
平成３１年１月１５日

住宅局住宅生産課

消費税率引上げに伴う住宅取得支援策などの説明会を

全都道府県にて開催します！
～２月１日（金）より、国土交通省担当官が説明～

平成３１年度予算案・平成３１年度税制改正大綱に盛り込まれた消費税率引上げに伴

う住宅取得支援制度をはじめ、省エネに関する制度など良質な住宅・建築物の取得・改

修に関する最近の支援制度等の概要について、説明会を開催します。

○ 名 称 ： 消費税率引上げに伴う住宅取得支援制度及び
省エネ等良質な住宅・建築物の取得・改修に関する支援制度等説明会

○ 対 象 者 ： 主に住宅関連事業者向け（一般の方も参加いただけます）

○ 開催日時・場所 ： 全国４７都道府県で計４８回（詳細は別紙１）

○ 説 明 時 間 ： ３時間程度（開始３０分前に開場予定）

○ 主 な 内 容 ： １．消費税率引上げに伴うに住宅取得支援策
２．良質な住宅ストックによる新たな循環システムの構築
３．住宅・建築物の省エネ化の推進

４．木造住宅・建築物の振興

○ 講 師 ： 国土交通省担当官

○ 参 加 費 ： 無料

○ 参 加 方 法 ： 各会場とも、事前の申込みが必要です。（定員あり）

参加御希望の方は、以下のホームページ、ＦＡＸ又は電話により、お申し込みください。

住宅の取得・改修に関する支援制度説明会 受付窓口 （受付時間９～１８時（土・日・祝除く））

ホ ー ム ペ ー ジ ： https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/h30jyuutaku-seisan

Ｆ Ａ Ｘ ： ０１２０－５５５－２９９ （ＦＡＸ予約の場合、別紙２をご活用ください。）

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０１２０－５５５－３１２

※制度等の具体の内容は当初予算等の成立後に決定するため、内容に変更があり得ることをご了承ください。

※本説明会は、当初予算案等に基づき制度等の概要を説明するものであり、具体の申請手続き等を説明する

ものではありません。

＜問い合わせ先＞

国土交通省 住宅局 住宅生産課

電話：03-5253-8111（内線39-431、39-463） ＦＡＸ：03-5253-1629



別紙１

都道府県 市区町村 開催日 開催時間 会場 定員
北海道 札幌市 2月4日(月) 13:30～16:30 札幌コンベンションセンター 1,000

青森県 青森市 2月12日(火) 13:30～16:30 リンクステーションホール青森（青森市文化会館） 400

岩手県 盛岡市 2月13日(水) 13:30～16:30 岩手県産業会館 400

宮城県 仙台市 2月14日(木) 13:30～16:30 東京エレクトロンホール宮城 1,000

秋田県 秋田市 2月15日(金) 13:30～16:30 秋田県ＪＡビル 400

山形県 山形市 2月19日(火) 13:30～16:30 山形テルサ 400

福島県 郡山市 2月20日(水) 13:30～16:30 けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター） 600

茨城県 水戸市 3月1日(金) 13:30～16:30 茨城県立県民文化センター 500

栃木県 宇都宮市 2月5日(火) 13:30～16:30 栃木県教育会館 700

群馬県 前橋市 3月12日(火) 13:30～16:30 ベイシア文化ホール（群馬県民会館） 800

埼玉県 さいたま市 2月22日(金) 13:30～16:30 ソニックシティホール 1,500

千葉県 千葉市 2月27日(水) 13:30～16:30 千葉市民会館 700

世田谷区 2月1日(金) 13:30～16:30 昭和女子大学 1,500

港区 3月13日(水) 13:30～16:30 ホテル メルパルク東京 1,500

神奈川県 横浜市 3月14日(木) 13:30～16:30 神奈川県民ホール 1,000

新潟県 新潟市 2月28日(木) 13:30～16:30 新潟県民会館 1,000

富山県 富山市 2月15日(金) 13:30～16:30 富山県民会館 600

石川県 金沢市 2月7日(木) 13:30～16:30 金沢市文化ホール 700

福井県 福井市 2月6日(水) 13:30～16:30 福井商工会議所 500

山梨県 甲府市 3月6日(水) 13:30～16:30 コラニー文化ホール（山梨県立県民文化ホール） 500

長野県 長野市 2月20日(水) 13:30～16:30 ホクト文化ホール(長野県県民文化会館) 600

岐阜県 岐阜市 3月12日(火) 13:30～16:30 じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター） 600

静岡県 静岡市 3月7日(木) 13:30～16:30 静岡市清水文化会館（マリナート） 1,000

愛知県 名古屋市 2月4日(月) 13:30～16:30 名古屋国際会議場 2,000

三重県 津市 3月6日(水) 13:30～16:30 津センターパレス 500

滋賀県 大津市 3月7日(木) 13:30～16:30 大津市民会館 500

京都府 京都市 3月5日(火) 13:30～16:30 京都劇場 500

大阪府 大阪市 2月28日(木) 13:30～16:30 グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場） 2,000

兵庫県 神戸市 2月6日(水) 13:30～16:30 神戸ファッションマート 1,000

奈良県 奈良市 2月27日(水) 13:30～16:30 奈良県文化会館 400

和歌山県 和歌山市 3月11日(月) 13:30～16:30 プラザホープ（和歌山県勤労福祉会館） 300

鳥取県 鳥取市 2月18日(月) 13:30～16:30 鳥取市民会館 300

島根県 松江市 2月19日(火) 13:30～16:30 松江テルサ 400

岡山県 岡山市 3月13日(水) 13:30～16:30 岡山市民会館 700

広島県 広島市 2月21日(木) 13:30～16:30 広島国際会議場 1,000

山口県 山口市 3月8日(金) 13:30～16:30 山口市民会館 500

徳島県 徳島市 2月12日(火) 13:30～16:30 あわぎんホール（徳島県郷土文化会館） 400

香川県 高松市 2月13日(水) 13:30～16:30 レクザムホール（香川県県民ホール） 500

愛媛県 松山市 2月7日(木) 13:30～16:30 松山市総合コミュニティセンター 400

高知県 高知市 2月14日(木) 13:30～16:30 高知新聞放送会館 200

福岡県 福岡市 2月25日(月) 13:30～16:30 福岡国際会議場 1,000

佐賀県 佐賀市 2月26日(火) 13:30～16:30 佐賀県立美術館 400

長崎県 長崎市 2月8日(金) 13:30～16:30 長崎ブリックホール 400

熊本県 熊本市 2月25日(月) 13:30～16:30 ホテル熊本テルサ 500

大分県 大分市 3月4日(月) 13:30～16:30 大分県農業会館 400

宮崎県 宮崎市 2月21日(木) 13:30～16:30 ＭＲＴ-ｍｉｃｃ 400

鹿児島県 鹿児島市 2月26日(火) 13:30～16:30 宝山ホール（鹿児島県文化センター） 500

沖縄県 那覇市 3月4日(月) 13:30～16:30 沖縄県市町村自治会館 300

※定員超過の場合は、お断りする場合があります。

【申込方法】①電話による申し込み：0120-555-312
②FAXによる申し込み：0120-555-299
③インターネットでの申し込み：https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/h30jyuutaku-seisan

消費税率引上げに伴う住宅取得支援制度及び
省エネ等良質な住宅・建築物の取得・改修に関する支援制度等説明会

東京都

■ 日程・会場・定員 等 
          ※平成31年2月1日(金) ～平成31年3月14日(木)の間、全都道府県　全 48 回開催

          (注)都道府県別に掲載しております。開催日順ではございませんのでご注意ください。



FAX 0120-555-299 
 

 

 
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： 13:30～16:30 

【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。 

消費税率引上げに伴う住宅取得支援制度及び省エネ等 

良質な住宅・建築物の取得・改修に関する支援制度等説明会 

別紙２ 

（住宅所有者等、個人の場合は「個人」と記入ください） 
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