
2018年度　事業報告書

自 2018年4月1日
至 2019年3月31日

一般社団法人 ZEH推進協議会



2018年度事業報告
（2018年4月1日~2019年3月31日）

各
種
委
員
会
の
開
催

項目 時期・回数 内容 備考

運営委員会
隔月

計6回開催
（2h）

主に、活動内容や入会状況についての報告、相談、情報共
有を実施。 -

太陽光発電
委員会

隔月
計6回開催

（2h）
2018年4月より開始。 -

高度エネマネ
委員会

隔月
計2回開催

（2h）
2019年1月より開始。 -

セ
ミ
ナ
ー
・
講
習
会
の
開
催

普及事業※1

ZEH協主催 年間11回 ZEH協主催のシンポジウム・ZEHセミナーは総数520名の参
加。賛助会員・自治体等主催のZEHセミナーは総数2050名
の参加。
さらに「ZEH+&LCCM住宅視察研修会」を開催し、計5回約
90人の参加。

別紙1

賛助会員
・

自治体等主催
年間13回

先導事業※2 事業説明会3回

2017年12月の国交省 サステナブル建築物等先導事業「地
域ビルダーLCCM住宅先導プロジェクト」採択に伴い、参加
説明会を実施した。これにより本事業参加目的の入会も相
応にありビルダー会員の獲得につながった。現在101社の参
加。 

そ
の
他

会議出席
都度

（年間10回）

環境省ｸｰﾙﾁｮｲｽ委員会、NEDO審議会、熊本県エネルギー
基本計画改定検討委員会、国交省SDGsヒアリング等へ
ZEH協として参加。

書籍 都度
【編集協力】健康・快適なZEHのつくり方
【協力】ZEHMASTER2018
【協力】スマートマスター2019年版

-

ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ
都度

（年間8回）
主催シンポジウム・セミナー、またZEH協の会員様のZEH取
り組み状況に関する広報。

別紙2

取材対応
執筆依頼

都度
（年間20回）

新聞、業界誌、賛助会員広報誌などの取材対応及び寄稿
等。 別紙3

ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ
の配信

都度
（年間49回）

国の施策情報や、ZEH、LCCM住宅に関するセミナー情報
の共有など。

-

※1 ZEHの普及を目的とした事業活動。主にシンポジウム開催や、普及セミナー開催等を指す。
※2 ZEHの先導を目的とした事業活動。補助事業への提案や採択・実施等に関する先導的な事業を指す。

作成：2019/5/21 一般社団法人 ZEH推進協議会 (田代)



別紙1
【セミナー開催一覧・会議出席一覧】

2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月 2019年1月 2019年2月 2019年3月

普
及
事
業
※
1

ZEH協
主催

2018/5/29
新･ZEHﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（東京）

2018/07/30
ZEH協会員向け
ｾﾐﾅｰ（愛知）

2018/08/01
ZEH協会員向け
ｾﾐﾅｰ（福岡）

2019/03/27
低・中層ZEHーM
勉強会（東京）

2018/5/28
共著者西村健佑氏 
出版記念講演会

（東京）

2018/07/31
ZEH協会員向け
ｾﾐﾅｰ（大阪）

2018/08/23
ZEH協会員向け
ｾﾐﾅｰ（東京）

2018/07/25
第1回

ZEH+&LCCM住宅
視察研修会(福岡)

2018/09/13
第2回

ZEH+&LCCM住宅
視察研修会(福岡)

2018/11/21
第3回

ZEH+&LCCM住宅
視察研修会(福岡)

2019/03/13 
2019/03/15
第4回・第5回

ZEH+&LCCM住宅
視察研修会(福岡)

ﾒｰｶｰや
他団体
の主催

2018/04/27
高知県

ZEH施策ｾﾐﾅｰ
[小山代表]

2018/05/28
IBEC 

月例ｾﾐﾅｰ
[小山代表]

2018/06/11
YKK APW
ﾌｫｰﾗﾑ東京
[小山代表]

2018/08/22
三菱 暮らしと
設備の総合展

[小山代表]

2018/09/27
青森県

ﾈｯﾄｾﾞﾛｴﾈﾙｷﾞｰﾊｳｽ
勉強会

[小山代表･布井氏]

2018/10/05
(公社)自然ｴﾈﾙｷﾞ財団

ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
[小山代表]

2018/12/04
白川商工会議所

ZEH講演会
[布井氏]

2018/02/22
佐賀県

COOLCHOICE
ｾﾐﾅｰ

[小山代表]

2019/03/28
関西電力

VPPZEHｾﾐﾅｰ
[荒川氏]

2018/06/21
(一社)日本能率協会
第3回 九州ﾎｰﾑ＆

ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｼｮｰ
[荒川氏]

2018/08/24
青森県

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ
産業ﾈｯﾄﾜｰｸ会議

[小山代表]

2018/10/24
熊本県

ZEHｾﾐﾅｰ
[小山代表･布井氏]

2018/02/27
次世代ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

[小山代表]

2018/08/27
YKK APW
ﾌｫｰﾗﾑ大阪
[小山代表]

委員会等
修出席

2018/04/26
GBF※3委員会

[小山代表]

2018/07/12
GBF※3委員会

[小山代表]

2018/08/20
NEDO審議会

[小山代表]

2018/09/28
NEDO審議会

[小山代表]

2018/10/02
環境省

ｸｰﾙﾁｮｲｽ委員会
[小山代表]

2018/12/03
GBF※3委員会

[小山代表]

2019/01/23
GBF※3委員会

[小山代表]

2018/07/13
環境省

ｸｰﾙﾁｮｲｽ委員会
[小山代表]

2018/10/03
GBF委員会
[小山代表]

2018/10/15
NEDO審議会

[小山代表]

先導事業※2
2018/04/23
L先導※4申請
説明会（東京）

2018/05/08
L先導※4申請
説明会（福岡）

2019/03/14
L先導※4追加
説明会（福岡）

※1 ZEHの普及を目的とした事業活動。主にシンポジウム開催や、普及セミナー開催等を指す。
※2 ZEHの先導を目的とした事業活動。補助事業への提案や採択・実施等に関する先導的な事業を指す。
※3 正式名称：グリーン建築推進フォーラム
※4 正式名称：平成29年度第2回サステナブル建築物等先導事業 省CO2先導型「地域ビルダーLCCM住宅先導プロジェクト」 作成：2019/5/21 一般社団法人 ZEH推進協議会 (田代)



別紙2

【ニュースリリース一覧】

※日付順

NO. 日付 題名

1 2018/4/20 「産・官・学」連携による　新・ＺＥＨロードマップ シンポジウム

2 2018/4/24 「進化するエネルギービジネス100％再生可能へ」
～ドイツの再エネ政策と住宅のエネルギーの未来 ～

3 2018/5/8 ZEH協、「プランナー会員」枠を新設
～主に設計実務者・設計事務所を対象とした会員募集を開始 ～

4 2018/10/18 国土交通省 平成30年度（第1回）サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型）「戸建住宅・LCCM住宅部門」
採択社数の約３割がＺＥＨ協会員

5 2018/10/26 環境省「COOL CHOICE ZEH体験宿泊事業」ZEH協会員５社が選定

6 2018/11/5 無料メルマガ会員を新規募集

7 2019/2/1 ZEH協 LCCM補助金（180万）参加ビルダー追加募集

8 2019/3/5 ZEH協 低・中層ZEH-M勉強会 開催

作成：2019/5/21 一般社団法人 ZEH推進協議会 (田代)



この度、一般社団法人 ＺＥＨ推進協議会（所在地：東京都 代表理事：小山貴史）は、「新・ＺＥＨロードマップ シンポジウム」を開催いたし
ます。ＺＥＨについては、「エネルギー基本計画」（2014年４月閣議決定）において、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅
で、2030年までに新築住宅の平均でＺＥＨの実現を目指す」こととされています。2015年には、ZEHロードマップ検討委員会が設置され、
ZEHの統一的な定義を定め、2020年の政策目標をより具体化するとともに、その達成に向けたＺＥＨロードマップが公表されました。今般、
ＺＥＨロードマップに基づき進められた各種取組みによる2016年度の状況を踏まえ、2020年の政策目標に対する更なる対策と、その先の
2030年の政策目標の達成に向けての新規の対策について「ＺＥＨロードマップフォローアップ委員会とりまとめ」が公表される予定です。
本シンポジウムにおきましては、委員会で委員長を務められた芝浦工業大学の秋元孝之教授をお迎えし、「ZEHロードマップフォローアップ
委員会とりまとめ」の内容についてのご講演ならびに関連する発表等を開催いたします。2020年、2030年の政策目標の実現の一助にな
れば幸いです。

NEWS RELEASE
一般社団法人 ZEH推進協議会
2018年4月20日　1/1

各　位

～ 2030年新築平均ZEH化達成へ、「ZEHロードマップ フォローアップ委員会とりまとめ」を解説 ～

新・ＺＥＨロードマップ シンポジウム
「産・官・学」連携による

■プログラム

〒108-0075 
 東京都港区港南1-9-36 
 アレア品川13階

3,000円/人（税込）参 加 費 ：

主 催 一般社団法人 ＺＥＨ推進協議会：

経済産業省、環境省、国土交通省、一般社団法人 日本建材・住宅設備産業協会、一般社団法人 日本電機工業会：

平成30年 5月29日（火） １3：3０～１6：4０日 時 ：

東京都文京区後楽1-4-10
JR総武線「水道橋駅」西口より徒歩3分最寄駅

すまい・るホール場 所 ：

※先着順とし満席になり次第終了

（資料代含む）

定 員 ： 250名

お申込QRコード

問い合わせ先

申込方法 WEBよりお申込み（http://bit.ly/2JtNhS8）： （右記QRコードよりアクセス）

パ ネ ル
デ ィ ス
カッション

ＺＥＨ普及の課題と対応

寒冷地工務店代表 青 森 県 株式会社リアルウッド 社長
都市部工務店代表 神奈川県 五光ハウジング株式会社
一般社団法人ＺＥＨ推進協議会 代表理事 小山 貴史

須郷 裕貴 氏
芝浦工業大学 建築学部 建築学科 教授 秋元 孝之 氏

社長 石山 辰巳 氏

講　演

一般社団法人日本電機工業会

ＺＥＨの現状とフォローアップ委員会立ち上げの経緯・位置づけについて
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー課 課長補佐 田中 宏和 氏

ＺＥＨロードマップ フォローアップ委員会とりまとめの解説

ＺＥＨ＋における高度エネマネの展開

芝浦工業大学

HEMS専門委員会 委員長

建築学部 建築学科 教授 秋元 孝之 氏

北川 晃一 氏

1

2

3

（受付開始：12：30～）

後 援
（ 予 定 ）

2月に行われた「平成３０年度ＺＥＨ施策説明会」の様子▲

info@zeh.or.jp
メールアドレス

http://zeh.or.jp/contact/
お問い合わせフォーム



この4月、欧州在住のジャーナリストの共著により「進化するエネルギービジネス 100％再生可能へ」が発刊されました。自然と調和する持
続可能な発電設備のデベロップメントから、自家消費、直売、ＶＰＰ、系統の柔軟化、デジタル化、セクターカップリングまで。 欧州在住の
ジャーナリストがエネルギー自立の進化を現地在住の立場からレポートされた最新情報は、日本のビジネス界に大きな示唆をもたらします。  
今回、その共著者のお一人西村健佑氏の来日に合わせて出版記念講演会を企画いたしましたのでご案内を申し上げます。日本における
再エネ、ＶＰＰ、ＺＥＨ等に掛かる市場の関係者に是非ともご参加賜りたくご案内申し上げます。

NEWS RELEASE
一般社団法人 ZEH推進協議会
2018年4月24日　1/1

各　位

～共著者  西村健佑氏  出版記念講演会を開催  ～

「進化するエネルギービジネス100％再生可能へ」
～ドイツの再エネ政策と住宅のエネルギーの未来 ～

〒108-0075 
 東京都港区港南1-9-36 
 アレア品川13階

参 加 費 ：

主 催 一般社団法人 ＺＥＨ推進協議会：

平成30年 5月28日（月） １3：3０～１6：0０日 時 ：

東京都千代田区紀尾井町3-27
東京メトロ有楽町線「麹町駅」１番出口 徒歩４分
東京メトロ南北線「永田町駅」９a、９b出口 徒歩６分
東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」１番出口 徒歩5分

最寄駅

剛堂会館ビル1階場 所 ：

5,000円/人（税込）（ZEH協会員） 10,000円/人（税込）（ZEH協非会員）

※先着順とし満席になり次第終了

定 員 ： 30名

お申込QRコード

問い合わせ先

申込方法 WEBよりお申込み（http://qq4q.biz/JHP8）： （右記QRコードよりアクセス）

講 師 の
ご 紹 介

西村 健佑氏
（ドイツ・ベルリン在住　環境政策研究者）
欧州のエネルギー市場・政策に関する調査・通訳を手がける。立命館大学
卒業後、2005年に渡独。ベルリン自由大学環境政策研究所環境学修士。
同研究所博士課程在籍中よりベルリンの調査会社で勤務し、現在は独立し
欧州のエネルギー・産業政策の調査・通訳・翻訳や日独企業のビジネスコン
サルを手がける。

①ドイツのエネルギー政策の全体像
②ドイツの変動性再エネの電力システムへの統合
③ドイツの系統柔軟化に関わるニュービジネス
　　1.再エネの直接消費
　　2.ＶＰＰ（仮想発電所）
　　3.セクターカップリング
　　4.住宅のエネルギーの未来
④日本のＺＥＨ施策への提言 

演 題

「ポストＦＩＴ」のニュービジネスを展望する
～ドイツの再エネ政策と住宅のエネルギーの未来～

（受付開始：13：00～）

第1部　再生エネルギーと自然保全の共存
　1章　日本における再エネ開発の問題と改善のための手がかり
　　　　（村上敦）
　2章　再生エネルギーと自然保全の両立（滝川薫・池田憲昭）

第2部　「ポストFIT」のエネルギーヴェンデの新ビジネス
　3章　安価な再エネ電力の直接消費によるビジネス
　　　　（村上敦・滝川薫）
　4章　ドイツの直接販売業とVPPのビジネス　（梶村良太郎）
　5章　ドイツの系統柔軟化に関わる市場とビジネス（西村健佑）
　6章　セクターカップリング～エネルギーヴェンデを完結させる
　　　　ための戦略（村上敦・滝川薫）

ポストFIT時代に突入した、「ビジ
ネスとしての欧州再エネ」の新
側面に迫る！自然と調和する持続
可能な発電設備のデベロップメ
ントから、自家消費、直売、VPP、
系統の柔軟化、デジタル化、セク
ターカップリングまで。 欧州在
住ジャーナリストがエネルギー
自立の進化を現場からレポート。

進化するエネルギービジネス
１００％再生可能へ！ ポストＦＩＴ時代のドイツ

著書
紹介

info@zeh.or.jp
メールアドレス

http://zeh.or.jp/contact/
お問い合わせフォーム



この度、一般社団法人 ZEH推進協議会（所在地：東京都、代表理事：小山貴史）は、ＺＥＨビルダー登録制度において、ＺＥＨビルダー／プラ
ンナー登録制度に名称変更されたことに伴い、主に設計実務者・事務所を対象にした「プランナー会員」枠を新設いたしました。従来の会員で
あるビルダー・ZEH関連事業者に加え、設計実務者・事務所によるZEHへの取り組みもあわせて支援することにより、ＺＥＨの更なる普及・促
進を推進して参ります。設計実務者・事務所関係者の皆様におかれましては、主旨ご賢察のうえ、ぜひとも当会へのご入会を賜りますよう何卒
宜しくお願い申し上げます。

NEWS RELEASE
一般社団法人 ZEH推進協議会
2018年5月8日　1/1

各　位

ZEH協、「プランナー会員」枠を新設
～主に設計実務者・設計事務所を対象とした会員募集を開始 ～

〒108-0075 
 東京都港区港南1-9-36 
 アレア品川13階

問い合わせ先 info@zeh.or.jp
メールアドレス

http://zeh.or.jp/contact/
お問い合わせフォーム

ZEH推進協議会の役割

ZEH推進協議会が
できること

ZEH
ビジネス支援
ビルダー向け情報提供

●ビルダー向けセミナー

プランナー向け情報提供
プランナー向けセミナー

（ビルダー会員）
（プランナー会員）

一般会員

建築主の
ZEHニーズが
少ない

建築主の
予算の壁を
越えられない

太陽光発電の
買取価格が

下がってきているが
その影響は？

機器に
依存するZEHは
建築士として
好みではない

断熱性能を
重視したZEHを
提案したい

パッシブな
設計でZEHを
提案したい

2020年までに
ZEH率50%を
達成したい

寒冷地、日本海側、
都心部等
エリア特有の
問題を解決したい

課題

新設

ご入会は当会HPよりお申込み可能です。 http://zeh.or.jp/

・会員は原則としてＺＥＨビルダー／プランナー登録事業者（登録予定含む）とする。
入会費：一律３万円（不課税）
年会費：Ａ会員3.6万円、Ｂ会員6万円、Ｃ会員12万円、Ｄ会員24万円、E会員12万円

※会員区分（直近年度の全事業売上高）
　Ａ：3億円未満、Ｂ：3億円以上30億円未満、Ｃ：30億円以上300億円未満、Ｄ：300億円以上
　E：賛助会員且つ一般会員としても追加登録する場合

一般会員

（ビルダー会員）
（プランナー会員）

新設 ※なお一般会員(ZEHビルダー/プランナー)は原則として地域を基盤として住宅を建築もしくは設計する事業者とする。

※年会費は４月～１２月の入会の場合は年間の満額とし、１月～３月の入会の場合は、翌年分より満額の支払とする。

※会員は一般社団法人の社員ではありません。



　この度、一般社団法人 ＺＥＨ推進協議会（所在地：東京都 代表理事：小山貴史）では、平成30年度（第1回）サスティ
ナブル建築物等先導事業（省CO２先導型）「戸建住宅・LCCM住宅部門」の採択結果公表に伴い、ZEH協一般会員に
向け、採択可否及び棟数のアンケート調査を実施いたしました。調査の結果、国土交通省より公表された全67社のうち、
約３割の20社がZEH協一般会員であり、合計で177戸の採択となりました。
　「戸建住宅・LCCM住宅部門」とは、国土交通省のサスティナブル建築物等先導事業（省CO２型）へ今年度新設され
た部門であり、住宅建設時のCO2排出量も含めたライフサイクルを通じてCO2収支をマイナスにするライフサイクルカーボ
ンマイナス（LCCM）住宅の建築の支援・普及を促進しています。
　当協議会では、今年度より、LCCM住宅視察研修会の開催や、来年度のLCCM住宅補助事業公募（概算要求にて予
定）へのコンサルティングを行い、LCCM住宅の波及に向けても、勢力的に活動を行っております。わたしたちはこれからも、
2030年、2050年への先導的な住まいづくりの一助となれるよう、取り組んでまいります。

NEWS RELEASE
一般社団法人 ZEH推進協議会
2018年10月18日　1/1

各　位

～全採択数６７社７５２戸　うち、ＺＥＨ協一般会員採択数２０社の１７７戸となっています～

採択社数の約３割がＺＥＨ協会員
国土交通省 平成30年度（第1回）サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型）「戸建住宅・LCCM住宅部門」

〒108-0075 
 東京都港区港南1-9-36 
 アレア品川13階

問い合わせ先 info@zeh.or.jp
メールアドレス

http://zeh.or.jp/contact/
お問い合わせフォーム

全752戸

■採択社数割合

■採択会社名一覧

■アンケート実施概要
・目的：国土交通省 サステナブル先導事業（省CO2型）ＬＣＣＭ住宅部門へのＺＥＨ協会員の採択状況の把握　・実施期間：2018年 9月 3日～2018年 9月 11日　　
・対象：一般社団法人ＺＥＨ推進協議会 一般会員190社　・回答数：63社　・回答率：33％

※50音順です。

■採択社数・棟数合計

合計 20社 177戸

30％

ＺＥＨ協一般会員

20社
(177戸)

NO. 社名 所在地
1 アイ・ホーム　株式会社 宮崎県
2 イデキョウホーム　株式会社 静岡県
3 エコワークス　株式会社 福岡県
4 凰建設　株式会社 岐阜県
5 株式会社　加地組 愛媛県
6 株式会社　建築工房小越 愛媛県
7 株式会社　近藤建設興業 岡山県
8 興陽商事　有限会社 愛媛県
9 新産住拓　株式会社 熊本県
10 株式会社　新和建設 愛知県
11 髙橋建築　株式会社 埼玉県
12 株式会社　田中組 山口県
13 株式会社　低燃費住宅九州 福岡県
14 株式会社　ハヤシ工務店 千葉県
15 有限会社　福井商事　空感考房ＣＯ・ＣＯ 長崎県
16 株式会社　北洲 宮城県
17 宮崎環境設計　有限会社 宮崎県
18 森大建地産　株式会社 三重県
19 ヤマサハウス　株式会社 鹿児島県
20 ヤマト住建　株式会社 兵庫県

47社
(575戸)

約



　この度、一般社団法人 ＺＥＨ推進協議会（所在地：東京都 代表理事：小山貴史）では、環境省 地球温暖化対策の国民
運動「COOL CHOICE」の一環として実施されおります、住宅の省エネ・低炭素化推進のための、高断熱・省エネ住宅への
買換えや省エネリフォームを呼びかける「COOL CHOICEエコ住キャンペーン」において、ZEH協一般会員の5社の選定を
確認しております。本年度は、全国20事業者からの応募の結果、地域的なバランスや施設の性能等を総合的に勘案し、12
事業者（13施設）が選定されております。
　新築住宅・新居購入及び建替え・リフォームを検討中の方を対象とした、高断熱・省エネ住宅の良さを実感していただく本
事業への参加（施設提供）により、ZEHの広報・普及が進み、国が指針としております”2020年までに新築戸建住宅のＺＥ
Ｈ標準化（過半数化）、2030年までに新築戸建住宅平均でＺＥＨ化”への大きな貢献につながると考えます。

NEWS RELEASE
一般社団法人 ZEH推進協議会
2018年10月26日　1/1

各　位

～全選定事業者12社のうち、５社がＺＥＨ協会員となっております～

 「COOL CHOICE ZEH体験宿泊事業」
ZEH協会員５社が選定

環境省

〒108-0075 
 東京都港区港南1-9-36 
 アレア品川13階

問い合わせ先 info@zeh.or.jp
メールアドレス

http://zeh.or.jp/contact/
お問い合わせフォーム

　■本事業の概要・目的
　新築住宅・新居購入及び建替え・リフォームを検討中のご家族を対象に、ZEH の断熱基準又はそれに準ずる基準
を満たした施設での宿泊体験を通じ、高断熱・省エネ住宅の良さを実感していただく事業。
　体験宿泊した方の感想や実感を皆様にお知らせし、高断熱・省エネ住宅の良さを広報・普及することで、家庭のエ
ネルギー消費に伴うCO2の削減を目指す。(URL:https://www.env.go.jp/press/106089.html)
　
　■事業者募集公募期間
平成 30 年８月 10 日（金）～
　　平成 30 年９月 28 日（金）17 時　
　
■事業実施期間
平成30年12月１日（土）～
　　　平成31年２月28日（木）（予定）

■選定事業者一覧

　
　
　■宿泊先マップ

北海道地方（北海道）

東北地方（宮城県）

関東地方（茨城県）
関東地方
（東京都 23 区）
関東地方（東京都）

関東地方（群馬県）

中部地方（長野県）

中部地方（愛知県）

近畿地方（大阪府）

中国・四国地方（愛媛県）

九州地方（福岡県）

NO.
ZEH協
一般会員

企業名 都道府県
宿泊者
募集地域

戸建・
マンション

ZEH
ビルダー

1 イゼッチハウス北海道株式会社 北海道 関東以北 戸建 該当

2 大東住宅株式会社 宮城県 全国 戸建 該当

3 株式会社アイダ設計 茨城県
関東

１都６県
戸建 該当

4 株式会社高野工務店 茨城県 関東地域内 戸建 該当

5 株式会社一条工務店群馬 群馬県 群馬県内 戸建 該当

6 相羽建設株式会社 東京都

東京都多磨エリア
世田谷区
中野区
杉並区
練馬区
所沢市

戸建 該当

7 積水ハウス株式会社 東京都 全国 マンション 該当

8 北信商建株式会社 長野県 全国 戸建 該当

9 株式会社シンホリ 愛知県
愛知県
岐阜県
三重県

戸建 非該当

10 株式会社WELLNEST HOME 愛知県 全国 戸建 該当

11 株式会社WELLNEST HOME 大阪府 全国 戸建 該当

12 新日本建設株式会社 愛媛県 全国 戸建 該当

13 エコワークス株式会社 福岡県
福岡県
佐賀県
熊本県

戸建 該当



　この度、一般社団法人 ＺＥＨ推進協議会（所在地：東京都 代表理
事：小山貴史）では、2018年11月より、「情報会員（無料メルマガ会
員）の新規募集を始めております。　ZEHビルダー・プランナー様にお
かれましては、本メルマガ会員へのご登録により、国の施策情報や、
ZEHに関するセミナーや説明会の案内等につきまして、無料にてメル
マガ配信を受けることが可能になります。
　本会員区分の開設により、ZEHビルダー・プランナー様のZEHへの
最新情報の普及・波及が見込まれ、”2020年までに新築戸建住宅の
ＺＥＨ標準化（過半数化）、2030年までに新築戸建住宅平均でＺＥＨ
化”への大きな貢献につながると考えます。

NEWS RELEASE
一般社団法人 ZEH推進協議会
2018年11月5日　1/1

各　位

～ZEHビルダー・プランナー様向けに、ZEH・LCCM関連の情報配信を行います～

無料メルマガ会員
ZEH協

を新規募集しております

〒108-0075 
 東京都港区港南1-9-36 
 アレア品川13階

問い合わせ先 info@zeh.or.jp
メールアドレス

http://zeh.or.jp/contact/
お問い合わせフォーム

■登録条件 等

■メリット

■会員イメージ図

ZEHビルダー・ZEHプランナー
（登録事業者を含む）

一般会員 情報（無料メルマガ）会員

ZEH協

国土
交通省

経済
産業省 環境省

・高断熱委員会

・高度エネマネ委員会

・太陽光発電委員会

・ＩｏＴ委員会

・住宅建材メーカー

・住宅設備メーカー

・太陽光発電設備メーカー

・流通卸

・ＢＥＬＳ関連事業者 等

・自治体

・学識者

・一社）日本建材・

住宅設備産業協会

・業界団体

・地域団体

・環境団体

H29年 10月より入会受付開始

195社（H30.11.1 時点）
約 6,500棟（会員の年間供給総棟数）・LCCM委員会

賛助会員

協力会員

・ＺＥＨビルダー委員会

１経済産業省・環境省・国土交通省からの
ZEH・LCCM関連施策情報をタイムリーに
お届けします。

２ZEH・LCCM関連のセミナーや説明会の開
催情報をお知らせいたします。

３ZEH関連企業の新商品や情報を随時お知ら
せいたします。

お申込みは
こちらから

・原則としてＺＥＨビルダー・ＺＥＨプランナー登録事業者（登録予定含む）
・入会費：年会費ともに無料　　・１社１アカウント４メールアドレスまで登録可　
・一部有料会員のみ閲覧可能なメルマガもございます。

連携 連携 連携

連携

連携

入会 支援



NEWS RELEASE
一般社団法人 ZEH推進協議会
2019年2月1日　1/1

各　位

ZEH協 LCCM補助金（180万） 
参加ビルダー追加募集

〒108-0075 
 東京都港区港南1-9-36 
 アレア品川13階

問い合わせ先 info@zeh.or.jp
メールアドレス

http://zeh.or.jp/contact/
お問い合わせフォーム

　この度、一般社団法人 ＺＥＨ推進協議会（所在地：東京都 代表理事：小山貴史）では、当会が採択を受けております、
平成29年度（第２回）サステナブル建築物等先導事業（省CO2型）戸建住宅 新築部門「地域ビルダー LCCM住宅先
導プロジェクト」において、参加ビルダー様を追加募集いたします。
　本プロジェクトは、LCCM住宅認定5つ星の取得を基本とし、長寿命化、外皮性能等の性能目標を共有し、 長期にわ
たり健康で安全で省エネルギーな居住に供する LCCM住宅の普及波及を目指すものです。「全国の様々な規模の地域ビル
ダーで構成される組織がベースとなり、より高性能な LCCM住宅の普及展開を図る取り組みは、波及・普及効果が期待
できる」として評価をいただいております。
　現在、86社の ZEHビルダー様とともにプロジェクトに取り組んでおりますが、新規参加希望の声を多く頂き、この
度新たに、参加ビルダー様を追加募集する運びとなりました。
　本募集により、意欲的なビルダー様の支援をはじめ、さらに全国的に LCCM住宅の波及・普及につなげ、先導的な住
まいづくりを目指してまいります。

３月14日（木）LCCM補助金（180万）説明会　

～実例を体感！見て、学ぶ、LCCM補助金申請。LCCM住宅の基本からお教えいたします～

両日のご参加で、1社１棟、補助金枠を優先付与 *いたします！

躯体の劣化対策
長期優良住宅劣化対策等級3

長く使い続ける

小屋裏及び床下空間ごとに
点検口を設置

レベル5

レベル3以上

外壁材・屋根材の
耐用年数と更新

長く使い続ける

レベル5

維持管理の計画・体制
長期優良住宅 住宅履歴の整備

長く使い続ける

長期優良住宅 維持保全計画

節水型設備
節水トイレ・節水水栓・食洗器

水を大切に使う

のうち2つ以上を採用

レベル4以上

高効率設備機器
躯体と設備による省エネ

暖冷房・換気・給湯・照明
エネルギー効率化設備

レベル5

高断熱外皮
ランクアップ外皮平均熱貫流率以上
Ⅰ・Ⅱ 地域
Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ地
Ⅵ・Ⅶ 地域

0.3W/㎡・K
0.4W/㎡・K
0.5W/㎡・K

躯体と設備による省エネ レベル5

太陽光発電
躯体と設備による省エネ レベル5 高効率空調設備

太陽光発電

高効率照明設備

HEMS

高断熱外皮

高効率給湯設備

高断熱窓

LCCM住宅認定 5つ星とすること1 ランクアップ外皮平均熱貫流率以上3

ＢＥＳＴ-Ｈ（住宅版）の活用4 創エネを除く省エネ率30％以上5 長期優良住宅+耐震等級36

ＬCCO2評価6項目の基準レベルの設定7

木造住宅であること2

　　　　　※現在、約100棟申込済み

3月 14日（木）　10:00～ 16:00　補助金概要説明会
3月15日（金）　13:00～ 18:30　LCCM視察研修会

詳しくはこちら⇒URL：https://sites.google.com/view/20180314lccmpj

※本補助金は、国交省 LCCM部門（125万）とは異なります。

■  補助要件

3/14（木）・3/15（金）　福岡にて説明会・研修会を開催

■  補助事業概要
補助金：最大180万　棟数：200棟　建築地：全国　工期：2019年 4月 1日～ 2019年 12月 31日

* 期限付き



別紙3

【取材対応・執筆依頼一覧】

※媒体名50音順

NO. 媒体名 日付（発行） 内容

1 環境ビジネス（特別号） 2018/6/1 制作を見据えた経営　ZEH提案に地震が持てる基盤づくりを目指して
－"脱炭素"制作の流れに乗る

2 月刊スマートハウスNO.41 2018/6/20 新・ZEHロードマップシンポジウム

3 月刊スマートハウスNO.43 2018/8/20 ZEH+&LCCM住宅視察研修会

4 月刊スマートハウスNO.45 2018/10/20 理解すれば怖くない出力制御（西川氏）

5 月刊スマートハウス ZEHMASTER 2018/11/1 ZEH作りは未来の子どもたちのために

6 建築士 7月号 第790号 2019/7/1 ZEH協 プランナー会員枠開設について

7 住宅産業新聞 2018/5/10 LCCM住宅の普及に着手

8 新エネルギー新聞 2019/1/14 年頭所感

9 新建ハウジング 6月10日号 2018/6/10 太陽光発電「2019年問題」迫る

10 信濃毎日新聞 2018/12/6 省エネの余地 まだ大きい

11 「住まいと電気」9月号 2018/8 執筆依頼（荒川氏）

12 「奈良 住まいと暮らしの年鑑2019」1月号 2018/12 執筆依頼（荒川氏）

13 だん　01 2018/7/30 メリットいっぱい住宅の新定番ZEH

14 だん　2018 winter 02 2018/12/1 停電でも ZEHは安心 災害から 家族を守る

16 隔月刊地球温暖化 7月号 NO.56 2018/7/25 エコワークス高ZEH率のマーケティングについて

17 電気計算 第86巻11号 2018/11/12 ZEHの定義と普及に向けた取組み

18 日経ホームビルダーNO.230 2018/7/22 ZEHなんて怖くない

19 Housing Tribune 2018/12/14 住宅業界内外をつなぐハブ機能を発揮し、ZEH普及の旗振り役に

20 P's ANIMO 通刊第88号 2019/3/29 「ZEH」人間にも自然にも優しい住まいの未来形
  ENEDIAハウス京都（加納氏）

作成：2019/5/21 一般社団法人 ZEH推進協議会 (田代)




