
（平成20年1月31日時点　国土交通省住宅局作成）

日時 参加者数 参加者内訳 説明者 意見・質疑等

北海道
12月26日（水）
14：00～15：30

151
総合建設業者、専門工事業者、設計事
務所等、建材・機材等

北海道庁建設部、中小企業金
融公庫、国民生活金融公庫、
信用保証協会

特になし

青森県
12月26日（水）
14:00～15:50

122
設計事務所、総合建設業者、専門工事
業者、木材業者等

東北地方整備局、青森県県土
整備部、中小企業金融公庫、
国民生活金融公庫、信用保証
協会

特になし

岩手県
12月27日（木）
9：45～11：45

85
総合建設業者、専門工事業者、木材業
者、設計事務所等

東北地方整備局、岩手県県土
整備部、中小企業金融公庫、
商工組合中央金庫、信用保証
協会

貸付１件

宮城県
1月21日(月)
13:30～15:30

161
総合建設業者、専門工事業者、木材業
者、設計事務所等

東北地方整備局、中小企業金
融公庫、国民生活金融公庫、
信用保証協会

確認円滑化１件

秋田県
12月27日（木）
14:45～16:45 63

設計事務所、総合建設業者、専門工事
業者、木材業者等

東北地方整備局、中小企業金
融公庫、国民生活金融公庫、
信用保証協会

特になし

山形県
1月10日（木）
13:30～15:00 71 建築関連業者、商工会、木材業者等

東北地方整備局、山形県商工
労働部、中小企業金融公庫、
国民生活金融公庫、信用保証
協会

着工１件

福島県
1月8日（火）
13:30～15:30

210 建築関係、金融関係、行政関係
東北地方整備局、福島県土木
部、中小企業金融公庫、国民
生活金融公庫、信用保証協会

特になし

茨城県
1月10日（木）
14:00～15:45

135
総合建設業者、設計事務所、木材業
者、商工会、行政関係等

関東地方整備局、茨城県土木
部、茨城県商工労働部、中小
企業金融公庫、国民生活金融
公庫、信用保証協会

確認円滑化１件

群馬県
1月11日（金）
13:30～15:30

362
設計事務所、総合建設業者、専門工事
業者、建材・設備事業者、商工会、木材
業者等

関東地方整備局、群馬県県土
整備部、中小企業金融公庫、
国民生活金融公庫、信用保証
協会

特になし

栃木県
1月9日（水）
13:30～15:00

290
設計事務所、総合建設業者、専門工事
業者、木材業者、不動産業者等

関東地方整備局、栃木県県土
整備部、中小企業金融公庫、
国民生活金融公庫、信用保証
協会

確認円滑化４件

埼玉県
1月8日（火）
14:00～16:00

378
設計事務所、総合建設業者、専門工事
業者、建材・設備事業者等

関東地方整備局、埼玉県都市
整備部、中小企業金融公庫、
国民生活金融公庫、信用保証
協会

確認円滑化１件

千葉県
1月16日（水）
14:00～16:00

110
設計事務所、建設業者、商工会、木材
業者、建材・設備事業者等

関東地方整備局、千葉県県土
整備部、千葉県商工労働部、
中小企業金融公庫、国民生活
金融公庫、信用保証協会

特になし

12月26日（水）
10:00～11:45

209
総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備事業者、設計事務所、木材業者等

関東地方整備局、東京都都市
整備局、東京都産業労働局、
中小企業金融公庫、国民生活
金融公庫、信用保証協会

確認円滑化１件、保
証３件

追加開催
1月17日（木）
14:00～16:00

264
総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備事業者、設計事務所、木材業者等

関東地方整備局、東京都都市
整備局、東京都産業労働局、
中小企業金融公庫、国民生活
金融公庫、信用保証協会

貸付１件

建築確認手続きの円滑化に係る対策及び建築関連産業の中小企業の資金繰り対策に関する
情報の周知徹底のための説明会　開催状況

東京都

資料５
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日時 参加者数 参加者内訳 説明者 意見・質疑等

神奈川県
1月7日（月）
13:30～15:30

74
建設業者、建築工事業者、木材業者、
不動産業者、建材業者等

関東地方整備局、神奈川県県
土整備部、中小企業金融公
庫、国民生活金融公庫、信用
保証協会

確認円滑化２件、保
証１件

新潟県
1月9日（水）
13:30～15:00

147
総合建設業者、専門工事業者、設計事
務所、商工会、木材業者等

北陸地方整備局、新潟県土木
部、新潟県産業労働観光部、
中小企業金融公庫、国民生活
金融公庫、信用保証協会

特になし

富山県
1月8日（火）
14:00～16:00

約200
設計事務所、総合建設業者、専門工事
業者、不動産業者等

北陸地方整備局、富山県商工
労働部、中小企業金融公庫、
国民生活金融公庫、信用保証
協会

確認円滑化３件、保
証１件、瑕疵担保１
件、四号特例１件

1月17日(木）
13：30～15：00

41 総合建設業者、専門工事業者等
北陸地方整備局、石川県商工
労働部、中小企業金融公庫、
石川県信用保証協会等

確認円滑化２件、貸
付１件

追加開催
（加賀地区）
2月5日（火）
10:00～11:30

追加開催
（能登地区）
2月8日（金）
13:30～15:00

福井県
12月27日（木）
13：30～16:00

43
総合建設業者、専門工事業者、木材業
者、設計事務所

近畿地方整備局、中小企業金
融公庫、国民生活金融公庫、
信用保証協会

特になし

山梨県
1月8日（火）
13:30～15:30

81 建設産業関連業者、行政

関東地方整備局、山梨県土木
部、山梨県商工労働部、中小
企業金融公庫、国民生活金融
公庫、信用保証協会

特になし

長野県
12月26日（水）
13:30～15:00

120
設計事務所、総合建設業者、専門工事
業者、商工会、木材業者等

関東地方整備局、長野県建築
管理課、中小企業金融公庫、
国民生活金融公庫、信用保証
協会

着工１件、確認円滑
化１件、保証１件

岐阜県
12月25日（火）
14:00～15:30

214
総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備事業者、設計事務所、木材業者等

中部地方整備局、岐阜県建築
部、中小企業金融公庫、国民
生活金融公庫、信用保証協会

貸付１件、保証１
件、確認円滑化１件

静岡県
1月11日（金）
13:30-15:00

83
総合建設業者、専門工事業者、不動産
業者、設計事務所、木材業者等

中部地方整備局、静岡県県民
部、静岡県産業部、中小企業
金融公庫、国民生活金融公
庫、信用保証協会

建築確認３件、確認
円滑化１件

愛知県
1月24日（木）
①10:00～11:45
②13:00～14:45

123
設計事務所、総合建設業者、木材業
者、専門工事業者、建材・設備業者等

中部地方整備局、愛知県建
設部、愛知県産業労働部、
中小企業金融公庫、国民生
活金融公庫、信用保証協会

確認円滑化４件、
貸付・保証１件

三重県
1月8日（火）
14:00～15:30

71
総合建設業者、設計事務所、木材業
者、商工会、行政関係等

中部地方整備局、三重県県土
整備部、中小企業金融公庫、
国民生活金融公庫、信用保証
協会

貸付・保証４件

滋賀県
1月11日（金）
10:00～12:00

73
総合建設業者、専門工事業者、設計事
務所等、不動産業者、木材業者、商工
会等

近畿地方整備局、中小企業金
融公庫、国民生活金融公庫、
信用保証協会

確認円滑化１件、貸
付１件

京都府
1月11日（金）
14:00～16:00

212
不動産業者、設計事務所、建設工事業
者、木材業者等

近畿地方整備局、京都府土木
部、京都府商工部、中小企業
金融公庫、国民生活金融公
庫、商工組合中央金庫、信用
保証協会

特になし

大阪府
12月26日（水）
13:00～14:45

127
総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備事業者、設計事務所、木材業者等

地方整備局、大阪府住宅まち
づくり部、中小企業金融公庫、
商工組合中央金庫、国民生活
金融公庫、信用保証協会

確認円滑化３件、保
証２件

石川県
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日時 参加者数 参加者内訳 説明者 意見・質疑等

兵庫県
1月10日（木）
15:30～17:00

46 総合建設工事業者、設計事務所等
近畿地方整備局、信用保証協
会

特になし

奈良県
1月15日(火)
13:30～15:00

70
不動産業者、設計事務所、建設工事業
者、木材業者、商工会等

近畿地方整備局、中小企業金
融公庫、国民生活金融公庫、
信用保証協会

確認円滑化２件、保
証１件、確認のあり
方１件、瑕疵担保１
件、業界イメージ
アップ１件

1月9日（水）
10:00～11:30

88
総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備業者、設計事務所、木材業者

地方整備局、中小企業金融公
庫、国民生活金融公庫、信用
保証協会

特になし

1月9日（水）
14:30～16:00

69
総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備業者、設計事務所、木材業者

地方整備局、中小企業金融公
庫、国民生活金融公庫、信用
保証協会

特になし

鳥取県
1月15日(火)
13:30～15:00

87
総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備業者、設計事務所、木材業者

中国地方整備局、鳥取県生活
環境部、中小企業金融公庫、
国民生活金融公庫、信用保証
協会

特になし

1月10日（木）
13：30～15：00

134
総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備業者、設計事務所、木材業者

中国地方整備局、島根県土木
部、中小企業金融公庫、国民
生活金融公庫、信用保証協会

特になし

1月11日（金）
13：30～15：00

67
総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備業者、設計事務所、木材業者

中国地方整備局、島根県土木
部、中小企業金融公庫、国民
生活金融公庫、信用保証協会

特になし

岡山県
12月26日（水）
10：00～11：30

74
建設・資材・設計関係団体、総合建設
業者、専門工事業者、建材・設備業者、
設計事務所、木材業者

中国地方整備局、岡山県土木
部、中小企業金融公庫、国民
生活金融公庫、信用保証協会

確認円滑化４件、貸
付１件、四号特例１
件

広島県
1月15日(火)
13：30～15：00

135
総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備業者、設計事務所、木材業者

中国地方整備局、広島県商工
労働部、中小企業金融公庫、
国民生活金融公庫、信用保証
協会

確認円滑化２件、貸
付・保証１件

山口県
1月11日（金）
13：30～15：00

60
総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備業者、設計事務所、木材業者

中国地方整備局、山口県土木
建築部、中小企業金融公庫、
国民生活金融公庫、信用保証
協会

構造適合性判定１
件

徳島県
1月23日（水）
10:00～11:30

約100
設計事務所、総合建設業者、木材業者
等

四国地方整備局、徳島県県土
整備部、中小企業金融公庫、
商工組合中央金庫、国民生活
金融公庫、信用保証協会

特になし

香川県
1月31日（木）
13:30～15:00

157
総合建設業者、専門工事業者、設計事
務所、不動産業者、建材・設備業者、木
材業者等

四国地方整備局、香川県土木
部、中小企業金融公庫、国民
生活金融公庫、商工組合中央
金庫、信用保証協会

確認円滑化１件

愛媛県
1月15日（火）
13:30～15:00

55
総合建設業者、設計事務所、専門工事
業者等

四国地方整備局、愛媛県土木
部、中小企業金融公庫、国民
生活金融公庫、信用保証協会

確認円滑化２件

高知県
12月28日（金）
①14:00～15:00
②15:30～16:30

132 建設関連業者、設計事務所等

高知県土木部、高知県商工労
働部、中小企業金融公庫、商
工組合中央金庫、国民生活金
融公庫、信用保証協会

確認円滑化１件

福岡県
12月26日（水）
14：00～15:30

82
総合建設業者、専門工事業者、設計事
務所、木材業者、金融関係、中小企業
団体、行政関係等

九州地方整備局、福岡県都市
部、中小企業金融公庫、国民
生活金融公庫、信用保証協会

特になし

佐賀県
1月17日（木）
13:30～15:30

49
総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備事業者、設計事務所、木材業者、
商工会、行政関係等

九州地方整備局、佐賀県県土
づくり本部、佐賀県農林水産
商工本部、中小企業金融公
庫、国民生活金融公庫、信用
保証協会

特になし

和歌山県

島根県
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日時 参加者数 参加者内訳 説明者 意見・質疑等

長崎県
1月16日（水）
14:00～15:40

88

総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備事業者、設計事務所、木材業者、
不動産業者、地質調査業、商工会、行
政関係等

九州地方整備局、長崎県土木
部まちづくり推進局、中小企業
金融公庫、国民生活金融公
庫、信用保証協会

確認円滑化１件、貸
付１件

熊本県
1月18日（金）
13:30～16:10

550

総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備事業者、設計事務所、木材業者、
不動産業者、金融関係、商工会、行政
関係等

九州地方整備局、熊本県土木
部、国民生活金融公庫、信用
保証協会

特になし

大分県
12月25日（火）
14:00～15:30

76

総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備事業者、設計事務所、木材業者、
不動産業者、測量業、商工会、行政関
係等

九州地方整備局、福岡県土木
建築部、中小企業金融公庫、
信用保証協会

特になし

宮崎県
1月16日（水）
13:30～15:15

66
総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備事業者、設計事務所、木材業者、
不動産業者、商工会、行政関係等

九州地方整備局、宮崎県県土
整備部、宮崎県商工観光労働
部、中小企業金融公庫、国民
生活金融公庫、信用保証協会

確認円滑化１件、貸
付１件

鹿児島県
1月17日（木）
13:30～15:30

110

総合建設業者、専門工事業者、建材・
設備事業者、設計事務所、木材業者、
不動産業者、金融関係、商工会、測量
業、地質調査業、行政関係等

九州地方整備局、鹿児島県土
木部、中小企業金融公庫、国
民生活金融公庫、信用保証協
会

特になし

沖縄県
1月23日（水）
10:00～11:30

92

建設業関係団体、建設コンサル関係団
体、設備設計関係関係団体、商工会、
不動産業関係、、木材業関係団体、行
政関係等

沖縄総合事務局、沖縄県土木
建築部、沖縄振興開発金融公
庫、沖縄県信用保証協会

確認円滑化1件

6,600参加者計（概数）
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