
予算の執行状況に応じて公表 （遅くとも平成27年11月30日） ※詳しくは事務局ホームページをご確認ください。

平成28年1月15日

申請者および代理申請者が申請書に記名・押印し事務局に提出することにより、別紙の
「（新築）ポイント発行・交換申請書同意事項」に同意したこととなります。

申請書類は原則A4サイズとし、コピーの場合は文字がはっきり読み取れるものを提出してください。

必要な申請書類がすべて揃っていない場合、申請は受付けできません。

正しい申請書か確認しましょう

各種期限を確認しましょう

申請上の注意を確認しましょう

ポイント発行期限

商品交換期限

ナビダイヤル 0570-053-666
ホームページ http://shoenejutaku-points.jp
※一部のIP電話からは 03-4334-9381

9：00～17：00
（土・日・祝含む）

省エネ住宅ポイント事務局
（通話料がかかります）

省エネ住宅ポイント 【いー1】  新築・申請書 提出不要

申請書記入の前にご確認ください
自ら居住することを目的として新築住宅の建築・購入に係る契約を締結した方が申請者となります。

複数の方で住宅を建築・購入された場合、代表の方が申請を行ってください。

〒115-8691
赤羽郵便局 私書箱16号
省エネ住宅ポイント　受付係

申請書類の
送   付   先

新築住宅の工事は
完了していますか？

平成26年12月26日までに
住宅は完成していますか？

分譲事業者によってポイントの予約申請が
行われている住宅である

いいえはい はい

いいえ はい

いいえ

注文住宅

分譲住宅

新築
ポイント発行・交換申請書【いー1】

新築
工事完了前ポイント発行・交換申請書【いー２】 新築（完成済購入タイプ）

ポイント発行・交換申請書【ろー1】
この申請書です

この申請書ではありませんこの申請書ではありません

新築（分譲事業者予約タイプ）の
申請書は、予約者に別途送付する
予約通知をご確認ください。

契約した新築住宅は
     　    注文住宅 分譲住宅

申請書類はコピーをとり、お手元に大切に保管してください。

必ず黒ボールペン（消えないペン）で記入してください。

平成27年3月版
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いー1
事務局使用欄（申請者は記入不要）

＊写真は、現像またはプリントアウトし、A4サイズの台紙にはがれないように貼り付けてください。

平成27年3月版

【いー1】ポイント発行・交換申請書
工事請負契約書（注文住宅を新築した場合） または 不動産売買契約書（分譲住宅を購入した場合）　※約款は不要
建築基準法に基づく「検査済証」
省エネ対象住宅証明書等
以下のいずれかから提出する書類を選び、　  チェックしてください。
　  省エネ住宅ポイント対象住宅証明書　
　  住宅事業建築主基準に係る適合証 または 住宅省エネラベルの適合証
　  フラット35S 適合証明書
　  設計住宅性能評価書 または 建設住宅性能評価書
　  贈与税の非課税措置の住宅性能証明書
　  低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証 または 低炭素建築物新築等計画認定通知書
　  長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 または 長期優良住宅建築等計画認定通知書
　  すまい給付金制度の現金取得者向け新築対象住宅証明書

工事証明書（新築用）
申請者の本人確認ができる書類
以下のいずれかから提出する書類を選び、　  チェックしてください。
　  運転免許証　　  日本国パスポート　　  在留カード または 特別永住者証明書
　  健康保険被保険者証（健康保険証） または 後期高齢者医療被保険者証　　  住民票の写し

　　　　　　　　　　

1
2
3
4

5
6

7

6
8
9
10
11

原 本

窓口
確認

書類は上から、数字の順に並べて提出してください。
申請書類はコピーをとり、お手元に大切に保管してください。

申請者 代理申請者

申請に必要な書類が揃っているか確認し、左の　 にチェックしてください。

代理申請者の本人確認ができる書類　▶書類の種類は「申請者の本人確認ができる書類」と同様です。

原 本

原 本

原 本

※各書類の詳細については、「申請の手引き　新築　ポイント発行・交換申請用」をご覧ください。
※　　　　　線の書類は、事務局指定の書類を使用してください。省エネ住宅ポイントのホームページからダウンロードできます。

新 築
省エネ住宅ポイント

ポイント発行・交換申請書

【いー1】  新築・申請書受付窓口使用欄（申請者は記入不要）
平成 ｰ　　　　　　ｰ

P
受付窓口コード

1 / 3 枚目

【いー1】

コピー

コピー

即時交換申請書
即時交換用口座登録申込書　※即時交換の申請が2回目以降となる事業者の場合は不要です。
振込口座が確認できる通帳等　※即時交換の申請が2回目以降となる事業者の場合は不要です。
即時交換工事の工事写真＊　（即時交換工事＜追加工事またはグレードアップ工事＞の内容がわかるもの）

2枚目に続きます。

コピー

コピー

ー

コピー

コピー

申請書類の確認

代理申請を行う場合は、提出してください

即時交換を利用する場合は、提出してください

新築　太郎
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国土交通大臣
（         　 ）知事 （       ） 第 （        　　） 号

フリガナ
〒　　　　ｰ

建物名 部屋番号

都   道 
府   県

市  区
町　村

ｰ　　　　ｰ自宅

ｰ　　　　ｰ携帯

申請者の現住所

申請者氏名 

工事施工者の
建設業許可

国土交通大臣
（         　 ）知事 （       ） 第 （        　　） 号販売事業者の

宅建業免許

平成27年3月版

3枚目に続きます。

連絡先 いずれか必須

※日中に連絡がとりやすい番号を記入
連絡先 いずれか必須

担当者 連絡先
※日中に連絡がとりやすい番号を記入

郵便番号も必須

フリガナも必須

必須
生年月日

作 成 日 平成　　　年　　　月　　　日

本欄に記名・押印し、事務局に提出することにより、同意事項に同意したこととなります。

本欄に記名・押印し、事務局に提出することにより、同意事項に同意したこととなります。

1 申請者の情報

建物名 部屋番号

〒　　　　ｰ　　　　　 都   道 
府   県

市  区
町　村

ｰ　　　　ｰ 携帯固定 ｰ　　　　ｰ

ｰ　　　　ｰ

事務局からの郵送物は
本欄の住所に送付されます。

※日中に連絡がとりやすい番号を記入

2 代理申請者の情報

事業者名（個人事業主を含む）

代表者肩書 代表者氏名

氏名

契約を締結した
工事施工者または

販売事業者

契約事業者の情報

フリガナ
氏 名

年　　　月　　　日
明治 大正
昭和 平成

いー1
事務局使用欄（申請者は記入不要）

必　須

印

【いー1】  新築・申請書 2 / 3 枚目

3

有しない場合は記入不要

フリガナ
担当者氏名

必　須

印
事業者名（個人事業主を含む）＊

担当者所属＊

＊個人の場合は記入不要

代理申請者
●代理申請を行う場合のみ記入。
●即時交換を行う場合、契約事

業者が代理申請を行う必要が
あります。

●記入がある場合、不備等の
確認・連絡先になります。

本申請書の記載内容、別紙「（新築）ポイント発行・交換申請書同意事項」（以下、同意事項）を確認の上、
申請を行います。

2 7 8 2 0

5 0 2 2 0

シンチク

カナガワケン

○ ○ク△ △ チョウ

カワサキシ

新　築
タロウ

太　郎

株式会社  住宅工務店

代表取締役社長 住宅　建夫

住宅　雅夫

神奈川 川崎210 000×

○○区△△町1203-1

044 223 ××××

03 1222 ××××

090 4444 ○○○○

般22 43XX
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平成27年3月版

4 ポイント発行対象住宅の情報
3 / 3 枚目

建物名 部屋番号

※「申請者の現住所」と同じ場合はチェックし、「新築した住宅の所在地」の記入は不要同上

住宅の種別

住宅の省エネ性能＊2

住宅取得の目的 自ら居住するため 戸建住宅 共同住宅等

住宅の区分 注文住宅 分譲住宅

＊2
工事請負契約の

締結日
不動産売買契約の締結日 平成　　　年　　　月　　　日

※平成26年12月27日から平成27年11月30日までの
　日付であること （変更契約不可）

平成　　　年　　　月　　　日
※平成26年12月27日から平成27年11月30日までの
　日付であること （建築着工以前の変更契約は可）

平成　　　年　　　月　　　日
※平成26年12月27日から平成28年3月31日までの
　日付であること

平成　　　年　　　月　　　日
※平成27年2月3日以降の日付であること

トップランナー基準相当 一次エネルギー消費量等級5

断熱等性能等級4
（平成25年基準相当）

一次エネルギー消費量等級4 省エネルギー対策等級4
（平成11年基準相当）

いずれか1つを選択

分譲住宅のみ記入

＊2工事完了日＊2建築着工日

＊1 過去に省エネ住宅ポイントの新築およびエコリフォームでポイントが発行された住宅は申請できません。　　　　 ＊2 「工事証明書（新築用）」に記載された内容を記入。

《 木造住宅の場合、以下でも可 》

いー1
事務局使用欄（申請者は記入不要）

5 ポイントの情報
申請する発行ポイント数

交換利用するポイント数

, ポイント

ポイント,0 0 03 0 0

即時交換で利用するポイント数
● 即時交換申請は、1,000ポイント以上の単位でしかできません。
● 分離発注の場合、即時交換はできません。

交換商品
事業者コード 商品コード（左詰めで記入） 交換に必要なポイント数 小　計数量

利用ポイント数

即
時
交
換

商
品
交
換（
５
つ
ま
で
選
択
で
き
ま
す
）

交換後の利用可能ポイント数（＝　  －　  ）

＊ 記入された事業者コード・商品コードに誤りがある場合、
　当該商品のみ交換を行わずポイントを発行することがあります。

＊

ポイント,
ポイント,
ポイント,
ポイント,
ポイント,

（b）

（c）

（d）

（e）

（f）

ポイント,

ポイント, （a）

ポイント,

ポイント,
ポイント,
ポイント,
ポイント,

個

個

個

個

個

※別途「即時交換申請書」が必要になります。

000

A

交換利用するポイントの合計
（（a）～（f）の合計）

B

C A B

フリガナ
〒　　　　ｰ 都   道 

府   県
市  区
町　村

郵便番号も必須

新築した住宅   の
所在地

＊1

住民票に記載
されている住所を記入

【いー1】  新築・申請書

ナビダイヤル 0570-053-666
ホームページ http://shoenejutaku-points.jp
※一部のIP電話からは 03-4334-9381

9：00～17：00
（土・日・祝含む）

省エネ住宅ポイント事務局
（通話料がかかります）

000
0

100

000100000100AB000A000 1

000200

27 2 1

2 7 8 1 02 7 5 1
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※必ずお読みください

注意事項

省エネ住宅ポイント ■ （新築）ポイント発行・交換申請書同意事項

■ ポイント発行の申請からポイント通知の送付までには一定の手続期間を要します。手続期間は本事業の実施状況等により変わります。
■ 申請者が引っ越し等により住所を変更した場合、速やかに事務局に対して変更後の住所を通知してください。
住所不明等により、希望商品の発送ができない、またはポイントが失効した等の場合、事務局等は一切の責任を負いません。

■ 交換に利用したポイントは、一時所得または不動産所得等として所得税の課税対象となります。
■ 20歳未満の方はポイントを酒類へ交換することはできません。

１．省エネ住宅ポイント制度とポイントの発行
　省エネ住宅ポイント事業（以下「本事業」という。）は、「省
エネ住宅ポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業
実施要領」（平成27年2月3日国住生第589号、以下「実施
要領」という。）に規定する要件（以下「ポイント発行要件」と
いう。）を満たす省エネ住宅の建設・購入およびエコリフォー
ム工事（以下「対象工事等」という。）に対し、省エネ住宅ポイ
ント（以下「ポイント」という。）の発行を行うものです。
　ポイントの発行を受けるためには、「環境対応住宅普及
促進対策費補助金交付要綱」（平成27年2月3日国住生第
589号）に基づき国からの補助金の交付を受け本事業の運
営をする者（以下「事務局」という。）に対し、事務局所定の
ポイント発行・交換申請書または工事完了前ポイント発行・
交換申請書（総称して、以下「申請書」という。）および所定
の添付書類（以下、申請書と合わせて「申請書類」という。）
を提出しなければいけません。
　国および事務局（以下「事務局等」という。）は、提出され
た申請書類により、ポイント発行要件を満たすことを確認し
た場合、申請を承認し、申請書に記載されたポイント発行対
象住宅（以下「対象住宅」という。）について、実施要領で定
める上限の範囲で所定のポイントを発行します。

２．申請者の定義
　本同意事項における申請者とは、事務局へ提出された申
請書において申請者として記載された者をいいます。申請
者は、申請によって発行されたポイントについて、第6項の
規定に基づき、ポイントを交換利用できます。

３．重複申請の禁止
　申請者は、1回に限り、新築住宅に対するポイント発行の申請
（ポイント発行に至らない申請を除く。）を行うことができます。

４．債権・ポイントの譲渡禁止
　申請者は、本事業の申請を行うことにより発生する事務
局等に対する債権およびポイントに係る一切の権利または
地位について、第三者に対して譲渡、移転、または担保に供
することはできません。

５．代理申請の手続き
　申請者は、ポイント発行の申請を申請者以外の者に委任
することができます。申請者から申請の委任を受けた者（以
下「代理申請者」という。）は、申請書類の提出からポイント
が発行されるまでの間、当該申請者と同等の義務および責
任を負います。また、代理申請者は、ポイントの発行後も、
当該申請について事務局等が行う調査（第12項）、ポイント
の取り消しと返還（第14項）に協力を行う義務を負います。
　申請者は、代理申請者に申請を委任した場合であって
も、当該申請に係る手続きが円滑に完了するよう協力しな
ければいけません。

６．ポイントの申請期限と交換利用
　ポイント発行の申請書類の提出期限（適式な申請書類が
事務局に到達すべき期限を指す。）（以下「申請期限」とい
う。）は、本事業における発行可能なポイント数を超えない
時点までとします。申請期限は、予算の執行状況に応じて事
務局等が決定し、事務局のウェブサイト等で公表します。ま
た、申請期限を変更する場合も同様とします。なお、申請期
限は、遅くとも平成27年11月30日までとしますが、予算の
執行状況に応じて、それ以前に到来することもあります。
　申請者は、発行されたポイントを、①事務局等が指定するポ
イントと商品を交換する事業者（以下「商品交換事業者」とい
う。）が提供する商品と交換し、または事務局等が指定する方
法でポイント相当額を寄附する（以下「商品交換」という。）こと
ができます。また、②対象工事等に追加して実施するグレード
アップ等、所定の工事（以下「即時交換工事」という。）に要する
費用の一部または全部に、1ポイント＝1円相当として充当する
方法で利用する（以下「即時交換」という。）ことができます。
①商品交換を行うためには、申請者はポイントの発行か
ら平成28年1月15日（以下「商品交換期限」という。）
までに、申請書、ポイント交換申込書、または事務局が
提供するウェブシステムによって、事務局に交換を希
望する商品（以下「希望商品」という。）の申し込みを完
了しなければいけません。
②即時交換を行うためには、申請者または代理申請者（総
称して、以下「申請者等」という。）は、申請書と合わせ
て、即時交換工事の工事施工者または販売事業者（総
称して、以下「契約事業者」という。）と共同で、事務局所
定の即時交換申請書を、事務局から申請受付業務を委
託された者（受付窓口）に提出しなければいけません。

　申請者により適正に交換利用が行われなかったポイント
（第10項に基づくキャンセルにより申請者に返還されたポ
イントを含む。）および当該ポイントに関する一切の権利
は、原則として、本事業の終了をもってすべて失効します。
なお、事務局等は、申請者に対して、ポイントまたはポイント
に関する一切の権利が失効したことにより申請者等に発生
した損害、損失、費用その他の不利益（以下「損害等」とい
う。）について、いかなる責任も負いません。

７．申請の受付・返却の不可
　事務局等は、申請書類の提出を受けた場合、ポイント発行要
件を満たしているかを含め、当該申請書類の不備・不足を確認
し、不備・不足がないときは、事務局の審査システムに申請書
類に記載された情報（以下「申請情報」という。）を登録します。
当該登録をもって申請の承認とし、申請者に対して発行ポイン

ト等を記載した通知（以下「ポイント通知」という。）を送付しま
す。また、即時交換を利用したポイント発行の申請については、
契約事業者にも当該申請が承認された旨を通知します。
　事務局は、申請書類に不備・不足がある場合には、当該申請
を承認しません。申請書類に不備・不足がある場合、事務局は、
申請者等に対して、不備・不足の修正に関する通知または連絡
を行う他、申請書類を返却します。なお、事務局は、当該通知ま
たは連絡で定める期限までに申請者等が不備・不足の修正を
行わない場合、当該申請を無効にすることができます。
　事務局等は、承認された申請書類およびその他の書類に
ついては、いかなる理由があっても返却しません。

８．申請情報の訂正
　事務局は、提出された申請書類により申請書の記載内容
が誤った情報であると判断した場合、その誤りについて「事
務局による訂正」を行う権利を有します。事務局は訂正した
情報について、申請者等に通知を行う義務を負いません。
　なお、事務局は、申請書の「申請する発行ポイント数」欄
に記載されたポイント数を訂正する必要があると判断した
場合、申請書に記載された希望商品の商品交換に係る申し
込みの一部または全部を無効とすることがあります。商品
交換の申し込みの一部または全部が無効とされた場合、申
請者は、ポイント通知の到着から商品交換期限までに改め
て商品交換の申し込みを行わなければいけません。

９．商品交換の変更・取り下げの不可
　申請者等によるポイント発行の申請に商品交換の申し込
みが含まれている場合または申請者により申請書類の提
出後に商品交換の申し込みがなされた場合、事務局は、商
品交換事業者に対して、当該申請者の申請情報として登録
された住所に希望商品を発送・納品することを依頼（以下
「納品依頼」という。）します。
　申請者等は、事務局が納品依頼を行った希望商品につい
て、事務局の故意または重過失に起因する場合を除き、希
望商品の変更および商品交換の申し込みを取り下げること
はできません。

１０．商品の代替・キャンセル
　商品交換事業者は、事務局から納品依頼を受けた希望商
品について在庫状況等を確認し、納品が可能である場合は
申請者に希望商品を発送します。万一、希望商品を納品で
きないことが明らかになった場合、商品交換事業者は、申請
者との協議によって希望商品に代替する商品の納品を行
います。申請者は、商品交換事業者からの代替商品の選定
および納品に関する協議に応じなければいけません。
　また、商品交換事業者の責めに帰さない事由（申請者の
不在、受け取り拒否、事務局に対する事前の通知なしの住
所変更等。）により、申請者に対する商品の初回の発送日も
しくは通知日から30日を過ぎても納品できない場合、平成
28年2月29日までに納品できない場合または期限にかか
わらず納品できないことが明らかになった場合、商品交換
事業者は、当該商品交換のキャンセルを事務局に申し出る
ことができます。事務局は、当該申し出が正当であると判断
した場合、当該商品交換の申し込みを無効とし、当該商品
交換に利用したポイントを申請者に返還します。本項に基
づき商品交換の申し込みがキャンセルされたことによって
申請者等に発生した損害等について、事務局等は、事務局
等の故意または重過失に起因する場合を除き、いかなる責
任も負いません。

１１．申請情報の変更、取り下げおよび無効
　申請者等は、申請書類の提出から商品交換の終了まで
（即時交換の場合には、契約事業者がポイントに相当する代
金を受領するまで）の間、以下の①～④の場合には、速やか
に事務局に連絡し、その指示に従わなければいけません。
①申請を取り下げる場合
②対象工事等に係る契約を解除した場合
③当該申請者の住所等の申請情報または対象工事等の
仕様その他申請書類の記載事項に変更が生じた場合
④当該申請者が自ら破産、民事再生、その他の倒産処理
手続の開始の申立てを行いまたは第三者によってそ
の申立てが行われた場合

　申請者等が、本項に規定する連絡を怠ったことにより、事
務局等による申請に係る審査・連絡または商品交換事業者
による希望商品の納品ができない場合、事務局等は、当該
申請および商品交換の申し込みを無効とします。
　申請情報の変更、申請の取り下げ・無効、商品交換のキャ
ンセルされたことによって生じた申請者等その他の者の損
害等に対し、事務局等は、事務局等の故意または重過失に
起因する場合を除き、一切の責任を負いません。

１２．事務局等が行う調査等
　事務局等は、本事業の適正な実施を図るため、申請者等
に対して、電話による問い合わせや追加書類の提出、対象
住宅への立入りを含めた現地確認の調査についての協力
を依頼する場合があります。申請者等はこれらの調査等に
協力しなければいけません。

１３．申請資格の剥奪
　事務局等は、申請者等が以下の行為を行うかもしくは行
おうとした場合、申請者等が申請を取り下げた場合、または
調査等によってポイント発行対象とならないことが確認さ
れた場合、当該申請者等から受付けた申請を無効とし、既
に発行または交換されたポイントであってもその取り消し
を行うことができます。また、その場合（申請者等が申請を

取り下げた場合を除く。）、当該申請者等の将来における申
請の受付けを拒否することができます。
①虚偽その他の不正な手段によってポイントの発行を受
けた、または受けようとしていた場合
②事務局等が行う調査等に協力しなかった場合
③対象工事等について国庫補助を財源とする他の補助
事業と重複してポイントの発行を受けていた、または
受けようとしていた場合
④実施要領、事務局等が作成した規約または事務局等が行っ
た告知・発表等において認められていない行為をした場合
⑤その他、本同意事項の規定に違反する等、事務局等と
の信頼関係を損なうと事務局等が判断した場合

１４．ポイントの取り消しと返還
　事務局は、既に発行または交換されたポイントであって
も、前項の規定により「取り消されたポイント数」が当該申請
の「交換に利用していないポイント数」（既に取り消しまたは
失効したポイントを除く。以下同じ。）を超える場合、申請者
に対して当該超過するポイントに相当する金銭の返還を求
めると共に、「交換に利用していないポイント数」をすべて取
り消すことができます。事務局等は返還を求めるにあたり、
返還金額（1ポイント＝1円相当で換算）、返還期日等が記載
された通知（以下「返還通知」という。）を送付します。返還を
求められた申請者は、返還通知に記載された金額を、事務
局等が指定する期日までに返還しなければいけません。
　なお、事務局等は、返還を求めるに際し、既に交換に利用
されたポイントに係る支払いを行った日から返還までの日
数に応じて、当該支払金額（その一部を返還した場合にお
けるその後の期間については、既返還額を控除した額）に
つき年利10.95％の割合で計算した加算金の納付を求め
ることができます。
　また、本項に定める金銭の返還に係る手数料等の費用
は、申請者が負担するものとします。
　前項の規定により「取り消されたポイント数」が「交換に利用
していないポイント数」と同じまたはこれを下回る場合、事務
局は、「交換に利用していないポイント数」から、「取り消された
ポイント数」に相当するポイント数を減算することができます。

１５．紛失・盗難
　事務局は、ポイント通知の紛失、盗難等について一切の
責任を負わず、また、ポイント通知の紛失、盗難等に起因し
てポイントが不正利用されるか、または失効した場合で
あっても、ポイントまたはポイント通知の再発行を行う義務
を負わず、また、当該不正利用または失効に起因して生じる
申請者等の損害等について、一切の責任を負いません。
　また、事務局または商品交換事業者が郵送・配送する通
知や希望商品の遅延、紛失、損害等のすべての事故につい
て、事務局は、一切の責任を負いません。

１６．免責
　事務局等は、契約事業者、商品交換事業者、代理申請者
またはその他の者と申請者との間に生じるトラブルや損害
について、一切の責任を負いません。また、申請者に対する
ポイントの発行・交換について、第三者から異議申立てが
あった場合、事務局等はポイントの発行・交換を停止するこ
とがあります。
　また、事務局および事務局から申請受付業務を委託され
た者が申請書類を受け取る時点（窓口申請においては受領
時点、郵送申請においては事務局が定める郵送先に到着
し、事務局が引き取りを行った時点をいう。）以前に生じた申
請書類の紛失、郵送等の遅延等の事故について、事務局等
はその一切の責任を負わず、その事故に起因して生じる当
該申請者等の損害等に対していかなる義務も負いません。

１７．個人情報の管理
　事務局等は、事務局等の運営にあたり、申請者等から提
出された個人情報について、個人情報データベースへの不
正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等
防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続
して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとしま
す。なお、事務局等は、本事業を通じて取得した情報を本事
業終了から5年間保存し、本事業の目的の範囲内で第三者
等に提供することができます。また、事務局等は、申請者等
に関する個人属性について統計的に処理したデータを公
表することがあります。
　この他、事務局等は、国が第13項③の確認のために行う調
査や事業に対して、本事業を通じて取得した情報を提供し、そ
の確認作業を情報の提供先と共同して行うことがあります。

１８．専属的合意管轄裁判所
　本事業に関して、申請者等と事務局等との間に生じた紛
争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専
属的合意管轄裁判所とします。

１９．事業の内容変更・終了
　事務局は、国との協議に基づき、本事業を終了、またはそ
の制度内容の変更を行うことができるものとします。この
場合、事務局等は、本事業の終了、停止、契約の変更等に
よって申請者等に何らかの損害等が生じた場合であって
も、当該損害等が事務局等の故意または重過失による債務
不履行または不法行為に起因するものでない限り、一切の
責任を負わないものとします。申請者等は、本同意事項の
変更については、事務局等が本事業のウェブサイトおよび
その他の告知物等で変更内容を公表した後は、変更の事実
およびその内容を承諾したものとみなします。
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