Report 2011
福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

2011年度実績

消費者向けセミナー及び事業者向け研修会
消費者向けには、7月から12月にかけて高校生が参加する地域防災授業を県立福島工

高校生が参加する地域防災授業

業高校をはじめ、県立郡山北工業高校、県立会津工業高校、県立勿来工業高校にて開催、
「地震発生のメカニズム」
「近年の地震災害と耐震対策の重要性」
「木造住宅耐震診断の基
礎知識」などをテーマに、
「現地調査・診断実務」や「調査結果のデータPC入力実務」を学び
ました。
8月には「マンションオーナーセミナー」をコラッセ福島にて開催、さらに9月には「地
震に負けない住宅セミナー」や「福島市市民セミナー」、
「東北労働金庫郡山支店セミナー」
などを福島市、郡山市、いわき市にて開催しました。
事業者向けには、10月から12月にかけて長寿命化リフォームセミナーを福島市、いわ

福島県立会津工業高校授業風景

き市、会津若松市、郡山市で開催しました。また、11月には、その他の事業者向けセミナー
の開催、
「福島県総合設備協会経営改善研修会」を郡山市ビッグパレットふくしまで開催。
「東北労働金庫福島県本部役員セミナー」を猪苗代町リゾートイン・ぼなりで開催しまし
た。
実施日時
●平成23年

実施概要
7/8

高校生が参加する地域防災授業「地震発生のメカニズム」

9/2

〃

（県立勿来工業高校）

9/12

〃

（県立福島工業高校）

10/21

〃

（県立会津工業高校）

7/8

〃

（県立勿来工業高校）

10/24

〃

（県立福島工業高校）

10/28

〃

（県立会津工業高校）

高校生が参加する地域防災授業「木造住宅耐震診断の基礎知識」
〃

（県立福島工業高校）

11/1

〃

（県立会津工業高校）

11/1

〃

（県立勿来工業高校）

高校生が参加する地域防災授業「現地調査・診断実務」
〃

（県立会津工業高校）

11/11

〃

（県立勿来工業高校）

11/18

〃

（県立福島工業高校）

高校生が参加する地域防災授業「調査結果のデータPC入力実務」
〃

（県立勿来工業高校）

11/25

〃

（県立福島工業高校）

12/9

〃

（県立郡山北工業高校）

マンションオーナーセミナー

8/2、
9/13、
11/4

事業者への情報提供「管理建築士講習会」

8/25、12/13

福島県立郡山北工業高校授業風景

福島県立勿来工業高校調査結果の入力・診断実務

マンションオーナーセミナー

地震に負けない住宅セミナー

福島市市民セミナー

東北労働金庫福島県本部推進委員会セミナー

事業者への情報提供「建築士定期講習会」

9/10

「地震に負けない住宅セミナー」

9/16

「福島市市民セミナー」

10/6

「東北労働金庫郡山支店セミナー」

10/20、10/27、
11/1、
11/7

福島県立勿来工業高校診断実務・現地調査

（県立会津工業高校）

11/18

8/2

福島県立福島工業高校診断実務・現地調査

（県立郡山北工業高校）

11/8

11/15

福島県立福島工業高校授業風景

（県立郡山北工業高校）

10/31

11/4

耐震診断授業報告書

高校生が参加する地域防災授業「近年の地震災害と耐震対策の重要性」（県立郡山北工業高校）

9/9

10/7

●平成24年

（県立郡山北工業高校）

長寿命住宅リフォームセミナー（事業者向け）の開催

10/31

「東北労働金庫福島県本部推進委員会セミナー」

11/8

その他の事業者向けセミナーの開催
「福島県総合設備協会経営改善研修会」

11/15

「東北労働金庫福島県本部役員セミナー」

12/8

富士通アイソテック労働組合研修会

1/24

東北労働金庫いわき支店セミナー

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

2011年度実績

住宅相談会
東日本大震災の被災者のみなさんへ向けて、
阪神・淡路大震災の復興に携わった経験のあ
る専門家集団が、
5月3日・4日、
福島市といわき市にて
「専門家ワンパック相談会」
を開催し
ました。平成23年度の相談実績は、電話、メール、来所及びイベント開催時において、計
1,658件でした。
3月14日以降の地震被災に係る相談件数は1,761件となっています。
実施日時
●平成23年

実施概要
5/3

弁護士・医師・放射線技術者・建築士等による「専門家ワンパック相談会」（福島市）

5/4

弁護士・医師・放射線技術者・建築士等による「専門家ワンパック相談会」（いわき市）

専門家ワンパック相談会
（福島市あづま運動公園体育館避難所）
東日本大震災建築相談状況

H23.11.15 (1,530 件 )

総会・理事会・会議
■福島県耐震化・リフォーム等推進協議会第5回通常総会開催
第5回通常総会が7月7日福島市杉妻会館で開催されました。
昨年度の実績報告後、23年度事業計画として相談窓口の随時継続・特別相談会の開催・
ホームページの拡充・消費者向けセミナー及び事業者向け研修会・耐震リフォーム事例調
査や分析の実施が決定されました。
実施日時
●平成23年

実施概要
7/7

地域協議会総会

地域協議会総会（福島市

杉妻会館）

平成23年度通常総会議案書

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

2011年度実績

イベント・フェア
消費者への情報提供の一環として、9月3日・4日の｢会津アピオフェスティバル｣への
参加をはじめ、6月18日・19日には県民1800名を対象に「住宅リフォームフェスタ
2011」を福島市、Max福島AOZにて、11月28日には「災害復興キャンペーン・セミ
ナー」をコラッセ福島にて開催、さらに同日、同会場にて行政・事業者向けとして「新材料・
新工法セミナー」を開催しました。また平成24年1月13日に「耐震化・リフォーム（震災
復興）セミナー」を福島市杉妻会館で開催。それぞれのイベントには多くの県民や事業者
が訪れ、好評を博しました。
実施日時

実施概要

●平成23年

9/3・4
6/18・19

住宅相談会
「会津アピオフェスティバル」
「住宅リフォームフェスタ2011」

11/28

災害復興キャンペーン・セミナー

11/28

新材料・新工法セミナー

1/13

その他の消費者向けセミナー等の開催「耐震化リフォーム（震災復興）セミナー」

会津アピオフェスティバル

震災復興キャンペーン・セミナー

住宅リフォームフェスタ2011

住宅リフォームフェスタ2011

新材料・新工法セミナー

耐震化リフォーム（震災復興）セミナー

災害復興キャンペーン・セミナーチラシ

震災復興キャンペーン・セミナー

新材料・新工法セミナー

第6回耐震化・リフォームセミナーチラシ
耐震化リフォーム（震災復興）
セミナー

耐震化リフォーム（震災復興）セミナー

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

2011年度実績

広報ツール
実施日時

実施概要

●平成23年

●平成24年

6/15〜平成24年1/31

リフォーム相談窓口関係資料の提供等（パンフレット・チラシ・ポスター等の作成・配布・展示）

6/15〜平成24年1/31

その他（常設相談窓口の運営及び耐震化・リフォームの啓発・震災後の相談Q&A作成広報）

6/15〜平成24年1/31

住宅リフォーム安心事業者リストを作成し、住宅被災者に配布

6/15〜平成24年1/31

消費者及び事業者への情報提供「地域協議会HPに団体推薦優良事業者の登録・更新・
公開とリフォームに関する情報提供」

6/15〜平成24年1/31

東日本大震災被害状況をもとに建築物耐震化啓発パネル展示

6/15〜平成24年1/31

地域協議会広告
「車両広告」…県内

5/8

地域協議会新聞広告
「住宅特集」…福島民友新聞

6/17

地域協議会新聞広告
「住まいの出前塾・住宅リフォームフェスタ」…福島民報新聞

7/22

地域協議会新聞広告
「暑中見舞い」…福島建設工業新聞

7/31

地域協議会新聞広告
「暑中見舞い」…福島民報新聞

7/31

地域協議会新聞広告
「任せて安心・あなたの街の頼れる耐震リフォーム」…朝日新聞

8/8

地域協議会新聞広告
「暑中・復旧復興特集」…福島建設工業新聞

8/9

地域協議会新聞広告
「暑中見舞い」…福島民友新聞

1/1

地域協議会新聞広告
「謹賀新年」…福島建設工業新聞

1/1

地域協議会新聞広告
「謹賀新年」…福島民報新聞

1/4

地域協議会新聞広告
「謹賀新年」…福島民友新聞

1/4

地域協議会新聞広告
「耐震化リフォーム（震災復興）セミナー」…福島民友新聞

1/5

地域協議会広告
「新春住宅・リフォーム特集」…福島民報新聞

ホームページ

安心事業者登録データベース
(2011年6月現在439件)

地域協議会

福島民報新聞広告

住宅リフォーム安心事業者リスト

公用車用マグネットシート

第6回耐震化・リフォーム（震災復興）セミナー新聞広告

その他(調査研究)
耐震化啓発技術者派遣事業、各種セミナー、講習会等に使用する「耐震化・リフォーム啓発資料の作成」
住宅・建築関係相談データ集計分析 高校生が参加する地域防災授業テキスト作成

耐震化・リフォームのすすめ

高校生が参加する地域防災

パワーポイントによるセミナー用資料
目で見る東日本大震災パネル

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会は︑

県をはじめとする行政機関や金融機関︑

商工経済団体や建築関係団体等が連携した︑

信頼できる機関です︒

市町村
福島駅
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リフォーム等
推進協議会

金融機関

建築関係
団体

大

商工団体

13

号

福島県

国道

至仙台

エスタビル
中合

学

たまのや
P

◎主な構成団体
■県内各市町村
福島大学

■日本大学工学部
■公立大学法人
■東邦銀行

福島県建設センター内

いつでもお気軽におでかけください。
相談無料

お電話、FAX、メールもどうぞ。
ご相談は無料です。
（9:00 〜 17:00/ 土・日・祝休日を除く）

会津大学短期学部

福島銀行

尚志学園

至東京

■福島県
■国立大学法人

平和通り

あづま陸橋

大東銀行

■福島県信用金庫協会（福島・二本松・郡山・須賀川・白河
･会津・あぶくま・ひまわりの各信用金庫）

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

■東北労働金庫福島県本部

電話相談窓口 024−563−6213

■福島県商工会議所連合会
■福島県商工会連合会
■東北電力株式会社福島支店
■社団法人 福島県宅地建物取引業協会
■社団法人 全日本不動産協会福島県本部
■社団法人 福島県建設産業団体連合会
■社団法人 福島県建築士会
■福島県建築設計協同組合
■福島県総合設備協会
■社団法人 福島県建築大工業協会
■（全建総連福島）福島県建設労働組合連合会
■福島県アスベスト処理協会
■NPO法人 循環型社会推進センター
■財団法人 ふくしま建築住宅センター
■社団法人 福島県建設業協会
■社団法人 福島県建築士事務所協会
■一般財団法人 福島県建築安全機構

◎業務内容
● 公平性と透明性を確保した相談対応と行政相談窓口との連携
● 県民、事業者、協議会会員への耐震化やリフォームに関する情報の提供
● 耐震化やリフォーム等に関する設計、施工に関する技術の向上と普及
● 地域経済や地域づくりに貢献する耐震化やリフォームに関する調査と研究
● 福島県耐震改修促進計画および市町村耐震改修促進計画ための支援
● その他、協議会の目的を達成するために必要な事業

ホームページ
メールアドレス

事務局

http://www.fukushima-taishinreform.jp/
info@fukushima-taishinreform.jp

一般財団法人 福島県建築安全機構

〒960−8061 福島市五月町4−25 福島県建設センター5Ｆ
ＴＥＬ
（024）529−5273 ＦＡＸ
（024）529−5274

R

