
     

 
平成 26 年 1 月 24 日 

住宅局住宅生産課 
 
 

住宅取得に係るすまい給付金制度及び長期優良住宅化リフォーム推進事業 
に関する説明会の開催について 

 
 
 住宅取得に係る給付措置（すまい給付金）及び長期優良住宅化リフォーム推進事業について、

以下のとおり説明会を開催することとしましたのでお知らせいたします。 

※ なお、平成２５年度補正予算及び平成２６年度予算の成立状況等を踏まえ、時期によって内容が変わる

可能性があります。 

 
１．事業者向け説明会（住宅取得に係るすまい給付金制度及び長期優良住宅化

リフォーム推進事業に関する説明会） 
 

 住宅取得者への的確な情報提供を行っていただくため、住宅取得に係るすまい給付金制度及

び住宅ストックの質の向上を図る長期優良住宅化リフォーム推進事業に関する事業者向け説

明会を開催いたします。なお、講師は国土交通省職員がつとめます。 

 

 [ 開催時期 ] 平成 26 年 2 月 5 日～3 月 24 日 

 [   時間   ] 1 時間 30 分程度 

 [ 開催場所 ] 全都道府県（計 53 回） 

※ 開催スケジュールについては別紙１をご参照下さい。 

 [  内容  ] ○住宅取得に係るすまい給付金制度 

※ 平成 25 年 7 月 25 日報道発表「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対

応の周知について」において実施した「住宅関連税制とすまい給付金に

関する説明会」と比べ、申請方法に重点を置いた内容です。 

   ○長期優良住宅化リフォーム推進事業 

 [ 参加方法 ] ホームページ、FAX 又は電話により参加申込みを受け付けます。なお、事前申

込みがない場合でも参加できますが、この場合、会場定員の関係で参加をお断

りする可能性がありますことをご了承下さい。 

 

 

［事業者向け説明会の参加申込・問い合わせ先］ 

ホームページ：http://jutaku-setsumeikai.jp/ 

FAX：０１２０－３３９－６７６（24 時間受付） 

（FAX の場合は、別紙２「参加申込書」に記載の上で上記までお申し込み下さい。）

電話：０１２０－３３９－１７０ 

（受付時間：９：００～１８：００（当面、土日祝日も開設いたします。） 

http://jutaku-setsumeikai.jp/


２．消費者向け説明会（すまい取得応援セミナー＆展示相談会） 
  

 住まいに関する展示相談会とあわせて、国土交通省担当職員によるすまい給付金等の消費税

率の引上げに対応した住宅取得支援制度に関する説明やファイナンシャルプランナーによる

マイホーム資金計画に関する解説などの住まいに関する様々なセミナーを行う消費者向け説

明会を開催いたします。 

 

 [ 開催時期 ] 平成 26 年 2 月 1 日～3 月 23 日 

 [ 開催場所 ]  全都道府県（計 47 回） 

※ すでに参加募集を開始している会場は以下のとおり。その他の会場の開催スケジュ

ールについては、順次「すまい給付金」ホームページ等でお知らせいたします。 

セミナー
都道府県 日程 市町村 会場 お問い合わせ先 

開始時間 

和歌山県 2 月 1 日（土） 13:30 和歌山市 アバローム紀の国 073-433-1221 

岐阜県 2 月 2 日（日） 13:30 岐阜市 岐阜都ホテル 058-264-1158 

熊本県 2 月 8 日（土） 13:00 熊本市 熊本日日新聞社 096-361-3344 

石川県 2 月 8 日（土） 13:30 金沢市 北國新聞交流ホール 076-247-1311 

三重県 2 月 8 日（土） 13:30 津市 津センターパレス 059-224-0003 

山口県 2月15日（土） 13:30 下松市 スターピアくだまつ 0834-22-0627 

香川県 2月15日（土） 13:30 高松市 高松シンボルタワー 087-833-1180 

 

 [ 参加方法 ] すでに参加募集を開始している会場への参加予約は、上表の「お問い合わせ先」

までお電話にてお申し込み下さい。その他会場への参加予約方法は、順次、「す

まい給付金」ホームページ等においてお知らせいたします。 

［「すまい給付金」ホームページ］ 

ＵＲＬ ： http://sumai-kyufu.jp  

 
 
 
 
問い合わせ先  

   国土交通省住宅局住宅生産課 

   課長補佐 佐々木 雅也  係長 原口 統、島田 廉 

   TEL：（03）5253-8111 （内線 39448、39431）、（03）5253-8510 （夜間直通） 

   FAX：（03）5253-1629 

 
 

http://sumai-kyufu.jp/


別紙１

都道府県 日程 開始時間 市区町村 会場

北海道 2月21日(金) 15:00 札幌市 札幌市教育文化会館

3月20日(木) 10:00 札幌市 共済ホール

青森県 3月17日(月) 15:00 青森市 ホテル青森

岩手県 3月17日(月) 10:00 盛岡市 岩手教育会館

宮城県 2月14日(金) 15:00 仙台市 仙台市民会館

秋田県 3月14日(金) 16:00 秋田市 秋田市文化会館

山形県 2月17日(月) 14:00 山形市 山形テルサ

福島県 2月17日(月) 10:00 福島市 福島県文化センター

茨城県 3月05日(水) 14:00 水戸市 ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸

栃木県 2月17日(月) 15:00 宇都宮市 栃木県教育会館

群馬県 2月21日(金) 15:00 前橋市 前橋市民文化会館

埼玉県 2月18日(火) 14:00 さいたま市 文化センター

千葉県 2月20日(木) 14:00 千葉市 青葉の森公園芸術文化ホール

東京都 2月05日(水) 14:00 新宿区 新宿文化センター

3月11日(火) 14:00 千代田区 日比谷公会堂

神奈川県 3月06日(木) 14:00 横浜市 パシフィコ横浜

新潟県 2月24日(月) 14:00 新潟市 新潟グランドホテル

富山県 2月07日(金) 10:00 富山市 富山国際会議場大手町フォーラム

石川県 2月07日(金) 15:00 金沢市 金沢市文化ホール

福井県 3月07日(金) 16:00 福井市 福井市民福祉会館

山梨県 2月25日(火) 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 3月14日(金) 14:00 長野市 JA長野県ビル

岐阜県 3月07日(金) 10:00 岐阜市 岐阜商工会議所

静岡県 2月19日(水) 14:00 静岡市 ホテルアソシア静岡

住宅取得に係るすまい給付金制度及び長期優良住宅化リフォーム推進事業
に関する説明会の開催スケジュールについて

静岡県 2月19日(水) 14:00 静岡市 ホテルアソシア静岡

愛知県 2月06日(木) 14:00 名古屋市 ウィルあいち　（愛知県女性総合センター）　

3月12日(水) 14:00 名古屋市 メルパルク名古屋

三重県 3月03日(月) 16:00 津市 津センターパレス

滋賀県 2月17日(月) 15:00 大津市 大津プリンスホテル

京都府 3月10日(月) 10:00 京都市 京都府総合見本市会館（京都パルスプラザ）

大阪府 2月07日(金) 14:00 大阪市 大阪国際会議場　（グランキューブ大阪）

3月10日(月) 15:00 大阪市 大阪国際会議場　（グランキューブ大阪）

兵庫県 2月17日(月) 10:00 神戸市 神戸コンベンションセンター　（神戸国際会議場）

奈良県 3月03日(月) 10:00 奈良市 なら100年会館

和歌山県 2月26日(水) 14:00 和歌山市 和歌山市民会館

鳥取県 3月07日(金) 15:00 鳥取市 鳥取市福祉文化会館

島根県 3月10日(月) 10:00 松江市 くにびきメッセ　(島根県立産業交流会館）

岡山県 3月14日(金) 15:00 岡山市 岡山国際ホテル

広島県 2月06日(木) 14:00 広島市 広島国際会議場

3月13日(木) 14:00 広島市 広島県JAビル

山口県 2月14日(金) 15:00 山口市 山口市民会館

徳島県 3月03日(月) 10:00 徳島市 あわぎんホール　（徳島県郷土文化会館）

香川県 3月03日(月) 16:00 高松市 高松テルサ

愛媛県 3月24日(月) 10:00 松山市 テクノプラザ愛媛

高知県 3月03日(月) 10:00 高知市 高知新聞放送会館

福岡県 2月07日(金) 15:00 福岡市 福岡国際会議場

3月20日(木) 10:00 福岡市 福岡国際会議場

佐賀県 3月07日(金) 16:00 佐賀市 佐賀県教育会館

長崎県 3月07日(金) 10:00 長崎市 チトセピアホール

熊本県 3月10日(月) 15:00 熊本市 熊本テルサ

大分県 3月20日(木) 16:00 大分市 コンパルホール

宮崎県 2月14日(金) 15:00 宮崎市 MRTmicc　（エムアールティ　ミック）

鹿児島県 3月10日(月) 10:00 鹿児島市 城山観光ホテル鹿児島県 月 日(月) 鹿児島市 城山観光ホテル

沖縄県 2月28日(金) 15:00 那覇市 パシフィックホテル沖縄



別紙２ 

FAX 0120-339-676 
 
 
 
 
 
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。 

住宅取得に係るすまい給付金制度 及び 

長期優良住宅化リフォーム推進事業に関する説明会 

参加申込書 

 
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 

【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。 
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