
 リフォームを貴社の主力事業に！ 

～やるなら今････打つべき一手！～ 

 
一般社団法人ステキ信頼リフォーム推進協会 

前橋ナイスパートナー会様 セミナー 



新設着工戸数の行方は！ 
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新築市場縮小の要因 

 （1）人口減・世帯数減 

 （2）住宅ストックの量的充足 

 （3）住宅一次取得者層の所得低下 

 （4）進む高齢化・単身世帯の増加 

市場環境の変化 
5 (C)2017 ANRR 



◇我が国の人口は２００５年から減少に転じる。 

◇世帯数は２０１５年まで増加を続けるものの、２００５年以降、世帯増加が急激に鈍化。 

 （いずれも推計による） 
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127,790千人 
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（資料）実績値：国勢調査［総務省］ （2004年（H16）は国勢調査による補完補正後の推計人口） 
    推計値：日本の将来推計人口（2006年12月推計）、日本の世帯数の将来推計［全国推計］（2003年10月推計） ［国立社会保障・人口問題研究所］ 
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2005年 人口減少に 

（△10,000人） 

【自然増加数（出生数－死亡数）の推移】 

（１）人口・世帯数ともに減少 

国交省資料より 
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（２）住宅ストックの量的充足 

国交省資料より 
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H25年度 

 

空き家数 

820万戸 

 

空き家率 

13.5％ 



（３）住宅一次取得者層の所得低下 

国交省資料より 
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（４）進む高齢化 と単身世帯の増加 

65歳以上 2020年：約30％ 

       2055年：約40％ 

単身世帯の増加 
 

住宅購入意欲の高い層は減少 国交省資料より 
10 
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国はストック重視の政策に転換 

市場環境の変化 
 

 

循環型社会へ移行 
（新築   リフォーム・既存住宅流通） 
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リフォーム市場の 

 

現状と国の政策 
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ストック市場である 
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膨大な潜在マーケットが存在 

国交省配布資料より 

リフォーム適齢期市場 



なぜ 

 

顕在化しないのだろう！？ 
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リフォーム市場は伸びない・・・？ 

• リフォーム市場は年間6兆円台で横ばい。 

（野村総合研究所の予測） 

2015～2030年度の新設住宅着工戸数は減少
傾向。 

しかし、リフォーム市場にも大きな期待を寄せる
のは難しい。 

ニーズを顕在化する仕掛けが必要！ 
15 (C)2017 ANRR 
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国交省配布資料より 



住宅の資産評価における現状と課題 

国交省資料より抜粋 
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住宅の市場評価が住宅投資への課題 

住宅の長寿命化と資産価値の適正評価が鍵！ 
国交省資料より 
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そもそも 

 

資産評価にほど遠い 

 

住宅ストックの現状 
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国は本気！ 

 

既存住宅流通・リフォーム市場 

 

活性化の取組 
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国交省配布資料より 
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 目指すところ 
   リフォームが資産価値を生み好循環を促進！ 
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ところが！ 
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リフォームを阻害する要因 

・異業種も参入大混戦 

 地場工務店・大手ハウ
スメーカー・リフォーム
専門店・メーカー系列店 

  ホームセンター・家電
家具量販店・ネット 

違法・詐欺・
強引な押売 

・迷う消費者    
玉石混合 信頼で
きる業者は？ 

・何でもありの業者 

  事業者登録なし 

  免許・資格なし 

不安！ 

28 
リフォーム＝悪徳リフォーム 
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そこで！ 
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住宅リフォーム事業者団体登録制度 

5ｐ 
「信頼・安心」 を 国が後押し！ 

安心してリフォームを行うことができる市場環境の整備 

住宅リフォーム事業者 

業務の適正な運営を確保 

消費者 

業者選択の判断材料提供 

(C)2017 ANRR 31 



このマークは、この制度で登録された優良
な団体とその団体に所属するリフォーム事
業者だけが使用できるマークです。 

信頼のマーク 



既存住宅（中古住宅）市場の 

 

現状と国の政策 
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もう一つのストック市場である 
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売り手も買い手も戸惑う中古住宅 

(C)2017 ANRR 37 

売り手 

買い叩かれる 

買い手 

不安で買えない 

わから
ない！ 

国交省配布資料より写真・表等抜粋 



そこで！ 
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国交省配布資料より 



インスペクターが公的資格に！ 
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住宅の関係事業主体が 

 

連携した取組を国が支援 
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住宅ﾘﾌｫｰﾑ事業の課題と新社団の事業展開 

リフォーム 流 通 

消費者の信頼   

良質なﾘﾌｫｰﾑ事業の展開 ＋ 市場での適正な評価 



この制度について説明します。 

住宅リフォーム事業者団体登録制度 



①制度設立の経緯 

平成26年9月1日 
・国土交通省告示｢住宅リフォーム事業者団体登録規程」及び 

｢住宅リフォーム事業者団体登録制度に係るガイドライン｣公表 

平成26年9月5日 
・｢ロゴマーク使用マニュアル｣｢消費者相談業務マニュアル｣ 公表 

 住宅リフォーム事業者団体登録制度とは 

▲住宅リフォーム事業者団体のロゴマーク 
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一定の要件を満たした住宅 
リフォーム事業者団体を対 
象に、国土交通大臣による
登録制度がスタート。 



住宅リフォーム事業者団体（社団法人等） 

 住宅リフォーム事業者団体登録制度とは 

②制度設立の背景 

団体を積極的に活用した『消費者保護』と『人材育成』による、リフォーム市場の

健全な発達及び消費者が安心してリフォームを行うことができる環境の整備が目的。 

消費者 
・事業者の技術力や価格相場がわかりにくい。 

・信頼できる事業者かどうか不安。(悪徳事業者） 

数万のリフォーム
事業者を管理する
のは難しいので、
団体に管理させる。 

国 
・新築からストック活用への転換を加速。 

・リフォーム市場12兆円の目標値を設定。 

(C)2017 ANRR 
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メリット 義務・責任 

○団体のＨＰ等で国土交通大臣登録 

  団体の構成員として公表。 

○国土交通大臣登録 

 のロゴマークの使用 

 が可能。 

○補助事業等での団体構成員である 

 ことの公表。 

○団体による研修制度等の活用によ 

 るスキルアップ。 

○消費者相談窓口の活用。 

○工事における契約書の書面交付（建 

 設業法第19条第1項）､見積書の書面 

 交付､重要事項の説明等。 

○請負金額500万円以下で団体が定
める金額以上となる工事を行う場合､ 
リフォームかし保険契約を締結（注文者 

 が予め反対の意思表示をしている場 

 合を除く）。 

○消費者相談窓口への協力。 

○団体が行う調査への協力（リフォー
ム工事実績・リフォーム瑕疵保険締結
件数の回答、事業者情報変更の際の
報告等）。 

 住宅リフォーム事業者団体登録制度とは 

   消費者の信頼が向上。 

  ⇒ 登録団体未加入のリフォーム 

            事業者との差別化 

国土交通省登録団体となることで、 

団体及び会員企業は「メリット」を享受します。 

同時に、登録団体としての「義務・責任」が生じます。 

ポイント 
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株式会社ステキリフォ-ム 

③登録団体のメリット 

国土交通大臣登録団体の構成員（リフォーム事業者）は、安心・信頼で

きる団体に所属する会員の象徴として、オリジナルロゴマークを名刺、

ホームページ等に使用できます。 

ポイント 

リフォーム 
ショップ 

※新社団ロゴマーク検討中 

※ロゴマークは、団体
登録後に使用可能です。 

 住宅リフォーム事業者団体登録制度とは 

株式会社ステキリフォーム 

ロゴマークの使用 

人材育成、研修等の充実 
団体は、人材育成や研修等の取り組みを充実させ、国土交通省へ届け出る

必要があります。これら団体の特長を生かした研修等を活用することによ

り、リフォーム業務品質や技術力の向上を図ることができます。 

ポイント 

メリット1 

メリット２ 
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消費者相談窓口の設置（消費者保護の取り組み） 

団体は、消費者が抱えるリフォームや事業者に関する疑問やトラブル等に

ついてお応えする消費者相談窓口を設置します。消費者の不安を解消し、

会員企業の信頼度を高めていきます。 

ポイント 

団体は、構成員の保有する許可・資格や、リフォーム工事の実績、研修受

講状況等を、ホームページ等で開示します。 

消費者にとって信頼できるリフォーム事業者の判断材料となります。 

ポイント 

※新社団のホームページ
は現在準備中。 

※新社団の消費者相談窓口は現在準備中。 

事業者の情報が
開示されていて
安心！ 

③登録団体のメリット 

消費者への会員情報の開示 

 住宅リフォーム事業者団体登録制度とは 

メリット３ 

メリット４ 

(C)2017 ANRR 
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④団体が登録を受けるための要件 

  一般社団法人又は中小企業等協同組合 

 

 ２都道府県以上を事業範囲 

 概ね100者以上のリフォーム事業者が構成員 

  設立後2年の業務実績（ただし、設立前の任意団体等に

おいて一定の業務実績を有する場合は設立後1年以上） 

 

 団体の財務状況が健全（2年連続赤字でないこと） 

 会員の業務に関する消費者相談窓口の設置 

 会員を対象とした研修等の人材育成のための計画 

 住宅リフォーム事業者団体登録制度とは 

事業者自主運営組織である必要＝NPO法人では登録不可 ポイント 

住構協での取り組みが認められると、最短1年で登録可能。 ポイント 

(C)2017 ANRR 
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○その他11の法律に基づく資格 

工事の内容 必要な許可又は資格 

マンション共用部分修繕 建設業許可 

構造・防水工事を含む 
戸建住宅リフォーム工事 

建設業許可、又は常勤の建築士、もしくは 

建築施工管理技士 

内装・設備工事 
建設業許可、又は常勤の建築士、 

建築施工管理技士、その他の11の法律に基づく資格 

④団体が登録を受けるための（構成員の）要件 

 住宅リフォーム事業者団体登録制度とは 

 構成員（リフォーム事業者）は、実施する工事の内容に応じた必要な 

  許可又は資格を有すること。 

・建築設備士 
・管工事施工管理技士 
・電気工事施工管理技士 
・浄化槽設備士 

・電気工事士 
・電気主任技術者 
・電気通信主任技術者 
・給水装置工事主任技術者 

・消防設備士 
・液化石油ガス設備士 
・ガス消費機器設置工事監督者 

 構成員（リフォーム事業者）は、住宅リフォーム工事の注文者から直接

住宅リフォーム工事を請け負う者をいう。 
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 構成員に対する研修及びリフォームを適確に実施することができる 

  人材の育成に係る業務。 
 

 住宅居住者等からの相談対応業務。 

（ホームページの見やすい場所に相談窓口を表示し、消費者相談マニュアル等を整備） 

 

 構成員に対する住宅リフォーム事業に係る情報提供。 

（標準的な契約書や見積書等の帳票の提供、瑕疵保険加入を消費者へ確認する 

ための標準書面の提供 等） 
 

 インターネットを利用した構成員情報の開示及び更新。 

 住宅リフォーム事業者団体登録制度とは 

 ⑤団体の業務 

【開示が必須となる事項】 
・氏名又は名称 
・主たる事務所の所在地 
・請け負う住宅リフォーム工事の種類 
・保有する許可・資格 

【開示するよう努める事項】 
・住宅リフォーム工事の実績（請負件数、請負金額） 
・研修の受講状況 

構成員は情報提供に協力 
しなくてはならない。 

ポイント 
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 団体は、構成員に対し、次に掲げる事項を遵守させるために必要な
指導、助言、勧告、除名等を行う。 

・請負契約書（建設業法第十九条第一項に掲げる事項）の交付 

・見積書の交付 

・一定額※以上の工事についてリフォーム瑕疵保険、 

 大規模修繕瑕疵保険の加入。 

  （注文者が予め書面で反対の意思を表示をしている場合を除く。） 

 

 

 

・注文者に対する重要事項の説明（リフォーム工事の請負契約の概要、 

 保険契約の締結の有無等） 

 住宅リフォーム事業者団体登録制度とは 

⑤団体の業務 

構成員は、消費者に対し、契約書・見積書の交付、リフォーム瑕疵保険
加入の案内、重要事項説明を行わなくてはならない。 

ポイント 

※「一定額」とは 

戸建住宅の場合：500万円以下で団体の定める額。 

ﾏﾝｼｮﾝ共用部分修繕の場合：住戸数×100万円又は1億円の低い方の額で団体の定める額。 
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登
録 

番
号 

                                   名称    登録（更新）年月日                          URL 

  1 一般社団法人マンション計画修繕施工協会  平成29年 9月19日 http://www.mks-as.net/ 

  2 一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会  平成30年 1月  9日 http://www.jerco.or.jp/ 

  3 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合  平成27年 3月20日 http://www.mokutaikyo.com/ 

  4 一般社団法人リノベーション住宅推進協議会  平成27年 4月16日 http://www.renovation.or.jp/ 

  5 一般社団法人ベターライフリフォーム協会  平成27年 5月18日 http://www.blr.or.jp/ 

  6 一般社団法人日本塗装工業会  平成27年 5月18日 http://www.nittoso.or.jp/ 

  7 一般社団法人リフォームパートナー協議会  平成28年 2月19日 http://recaco.net/ 

  8 一般社団法人全建総連リフォーム協会  平成28年 7月27日 http://www.zenrikyo.or.jp/ 

 9 一般社団法人 住生活リフォーム推進協会 平成29年 4月 6日 http://horp.jp/ 

 10 一般社団法人JBN・全国工務店協会 平成29年11月 9日 http://www.jbn-support.jp/ 

 登録団体一覧 （平成30年1月現在） 
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この制度について説明します。 

特定既存住宅情報提供事業者団体
登録制度 
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 登録団体の宅建業者が使用できるロゴマーク 
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当協会と一緒に 

 

ストックビジネスに取組ましょう！ 
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今秋の登録を目指して活動中！ 

１１番目の住宅リフォーム事業者団体登録をめざします 

安心・信頼の証 

団体を積極的に活用した『消費者保護』と『人材育成』による、リフォーム市場の健

全な発達及び消費者が安心してリフォームを行うことができる環境の整備が目的。 

国 消費者 ・新築からストック活用への転換を加速。 

・リフォーム市場12兆円の目標値を設定。 

・事業者の技術力や価格相場がわかりにくい。 

・信頼できる事業者かどうか不安。(悪徳事業者） 

(C)2017 ANRR 62 



登録を目指して活動中！ 

安心R住宅事業者団体登録をめざします 

安心・信頼の証 

既存住宅に国が定めた標章（安心R住宅）を付すことで、耐震性などの品質を備え、消費者の

ニーズに沿ったリフォームの実施等について適切な情報提供がなされるようになることが目的。 

国 消費者 ・新築からストック活用への転換を加速。 

・既存住宅流通市場８兆円の目標値を設定。 

・｢不安｣｢汚い｣｢わからない｣ではなく、｢住みた 

 い｣｢買いたい｣既存住宅を選択できる情報が欲 

 しい。 
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  一社）ステキ信頼リフォーム推進協会 

7月28日、新たなリフォームの団体である、 
「一般社団法人 ステキ信頼リフォーム推進協会」を登記
しました。 
 

                の 

研修、各種サービス等の一部を、 

（一社）ステキ信頼リフォーム推進協会 

に移行し、国土交通省「住宅リフォーム 

事業者団体登録制度」「安心R住宅登録制度」 

の登録を目指してまいります。 
(C)2017 ANRR 64 



Ｋ 

一般社団法人 ステキ信頼リフォーム推進協会 
ＮＰＯ法人 

住まいの構造 
改革推進協会 

Ｋ 
正会員（工務店、リフォーム事業者）、 
賛助会員（販売店）、推進会員（メーカー） 会  員 

Ｋ 研 修 制 度 ・ 認 定 制 度 

Ｋ 各 種 会 員 向 け サ ー ビ ス 

新社団の中核となり 

議決権を持つ社員へ 

 「住まいの構造改革」事業を継承し             

会員企業の技術力・ 
   信用力の向上を 

研修制度、会員向けサービスを強化し 

会員企業の事業を支援 新社団へ事業の一部を移管します。 

今年の秋頃を目標に、住宅リフォーム事業者団体の登録を目指します。 

申請 登録 

65 
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  一社）ステキ信頼リフォーム推進協会 



①新社団の目的と事業内容 

（定款第３条） 
本協会は、住宅リフォーム事業者及び住宅関連事業者が連携協同し、住宅リフォーム事業者の
技術力と信頼性の向上及び経営基盤の強化等を行うことにより、住宅リフォーム事業者及び業
界の健全な発展並びに消費者の安全安心と快適な暮らしを実現するための住宅リフォームを推
進することを目的とする。 

【目的】 

（定款第４条） 
（１）良質な住宅リフォーム及び良質な住宅に係る普及啓発及び相談等に関する事業 
（２）消費者への住宅リフォーム事業者等に係る情報提供等に関する事業 
（３）住宅リフォーム事業者に対する研修その他の住宅リフォーム事業を的確かつ円滑に実施する 
   ことができる人材育成に関する事業 
（４）住宅関連事業者における業務品質及び技術力向上、並びに経営基盤強化支援等に関する事業 
（５）既存住宅等の性能の診断(インスペクション)、認定、情報提供等及びこれらの普及促進、 
   並びに住宅履歴情報の整備等に関する事業 
（６）既存住宅流通市場の健全な発展及び住宅購入予定者の保護に関する事業 
（７）良質な住宅整備及び維持管理等に係る調査、研究及び発表に関する事業 
（８）国産材を中心とする木材利活用の促進に関する事業 
（９）イベント、講演等の企画、運営、開催、参画及び支援に関する事業 
（10）住宅・建築及び木材利用に係る行政施策等に関する情報提供及び普及啓発、並びに行政等へ 
   の提言等に関する事業 
（11）その他、本協会の目的を達成するために必要な事業  

【事業】 

22ｐ 
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  一社）ステキ信頼リフォーム推進協会 



議決権の保有について 
たくみ会員・推進会員は、ステキ信頼リフォーム推進協会
の「社員」となります。 
たくみ会員（リフォーム事業者、工務店様）、推進会員（販売店、メーカー様）
は、ステキ信頼リフォーム推進協会の「社員」となります。 
一般社団法人の社員とは、「従業員」という意味ではなく、一般社団法人の根幹
的「構成員」であることを意味し、株式会社の「株主」に相当する人のことを指
します。 
社員は、一般社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」（株式会社の株主
総会にあたる）の議決権を持つこととなり、社団の運営や事業に今まで以上に関
与することとなります。 

37ｐ 

イメージ 

◀社員総会のイメージ 

19ｐ 
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  一社）ステキ信頼リフォーム推進協会 



会員構成（議決権及び会費） 

議決権 会費 

正会員 無し ― 

賛助会員 無し 5万円 

推進会員 有り 10万円 

― ― ― 

学術専門会員 無し ― 

ＮＰＯ法人 

住まいの構造 
改革推進協会 

議決権 会費 

たくみ会員 有り 3万円/1口 (1口以上) 

推進会員 有り 

販売店等 

5万円/1口 (1口以上) 

メーカー等 

5万円/1口 (2口以上) 

特別会員 有り 

法人会員 

5万円/1口 (2口以上) 

個人会員 

3万円/1口 (1口以上) 

賛助会員 無し 任意 

メーカー等 

販売店等 

一般社団法人 

ステキ信頼リフォｰム 
推進協会 

工務店、 
ビルダー、 
ﾘﾌｫｰﾑ会社 

販売店、 
メーカー等 

ﾘﾌｫｰﾑ会社、 
工務店、 
ビルダー 

財団、社団等 

専門家、 
研究者等 

25ｐ 

会費徴収の背景 会員企業の信頼向上のための仕組み強化、登録申請のための体制構築 

⇒２年連続赤字は登録取り消し、会員情報管理の厳格化（ホームページの構築、管理）、 
 消費者相談窓口の設置、研修・人材育成の強化 

20ｐ 
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  一社）ステキ信頼リフォーム推進協会 



会員になるための条件（入会要件） 

会員種別 入会要件 

たくみ会員 次の全ての要件を満たすリフォーム事業者（工務店、ビルダー等） 

1.注文者から直接住宅リフォーム工事を請け負う法人又は個人で

ある。 

2.建設業許可を有している。 

3.常勤の建築士又は建築施工管理技師が在籍している。 

4.当社団の正会員２者からの推薦状を取得している。 

5.リフォーム瑕疵保険の事業者登録をしている。 

6.当社団の定款及び諸規定並びに社員総会の決議を遵守して活動

すること。 

7.暴力団等の反社会的勢力と一切の関係を有しない。 

8.著しく社会規範に反する違法行為等を行うか、もしくは行うお

それがないこと。 

26ｐ 
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  一社）ステキ信頼リフォーム推進協会 



会員になるための条件（入会要件） 

会員種別 入会要件 

推進会員 次の役割を担うことができる
販売店、メーカー等。 1.当社団の正会員２者からの推薦

状を取得している。 

2.当社団の定款及び諸規定並びに

社員総会の決議を遵守して活動す

ること。 

3.暴力団等の反社会的勢力と一切

の関係を有しない。 

4.著しく社会規範に反する違法行

為等を行うか、もしくは行うおそ

れがないこと。 

特別会員 次の役割を担うことができる
財団、社団等。 

賛助会員 次の役割を担うことができる
学術専門家、研究者等。 

27ｐ 22ｐ 
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  一社）ステキ信頼リフォーム推進協会 



 新社団の主旨に賛同いただいた事業者の皆様は、下記の入会申込書類等

のご提出をお願い申し上げます。 

①入会申込書 
（様式第1号） 

②推薦状（２枚） 

⑤建築士又は建築施工 
管理技士の証明書（写） 

⑥リフォーム瑕疵保険 
事業者登録証（写） 

③会員情報記入用紙 

④たくみ会員 
情報開示承諾書 

40ｐ 

たくみ会員（ﾘﾌｫｰﾑ事業者、工務店等） 推進会員（販売店等） 

①入会申込書 
（様式第1号） 

②推薦状（２枚） 

③会員情報記入用紙 

入会に必要な書式等については別途、事務局よりご案内致します！ 

23ｐ 
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  一社）ステキ信頼リフォーム推進協会 



  ステキ信頼リフォーム推進協会の取り組み（特長） 

耐震診断、耐震補強技術の向上に資する支援強化 
NPO法人住まいの構造改革推進協会の強みを引き継ぎ、引き続き、
たくみ会員の耐震診断、耐震補強技術の向上に資する研修、勉強
会等を強化していきます。 
また、平成30年4月に施行予定の改正宅建業法の建物状況調査や、
リフォーム工事着工前の現況検査等、幅広いインスペクション等
業務に対応できる研修等も実施していく予定です。 

ポイント 

▲実物件での耐震診断の実施講習会 

◀壁補強の

施工研修会 

◀耐震診断 
ソフトの入力 
研修会   

特長１ 
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73 
73 

☆新潟中越地震 

屋根他大規模リフォームを行った建物 

重量屋根で施工されていた。 

耐震診断・耐震改修を実施していれば・・・ 

 構造を熟知する必要性！ 

73 (C)2017 ANRR 

2001年完成 

☆熊本地震 

充足率 

建物重量の配慮不足 

☆熊本地震 

直下率・水平構面 

１）壁量充足率 

X：1.04 

Y：1.07 

２）壁量直下率 

X：50.0％ 

Y：14.5％ 

３）下屋の水平構面
の剛性・横架材の接
合が弱い可能性大 

2006年完成 



地盤が崩壊し、住宅にも影響が出ている 
(C)2017 ANRR 

74 

 地盤も熟知する必要性！ 

熊本地震 



構造・地盤を学ぶ！ 

H29年度実績 

「構造塾」 全6回シリーズ開催！ 

75 

木構造及び地盤について研修 

(C)2017 ANRR 

H30年度予定 

「構造塾」及び「構造塾Ⅱ」を開催予定！ 



認定取得
サポート 

▲認定低炭素住宅の標準仕様書
作成サポート 

省エネ化 

受注アップを支援する様々なサポート体制の構築 
「耐震化」だけでなく、「省エネ化」に関する支援を強化します。 
そのほかにも、高齢者対応（健康住宅）、住宅履歴、ローン、各種認
定サポート等、住宅に関するあらゆる受注支援メニューを会員様特別
価格で提供できるよう、体制を構築していく予定です。 

ポイント 

住宅 
履歴 

◀BELSの 
申請サポート 

▲住宅履歴サービスも 
会員様価格で利用可能 

▲豊富な間取りプランデータの中から希望
の間取りを検索可能 

住宅 
プラン 

30ｐ 

特長２ 

16ｐ 
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  ステキ信頼リフォーム推進協会の取り組み（特長） 



本部・東北・宇都宮 
 
前橋・新潟・長野・埼玉 
 
東京・千葉・多摩・横浜 
 
相模原・静岡店・中部 
 
大阪・京都滋賀 
 
中四国・九州 

全国に広がる18の支援拠点 

きめ細かなサービス体制！ 



18箇所の支援拠点毎に、各種資格取得・性能向上リフォームの技術知識取得 
補助金活用・住宅政策等の研修会・セミナーを開催します。 



18箇所の支援拠点毎に 
 
住宅ローンアドバイザー・ファイナンシャルプランナー 
 
木造ハウジングコーディネーター・うちエコ診断士 
 
各種有資格者による相談会を開催します。 



協会推奨のリフォームパッケージプランを提供 
（50万、100万、200万、300万、500万） 

更に性能向上リフォームも同時提案し、ビジネス拡大を支援します。 



リフォーム需要創造 
 

リフォーム受注獲得 
 
の 
 

展示会開催及び支援 



イベントチラシ作成のお手伝い 



インスペクション機材・耐震模型のレンタル 



性能向上リフォーム研修会を 
スマートウェルネス体感パビリオンで開催します。 



●既存住宅の住宅履歴登録・管理も出来ます。 
（会員は無料で「顧客管理システム」の利用特典あり） 
●自治会・町内会管理のシステムを活用すれば 
 既存顧客・見込み顧客の管理も出来ます。 

＊リフォーム事業で顧客管理は絶対に必要です！ 



充実の研修制度の構築 
国土交通省登録団体に求められる見積書や契約書の交付等、消費者の信頼度

がアップする基本的なリフォーム業務についての研修や、地域に密着したリ

フォーム事業者・工務店様だからこそできる集客や営業手法のポイント等、

多彩な研修メニューをご用意する予定です。 

ポイント 

▲営業の基本研修から管理者向けの研修まで

多彩に用意 

◀見積書や契約書等の記入方法や

お客様への対応ポイントを伝授 

31ｐ 

 国の住宅施策、地方公共団体による支援制度等の 
 情報提供の強化 

当協会のお知らせやイベントに加え、国のリフォーム施策や税制、住宅
ローンや補助金制度などの最新の政策情報を、タイムリーに分かりやす
く発信していく予定です。 

ポイント 

特長３ 

特長４ 

17ｐ 
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  ステキ信頼リフォーム推進協会の取り組み（特長） 



自治体との連携事例 

87 

山梨県職員による出張セミナー 

甲府市、笛吹市が
出張耐震相談 

県・市を巻き込んで、「リフォーム+耐震」で差別化 
(C)2017 ANRR 

笛吹市の防災イベント 

和歌山県・田辺
市による耐震
相談 
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開催日 イベント等 主催 場所 出展内容 

平成29年5月27日 木造住宅耐震セミナー 多摩市 永山公民舘（多摩市） 
  

耐震診断模型の出展 

平成29年6月5日～ 

7月19日 

平成29年度耐震改修知識の
普及・啓発 

大崎市 鹿島台保健センター、松山保健福
祉センター、三本木保健福祉セン
ター他 

耐震診断模型の出展 

平成29年6月17日 県民の日記念イベント 栃木県 栃木県庁舎 耐震診断模型の出展 

平成29年9月4日～9月5日 八王子市耐震フェア 八王子市 八王子市役所 耐震診断模型の出展及びパネル展示    

平成29年10月15日 狛江市住まいまつり 狛江市 狛江市役所 耐震診断模型の出展及びパネル展示 

平成29年10月14日 笛吹市市民祭り 笛吹市 笛吹市清流公園 耐震診断模型の出展 

平成29年10月14日～10月15日 西那須野産業文化祭 那須塩原市 にしなすの運動公園 耐震診断模型の出展 

平成29年10月15日 練馬 産 業見 本 市ね り ま
EXPO2017 

練馬区 としまえん屋内舘 耐震診断模型の出展 

平成29年11月8日～11月10日 

  
ひと目で分かる木造住宅の
耐震工法展示会 

江東区 江東区区役所２階 

区民ホール 

耐震診断模型の出展 

平成29年11月19日 

  

住宅デー 東京土木一般労
働組合葛飾支部
（後援；葛飾区） 

曳舟川親水公園 耐震診断模型の出展及びパネル展示 

平成29年11月26日 

  

おおた住まいづくりフェア 大田区 大田区産業プラザ 耐震診断模型の出展及 

 公共団体イベント参画状況 

平成29年度抜粋 



   リフォーム時、実は大チャンス！ 

• チェック項目 

耐震性 

断熱省エネ性 

バリアフリー性 
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快適・便利・安心・安全・健康長寿 

快適リフォーム 
耐震性を無視したリフォームはNG 

写真はイメージです 

コストメリットも大  壊し・直しが重複しない！ 

大地震後でも住みつづけられるリ
フォームを！ 



 「安心・安全」をベースに 
 「健康・快適・便利で楽しいくらし」を提案！ 
           感動リフォームの担い手に！  

 

90 
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今秋 取得予定！ 取得に向け準備中！ 

※消費者にとって安心・信頼できる
リフォーム事業者情報を提供 

※消費者にとって安心して購入を検討
できる既存住宅（中古住宅）情報を提供 



ステキ信頼リフォーム推進協会は 

消費者が 

安心して、信頼できる事業者を選択し、 

住まいの資産価値を高める 

リフォームをすることで、 

生涯に渡り快適で豊かな暮らしを 

実現できる社会を目指して活動します。 

是非ご一緒に！ 
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