
団連２８－２－１ 

 

平成 28 年度第２回団体連絡会議事次第 

 

１．日 時：平成 28 年 9 月 15 日（木）14：00～16：00 

 

２．場 所：（一社）日本建材･住宅設備産業協会 A･B 会議室 

 

３．議 題 

（１）挨拶 

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会 専務理事 奥田 慶一郎 14:00～14:05 

 

（２）講演 

・平成 28 年度リフォームで生活向上プロジェクトについて 14:05～14:45 

一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 事務局長 庄司 桂弥様  

 

・経済産業省の組織改編と今後の住宅関連政策について 14:45～15:45 

経済産業省 製造産業局 生活製品課 課長補佐 菅野 将史様  

 

（３）関係団体・企業からのお知らせ 15:45～15:55 

・キッチンスペシャリスト資格試験及びキッチン空間アイデアコ

ンテスト作品募集のご案内 

公益社団法人インテリア産業協会 

・シンポジウム開催のご案内 日本繊維板工業会 

・シンポジウム開催のご案内 一般社団法人リビングアメニティ協会 

 

（４）建産協からの報告･他 15:55～16:00 

・ジャパンホームショー出展 

主催：一般社団法人日本能率協会 

会期：平成 28 年 10 月 26 日（水）～10 月 28 日（金） 10:00～17：00 

会場：東京ビックサイト 東２ホール ２－Ｃ23 

 

・平成 28 年度 団体連絡会の開催スケジュール 

第３回 平成 28 年 12 月 13 日 （火） 14：00～16：00 

第４回 平成 29 年 3 月 22 日 （水） 14：00～16：00 

 

（配布資料） 

団連２８－２－１ 平成 28 年度第２回団体連絡会議事次第 

団連２８－２－２ 平成 28 年度 消費者向け住宅リフォーム統一イベント「リフォームで生活向上プロジェク

ト」実施計画 

団連２８－２－３ 生活製品課発足と住宅産業・建材関連の主要トピックス 

 

 



団連２８－２－１ 

 

（別紙・別冊） 

・孫・子もよろこぶ健康リフォーム 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 

・孫・子のホンネ 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 

・マンガでわかる住宅リフォームガイドブック 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 

・「リフォームで生活向上プロジェクト」チラシ 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 

・「リフォームで生活向上プロジェクト」ロゴシール 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 

  

・第 29 回キッチンスペシャリスト資格試験受験申込書 公益社団法人インテリア産業協会 

・平成 28 年度キッチン空間アイデアコンテスト作品募集案内 公益社団法人インテリア産業協会 

  

・第 25 回木質ボード部会シンポジウム開催のお知らせ 日本繊維板工業会 

  

・第 5 回「住宅部品点検の日」シンポジウム開催案内 一般社団法人リビングアメニティ協会 

・PVC news №98 塩化ビニル環境対策協議会 

・News Release 一般社団法人環境共生住宅推進協議会 

・「環境共生住宅 早わかり設計ガイド」のご案内 一般社団法人環境共生住宅推進協議会 

以 上 



 

平成 28 年 9 月 15 日(木)、平成 28 年度

第 2 回団体連絡会が建産協会議室にて 26

団体等 37 名の出席者のもと開催された。

まず奥田慶一郎専務理事による主催者挨拶

の後、一般社団法人住宅リフォーム推進協

議会 事務局長 庄司桂弥氏からの｢平成

28 年度リフォームで生活向上プロジェク

トについて｣と題する講演と、経済産業省 製造産業局生活製品課 課長補佐 菅野将史氏からの

｢経済産業省の組織改編と今後の住宅関連政策について｣と題する講演があった。続いて団体会員

からの案内があった。 

 

講題１： 平成２８年度リフォームで生活向上プロジェクトについて※ 

 

講師：一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 事務局長 庄司桂弥氏 

 

1. 平成 28 年度リフォームで生活向上プロジェクト実施計画 

2. 平成 27 年度リフォームで生活向上プロジェクト実施報告 

3. ｢孫･子もよろこぶ健康リフォーム｣冊子紹介 

4. ｢孫･子もよろこぶ健康リフォーム｣動画紹介 

5. その他のコンテンツ紹介 

6. プロジェクト参加への依頼 

まず、リフォームのメリットをアピールするとともに、業界全体としてリフォームを促進する

社会的ムーブメントを起こすというプロジェクトの目的が紹介された。また、平成 26 年度 9 団

体、平成 27 年度 15 団体であった協賛団体は、平成 28 年度現時点で 20 団体と増え、広がりを見

せていることなどの説明があった。 

次に、昨年までの実施報告のなかでイベントへの総動員数が平成 26 年度 23 万人、平成 27 年

度 32 万人となっており、平成 28 年度は 45 万人を動員し 3 年で 100 万人達成という目標が示さ

れた。 

続いて、平成 28 年度の新しいツールとして作成した｢孫･子もよろこぶ健康リフォーム｣という

名の冊子の紹介があった。この冊子は、｢玄関･廊下･階段｣、｢お風呂･水まわり｣、｢リビング･ダイ

ニング｣等住宅の部位別に、まんがによるストーリー仕立てで健康に役立つリフォームを紹介する

ものである。さらに、この冊子をベースとした動画もツールとして提供していくとの説明がなさ

平成２８年度第２回団体連絡会開催報告 
 



れた。 

最後に、3年で100万人動員のため積極的にプロジェクトに参加されたいとのお願いがあった。 

講演２： 経済産業省の組織改編と今後の住宅関連政策について※ 

 

講師：経済産業省 製造産業局生活製品課 課長補佐 菅野将史氏 

 

1. 生活製品課への統合 

2.リフォームと省エネ 

3. 住宅 IoT 

4. 合法伐採木材法 

まず、本年 6 月に実施された製造産業局組織見直しの概要と｢衣｣と｢住｣を担う生活製品課の陣

容が紹介され、生活製品課の基本的方向性として①サプライチェーンにわたる構造改革、②日本

人の生活変化に適合した付加価値の向上、③地域振興の鍵としての生活製品産業の位置づけの 3

点が挙げられた。 

続いて、リフォームと省エネに関するトピックスの中で、新たなリフォーム補助金については

平成 29 年度概算要求をしている｢省エネルギー投資促進に向けた支援補助金｣の中に｢住宅の断

熱･省エネ改修の支援｣として織り込んでいる旨の説明があった。また、住宅 IoT に関するトピッ

クスの中で、スマートハウスに係る課題や住宅における IoT/ビッグデータ利活用促進については

検討会を立ち上げていることが紹介された。 

合法伐採木材法への対応に関しては、省令で定める必要がある事項についての概要説明と、対

象品目の検討に際しては建産協を含め関係業界に照会し検討していくので引き続き協力をお願い

したいとの話がなされた。 

 

関係団体からの案内

・キッチンスペシャリスト資格試験及びキッチン空間アイデアコンテスト作品募集の案内 

公益社団法人インテリア産業協会 鈴木 実 氏 

・第 25 回木質ボード部会シンポジウム開催のお知らせ 

日本繊維板工業会 瀧川充朗氏 

・第 5 回｢住宅部品点検の日｣シンポジウム開催案内 

一般社団法人リビングアメニティ協会 佐藤尚久氏 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

建産協からの報告・他 

 

・ジャパンホームショー出展 

主催：一般社団法人日本能率協会 

会期：平成 28 年10 月 26 日(水)～10 月 28 日(金) 10：00～17：00 

会場：東京ビッグサイト 東 2 ホール 

 

・平成 28 年度団体連絡会の開催予定日 

第 3 回 平成 28 年 12 月 13 日(火) 14：00～16：00 

第 4 回 平成 29 年 3 月 22 日(水) 14：00～16：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人 

インテリア産業協会 

鈴木 実 氏 

 

日本繊維板工業会 

瀧川充朗氏 

一般社団法人 

リビングアメニティ協会 

佐藤尚久氏 

 

（※建産協ホームページ内の会員専用コーナーより関連資料がご覧いただけます。） 


