
2022年度 プレハブ建築品質向上講習会実施要項 

 

 

 

 

 

 

 

 2022年度プレハブ建築品質向上講習会（第 21回）を以下のとおり開催いたします。 

2021年度の新築住宅着工戸数は 86万戸と 3年ぶりに前年比増加となりました。一方でウッ

ドショック、新型コロナによるロックダウン、軍事侵攻などにより建材・住宅設備の価格高騰・

納期遅延など厳しい逆風状態が続いています。 

そうした中、プレハブ建築協会では新たな「住生活基本計画」と国が掲げる「2050年カーボン

ニュートラル」への対応を考慮し、「住生活向上推進プラン 2025」を策定しました。 

また、毎年 11 月は品質月間として品質意識の高揚に取り組みますが、昨年度は「新たな社

会のクオリティ」を"目指す"ことがテーマとして掲げられました。今年度はもう一段進んで「今

こそ実践 新たな社会のクオリティ」がテーマとなっています。これは製品・サービスの質にと

どまらず、プロセス、デザイン、企画、更にはマネジメントの質にまで進化してきた品質管理活

動を健全な社会の質の実現に繋げようというものです。 

私たちプレハブ建築協会会員企業はこれまでの品質管理活動により築き上げてきたお客様

の信頼を更に高め、現在の逆風下でも価格以上にご満足いただける製品、サービスを提供

する必要があります。その為にも現在の業務システムと日々の活動がお客様から見て新たな

価値を生み出せているかを今一度考えなければなりません。 

 

このような背景から、今年度の品質向上講習会のテーマは、 

『新たな企業価値を創造するこれからの品質管理活動とは』 とします。 

 

本講習会は、"工業化住宅メーカーの品質・品質管理"を理解し、"さらに品質を高めるための

課題と取り組み"を部門毎にケーススタディしていただきます。また、参加者相互の情報交換

などにより、品質・ＣＳ向上のヒントをつかんでいただくことを目的としています。 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策（P7 参照)を施して開催いたしますので、万障お

繰り合わせの上ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

１．開催日時・会場  

① 名古屋会場 ：  ２０２２年１２月９日（金） １０：００～１７：００ 

（各部門会場前で９：００より受付開始）    

ウインクあいち （名古屋市中村区名駅４－４－３８） 

   【生産部門】      １１０１号室 

            【邸別設計部門】    １１０２号室 

            【施工部門】      １１０３号室 

            【AS部門】         １２０２号室 

 

 



②東京会場 ：   ２０２３年１月２０日（金） １０：００～１７：００ 

（各部門会場前で９：００より受付開始）  

※部門ごとに会場が異なりますのでご注意ください。   

                            

●TKP神田ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 【生産部門・邸別設計部門】 

（住所：千代田区神田美土代町３－２ 神田アベビル） 

            【生産部門】      カンファレンスルーム５０１号室 

            【邸別設計部門】   カンファレンスルーム５０２号室 

 

                 ●旭化成ホームズ㈱会議室【施工部門・AS 部門】 

（住所：千代田区神田神保町 1-105神保町三井ﾋﾞﾙ） 

            【施工部門】      ファミリーホール B＋C 

            【AS部門】       ファミリーホール A 

 

２．受講対象者    

生 産 部 門：        生産部門における製造・品質管理・生産技術の現場実務管理を担

当する方 

邸別設計部門：        お客様にプラン・仕様提案を行う、設計担当者の方 

※特に中堅レベル（３０~４０歳）の方の積極的参加をお願いします。 

施 工 部 門：        現場管理業務（工事管理、施工管理）経験３年以上で、かつ受講時 

に現場管理実務に従事している担当者の方 

アフターサービス部門： アフターサービス、点検業務を担当する方 

 

※女性社員の積極的参加をお願いします。 

                    

３．内   容 

■講 義 「プレハブ住宅の品質・品質管理」 

プレハブ建築品質向上講習会主査  

（ミサワホーム(株)  建設・ＣＳ本部 副本部長 小林 春二 氏） 

１．プレハブ住宅の品質管理の経緯と課題    2．品質管理の基本と改善の進め方・手法 

■部門別事例研究  

2022年度テーマ 『新たな企業価値を創造するこれからの品質管理活動とは』 

具体的な課題と強化策について検討する。 

生産部門         ：『真因を追求し、再発防止から未然防止に繋げる品質管理活動と

は、』  ～ヒューマンエラーを起こさないためのポカヨケの活用～ 

邸別設計部門       ：『顧客のニーズ・ウォンツを的確に把握し、期待を超える設計提案で 

                  設計品質と顧客満足の向上を目指そう！』 

施工部門         ：『企業価値を高める新たな「管理品質」とは』   

アフターサービス部門  ：『新たなアフターサービス価値を創造する これからの ”ホーム 

ドクター” とは』 

 

  ＊別添の「部門別内容」及び「受講者の評価」を参照 



４．持 参 品   受講票、筆記用具、名刺、不織布マスク 

５．受 講 料 

①8,800円/１名（テキスト代・昼食代及び消費税 800円を含む） 

②受講料については、本講習会終了後にお送りする請求書に基づきお振込みください。 

      

 

６．申込方法 

①所定の用紙に必要事項を記入の上、会員会社を通じて、下記宛お申し込みください。 

        一般社団法人 プレハブ建築協会 教務部（山口、新村、中島） 

        〒101-0052 東京都千代田区神田小川町２－３－１３ Ｍ＆Ｃビル 

             メールアドレス kyomu@purekyo.or.jp          

             ＴＥＬ ０３（５２４４）５１９７ 

             ＦＡＸ ０３（５２８０）３１２７ 

②申込受付期限 

   ２０２２年１１月９日（水） （東京会場・名古屋会場とも）   

               申込受付は定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

 

③申込受付後、受講票を送付致します。 

 

７．定    員 

＜名古屋会場＞ １３０名 

＜東京会場＞   １４０名 

※、コロナ禍により参加人数の調整をさせていただく場合がございますのでご了承願います。 

 

８．修   了 

受講修了者は、会員会社の教務担当者へご連絡致します。 ※修了証は発行いたしません。 

 

９．主催と後援 

    主 催 ： 一般社団法人 プレハブ建築協会 

    後 援 ： 国土交通省（予定） 

              経済産業省（予定) 

 

１０．使用テキスト・資料（当日配布） 

①プレハブ建築品質向上講習会テキスト 

②事例研究資料（生産編、邸別設計編、施工編、アフターサービス編） 

 

              

 

 



 

［工場見学会・住宅展示場見学会・交流会参加費用及び支払い方法］ 

□参加費 

・工場見学会       ：名古屋・東京共 ２，２００円/１名（消費税込） 

・住宅展示場見学会  ：名古屋・東京共 １，１００円/１名（消費税込） 

・交流会          ：名古屋・東京共 ４，９５０円/１名（消費税込） 

 

□振込方法 

講習会終了後にお送りする請求書に基づき、受講料と同時に、同じ口座にお振込み下さい。 

【工場見学会のご案内】 

    今年度は、名古屋会場・東京会場の品質向上講習会に合わせ下記要領にて工場見学

会を開催します。生産部門参加者は、翌日開催されます部門別講習の内容を含みます

ので、奮ってご参加下さい。 

     申込者には追って詳細連絡いたします。 

 なお、今回は、新型コロナ感染症予防対策のため、生産部門以外の参加はできませ

んので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

＜名古屋会場＞ 

１．日    時 １２月８日（木）１３：００～１６：００ 

２．見学工場 トヨタホーム㈱ 春日井事業所 

 （住所：愛知県春日井市神屋町引沢１） 

 

＜東京会場＞ 

１．日    時 １月１９日（木）１３：００～１６:００ 

２．見学工場 大和ハウス工業㈱ 竜ヶ崎工場 

（住所：茨城県龍ケ崎市板橋町 393の 1番地） 

 

＜対 象 者＞ 

 品質向上講習会 生産部門受講者で工場見学会参加希望者  

  ※工場見学会のみの参加は不可とします。 

 

＜スケジュール＞ 

各会場とも申込者に詳細スケジュールを後日ご連絡いたします。 

              

＜参加費用＞ 

   ２，２００円／１名（消費税込）(名古屋・東京) 

 

※新型コロナ感染状況により、中止させて頂く場合がございます。その場合は 

ご連絡致します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            【住宅展示場見学会のご案内】 

  今年度も東京会場・名古屋会場の品質向上講習会に合わせ、下記要領にて住宅展示 

場見学会を開催します。邸別設計部門参加者は、翌日開催されます部門別講習の内容 

を含みますので、奮ってご参加ください。 

   受講申込一覧の展示場見学会参加申込み欄で出欠を選択してください。 

なお、邸別設計部門以外の参加者におかれましては、新型コロナ感染症予防対策の 

ため、今回も邸別設計部門以外の参加はできませんので、ご理解のほどよろしくお願い 

申し上げます。 

申込者には追って詳細連絡いたします。 

 

  ＜名古屋会場＞ 

１．日    時   ２０２２年１２月８日（木） １３：００～１６：００ 

２．見学展示場  中日ハウジングセンター 新・神宮東会場 

               （住所：愛知県名古屋熱田区六野２－１－３） 

 

＜東京会場＞ 

１．日    時   ２０２３年１月１９日（木） １３：００～１６：００ 

２．見学展示場  ハウジングステージ新宿 

（住所：新宿区百人町２－２－３２） 

    

＜対象者＞ 

 品質向上講習会 邸別設計部門受講者で住宅展示場見学会参加希望者 

  ※住宅展示場見学会のみの参加は不可とします。 

 

＜スケジュール＞  

   （名古屋）   １３：００ 現地センターハウスに集合 

１６：００ 現地解散を予定しています。 

 

   （東京）     １３：００ 現地センターハウスに集合 

               １６：００ 現地解散を予定しています。 

 

＜参加費用＞ 

   １，１００円／１名 (消費税込)  

 

※新型コロナ感染状況により、中止させて頂く場合がございます。その場合は 

ご連絡致します。 

 

 

 



[交流会開催のご案内] 

講習会終了後、名古屋会場・東京会場共に全部門合同で、講師陣と受講者との 

交流会を下記要領にて開催いたしますのでご参加いただきますよう宜しくお願いします。 

参加を希望される方は、受講申込書の交流会申込み欄に○印を記入願います。 

 

＜名古屋会場＞ 

１．日    時  １２月９日（金） １７:３０～１９：００ 

 

２．場   所  TKPガーデンシティ PREMIUM名古屋ﾙｰｾﾝﾄﾀﾜｰ(仮） 

 

 

＜東京会場＞ 

１．日    時  １月２０日（金） １７:３０～１９：００ 

 

２．場   所  TKPガーデンシティ PREMIUM神保町（仮） 

 

＜対 象 者＞ 

   品質向上講習会 名古屋会場、東京会場受講者で交流会参加希望者 

 

    ＜参加費用＞ 

 ４，９５０円 ／１名 (消費税込) （名古屋・東京） 

 

※新型コロナ感染状況により、中止させて頂く場合がございます。その場合は 

ご連絡致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新型コロナウイルス感染拡大防止対策 
 

＜当日の体調確認と体調不良時のお願い＞ 

発熱等の風邪の症状・味覚障害等がある場合、感染症陽性者との濃厚接触がある場合、過去 2 週間以内

に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場合など、新型コロナウイルス感染症の疑いが

ある方は、必要に応じて保健所やかかりつけの医師などに相談の上、当日の参加を控えていただくようお

願いいたします。 

会場に来られた場合でも、咳を繰り返すなどの体調不良が見られた場合などには、参加中止のお願いをさ

せていただくことがありえます。あらかじめご了承ください。 

 

＜検温実施について＞ 

受付時に体温測定を行いますので、スタッフの指示に従い、必ず検温にご協力お願いいたします。 

発熱等（37.5℃以上または平熱比＋1℃）認められた場合は、入場をお断りする場合がございます。 

 

＜入場（・退場）時の混雑を避けるためのお願い＞ 

当日の会場については、9 時より入場開始できるようにしますので、入場時の混雑を避けるため、余裕をも

ってご来場お願いいたします。 

 

＜プログラムの変更について＞ 

午前中に実施していた【全体講習】を Web 講習とし、各自、部門別講習会場にて聴講していただく予定です。

【部門別講習】については、例年通りです。 

 

＜会場内での注意事項＞ 

・グループごとに分かれて座っていただきます。隣の席と距離をとって、マスクをしていただきます。 

 

＜昼食について＞ 

・昼食時は黙食でお願いいたします。 

・講習前後、昼食・休憩時において、参加者同士の接触を控えるようにお願いいたします。 

 

＜咳エチケット・マスクの着用、手指の消毒など＞ 

感染予防のため、咳エチケット・マスクの着用やせっけんを使用した手洗い・手指の消毒をお願いいたしま

す。また携帯用手指消毒用アルコールの会場内へのお持ち込みも可能です。 

マスク（不織布マスク推奨）は正しい方法〔①鼻と口の両方を確実に覆う ②ゴムひもを耳にかける ③隙間

がないよう鼻まで覆う等（出典：厚生労働省 HP）〕で着用をお願いいたします。 

また、会場出入口には消毒液を設置しますので、手指の消毒をお願いいたします。 

受付スタッフはマスクを着用し、必要に応じて、フェイスシールドの装着などで安全を確保いたします。 

 

＜会場内の換気と服装の注意＞ 

会場内は換気のため、適宜、窓やドアなどを開けます。室温の高低に対応できるよう服装には注意してくだ

さい。 

 



＜喫煙について＞ 

館内は、すべて禁煙となっておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 

＜接触確認アプリについて＞ 

接触確認アプリ 「 COCOA 」 のインストールのご協力をお願いいたします。 

アプリは「 App Store 」または「 Google Play 」からインストールできます。 

App Store 

                     

 Google Play 

 

＜その他＞ 

感染拡大防止対策の徹底に関して、本留意事項に記載した事項を守っていただけない場合や、当日会場

でのスタッフの指示に従わない場合などには、参加をお断りすることがありますので、ご注意ください。 

感染拡大防止の必要に応じて、氏名、緊急連絡先が保健所などの公的機関へ提供され得ることをあらか

じめご了承ください。 


