
全 住 協 第３０６号 

平成２７年１月８日 

 

会 員 各 位 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

専 務 理 事  田 村 仁 人 

 

省エネ住宅ポイント制度及び長期優良住宅化リフォーム推進事業等に 

関する説明会の開催について 

 

拝啓  時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、国土交通省では、「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」（平成２６年１２

月２７日閣議決定）に盛り込まれた省エネ住宅に関するポイント制度及び長期優良住宅化

リフォーム推進事業等について、下記のとおり説明会等を開催いたしますのでお知らせい

たします。                               敬  具 

記 

 

１．省エネ住宅ポイント制度及び長期優良住宅化リフォーム推進事業等に関する説明会 

(1) 対 象  主に事業者向け 

(2) 開催日時・場所  全国４７都道府県で計５１回（詳細は別紙１） 

(3) 説 明 時 間  １時間程度を予定（開始３０分前に開場） 

(4) 内 容  主に以下について説明します。 

①長期優良住宅化リフォーム推進事業（活用事例について） 

②省エネ住宅に関するポイント制度（制度概要について） 

(5) 講 師  国土交通省担当官 

(6) 参 加 費  無料 

(7) 参 加 方 法  事前に参加の申込みが必要です。 

以下のホームページ又はＦＡＸ、電話により受付けます。 

 

ホームページ   https://krs.bz/jyutaku-setsumeikai/m/j2015 

ＦＡＸ ０１２０－３０１－９２５ （ＦＡＸ予約の場合、別紙２をご活用ください。）

ＴＥＬ ０１２０－３０１－９２０ 

 

２．説明会についての問合せ先 

国土交通省住宅局住宅生産課 企画専門官 村 上 真 祥 氏  係長 原 口   統 氏 

ＴＥＬ ０３－５２５３－８１１１（内線３９４５４・３９４４８） 

 

（本件に関する全住協の問合せ先） 

（一社）全国住宅産業協会 担当 岩脇・嘉屋本（かやもと） 

ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１ 



②

別紙１
省エネ住宅ポイント制度及び長期優良住宅化リフォーム推進事業等に関する説明会

都道府県 日程 開始時間 市区町村 会場

北海道 1月20日 (火) 14:00 札幌市 札幌コンベンションセンター

青森県 2月05日 (木) 14:00 青森市 リンクステーションホール青森　（青森市文化会館）

岩手県 2月06日 (金) 10:00 盛岡市 岩手教育会館

宮城県 1月22日 (木) 14:00 仙台市 イズミティ21　（仙台市泉文化創造センター）

秋田県 1月29日 (木) 14:00 秋田市 秋田市文化会館

山形県 1月30日 (金) 10:00 山形市 山形国際ホテル

福島県 2月03日 (火) 15:30 福島市 福島県文化センター

茨城県 1月28日 (水) 14:00 水戸市 茨城県立県民文化センター

栃木県 2月03日 (火) 10:00 宇都宮市 宇都宮市文化会館

群馬県 1月30日 (金) 14:00 前橋市 ベイシア文化ホール　（群馬県民会館）

埼玉県 1月26日 (月) 14:00 さいたま市 埼玉会館

千葉県 1月23日 (金) 14:00 千葉市 青葉の森公園芸術文化ホール

東京都
1月19日 (月)

10:00
品川区 ゆうぽうと

13:30

2月06日 (金) 14:00 渋谷区 渋谷公会堂

神奈川県 1月21日 (水) 14:00 横浜市 神奈川県民ホール

新潟県 1月21日 (水) 14:00 新潟市 朱鷺メッセ　（新潟コンベンションセンター）

富山県 1月30日 (金) 10:30 富山市 富山国際会議場

石川県 1月22日 (木) 14:00 金沢市 金沢市文化ホール

福井県 1月23日 (金) 10:00 福井市 福井商工会議所

山梨県 1月26日 (月) 14:00 甲府市 コラニー文化ホール　（山梨県立県民文化ホール）

長野県 1月29日 (木) 13:30 長野市 JA長野県ビル

岐阜県 1月27日 (火) 14:00 岐阜市 じゅうろくプラザ　（岐阜市文化産業交流センター）

静岡県 2月03日 (火) 10:00 静岡市 静岡市民文化会館

愛知県
1月21日 (水) 14:00 名古屋市 名古屋市公会堂

2月02日 (月)2月02日 (月) 14:0014:00 名古屋市名古屋市 名古屋市公会堂名古屋市公会堂

三重県 2月06日 (金) 14:00 津市 三重県総合文化センター

滋賀県 1月23日 (金) 10:00 大津市 ピアザ淡海　（滋賀県立県民交流センター）

京都府 1月28日 (水) 14:00 京都市 国立京都国際会館

大阪府
1月20日 (火) 14:00 大阪市 大阪市中央公会堂

2月02日 (月) 14:00 大阪市 サンケイホールブリーゼ

兵庫県 1月22日 (木) 14:00 神戸市 神戸ポートピアホール　（神戸ポートピアホテル）

奈良県 1月28日 (水) 10:00 奈良市 なら100年会館

和歌山県 1月29日 (木) 10:00 和歌山市 和歌山市民会館

鳥取県 1月22日 (木) 14:00 鳥取市 とりぎん文化会館

島根県 1月23日 (金) 10:00 松江市 くにびきメッセ

岡山県 1月20日 (火) 14:00 岡山市 岡山コンベンションセンター　（ママカリフォーラム）

広島県
1月21日 (水) 14:00 広島市 広島国際会議場

2月04日 (水) 10:00 広島市 広島県JAビル

山口県 2月03日 (火) 14:00 山口市 山口市民会館

徳島県 1月28日 (水) 14:00 徳島市 あわぎんホール　（徳島県郷土文化会館）

香川県 1月29日 (木) 10:00 高松市 アルファあなぶきホール

愛媛県 1月21日 (水) 10:00 松山市 松山市民会館

高知県 1月22日 (木) 10:00 高知市 高知新聞放送会館

福岡県 1月20日 (火) 14:00 福岡市 福岡国際会議場

佐賀県 2月04日 (水) 10:00 佐賀市 佐賀市民会館

長崎県 2月04日 (水) 15:00 長崎市 長崎ブリックホール

熊本県 1月26日 (月) 14:00 熊本市 熊本森都心プラザ

大分県 1月29日 (木) 10:00 大分市 コンパルホール

宮崎県 1月28日 (水) 14:00 宮崎市 MRT-MICC　（エムアールティ　ミック）

鹿児島県 1月27日 (火) 10:00 鹿児島市 鹿児島市民文化ホール

沖縄県 2月04日 (水) 10:00 宜野湾市 沖縄コンベンションセンター

※定員に達した場合、他の日時を追加することがあります。詳しくはホームページをご覧下さい。

【申込み方法】①電話による申込み：0120-301-920
② る申込FAXによる申込み：0120-301-925

 ③インターネットでの申込み：https://krs.bz/jyutaku-setsumeikai/m/j2015



FAX 0120-301-925 
 
 
 
 
 
下記に記載の上、FAX で開催日 3 日前までにお申し込みください。 
 

申込日 平成  年  月  日 
【希望会場情報】 

都道府県名：  開催都市名： 

開催日：   月    日 開催時間： 

【参加者情報】 

事業所名： 

T E L：（    ）      －     

F A X：（    ）      －      

参 

加 

者 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

※取得した個人情報は、本説明会の事務に必要な範囲以外使用しません。 
※受講希望の開催日前日までにＦＡＸにて受講確認票をお送りいたします。 

省エネ住宅ポイント制度及び 

長期優良住宅化リフォーム推進事業等に関する説明会 

参加申込書 

 

別紙２ 
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