スマートウェルネス住宅等推進事業
サービス付き高齢者向け住宅整備事業、
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業、他 説明会
国土交通省はこの度、スマートウェルネス住宅等推進事業等において、平成３０年度当初
予算案に盛り込まれた内容や変更点等の早期の周知を図るため、全国11か所で説明会を
開催します。
開催日時・場所:
平成３０年２月２０日(火)～平成３０年３月１６日（金） 全国１１箇所で開催
（東京、神戸、熊本、名古屋、仙台、広島、高松、沖縄、金沢、新潟、札幌）
各回
第1部

午後２時００分～３時１０分

※受付は午後 1 時 30 分より

第2部

午後３時２０分～４時３０分

※受付は第 1 部終了後

※定員になり次第締切とさせていただきます
※第1部と第2部の両方ともご参加いただけます

参加費
スマートウェルネス住宅等推進事業

＜第１部＞
・サービス付き高齢者向け住宅について（国土交通省安心居住推進課）
・補助金の申請手続きについて（サ高住整備事務局）
＜第２部＞
・新たな住宅セーフティネット制度、改修事業について
（国土交通省安心居住推進課）
・補助金の申請手続きについて（SW住宅等推進事業室）
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業
スマートウェルネス住宅等推進モデル事業
スマートウェルネス拠点整備事業

※プログラムの内容は変更となる場合がございます。

申込
方法

参加申込書に必要事項をご記入の上、メール にてスマートウェルネス住宅等推進事業室へ
お送りください。参加希望日の1週間前までにお願いします。
共催 ㈱市浦ハウジング＆プランニング サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
㈱福祉開発研究所 スマートウェルネス住宅等推進事業室

●受付先
メール： sanka@swrc.co.jp
●問合せ先 URL: http://snj-sw.jp

FAX：03-3239-8789
電話：03-3239-8311

スマートウェルネス住宅等推進事業
説明会

参加申込書

兼

受講票

＜申込方法＞
本参加申込書兼受講票をプリントし、必要事項をご記入のうえ、
左記宛メールに添付又はFaxにてお送りください。
メールの件名を『説明会参加申込書』としてください。

※お申込みは先着順で受け付け、定員になり次第締切とさせていただきます。

重要 当申込書が受講票を兼ねますので、説明会当日に必ずお持ちください。

参加会場
○を付けて下さい

参加説明会

東京会場

2/20（火）

神戸会場

熊本会場

2/23（金）

名古屋会場 2/27（火）

仙台会場

3/2 （金）

広島会場

3/6 （火）

高松会場

3/7

(水）

沖縄会場

3/9 （金）

金沢会場

3/12（月）

新潟会場

3/14 (木）

札幌会場

3/16（金）

第1部

○を付けて下さい

サ高住説明会

左記他

氏名

＿＿＿＿＿名

会社・団体名

勤務先

セーフティネット等説明会

所属・役職

(ｶﾅ)

氏名

第2部

2/22（木）

電話
FAX
E-Mail

住所

〒

-

（該当するものに〇を付けてください）

業種

１．地方公共団体・公的団体
２．応募・申請予定者
・不動産関係 ・福祉、医療関係
３．その他
記入して下さい （

・建築関係

・支援サービス関係

・その他
）

※ご記入いただいた個人情報は適切に管理いたします。なお、補助事業に係るご案内の送付に活用させていただく場合がございます。

説明会会場のご案内
東京会場

平成３０年２月２０日（火）
全国障害者総合福祉センター戸山サンライズ 大研修室 定員240名
（東京都新宿区戸山1-22-1）

神戸会場

平成３０年２月２２日（木）
三宮コンベンションセンター Room503

定員150名

（神戸市中央区磯辺通2-2‐10 ワンノットトレーズビル5F）

熊本会場

平成３０年２月２３日（金）
TKP熊本カンファレンスセンター ９Fしゃくやく

定員90名

（熊本市中央区花畑町4-7 朝日新聞第一生命ビル9F）

名古屋会場

平成３０年２月２７日（火）
ダイテックサカエ貸会議室 ４Fスターホール

定員100名

（名古屋市中区錦三丁目22-20 ダイテックサカエ）

仙台会場

平成３０年３月２日（金）
仙都会館 ８F会議室

定員120名

（仙台市青葉区中央2-2-10）

広島会場

平成３０年３月６日（火）
ワークピア広島 ２F桜ABC

定員100名

（広島市南区金屋町1-17）

高松会場

平成３０年３月７日（水）
香川県社会福祉総合センター ７F第一中会議室

定員80名

（香川県高松市番町1-10-35）

沖縄会場

平成３０年３月９日（金）
沖縄コンベンションセンター 会議棟B会議場B2

定員100名

（沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1）

金沢会場

平成３０年３月１２日（月）
石川県女性センター ２F大会議室

定員100名

（金沢市三社町1－４４）

新潟会場

平成３０年３月1４日（水）
新潟日報メディアシップ ６FナレッジルームAB

定員90名

（新潟市中央区万代3-1-1）

札幌会場

平成３０年３月１６日（金）
TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前 ５Fマ－ガレット
（北海道札幌市中央区北4条西6丁目1 毎日札幌会館）

定員100名

所在地

アクセス

＜東京会場＞
全国障害者福祉ｾﾝﾀｰ 戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 大研修室
東京都新宿区戸山1-22-1
TEL 03-3204-3611
●東西線早稲田駅より徒歩１０分
●大江戸線若松河田駅より徒歩１０分

所在地

＜熊本会場＞
TKP熊本カンファレンスセンター しゃくやく
熊本県熊本市中央区花畑町4-7朝日新聞第一生命ビル9F
TEL 096-312-1616

アクセス

所在地

アクセス

●熊本市電 花畑町駅 徒歩１分

＜仙台会場＞ 仙都会館 ８Ｆ会議室
宮城県仙台市青葉区中央2-2-10
TEL 022-222-4187
●JR 仙台駅 徒歩５分 ●JR仙石線 あおば通駅 徒歩１分
●地下鉄 広瀬通駅 徒歩３分

所在地

＜神戸会場＞
三宮コンベンションセンターRoom503
兵庫県神戸市中央区磯辺通2-2-10ワンノットトレーズビル5F
TEL 078-291-5025

アクセス

所在地

アクセス

所在地

アクセス

●ポートライナー「貿易センター駅」徒歩約１分
●JR神戸線「三ノ宮駅」・阪急・阪神「三宮駅」徒歩約５分

＜名古屋会場＞
ダイテックサカエ貸会議室 スターホール
名古屋市中区錦三丁目22-20ダイテックサカエ
TEL 052-971-3830
●地下鉄「栄」駅8番出口より徒歩約５分

＜広島会場＞ ワークピア広島 2F桜ABC
仙台市青葉区本町2-12-7
TEL 022-222-1121
●JR山陽本線広島駅（在来線）より徒歩７分
●広島電鉄「稲荷町」より徒歩１分

ワークピア広島

所在地

＜高松会場＞
香川県社会福祉総合センター 第一中会議室
香川県高松市番町１丁目１０番３５号
TEL 087-835-3334

アクセス

●ＪＲ高松駅より徒歩約１５分
●バス「県庁・日赤前」より徒歩２分、「市役所西」より徒歩３分

所在地

アクセス

所在地
所在地 ＜金沢会場＞ 石川県女性センター 大会議室

石川県金沢市三社町1-44
TEL （076）263-0115
アクセス

所在地

●金沢駅より徒歩約１５分
●北陸鉄道バス 91金沢-旭町、82柳橋-西金沢 （三社下車）

アクセス

＜沖縄会場＞
沖縄コンベンションセンター 会議場Ｂ２
沖縄県宜野湾市真志喜 4-3-1
TEL 098-898-3000
●沖縄コンベンションセンター前バス停下車
●真志喜バス停より徒歩約１１分

＜新潟会場＞
新潟日報メディアシップ ナレッジルーム
新潟市中央区万代3-1-1
TEL 025-385-7447
●新潟駅より徒歩約１０分

＜札幌会場＞
TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前 マーガレット
北海道札幌市中央区北4条西6丁目1毎日札幌会館5F
TEL 011-798-4763

アクセス

●札幌市営地下鉄 南北線「さっぽろ駅」１０番出口 徒歩２分
●JR函館本線 札幌駅 南口 徒歩５分

ご参加申込の皆さまへ
説明会の内容及び説明会へのご出欠席に関するお問合せ
は、スマートウェルネス住宅等推進事業室（03-3239-8311）
に直接ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

