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◇令和2年度　定時総会
　新型コロナ感染症の影響により令和2年度定時総会は今回書面決議にて行われ、以下の通り報告並びに決議されました。
（報告事項）
・第1号報告　　令和元年度事業報告の件
（決議事項）
・第1号議案　　�令和元年度貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認の件
・第2号議案　　理事選任の件
　　　　　　　�喜多村　円氏（TOTO㈱代表取締役会長）、菅　順二氏（㈱竹中工務店常務執行役員）を理事として選任

すること。
→�　報告事項・決議事項の議案は全て令和2年6月22日に総会の決議があったものとみなされました。

◇第16回「家やまちの絵本」コンクール
　募集開始のお知らせ
　（一社）住宅生産団体連合会では、今年も第 16 回「家
やまちの絵本」コンクールを開催することになりました。
募集期間は令和 2 年 7 月 20 日（月）から 9 月 6 日（日）
です。
　概要は次の通りです。
■ 趣旨
　�　当団体は、かねてより一般の方々向けに、住まいに
係る有益な情報の提供を行ってまいりましたが、その
一環として、多くの方々に家族との暮らしや住まいに
ついて、関心が高まることを期待して、以下の「コンクー
ル」を開催いたします。

■ 募集期間
　�令和 2年 7/20（月）～ 9/6（日）（消印有効）
■ テーマ
　�「家やまち」への思い・夢、あこがれの家、好きなまち
などを手作り絵本に

■ 募集部門
　Ａ．�子どもの部（小学生以下）
　Ｂ．�中学生・高校生の部
　Ｃ．�大人の部（18 歳以上）
　Ｄ．�子供（小学生以下）と大人（18 歳以上）の合作の部
　※ �A部門：親による製本の手伝い（作品の綴込等）は可
　※ �A・B・C部門：合作（2人以上の制作者）での応募も可
　※ �D部門：3名以上でも可
■ 表　彰
　�国土交通大臣賞（1作品）、文部科学大臣賞（2作品）、
住宅金融支援機構理事長賞（1作品）、都市再生機構理
事長賞（1 作品）（いずれも副賞図書カード 5 万円）、
住生活月間中央イベント実行委員会委員長賞（４作品、
同図書カード�3 万円）、入選作品（各部門上位 5作品
以内、同図書カード 1万円）、審査員特別賞（全ての募
集部門から審査委員全員の総意により選定、同図書カー
ド 1万円）

■ 審査日程
　令和 2年 9月初旬～下旬
　�（審査結果は 10 月～ 11 月に、ホームページ上で発表及
び発送をもってお知らせします）

■ 展示
　�10 月から 11 月にかけて、住宅金融支援機構のギャラ
リー会場において、上位�5 作品を展示します

■ 主催
　住生活月間中央イベント実行委員会

■ 共催
　一般社団法人　住宅生産団体連合会
■ 後援
　�国土交通省、文部科学省、住宅金融支援機構、都市再
生機構�北海道、群馬県、東京都、神奈川県、千葉県、
埼玉県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、
広島県、福岡県　各教育委員会

■ 審査委員
　小澤紀美子（東京学芸大学　名誉教授）
　町田万里子（手作り絵本　研究家）
　勝田　映子（帝京大学　教育学部　教授）
　北方　美穂（あそびをせんとや生まれけむ研究会　代表）
　槇　　英子（淑徳大学　総合福祉学部　教授）
　前田　豊稔（�豊岡短期大学　通信教育部こども学科准教授�

こどもには　もっと自然を「ナチュラル�
アートハウス」代表）

　遠山　　明（国土交通省　住宅局　住宅生産課　木造住宅振興室長）
　山崎　德仁（住宅金融支援機構　地域支援部　技術統括室長）
　藤島　靖久（都市再生機構　広報室長）
　小田　広昭（住宅生産団体連合会　副会長・専務理事）

（順不同、敬称略）
■ 募集要項詳細
　「住宅・すまいWeb」
　http://www.jutaku-sumai.jp/ehon/index.html
　住団連
　http://www.judanren.or.jp/
　※この資料についての問合せ；広報部　木村、
　　「家やまちの絵本」コンクール事務局　目黒

第15回受賞作品　国土交通大臣賞

（合作の部）
「あおむしたちとキャベツのいえ」
柏下  将辰（西東京市保谷第二小学校1年） 柏下  彩子

応募者全員に
  もれなくプレゼント！！
色鉛筆
（和名12色セット）

サイズ
（90mm×115mm）
（合作の方は1作品5個まで）
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<委員会活動（6/1〜6/30）>
【運営委員会】
◎第289回運営委員会	 6月9日
（審議事項）
1．専門委員会委員の推薦に関する件。
（報告事項）
1．令和元年度事業報告及び令和元年度決算について。
2．�令和2年度みなし理事会結果及び令和2年度定時総
会について。

3．�「令和元年度低層住宅の労働災害発生状況報告書」
ホームページ掲載について。

4．第16回「家やまちの絵本」コンクール開催について。
5．その他。
［政策委員会］
◎政策委員会支援ＷＧ	 6月4日
　・�第3回社会資本整備審議会住宅宅地分科会勉強会
（5/28開催）開催報告・資料の共有　⇒中村座長よ
り、住団連を代表して竹中副会長がプレゼンテー
ションをなされた報告があった。�

　・�議論「産業・新技術からの視点」「まちづくりか
らの視点」について　⇒内海・村山各SWGリー
ダーより検討内容の説明があり、次回の意見表明
について議論がなされた。

	 6月29日
　・�社会資本整備審議会住宅宅地分科会�開催報告・
資料の共有（6/12第51回、6/26第52回）　⇒中村
座長より、過去２回の社整審分科会についての報
告がなされた。�

　・�議�論　「中間とりまとめ案（たたき台）」について�
⇒対応する4つのSWGにおいて7月中に議論を行
い、それぞれの意見を次回8/3に行う当WGにおい
て意見集約を行うこととした8月末に開催予定の
社整審分科会に向けて住団連としての意見表明を
まとめていく。

◎広報設立準備委員会	 6月16日
　・�広報事業の活動計画について
　　⇒令和2年度の予算説明。
　　�⇒広報の在り方、ホームページの在り方、機関紙
の在り方。�

　　�⇒ホームページ、機関紙の役割りを整理する必要性。�
	 6月23日
　・�広報の目的、ステークホルダー、ツール・手段
　　⇒各テーマについて抽出。
　　�⇒次回以降は各テーマについて掘り下げて優先順
位をつける。

［専門委員会］	
◎住宅税制金融委員会	 6月24日
　・�住宅税制の抜本的見直しに向けた提言骨子（案）に

ついて　⇒骨子（案）について小委員長より説明の
後審議をおこない、一部修正して承認された。

　・�コロナ対策要望の検討について　⇒コロナ対策要
望（案）について審議し、要望する税制・予算につ
いて承認された。

◎住宅税制金融小委員会	 6月2日
　・�住宅税制の抜本的見直しに向けた提言骨子（案）に
ついて

　　�⇒骨子（案）冊子について各委員より出された意見
について、意見交換及び集約を実施した。

　　�⇒次回小委員会にて、政策委員会に諮るワンペー
パー骨子（案）の審議をおこなうこととした。

　・�コロナ対策要望、令和４年度税制改正・予算要望
の検討　⇒各社・各団体からの要望調査につき意
見交換。

	 6月18日
　・�住宅税制の抜本的見直しに向けた提言骨子（案）に
ついて　⇒政策委員会に諮るワンペーパー骨子
（案）について審議の後、一部修正して承認された。

　・�コロナ対策要望の検討について　⇒コロナ対策要
望（案）について審議し、要望事項について承認さ
れた。

◎住宅性能向上委員会WG	 6月22日
　・�住宅政策の動向について�/�国土交通省住宅局住宅

生産課　⇒住宅の省エネ性能の光熱費表示検討委
員会（仮称）の事前意見交換。説明義務制度�講習
会テキスト案の意見回答について意見交換。建築
環境企画室その他共有事項について報告。長期優
良住宅制度のあり方に関する検討会とりまとめ案
の意見回答について意見交換。�

　・�令和2年度住宅性能向上委員会事業計画について
　　⇒事務局より報告。�
　・�ＳＷＧ１・ＳＷＧ２活動報告
　　�⇒ＳＷＧ１：ZEHの更なる高断熱化に関する検討
会議第1回について報告。

　　�⇒ＳＷＧ２：省エネ普及策の見直しについて報告。
省エネ計算演習事例作成について報告。

　・�既存住宅省エネ診断法合同ヒアリング案内
　　�⇒事務局より案内。
◎住宅性能向上委員会SWG1	 6月5日
　・�長期優良住宅制度のあり方に関する検討会におけ
るとりまとめ（案）について　⇒国交省住宅生産
課との意見交換実施。�

　・�建築部省エネ法　説明義務制度について　⇒国交
省環境室との意見交換実施。�

　・�4月から新しくなった、「建築物のエネルギー消費
性能に関する技術情報」について　⇒国交省環境
室へ意見交換要請し、次回実施。
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　・�環境省「ZEHの更なる高断熱化に関する検討会議」
（6/2Web会議）について　⇒結果共有。

　・�「既存戸建て住宅のZEH化推進に向けた作業部会」
（3/13書面審議）について　⇒結果共有。

　・�今年度の住宅性能関係制度の整備に関する要望に
ついて　⇒提出依頼。�

　・�建築士会連合会　環境部会の報告（5/11）　⇒結果
共有。�

◎住宅性能向上委員会SWG2	 6月17日
　・�省エネ普及策の見直しについて　⇒方向性検討、
共有。

　・�省エネ計算演習事例作成について　⇒作成スケ
ジュール、内容について検討、共有。

　・�小冊子「快適・安心なすまい�なるほど省エネ住宅」
について　⇒普及策の検討。

◎住宅ストック委員会	 6月17日
　・�2020年度の新築・既存・リフォーム支援比較と要
望、及び既存住宅流通活性化について

　　�⇒浴野座長より、住宅ストック研究会（6/12）にて
討議した内容を報告、意見交換。�

　　�⇒今後住宅ストック研究会にて　①安心Ｒ住宅制
度の促進策の検討　②既存住宅流通の促進に寄与
する支援要望の検討を行うことを承認。�

　・�政策委員会支援ＷＧほかについて　⇒濱委員長よ
り、社整審住宅宅地分科会勉強会での住団連発言
内容、及び景気回復に向けた住団連の要望等につ
いてご紹介、意見交換。

◎住宅ストック研究会	 6月12日
　・�2020年度の新築・既存・リフォーム支援比較と要望�
　　�⇒各団体・社より提出いただいた新築・既存住宅・
リフォームに関する支援比較と要望について、取

り纏めの上報告、意見交換。�
　　�⇒既存住宅流通の促進に寄与する支援要望の検討
を行うことを、住宅ストック委員会（6/17）に提起�

　・�既存住宅流通活性化について。�
　　�⇒既存住宅流通活性化のための課題、対応策を論
点整理し、意見交換。�

　　�⇒安心Ｒ住宅制度の促進策の検討を優先的に行う
ことを住宅ストック委員会（6/17）に提起。�

◎工事CS・安全委員会　　　　　　　　	　	開催無し
　・�令和元年�低層住宅の労働災害発生状況報告書に
ついて　⇒新型コロナウィルス感染防止のため委
員会開催は無かったが、委員間のメールによる原
稿やり取りにより例年通り完成させることができ
た。6月23付けで住団連ホームページに掲載済。

◎建築規制合理化委員会WG	 6月8日
　・�令和3年度（2020年度）建築規制合理化要望案につ
いて　⇒各要望についての審議を行う。

　・�基整促について　⇒【F14】主要構造部の防耐火性
能等に関する大臣認定仕様基準の検討のR1年度
報告。

　・�建築BIMについて　⇒BIM推進部会　取りまとめ、
意見照会と回答について報告。

　・�第2回建築技術委員会について　⇒設計図書整合
性向上ガイドブックについて報告。�

　・�輸送制限緩和SWG（6月26日開催）　⇒令和2年度
活動計画についての擦り合わせと警察庁打合せ報告。�

◎国際交流委員会	 6月9日
　・�令和２年度海外視察研修会について　⇒新型コロ
ナウイルス感染症の状況を考慮し、今年度の開催
は取り止めとする。


