エリア加算項目（通常補助該当分も記入ください） 

項目 報告内容 申請金額 本件附属書類 

太陽光発電設備 

 

メーカー名 ①全市対象通常補助額 

    

          円 

※千円以下切り捨て 

 

          円 

②環境共生住宅エリア加算 

 

          円 

合計額（①＋②） 

 

          円 

□工事業者との契約書写し 

※第７条第１項第１号イと

同契約であれば省略 

□総額及び内訳のわかる見

積書 

※第７条第１項第１号ウの

内で確認できれば省略 

□当該設備の設置の状況が

分かる複数箇所の写真 

□太陽光発電設備の型番、

設置枚数、設置位置、最

大出力等を明示した配置

図 

□蓄電システムの型式、台

数、最大蓄電容量等を明

示した平面図 

□一般送配電事業者と系統

連系していることがわか

る書類 

□設置に係る費用の支払い

を証明する書類 

※第７条第１項第１号エの

内で確認できれば省略 

 

機種・型番 

最大出力         

ｋＷ（Ａ） 

設備設置に要した額 

 

             円 

系統連系日 

 

令和   年   月   日 

蓄電システム 

 

メーカー名 ①全市対象通常補助額 

 

          円 

※千円以下切り捨て 

②環境共生住宅エリア加

算 

 

          円 

 

合計額（①＋②） 

    

          円 

機種・型番 

設備設置に要した額 

 

          円（Ａ） 

最大蓄電容量      

 ｋＷｈ 

設置完了年月日 

 

  令和   年   月   日 

（備考） 

１ 太陽光発電システムに係る補助交付申請額は、設置した太陽光発電設備の小数点以下第３位を四捨五入した最大出力値に１万円を

乗じて得た額又は８万円のいずれか少ない額の千円未満を切り捨てた額を記入する。ただし、蓄電システムと同時申請の場合は、上

限10万円とする。 

２ 蓄電システムに係る補助交付申請額は、設置に要した費用に１／３を乗じて得た額又は10万円のいずれか少ない額の千円未満を切

り捨てた額を記入する。 

（4）通常（一般）補助項目 

項目 報告内容 申請金額 備考 

ア）太陽熱温水器 メーカー名 

 

設置に要した経費の１／５

又は３万円のいずれか少な

い額 

 

          円 

□工事業者との契約書写し 

※第７条第１項第１号イと

同契約であれば省略 

□総額及び内訳のわかる見

積書 

※第７条第１項第１号ウの

内で確認できれば省略 

□当該設備の設置の状況が

分かる複数箇所の写真 

□設置に係る費用の支払い

を証明する書類 

※第７条第１項第１号エの

内で確認できれば省略 

機種・型番 

 

設備設置に要した額 

 

             円 

有効採湯量  

          リットル 

パネルの面積 

             ㎡ 

設置完了年月日 

 

  令和   年   月   日 



イ）ペレットストー

ブ・ボイラー 

メーカー名 設置経費の１／２又は10万

円のいずれか少ない額 

 

          円 

□見積書の写し 

□設置に係る費用の支払い

を証明する書類 

※第７条第１項第１号エの

内で確認できれば省略 

※自身で設置の場合は費用

をまとめた資料 

□設置状況のわかる複数の

写真 

□長野県産ペレット燃料供

給に係る協定書 

機種・型番 

設備設置に要した額 

 

             円 

設置完了年月日 

 

  令和   年   月   日 

ウ）薪ストーブ・ボ

イラー 

メーカー名 設置経費の１／２又は３万

円のいずれか少ない額 

 

          

 円 

□見積書の写し 

□設置に係る費用の支払い

を証明する書類 

※第７条第１項第１号エの

内で確認できれば省略 

※自身で設置の場合は費用

をまとめた資料 

□設置状況のわかる複数の

写真 

機種・型番 

設備設置に要した額 

 

             円 

設置完了年月日 

 

  令和   年   月   日 

エ）生ごみ処理機器 世帯主氏名（生ごみ処理機器申

請者） 

 

          ○印 (注1) 

 

生ごみ処理機器メーカー名 

               

機種名 

 

 

台数 

             台 

購入先 

 

               

購入年月日（注2） 

  令和   年   月   日 

 

設置完了年月日 

  令和   年   月   日 

 

購入金額（消費税を含む・付属

品代は含まない） 

 

             円 

購入金額の１／２（上限３

万円） 

千円未満の端数が生じた場

合は切り捨て 

 

 

          円 

□保証書のコピー（電動式

機器のみ） 

□世帯全員の住民票の写し 

□機器を購入したことを証

明する書類 

（注１） 飯田市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱（平成11年飯田市告示第55号）に基づき、申請者が世帯主とは別の場合のみ、世帯

主欄へ世帯主の氏名を記載いただき、併せて、申請者とは別の認印を押印ください。 

（注２） 生ごみ処理機器の補助金交付申請は、購入日から１年以内の申請が対象となります。 

 



様式第２号（第11条関係） 

 

飯田市環境共生住宅建設補助金交付請求書 

 

令和  年  月  日   

 

飯田市長 様 

 

申請者 住所                    

氏名                印 

電話番号                  

 

 

飯田市環境共生住宅建設補助金の額の確定を受けたので、飯田市環境共生住宅建設補助金交付要綱第11条の規定に

より次のとおり補助金を請求します。 

 

 

１ 補助金交付請求額             円 

 

２ 補助金の振込先とする金融機関の名称等（原則として申請者本人名義の口座とする。） 

 

金融機関名 

(名称を記入し、該

当するものを○で

囲む。) 

       銀行          支店 

       信用金庫        本店・支店 

       農協          本所・支所 

口座の種類(該当す

るものを○で囲

む。)及び口座番号 

普通預金 

当座預金 

その他 

         

    

口座名義人 

（フリガナ） 



【判定基準１】地域の気候風土を活かした通風の工夫について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定式 
通風経路① 

居室の床面積×1/35≦開口部◎の開放可能面積の合計 

 

通風経路②（いずれか適合） 

ａ：居室の床面積の合計×1/20≦開口部◇の開放可能面積の合計かつ、 

  居室の床面積の合計×1/49≦開口部◆の開放可能面積 

ｂ：居室の床面積の合計×1/30≦開口部◇の開放可能面積の合計かつ、 

  居室の床面積の合計×1/30≦開口部◆の開放可能面積 

ｃ：居室の床面積の合計×1/34≦開口部◇の開放可能面積の合計かつ、 

  居室の床面積の合計×1/17≦開口部◆の開放可能面積 

 

通風経路③（いずれか適合） 

ａ：居室の床面積の合計×1/20≦開口部△の開放可能面積の合計かつ、 

  居室の床面積の合計×1/35≦開口部▲の開放可能面積の合計 

ｂ：居室の床面積の合計×1/27≦開口部△の開放可能面積の合計かつ、 

  居室の床面積の合計×1/27≦開口部▲の開放可能面積の合計 

ｃ：居室の床面積の合計×1/32≦開口部△の開放可能面積の合計かつ、 

  居室の床面積の合計×1/17≦開口部▲の開放可能面積の合計 

 

適合条件…方位の異なる外部に面した開口部をつなぎ、通風時に風が室内を通過する一連の経路（図１）を有

し、通風経路が通過する居室の床面積に対する開口部の開放可能面積の割合が表１の割合以上とする

こと。 

 



【判定基準２】地域の気候風土を活かした庇の工夫について 

 

適合条件…庇の下端から開口部の下端までの高さの0.3倍以上庇の出を有すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定式…Ｚ≧0.3（Ｙ１＋Ｙ２） 

 

 


