6.参考資料

参考 1：福島県各種相談窓口
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台風１９号災害に関する県等の相談・担当窓口一覧

No.

相談の内容

担当課等

電話番号

1

総合窓口

県民広聴室 県政相談

024-521-7017
024-521-7097
024-521-7016
024-521-7013

2

医療に関する相談

地域医療課

024-521-7221

3

医薬品に関する相談

薬務課

024-521-7232

4

障がい福祉に関する相談

障がい福祉課

024-521-7170

5

高齢福祉施設に関する相談

高齢福祉課

024-521-7164
024-521-7533

6

介護保険に関する相談

高齢福祉課

024-521-7745

7

児童福祉（子どもの養護）に関する相談

児童家庭課または各児童相談所

（児童家庭課）
024-521-8665
（児童相談所全国共通ダイ
ヤル）189

8

国民健康保険に関する相談

国民健康保険課

024-521-7203

9

教育に関する相談

教育総務課

024-521-7759
024-521-7755

10

労働に関する相談

雇用労政課「中小企業労働相談所」

0120-610-145

11

経営に関する相談

県産業振興センター

024-525-4039

12

金融に関する相談

経営金融課

024-521-7288

13

生活福祉資金に関する相談

県社会福祉協議会

024-523-1250

14

県税に関する相談

税務課

024-521-7070
024-521-7069

15

消費に関する相談

消費生活センター

024-521-0999

16

一般廃棄物、し尿処理に関する相談

一般廃棄物課

024-521-7249

17

産業廃棄物の処理、不法投棄に関する相談

産業廃棄物課

024-521-7264

18

農林水産業に関する相談

農林企画課

024-521-7319

19

県道路管理に関する相談

道路管理課

024-521-7474

20

県の河川管理施設海岸保全施設、多目的ダムに関する相
談

河川整備課

（河川・海岸）
024-521-7644
（ダム）
024-521-7487

21

砂防施設に関する相談

砂防課

024-521-7492

22

下水道に関する相談

下水道課

024-521-7513

23

被災者の住宅に関する相談

建築指導課

024-521-7698

24

被災者生活再建支援金、災害弔慰金等の支給

災害対策課

024-521-7194

25

災害ボランティアに関する相談

県社会福祉協議会ボランティアセンター

024-523-1254

26

災害義援金に関する相談

社会福祉課

024-521-7322

27

外国人住民に関する相談

公益財団法人福島県国際交流協会

024-524-1315

「令和元年台風１９号による被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドブック）」が掲載されています。
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日本司法支援センター（法テラス）のホームページ

่ຶၬഩ௴ਤ߶ᆪ

支援機関連絡先一覧

（平成３1年3月末時点）

生活再建全般
名称

電話番号等

受付時間

所在地

備考

生活支援関連
社会福祉法人
福島県社会福祉協議会
避難者生活支援・相談センター

024-522-6543

月～金：
9:00～17:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒960-8141
福島市渡利字七社宮111
福島県総合社会福祉センター内

―

0120-478-100

月～金：
9:00～17:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒970-8026
福島県いわき市平字小太郎町1-6
いわきセンタービル

―

放射線関連
放射線リスクコミュニケーション
相談員支援センター
司法書士関連
福島県司法書士会

024-534-7502

―

〒960-8022
福島県福島市新浜町6-28

司法書士の概要や制
度に対する問合せ窓
口となります。

福島司法書士総合相談センター
福島県司法書士会
司法書士総合相談センター
お問合せ時間

郡山司法書士総合相談センター
あいづ司法書士総合相談センター
白河司法書士総合相談センター

0120-81-5539

いわき司法書士総合相談センター

月～金：
10:00～12:30
13:30～16:00
く祝日・年末年始を除く＞

―
司法書士に直接相談
したい場合の問合せ
窓口となります。

相双司法書士総合相談センター
相双司法書士総合相談センター
ふたば災害復興支援事務所
相双司法書士総合相談センター
南相馬災害復興支援事務所

0240-23-6454

月～金：
9:30～17:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒979-0407
福島県双葉郡広野町広洋台1-189

0244-26-3749

月～金：
9:00～12:00
13:00～17:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒979-2335
福島県南相馬市鹿島区鹿島字北畑
26-4

公益社団法人
成年後見センター・
リーガルサポートふくしま支部

024-533-7234

日本司法書士会連合会

03-3359-4171

―

〒960-8022
福島県福島市新浜町6-28
福島県司法書士会館内

高齢者・障がい者のこ
とで困ったときや 同
行相談の問合せ窓口
となります。

―

〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4-37

司法書士の概要や制
度に対する問合せ窓
口となります。

家計関連
03-5403-9717

月～金：
9:30～17:30
＜祝日・年末年始を除く＞

〒105-0001
東京都港区虎ノ門4-1-28
虎ノ門タワーズオフィス5階

FPの概要や制度に対
する問合せ窓口とな
ります。

0120-211-748

月～金：
10:00～15:30
く祝日・年末年始を除く＞

〒105-0001
東京都港区虎ノ門4-1-28
虎ノ門タワーズオフィス5階

お金の相談などに対
する問合せ窓口とな
ります。

特定非営利活動法人
日本FP協会
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支援者のみなさんへ

被災者支援の担い手ハンドブック

～支援機関同士が“つながる”ために～

名称

電話番号等

受付時間

所在地

備考

弁護士関連
各種電話相談窓口は以下のとおり

福島県弁護士会

〒960-8115
福島県福島市山下町4-24

―

支援機関向け相談窓口

福祉関係等の職員からの相談窓口

024-534-2334

月～金：
9:00～17:00
く祝日・年末年始を除く＞

―

弁護士に直接相談し
たい場合にお電話く
ださい。面談
（初回30
分 無 料 ）の 予 約を受
け付けます。
（ 面談に
は被支援者本人の同
席が必要です）

―

最寄りの法律相談セ
ンターにつながりま
す。
電 話にて予 約 後 、弁
護士と面談による相
談となります。

被災者ご本人向け相談窓口
法律一般の相談窓口
全国共通ダイヤル
「ひまわりお悩み１１０番」

0570-783-110

〒960-8115
福島県福島市山下町4-24

福島法律相談センター

024-536-2710

郡山法律相談センター

024-936-4515

いわき法律相談センター

0246-22-1320

会津若松法律相談センター

0242-27-0264

〒965-0873
福島県会津若松市追手町3-24
大手門ビル201号

白河法律相談センター

0248-22-3381

〒961-0908
福島県白河市大手町3-10
あぶくま会館D号

相馬法律相談センター

0244-36-4789

〒976-0042
福島県相馬市中村字桜ヶ丘56-1
TKウェルネス桜ヶ丘101号

震災・原発に関する無料電話相談

024-534-1211
024-925-6511
0246-25-0455

月～金：
14:00～15:30
く祝日・年末年始を除く＞

子どもに関する無料相談窓口

生活困窮者のための労働・
生活保護に関する相談窓口

高齢者・障害者に関する相談窓口

月～金：
9:00～12:00
13:00～17:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒963-8877
福島県郡山市堂前町25-23
〒970-8026
福島県いわき市平字八幡小路
75-2

最寄りの法律相談セ
ンターがお分かりの
場 合は、左 記 の 電 話
番号に直接お問合せ
いただくこともできま
す。

―

弁護士が直接対応し
ます。

024-533-8080

月～金：
10:00～17:00
く祝日・年末年始を除く＞

―

電話にて相談を受付
後 、担 当 弁 護 士 から
折 返し電 話 いたしま
す。

024-534-2334

月～金：
10:00～16:00
く祝日・年末年始を除く＞

―

面談による相談は初
回無料です。

―

電話による相談を受
け 付 けて います 。同
一内容の相談は1回、
同じ方による相談は
年 度 内３回まで無 料
となります。

024-533-5048

月～金：
9:30～16:30
く祝日・年末年始を除く＞

024-522-5191

月～金：
8:30～17:15
く祝日・年末年始を除く＞

医療関係
一般社団法人

福島県医師会
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〒960-8575
福島県福島市新町4-22

―

名称

電話番号等

受付時間

所在地

備考

県内･県外支援機関
一般社団法人
ふくしま連携復興センター
「ふくしまの今とつながる
相談室toiro」

024-573-2731
toiro@
f-renpuku.org

月・水・金：
10:00～17:00
＜祝祭日を除く＞

〒960-8062
福島県福島市清明町1-7
大河原ビル2階

―

011-200-0973
soudanf@npohokkaido.org

月・水・金：
10:00～18:00

〒064-0808
北海道札幌市中央区南８条西2-574
市民活動プラザ星園201号

―

〒010-1403
秋田県秋田市上北手荒巻字堺切
24-2

―

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-1-17
やまふくビル3階

―

特定非営利活動法人
来所/月・火・木：
山形の公益活動を応援する会・
023-674-0606
電話・メール/月～金：
アミル
soudan@amill.org
いずれも9:00～17:00
（山形県の避難者向けの相談窓口）

〒990-0828
山形県山形市双葉町2-4-38
双葉中央ビル3階

―

茨城県内への避難者・支援者ネッ 070-3182-4044
火・水・木：
トワーク ふうあいねっと
fuai.soudan@
9:30～16:30
（茨城県の避難者向けの相談窓口）
gmail.com

〒310-0056
茨城県水戸市文京2-1-1
茨城大学教育学部A棟413

―

認定特定非営利活動法人
028-622-0021 火・水・金：
とちぎボランティアネットワーク
info@tochigivnet.jp 10:00～17:00
（栃木県の避難者向けの相談窓口）

〒320-0027
栃木県宇都宮市塙田2-5-1
共生ビル3階

―

〒370-3521
群馬県高崎市棟高町519

―

〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区
常盤6-4-21
埼玉県勤労者福祉センター
（ときわ会館）
1階

―

生活再建拠点の窓口
特定非営利活動法人
北海道NPOサポートセンター
（北海道の避難者向けの相談窓口）
特定非営利活動法人
あきたパートナーシップ
（青森県・岩手県・秋田県の避難者
向けの相談窓口）

018-829-2140
080-5566-6238 月～金：
info2340@akita- 10:00～18:00
partnership.jp

福島県県外避難者相談センター
［宮城拠点］
080-9259-7049
f-soudan@
（受託団体：一般社団法人みやぎ
renpuku.org
連携復興センター）
（宮城県の避難者向けの相談窓口）

ぐんま暮らし応援会
（群馬県の避難者向けの相談窓口）

火・水・金：
11:00～18:00

027-386-6560
月～金：
kurashi9:00～16:00
ouenkai@
く祝祭日を除く＞
bb.wakwak.com

福玉相談センター
0120-60-7722
（受託団体：特定非営利活動法人
fukushima_
月～金：
埼玉広域避難者支援センター）
soudan@yahoo. 9:00～17:00
（埼玉県の避難者向けの相談窓口）
co.jp
福島県県外避難者相談センター
来所／月・火・水：
［千葉］
080-5418-7286
電話・メール／月～金：
（受託団体：認定特定非営利活動
ftsoudan@
法人ちば市民活動・市民事業サ
npoclub.com
いずれも10:00～17:00
ポートクラブ）
（千葉県の避難者向けの相談窓口）

〒262-0023
千葉県千葉市花見川区検見川町
3-159-2
おおなみこなみ内

―

―

面談でのご相談をご
希望される方は、 事
前にご連絡ください。

来所/月～金：
070-6471-0311 13:00～17:00
特定非営利活動法人
ayumu.tomoni@ く祝祭日・年末年始を除く＞
かながわ避難者と共にあゆむ会
（神奈川県の避難者向けの相談窓口）
gmail.com
電話/月～金：
12:00～19:00

〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-47
コーワ太田町ビル7階

来所される際は、必ず
事前にご連絡くださ
い。

コランショ
025-211-2111
（受託団体：特定非営利活動法人
colansho@
にいがた災害ボランティアネット
bg.wakwak.
ワーク）
com
（新潟県の避難者向けの相談窓口）

〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通2番町
288-2
マンション司101

相談に来られる際は、
事前にご連絡くださ
い。

03-6911-0584
特定非営利活動法人
月～金：
soudan@
医療ネットワーク支援センター
17：00～20：30
（東京都の避難者向けの相談窓口） medical-bank.org

月・水・金：
9:30～12:00
13:00～17:30
く祝祭日を除く＞
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支援者のみなさんへ

被災者支援の担い手ハンドブック

～支援機関同士が“つながる”ために～

名称

電話番号等

受付時間

所在地

備考

生活再建拠点の窓口
東日本大震災・山梨県内避難者と
支援者を結ぶ会
（山梨県・長野県の避難者向けの
相談窓口）

055-274-7722
musubukai@
ycca.jp

月～金：
9:00～17:00
く祝祭日を除く＞

〒409-3803
山梨県中央市若宮49-7

―

〒920-3125
石川県金沢市荒屋町イ7-5

―

0120-42-2828
福島県県外避難者相談センター
054-275-2828 火・水・金：
「ここさこ」
fukushima.
9:00～16:30
（受託団体：静岡県臨床心理士会）
（静岡県の避難者向けの相談窓口） katei@gmail.com

〒420-0068
静岡県静岡市葵区田町1-70-1
静岡県青少年会館内

―

052-954-6722
愛知県被災者支援センター
center@aichi（愛知県の避難者向けの相談窓口）
shien.net

火・木・金：
10:00～17:00
＜祝祭日・年末年始を除く＞

〒460-0001
月・水もスタッフは常
愛知県名古屋市中区三の丸3-2-1
駐しています。
愛知県東大手庁舎1階

認定特定非営利活動法人
レスキューストックヤード
（ふくし
ま支援室）
（三重県・岐阜県の避難者向けの
相談窓口）

052-212-8155
fksm@rsynagoya.com

月～金：
10:00～18:00
＜祝祭日を除く＞

〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-13-34
名建協2階

特定非営利活動法人
和
（なごみ）
（京都府・滋賀県の避難者向けの
相談窓口）

075-353-5181
info@fucconagomi.com

月・水・金：
10:00～17:00

〒600-8833
京都府京都市下京区
七条大宮西入西酢屋町10

一般社団法人
石川県災害ボランティア協会
（福井県・石川県・富山県の避難者
向けの相談窓口）

月～金：
0800-123-1446
10:00～12:00
fuku-shien@
14:00～17:00
spacelan.ne.jp
く祝祭日を除く＞

―

受付時間以外の日程
もご希望により相談が
可能です。

関西広域避難者支援センター
（大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山
県の避難者向けの相談窓口）

070-5340-9311
月～金：
kansaihinan@
10:00～16:00
gmail.com

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町8-11
ローズハイツ茨木107号室

―

とっとり震災支援連絡協議会
（鳥取県の避難者向けの相談窓口）

0857-22-7877 月～金：
support@
9:00～18:00
tottori-shien.org ＜祝祭日を除く＞

〒680-0051
鳥取県鳥取市若桜町31
カナイビル1階

―

火・木・金・第2土曜：
10:00～16:00

〒700-0921
岡山県岡山市北区東古松1-14-24
コーポ錦1階

―

火・水・金：
10:00～16:00
＜祝祭日を除く＞

〒733-0003
広島県広島市西区三篠町2-15-5

―

0120-566-311
一般社団法人 ほっと岡山
hotokayama@
（岡山県の避難者向けの相談窓口）
gmail.com
ひろしま避難者の会
「アスチカ」
（山口県・広島県・島根県の避難者
向けの相談窓口）
特定非営利活動法人
えひめ311
（高知県・愛媛県・香川県・徳島県
の避難者向けの相談窓口）
被災者支援ふくおか市民ネット
ワーク
（熊本県・長崎県・佐賀県・福岡県
の避難者向けの相談窓口）
3.11からつながるみんなの家『ま
あや』
（受託団体：
『うみがめのたまご』
～3.11ネットワーク～）
（大分県・宮崎県・鹿児島県の避難
者向けの相談窓口）

0120-24-2940
fukushima.
seikatsu.hir@
gmail.com

〒790-0871
070-5515-2217 月～金：
愛媛県松山市東一万町2
ehime311@
10:00～15:00
＜祝祭日・お盆・年末年始を除く＞ 第3森ビル1階 協働オフィス内
yahoo.co.jp
092-409-3891
hinan@snetfukuoka.org

月・水・金：
10:00～18:00

0985-25-2810
090-9402-1990 火・木・土：
askme@
10:00～16:00
umitama.info

福島避難者のつどい
080-6498-6720
沖縄じゃんがら会
月～金：
soudanoki@
（受託団体：特定非営利活動法人
10:00～16:00
gmail.com
まちなか研究所わくわく）
（沖縄県の避難者向けの相談窓口）
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―

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前
3-27-24
博多タナカビル8階

受付時間以外の日程
もご希望により相談
可能です。

〒880-0844
宮崎県宮崎市柳丸町121-3
パストラル柳丸I-101

受付時間以外の日程
もご希望により相談
可能です。

〒901-2121
沖縄県浦添市内間2-10-8

土曜日に相談をご希
望の方は、
ご予約くだ
さい。

健康的な暮らしに関する相談
名称

電話番号等

受付時間

所在地

備考

心のケア関係
一般社団法人
福島県精神保健福祉協会
ふくしま心のケアセンター
基幹センター
被災者相談ダイヤル
「ふくここライン」

024-535-8639

月～金：
8:30～17:15
く祝日・年末年始を除く＞

024-925-8322

月～金：
9:00～12:00
13:00～17:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒960-8012
福島県福島市御山町8-30
県保健衛生合同庁舎5階

―

支援機関の方の相談
窓口となります。

被災者の方の相談窓口
となります。

育児・発育関係
ふくしま子ども支援センター

024-573-0150

―

電話番号等

受付時間

〒960-8068
福島県福島市太田町17-8
アーバン横山Ⅰ 1階

―

就労に関する相談
名称

所在地

備考

ふくしま生活・就職応援センター
[郡山事務所]

024-925-0811

月～土：
10:00～19:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒963-8002
福島県郡山市駅前1-14-21
郡山花椿ビル8階

―

ふくしま生活・就職応援センター
[白河事務所]

0248-27-0041

月～土：
10:00～19:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒961-0074
福島県白河市郭内1
ＮＴＴ白河ビル1階

―

ふくしま生活・就職応援センター
[会津若松事務所]

0242-27-8258

月～土：
10:00～19:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒965-0816
福島県会津若松市南千石町6-5
会津若松商工会議所会館2階

―

ふくしま生活・就職応援センター
[南相馬事務所］

0244-23-1239

月～土：
10:00～19:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒975-0007
福島県南相馬市原町区南町1-1
松本ビル2階

―

ふくしま生活・就職応援センター
[富岡事務所]

0240-23-7880

月～金：
９:00～17:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒979-1111
福島県双葉郡富岡町小浜553-2
県富岡合同庁舎2階

―

ふくしま生活・就職応援センター
[広野事務所］

0240-28-0636

月～金：
9:00～17:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒979-0403
福島県双葉郡広野町大字下浅見
川字広長44-3
広野みらいオフィス2階

―

ふくしま生活・就職応援センター
[いわき事務所]

0246-25-7131

月～土：
10:00～19:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒970-8026
福島県いわき市平字梅本15
県いわき合同庁舎西分庁舎1階

―

ふるさと福島就職情報センター
[ジョブカフェふくしま]
（福島窓口）

024-525-0047

月～土：
10:00～19:00
く祝日・年末年始を除く＞

〒960-8053
福島県福島市三河南町1-20
コラッセふくしま2階

ふるさと福島就職情報センター
（東京窓口）

03-3214-9009

〒100-0006
火～日：
東京都千代田区有楽町2-10-1
10:00～18:00
東京交通会館8階
く祝日・お盆・年末年始を除く＞
ふるさと回帰支援センター内

福島県内の女性の就
職活動や学生のＩター
ン支援については、
こ
ちらにお問い合わせ
ください。
―

住まいに関する相談
名称

電話番号等

福島県居住支援協議会
福島県耐震化・
リフォーム等推進協議会

024-563-6213

受付時間
月～金：
9:00～17:00
く祝日・年末年始を除く＞
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所在地
〒960-8061
福島県福島市五月町4-25
福島県建設センター5階

備考

―

6.参考資料

参考 2：市役所・町村役場一覧
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市役所・町村役場一覧
■県北地域
市町村

住所

電話番号

福島市

960-8601 福島市五老内町3-1

024-535-1111

二本松市

964-8601 二本松市金色403-1

0243-23-1111

伊達市

960-0692 伊達市保原町字舟橋180

024-575-1111

本宮市

969-1192 本宮市本宮字万世212

0243-33-1111

桑折町

969-1692 伊達郡桑折町字東大隅18

024-582-2111

国見町

969-1792 伊達郡国見町大字藤田字一丁田二１-７

024-585-2111

川俣町

960-1492 伊達郡川俣町字五百田30

024-566-2111

大玉村

969-1392 安達郡大玉村玉井字星内70

0243-48-3131

■県中地域
市町村

住所

電話番号

郡山市

963-8601 郡山市朝日一丁目23-7

024-924-2491

須賀川市

962-8601 須賀川市八幡町135

0248-75-1111

田村市

963-4393 田村市船引町船引字畑添76-2

0247-81-2111

鏡石町

969-0492 岩瀬郡鏡石町不時沼345

0248-62-2111

天栄村

962-0592 岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78

0248-82-2111

石川町

963-7893 石川郡石川町字長久保185-4

0247-26-2111

玉川村

963-6392 石川郡玉川村大字小高字中畷9

0247-57-3101

平田村

963-8292 石川郡平田村大字永田字切田１１６

0247-55-3111

浅川町

963-6292 石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

0247-36-4121

古殿町

963-8304 石川郡古殿町大字松川字新桑原31

0247-53-3111

三春町

963-7796 田村郡三春町字大町1-2

0247-62-2111

小野町

963-3492 田村郡小野町大字小野新町字舘廻92

0247-72-2111

■県南地域
市町村

住所

電話番号

白河市

961-8602 白河市字八幡小路7-1

0248-22-1111

西郷村

961-8501 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40

0248-25-1111
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市町村

住所

電話番号

泉崎村

969-0101 西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145

0248-53-2111

中島村

961-0192 西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1

0248-52-2111

矢吹町

969-0296 西白河郡矢吹町一本木101

0248-42-2111

棚倉町

963-6192 東白河郡棚倉町大字棚倉字中居野33

0247-33-2111

矢祭町

963-5192 東白河郡矢祭町大字東舘字舘本66

0247-46-3131

塙町

963-5492 東白河郡塙町大字塙字大町三丁目21

0247-43-2111

鮫川村

963-8401 東白河郡鮫川村大字赤坂中野字新宿39-5

0247-49-3111

■会津地域
市町村

住所

電話番号

会津若松市

965-8601 会津若松市東栄町3-46

0242-39-1111

喜多方市

966-8601 喜多方市字御清水東7244-2

0241-24-5211

北塩原村

966-0485 耶麻郡北塩原村大字北山字姥ヶ作3151

0241-23-3111

西会津町

969-4495 耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3261

0241-45-2211

磐梯町

969-3392 耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855

0242-74-1221

猪苗代町

969-3123 耶麻郡猪苗代町字城南100

0242-62-2111

会津坂下町

969-6592 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662

0242-84-1503

湯川村

969-3593 河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18

0241-27-8800

柳津町

969-7201 河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234

0241-42-2112

三島町

969-7511 大沼郡三島町大字宮下字宮下350

0241-48-5511

金山町

968-0011 大沼郡金山町大字川口字谷地393

0241-54-5111

昭和村

968-0103 大沼郡昭和村大字下中津川字中島652

0241-57-2111

会津美里町

969-6292 大沼郡会津美里町字宮北3163

0242-55-1122

■南会津地域
市町村

住所

電話番号

下郷町

969-5345 南会津郡下郷町大字塩生字大石1000

0241-69-1122

檜枝岐村

967-0525 南会津郡檜枝岐村字下ノ原880

0241-75-2500

只見町

968-0498 南会津郡只見町大字只見字雨堤1039

0241-82-5210

南会津町

967-8501 南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1

0241-62-6100
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■相双地域
市町村

住所

電話番号

相馬市

976-8601 相馬市中村字北町63-3

0244-37-2120

南相馬市

975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27

0244-22-2111

広野町

979-0402 双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35

0240-27-2111

楢葉町

979-0696 双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6

0240-25-2111

富岡町

979-1192 富岡町大字本岡字王塚622-1

0240-22-2111

963-0201 郡山市大槻町字西ノ宮48-5

0120-33-6466
（郡山事務所）

川内村

979-1292 双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

0240-38-2111

大熊町

979-1306 大熊町大字大川原字南平1717

0120-26-3844

965-0873 会津若松市追手町2-41
（会津若松市役所追手町第二庁舎内）
970-1144 いわき市好間工業団地1-43
963-8035 郡山市希望ヶ丘11-10
双葉町

979-1495 双葉郡双葉町大字新山字前沖28

0120-26-3844
（会津若松出張所）
0120-26-5671
（いわき出張所）
0120-24-1013
（中通り連絡事務
所）
0240-33-2111

974-8212 いわき市東田町二丁目19-4

0246-84-5200
（いわき事務所）

979-1592 浪江町大字幾世橋字六反田7-2

0240-34-2111

964-0984 二本松市北トロミ573番地
（二本松市平石高田第二工業団地内）

0243-62-0123
（二本松事務所）

葛尾村

979-1602 双葉郡葛尾村大字落合字落合16

0240-29-2111

新地町

979-2792 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30

0244-62-2111

飯舘村

960-1892 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢580-1

0244-42-1611

浪江町

■いわき地域
市町村
いわき市

住所
970-8686 いわき市平字梅本21
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電話番号
0246-22-1111

6.参考資料

参考 3：県・市町村社会福祉協議会一覧

71

県・市町村社会福祉協議会一覧
■福島県
市町村
福島県社会福祉協議会

住所
〒960-8141福島市渡利字七社宮111番地
福島県総合社会福祉センター内

電話番号
024-523-1251

■県北地域
市町村

住所

電話番号

福島市社会福祉協議会

〒960-8002福島市森合町10-1
福島市保健福祉センター内

024-533-8877

二本松市社会福祉協議会

〒969-1404二本松市油井字濡石1番地2

0243-23-7867

伊達市社会福祉協議会

〒960-0612伊達市保原町字宮下111番地２
保原町産業振興会館内

024-576-4050

本宮市社会福祉協議会

〒969-1151本宮市本宮字千代田60-1
本宮市民いきいき応援プラザ「えぽか」内

0243-33-2006

桑折町社会福祉協議会

〒969-1643伊達郡桑折町大字谷地字道下22
桑折町保健福祉センター内

024-582-1155

国見町社会福祉協議会

〒969-1761伊達郡国見町大字藤田字南44-1

024-585-3403

川俣町社会福祉協議会

〒960-1436伊達郡川俣町字川原田19-2
老人福祉センター内

024-565-3761

大玉村社会福祉協議会

〒969-1302安達郡大玉村玉井字東三合目19番地
大玉村総合福祉センターさくら内

0243-68-2100

■県中地域
市町村

住所

電話番号

郡山市社会福祉協議会

〒963-8024郡山市朝日一丁目29-9
郡山市総合福祉センター内

024-932-5311

須賀川市社会福祉協議会

〒962-8601須賀川市八幡町135

0248-88-8211

田村市社会福祉協議会

〒963-4311田村市大越町上大越字古川97

0247-68-3434

鏡石町社会福祉協議会

〒969-0404岩瀬郡鏡石町旭町161

0248-62-6428

天栄村社会福祉協議会

〒962-0503岩瀬郡天栄村大字下松本字富士見山15-1
老人福祉センター内

0248-82-2826

石川町社会福祉協議会

〒963-7854石川郡石川町字松木下88

0247-26-3793

玉川村社会福祉協議会

〒963-6315石川郡玉川村大字中字入山59
ふれあいセンター内

0247-57-4410

平田村社会福祉協議会

〒963-8205石川郡平田村大字永田字戸花150
地域福祉センター内

0247-55-3500

浅川町社会福祉協議会

〒963-6216石川郡浅川町大字袖山字森下288

0247-36-3163

古殿町社会福祉協議会

〒963-8304石川郡古殿町大字松川字横川101
コスモス荘内

0247-53-4394

三春町社会福祉協議会

〒963-7756田村郡三春町字南町1
三春町福祉会館内

0247-62-8586

小野町社会福祉協議会

〒963-3401田村郡小野町大字小野新町字美売57-1

0247-72-6866
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■県南地域
市町村

住所

電話番号

白河市社会福祉協議会

〒961-0054白河市字北中川原313

0248-22-1159

西郷村社会福祉協議会

〒961-8091西白河郡西郷村大字熊倉字折口原96-1
西郷村保健福祉センター内

0248-25-5454

泉崎村社会福祉協議会

〒969-0101西白河郡泉崎村大字泉崎字山ケ入101
泉崎村保健福祉総合センター内

0248-54-1555

中島村社会福祉協議会

〒961-0102西白河郡中島村大字滑津字二ツ山65-3
中島村総合福祉センター内

0248-52-3400

矢吹町社会福祉協議会

〒969-0236西白河郡矢吹町一本木100-1
矢吹町保健福祉センター内

0248-44-5210

棚倉町社会福祉協議会

〒963-6131東白川郡棚倉町大字棚倉字東中居野68-1
棚倉町保健福祉センター内

0247-33-2623

矢祭町社会福祉協議会

〒963-5201 東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原1

0247-34-1050

塙町社会福祉協議会

〒963-5405東白川郡塙町大字塙字材木町32

0247-43-2154

鮫川村社会福祉協議会

〒963-8401東白川郡鮫川村大字赤坂中野字宿ノ入35
高齢者総合福祉センターひだまり荘内

0247-49-3600

■会津地域
市町村

住所

電話番号

会津若松市社会福祉協議会

〒965-0873会津若松市追手町5-32

0242-28-4030

喜多方市社会福祉協議会

〒966-0043喜多方市字上江3646－1

0241-23-3231

北塩原村社会福祉協議会

〒966-0402耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518-93

0241-28-3757

西会津町社会福祉協議会

〒969-4406耶麻郡西会津町野沢字如法寺乙3590-2
老人憩の家内

0241-45-4259

磐梯町社会福祉協議会

〒969-3301耶麻郡磐梯町大字磐梯字漆方1054
磐梯町老人福祉センター内

0242-73-2181

猪苗代町社会福祉協議会

〒969-3133耶麻郡猪苗代町大字千代田字中島26-2
猪苗代町地域福祉交流センター内

0242-62-5168

会津坂下町社会福祉協議会

〒969-6553河沼郡会津坂下町字西南町裏甲3998-1
保健福祉センター内

0242-83-1368

湯川村社会福祉協議会

〒969-3544河沼郡湯川村大字清水田字川入8
高齢者コミュニティセンター内

0241-27-8890

柳津町社会福祉協議会

〒969-7201河沼郡柳津町大字柳津字下荒町甲1111
健康福祉プラザ銀山荘内

0241-42-3418

三島町社会福祉協議会

〒969-7511大沼郡三島町大字宮下字下乙田889
高齢者生活福祉センター「福寿草」内

0241-52-3344

金山町社会福祉協議会

〒968-0006大沼郡金山町大字中川字沖根原1324
金山町老人福祉センターゆうゆう館内

0241-55-3336

昭和村社会福祉協議会

〒968-0104大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1836
昭和村保健・医療・福祉総合センター「すみれ荘」内

0241-57-2655

会津美里町社会福祉協議会

〒969-6215大沼郡会津美里町下堀字中川360番地4

0242-54-2940
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■南会津地域
市町村

住所

電話番号

下郷町社会福祉協議会

〒969-5206南会津郡下郷町大字湯野上字杉ノ内乙548
いきいきランドしも郷内

0241-69-5111

檜枝岐村社会福祉協議会

〒967-0523南会津郡檜枝岐村字下ノ台401-4
檜枝岐村医療福祉センター内

0241-75-2382

只見町社会福祉協議会

〒968-0442南会津郡只見町大字長浜字唱平60
社会福祉活動センター「やまびこ」内

0241-84-7006

南会津町社会福祉協議会

〒967-0004南会津郡南会津町田島字中町甲3918-1
福祉ホール内

0241-62-4169

■相双地域
市町村

住所

電話番号

相馬市社会福祉協議会

〒976-0013相馬市小泉字高池357相馬市総合福祉センター0244-36-5033

南相馬市社会福祉協議会

〒975-0011南相馬市原町区小川町322-1原町区福祉会館 0244-24-3415

広野町社会福祉協議会

〒979-0408双葉郡広野町中央台一丁目4-1
老人福祉センター内

0240-27-2789

楢葉町社会福祉協議会

〒979-0604双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-5
楢葉町保健福祉会館内

0240-25-4157

富岡町社会福祉協議会

〒979-1112双葉郡富岡町中央一丁目8-1
総合福祉センター内

0240-22-5522

川内村社会福祉協議会

〒979-1292双葉郡川内村大字下川内字坂シ内133-5

0240-38-3802

大熊町社会福祉協議会

〒970-1144 いわき市好間工業団地1-43
大熊町老人福祉センター内

0246-38-8938

双葉町社会福祉協議会

〒979-0142いわき市勿来町酒井青柳14-5

0246-84-6725

浪江町社会福祉協議会

〒979-1513双葉郡浪江町大字幾世橋字芋頭5-2

0240-34-4685

葛尾村社会福祉協議会

〒963-7713田村郡三春町大字柴原字柴原80-1

0247-62-8687

新地町社会福祉協議会

〒979-2702相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田40-1
保健センター内

0244-62-4213

飯舘村社会福祉協議会

〒960-1803相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢571

0244-42-1021

■いわき地域
市町村
いわき市社会福祉協議会

住所
〒970-8026いわき市平字菱川町1-3
いわき市社会福祉センター内
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電話番号
0246-23-3320

6.参考資料

参考 4：福島県木造住宅耐震診断者名簿
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■福島県木造住宅耐震診断者名簿

県
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

北

氏名

建築士

加藤 幸治
渡辺 敏光
鈴木 勇人
和田 聡史
渡辺 良直
保坂 靖彦
太田 宏三
小林 謙一
佐々木 武芳
佐藤 勝
佐藤 篤史
山田 隆浩
細谷 由紀
宮崎 浩幸
渡部 真衣子
渡部 正雄
和田 武
菊地 進
山内 新一郎
高野 修平
佐久間 秀
阿部 良樹
蛭川 礼二
菅野 真
黒澤 英貴
小坂 和也
佐藤 貴宏
渡辺 こずえ
高橋 章
齋藤 弘昭
二階堂 義直
伊東 一夫
山岸 佳則
遠藤 悦子
遠藤 知絵
齋藤 史博
田中 幸吉
菅野 好秀
佐藤 元彦
斎藤 伸也
菅原 高志
石添 万寿雄
松林 りか
佐藤 孝夫
雫石 文孝
藤倉 広志
渡邉 大
柿沼 高志
石井 与志勝
武藤 健一
高野 弘吉
齋藤 久幸
佐藤 憲司
安西 正直
鈴木 宏幸
信太 孝也
斎藤 良治
井上 信一
三浦 弘
山岸 繁
川崎 直竹
芳賀 雄一
内山 勇二
齋藤 友佑
嶋貫 光喜
田辺 靖
野地 康文
渡辺 一弥
沼邉 衛
佐藤 信吉
安齋 正浩
渡邊 英世

１級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
１級
１級
２級
２級
２級
１級
２級
２級
１級
２級
１級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
２級
２級
１級
２級
１級
１級
１級
２級
２級
１級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
２級
２級
１級
２級
１級
１級
１級
２級
１級
１級
１級
２級
２級
２級
２級
２級
１級
１級
１級
２級
１級
１級
１級
２級
１級
２級
２級
２級

令 和 4 年 2 月 7 日
所属建築士事務所
加藤幸治建築研究所
（有）光設計工房
（有）鈴木設計
（株）和田建築設計事務所
渡辺一級建築士事務所
RA建築計画
（株）太田建築設計事務所
（株）ウンノハウス福島支店一級建築士事務所
（株）ウンノハウス福島支店一級建築士事務所
（株）ウンノハウス福島支店一級建築士事務所
（株）ウンノハウス福島支店一級建築士事務所
（株）ウンノハウス福島支店一級建築士事務所
（株）ウンノハウス福島支店一級建築士事務所
（株）ウンノハウス福島支店一級建築士事務所
（株）ウンノハウス福島支店一級建築士事務所
（株）ウンノハウス福島支店一級建築士事務所
（株）ウンノハウス福島支店一級建築士事務所
（有）菊地設計
（有）山内建築設計工房
新広建設（株）建築設計室
佐久間秀一級建築士事務所
西信建築設計事務所
ヒルカワ建築設計事務所
（株）JUST DO IT
黒澤建築事務所
（有）小坂建築設計工房
（有）小坂建築設計工房
ワタヨシ建設（株）設計部
（有）桂建築設計事務所
（株）マル昭 齋藤建築
（有）二階堂設計事務所
（有）フォルム建築計画
菅野建設（株）設計事務所
遠藤知世吉建築設計工房
遠藤知世吉建築設計工房
さいとう建築工房
田中建築設計事務所
（株）ミスタービルド福島建築計画室
（有）湧設計
（有）斎藤伸也設計室
（有）造建築事務所
（有）造建築事務所
ふくしま市町村支援機構 一級建築士事務所
（株）内田建築設計事務所
（株）宍戸工務店
（株）宍戸工務店
（株）宍戸工務店
（株）柿沼工務店建築設計事務所
（株）柿沼工務店建築設計事務所
（有）武藤健一設計事務所
（有）イガラシ建築設計室
（有）斎藤リフォーム
（有）佐藤憲司建築設計事務所
（株）杜設計
（株）杜設計
（有）大野建築設計事務所
（有）大野建築設計事務所
信建築事務所
（有）山岸建設建築設計事務所
（有）山岸建設建築設計事務所
（有）川崎建築設計事務所
エース設計
（株）小島建築設計事務所
（株）小島建築設計事務所
ニーズ一級建築士設計事務所
ニーズ一級建築士設計事務所
大丸工務店設計事務所
亀谷建設（株）建築設計室
（株）平木建築設計事務所
（有）里の木工房建築設計事務所
ヤマニ建設（株）設計事務所
ヤマニ建設（株）設計事務所

所在地
福島市旭町７－２１ 新和ビル１Ｆ
福島市永井川字光白９－７
福島市岡部字高畑１
福島市岡部字東町４０－２
福島市鎌田字樋懸１４－４
福島市丸子字三條院２－７
福島市丸子字富塚３０－７
福島市吉倉字前田２５－５
福島市吉倉字前田２５－５
福島市吉倉字前田２５－５
福島市吉倉字前田２５－５
福島市吉倉字前田２５－５
福島市吉倉字前田２５－５
福島市吉倉字前田２５－５
福島市吉倉字前田２５－５
福島市吉倉字前田２５－５
福島市吉倉字前田２５－５
福島市宮代字一本松９１
福島市御山字上谷地３８－６
福島市腰浜町４－３０
福島市佐倉下字笠ノ内北７－１６
福島市佐倉下字南浜田１０－１
福島市笹木野字蜂久保１３－８
福島市三河北町2-8 Coco Mezon1階B室
福島市方木田字葉ノ木立５－６
福島市春日町１１－３６
福島市春日町１１－３６
福島市小田字正夫田前２５－２
福島市松山町１３６
福島市松川町字仲ノ内４５
福島市上野寺字和田前２５－３
福島市新町２－１１
福島市新町６－３３
福島市森合字西養山１５－１
福島市森合字西養山１５－１
福島市成川字古屋敷６－２
福島市成川字成田口１６－９
福島市西中央５－２－３
福島市曽根田町６－７ グリーンアカデミービル２Ｆ
福島市太平寺字毘沙門堂２５－８
福島市大森字竹ノ内前１１－１４
福島市大森竹ノ内前１１－１４
福島市中町７－１７
福島市中町９－２２
福島市町庭坂字遠原二１８
福島市町庭坂字遠原二１８
福島市町庭坂字遠原二１８
福島市鳥谷野字芝切６０
福島市鳥谷野字芝切６０
福島市鳥谷野字水汲田１６－１ メゾン・ド・パル１０３
福島市渡利字小久保４６
福島市渡利字扇田町１０－２
福島市渡利字番匠町１１４
福島市東中央２－３－８
福島市東中央２－３－８
福島市南矢野目字鼓原１５－２
福島市南矢野目字鼓原１５－２
福島市南矢野目字鵯目５１－９
福島市八木田字並柳６８－２
福島市八木田字並柳６８－２
福島市伏拝字沼ノ上２－１６４
福島市伏拝字沢口９－１
福島市北沢又字稲荷中河原１
福島市北沢又字稲荷中川原１
福島市本内字南街道下１－１
福島市本内字南街道下１－１
福島市野田町４－３－２０
福島市野田町５－８－５８
福島市矢剣町８－２４
福島市立子山字畑中７２－６
二本松市南町２２５
二本松市南町２２５
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電話番号
024-533-7555
024-539-8411
024-535-1166
024-563-3945
024-553-4670
024-534-8528
024-553-7661
024-544-0333
024-544-0333
024-544-0333
024-544-0333
024-544-0333
024-544-0333
024-544-0333
024-544-0333
024-544-0333
024-544-0333
024-553-3065
024-536-4950
024-533-2516
024-539-7133
024-593-0881
024-534-3347
024-525-4062
024-546-5430
024-535-3865
024-535-3865
024-546-1373
024-533-6228
024-567-4888
024-533-2547
024-529-5407
024-535-1311
024-536-4464
024-536-4464
024-546-6498
024-545-1965
024-533-1251
024-573-8100
024-544-2881
024-546-1341
024-546-1341
024-522-5124
024-521-0365
024-591-3351
024-591-3351
024-591-3351
024-573-7199
024-573-7199
024-545-8760
024-524-1064
024-521-2533
024-523-5003
024-535-3361
024-535-3361
024-554-1108
024-554-1108
024-558-7866
024-545-5851
024-545-5851
024-545-4959
024-546-5345
024-558-3322
024-558-3322
024-552-5831
024-552-5831
024-535-4529
024-535-3241
024-534-7467
024-597-2555
0243-23-1409
0243-23-1409

ＦＡＸ番号
024-533-7555
024-539-8416
024-535-5139
020-4665-6985
024-553-4715
024-534-8528
024-553-7662
024-544-0334
024-544-0334
024-544-0334
024-544-0334
024-544-0334
024-544-0334
024-544-0334
024-544-0334
024-544-0334
024-544-0334
024-553-9609
024-526-3662
024-533-2519
024-539-5687
024-593-0881
024-534-3354
024-525-4069
－
024-535-3883
024-535-3883
024-546-1353
024-533-6230
024-567-3441
024-533-2613
024-529-5408
024-536-2857
024-536-4468
024-536-4468
024-546-6498
024-545-1971
024-533-1256
024-573-8101
024-544-2988
024-546-0145
024-546-0145
024-522-5139
024-524-2264
024-591-3350
024-591-3350
024-591-3350
024-573-7199
024-573-7198
024-545-9156
024-524-1084
024-522-0708
024-522-0851
024-535-3363
024-535-3363
024-554-1158
024-554-1158
024-558-7902
024-545-5605
024-545-5605
024-545-4994
024-546-5345
024-557-4091
024-557-4091
024-552-5834
024-552-5834
024-535-1822
024-535-3653
024-531-3353
024-597-2558
0243-23-1410
0243-23-1410

番号

氏名

建築士

電話番号

ＦＡＸ番号

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

服部 竹雄
菅野 光雄
石神 喜裕貴
石津 伸一
引地 勝則
菅野 哲
安田 脩
徳田 睦
樋口 静克
佐藤 祐一
渡邊 徹郎
中山 武徳
八巻 健一
八巻 和也
片山 大作
安齋 勇
遠藤 千夏
小島 健二
三瓶 眞満
真島 祐雄
安田 常男
遠藤 厚治
小野 紀章
小野 喜一
半澤 博
斎藤 政利
菅野 俊光
斎藤 規雄
斎藤 聖子
斎藤 規矩雄
菅野 英夫
佐藤 敏夫
佐藤 宏幸
佐藤 みき子
原 大輔
渡邉 直之
安田 将志
松本 和彦
小嶋 聡
菅野 悦司
星 若菜
渡邉 恵美子
小嶋 裕茂
坪井 大輔
松崎 益一
佐藤 悦子
鈴木 俊子
月舘 守
鈴木 由里子
亀岡 政雄
津田 浩嗣
鴫原 直樹
安藤 祐太郎
市村 隆
佐藤 敏宏
佐藤 将康

１級
２級
２級
１級
１級
１級
２級
２級
２級
１級
２級
１級
２級
２級
２級
２級
２級
１級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
２級
２級
１級
２級
２級
２級
１級
１級
２級
２級
２級
２級
２級
１級
２級
２級
２級
２級
２級
２級
１級
２級
２級
２級
２級
２級
２級
２級
１級
２級
１級
１級

服部建築設計事務所
菅野建築設計事務所
（有）Ｙ&Ｍ企画工房
シン建築工房
引地建築設計事務所
松浦繁建築設計事務所
松浦繁建築設計事務所
松浦繁建築設計事務所
Art工房
（有）地域設計
（株）渡辺工務店建築設計事務所
中山建築研究所
（株）やまき工務店二級建築士事務所
（株）やまき工務店二級建築士事務所
創建築設計室
安斉建築設計事務所
（有）真島・建築設計事務所
（有）真島・建築設計事務所
（有）真島・建築設計事務所
（有）真島・建築設計事務所
安田建築士事務所
石橋建設工業（株）一級建築設計事務所
おの建築設計事務所
おの建築設計事務所
半沢林業建築設計事務所
（有）斎藤工務店 斎藤設計室
（有） 菅野建築構造設計室
（有）サイトウホーム設計事務所
（有）サイトウホーム設計事務所
（有）サイトウホーム設計事務所
（同）アイビスホーム企画
アート建築設計事務所
佐藤建築
（有）大野建築設計事務所
（有）フォルム建築計画
渡辺一級建築士事務所
est HOME -エストホーム松本建築設計事務所
（株）小島建築設計事務所
菅野建設設計事務所
（株）和田建築設計事務所
（株）小島建築設計事務所
（株）小島建築設計事務所
（有）山内建築設計工房
松崎建設（株） 設計部
（株）亀岡工務店一級建築設計事務所
（株）亀岡工務店一級建築設計事務所
月舘設計工房
（株）亀岡工務店一級建築設計事務所
（株）亀岡工務店一級建築設計事務所
津田工務店設計事務所
Ｋ・Ｈ建工（株）
（株）小島建築設計事務所
栄新設計
ＴＡＦ設計
会津建設（株）設計事務所

所属建築士事務所

二本松市木ノ崎４２０
二本松市木幡字問屋４８８－１
伊達市保原町字宮下１６７－６
伊達市保原町字１０－１４－１ ガーデンパレス保原４０６号
伊達市保原町字赤橋６－１
伊達市保原町字泉町９５－１
伊達市保原町字泉町９５－１
伊達市保原町字泉町９５－１
伊達市保原町上保原字万所２６
伊達市梁川町五十沢字五輪堂１－６
伊達市梁川町字小梁川２７－１
伊達市梁川町字南本町１０８－２
伊達市梁川町舟生字沢向１２－１
伊達市梁川町舟生字沢向１２－１
伊達市霊山町掛田字北町１７－１
本宮市本宮字広町１３－３
本宮市本宮字大町１－１３
本宮市本宮字大町１－１３
本宮市本宮字大町１－１３
本宮市本宮字大町１－１３
本宮市本宮字万世２０６
本宮市髙木字舟場２２
伊達郡桑折町字諏訪４０－２２
伊達郡桑折町字諏訪４０－２２
伊達郡桑折町大字谷地字上割付１２－２
伊達郡国見町大字藤田字町裏８
伊達郡国見町大字内谷字五斗蒔２－３
伊達郡国見町徳江小林１４－１
伊達郡国見町徳江小林１４－１
伊達郡国見町徳江小林１４－１
本宮市高木字辻向１－２
福島市宮代字植田３３－２
二本松市箕輪３－３４
福島市南矢野目字鼓原１５２
福島市新町２－１１ クラフトビル２０１
福島市鎌田字樋懸１４－４
福島市飯坂町平野字原９－１
福島市渡利字天神２７－９－１０３
福島市北沢又字稲荷中川原１
福島市松川町沼袋字戸ノ内１３０
福島市岡部字東町４０－２
福島市北沢又字稲荷中川原１
福島市北沢又字稲荷中川原１
福島市御山字上谷地３８－６
福島市飯坂町字湯沢２４
福島市佐倉下字前３
福島市佐倉下字前３
二本松市下平４７－２－８
福島市佐倉下字前３
福島市佐倉下字前３
二本松市本町１－２１４
二本松市木幡字坂之下１３８－１
福島市北沢又字稲荷中川原１
伊達市保原町久保１１－４
福島市泉字仲田４－１５
福島市南中央３－２
（欠番）

所在地

0243-22-5993
0243-46-3130
024-576-4626
024-576-3586
024-575-0234
024-575-5001
024-575-5001
024-575-5001
024-575-2308
024-577-3526
024-577-0409
024-577-0844
024-577-1756
024-577-1756
024-564-2696
0243-34-2769
0243-33-2865
0243-33-2865
0243-33-2865
0243-33-2865
0243-33-1500
0243-33-2519
024-582-3004
024-582-3004
024-582-2801
024-585-2249
024-585-1163
024-585-2139
024-585-2139
024-585-2139
0243-63-0656
024-597-7070
0243-23-7083
024-554-1108
024-529-5407
024-553-4670
024-563-5695
024-528-0561
024-558-3322
024-567-6126
024-563-3945
024-558-3322
024-558-3322
024-536-4950
024-542-3767
024-593-1717
024-593-1717
0243-22-8720
024-593-1717
024-593-1717
0243-22-1684
0243-24-9600
024-558-3322
024-575-2677
080-5224-5174
024-535-4440

0243-22-5764
0243-46-3192
024-502-3670
024-573-6764
024-575-0234
024-575-5050
024-575-5050
024-575-5050
024-576-2204
024-577-3502
024-577-0561
024-577-7437
024-577-3178
024-577-3178
024-564-2696
0243-34-1030
0243-33-2876
0243-33-2876
0243-33-2876
0243-33-2876
0243-34-1725
0243-33-6049
024-582-6335
024-582-6335
024-582-2077
024-585-5060
024-585-1173
024-585-5289
024-585-5289
024-585-5289
0243-63-0788
024-597-7071
0243-23-7529
024-554-1108
024-529-5408
024-553-4715
024-563-5692
024-528-0562
024-557-4091
024-567-6196
020-4665-6985
024-557-4091
024-557-4091
024-526-3662
024-542-3770
024-593-1725
024-593-1725
0243-22-8720
024-593-1725
024-593-1725
0243-23-4154
0243-24-9601
024-557-4091
024-572-7057
－
024-535-5955

髙橋 隆
皆川 涼
八代 絢子
熊倉 剛
斎藤 直人
田中 宏幸
藤原 学
平野 博之
加藤 哲也
渡部 伸昭
佐藤 由美子
中山 優子
桑名 翔太
小賀坂 卓也
橋本 剛
栁沼 恭二
菅野 真奈実
梅津 武美
佐藤 研吾
神野 功
山岸 雅幸
渡辺 由広
大和田 守
菅野 竜也
山岸 敏郎

２級
２級
２級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
２級
２級
２級
２級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
２級
１級
２級

（株）小島建築設計事務所
ヤマニ建設設計事務所
ヤマニ建設設計事務所
会津建設（株）設計事務所
ホームプロ建築設計
（株）田中建築設計事務所
会津建設（株）設計事務所
会津建設（株）設計事務所
会津建設（株）設計事務所
（有）真島・建築設計事務所
（株）和田建築設計事務所
（有）Plan net 建築設計事務所
ARCHITRIP建築設計事務所
ヤマニ建設設計事務所
Magnifico建築スタジオ
恭建築設計事務所
（株）小島建築設計事務所
（株）梅津工業一級建築設計室
佐藤研吾建築設計事務所
（有）神野工務店一級建築士事務所
（株）泉製材所二級建築士事務所
ガイア建築設計事務所
大和田建築
菅野建築設計事務所
（株）ビーグラッド

福島市北沢又字稲荷中川原１
二本松市南町２２５
二本松市南町２２５
福島市南中央３－２
福島市森合字蒲原１８－１５
福島市成川字成田口１６－９
福島市南中央３－２
福島市南中央３－２
福島市南中央３－２
本宮市本宮字大町１－１３
福島市岡部字東町４０－２
伊達市保原町字市柳町２８－１
伊達市伏黒字東平２６－１
二本松市南町２２５
伊達市伏黒字東平２６－１
安達郡大玉村玉井字的場６０－１
福島市北沢又字稲荷中川原１
福島市上名倉字草深内４８－１
安達郡大玉村玉井字五里田１５０
二本松市太田字布沢２５２
福島市泉字弐斗蒔１８
本宮市白岩字松ヶ作３５３
福島市永井川字沢田４３－１
二本松市戸沢字馬乗２９－２
福島市堀河町６－１１ Re：SQUARE-C

024-558-3322
0243-23-1409
0243-23-1409
024-535-4440
024-557-0083
024-545-1965
024-535-4440
024-535-4440
024-535-4440
0243-33-2865
024-563-3945
024-575-5271
090-6226-4696
0243-23-1409
024-573-0260
0243-24-8268
024-558-3322
024-593-3102
0243-24-2702
0243-47-3408
024-557-4886
0243-64-2330
024-546-7081
0243-46-3566
024-529-7907

024-557-4091
0243-23-1410
0243-23-1410
024-535-5955
024-557-0083
024-545-1971
024-535-5955
024-535-5955
024-535-5955
0243-33-2876
020-4665-6985
024-575-5393
－
0243-23-1410
024-573-0261
0243-24-8268
024-557-4091
024-593-4863
－
0243-47-3041
024-559-1514
0243-64-2331
024-546-7241
0243-46-3584
024-529-7908

77

県
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

中

氏名

建築士

田母神 昭夫
和泉 武志
溝井 宇一
桑名 和雄
会田 勝浩
尾﨑 真哉
山下 純次
大原 昇
渡邉 徹
小檜山 崇
沢野 三枝子
相良 茂
根本 克紀
水上 朗
阿部 夏希
渡邊 徳茂利
青木 孝恭
根本 安太郎
五十嵐 務
横田 三郎
阿部 愼一
鈴木 清高
渡邉 平
渡邉 武
笹内 忠幸
古川 弘

１級
２級
１級
１級
２級
１級
１級
２級
２級
２級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
２級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
２級
２級
１級
１級
２級
１級
２級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
２級
２級
２級
２級
２級
１級
１級
２級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
１級

五十嵐 有美子

宗像 正浩
田中 毅
佐久間 久尚
帆刈 大輔
八代 勝也
柏原 広継
石井 宏治
熊田 忠廣
濱尾 誠也
村井 淳
村上 淳子
二瓶 洋幸
高村 幸子
紺野 健二
松谷 忠
菅野 克樹
伊藤 建次
横田 晃
増子 則雄
酒井 直樹
大内 一弘
佐藤 淳二
渡辺 光司
石塚 隆
安藤 望
宗像 智加枝
佐藤 次男
神野藤 明元
古戸 善弘
栗山 亀美
菊池 佳彦
高木 晃司
大川原 大樹
田母神 一吉
石澤 憲一
遠藤 照志
佐藤 信一
村越 のぞみ
小林 啓治
土田 信雄
飛木 佳奈
出口 慎一
鈴木 博道
鈴木 賀子
飯田 厚

所属建築士事務所
昭栄創建一級建築士事務所
昭栄創建一級建築士事務所
（有）溝井宇一建築事務所
（有）秀和建築設計事務所
（株）会田工務店建築設計事務所
（株）尾﨑構造設計事務所
（有）ジェイ・ワイ建築デザイン事務所
（株）大原工務店
（株）大原工務店
（株）水上設計
（株）水上設計
（株）水上設計
（株）水上設計
（株）水上設計
伊藤建友一級建築設計事務所
光徳設計事務所
住友不動産（株）住宅再生事業本部一級建築士事務所
住友不動産（株）住宅再生事業本部一級建築士事務所
アイビーホーム一級建築士事務所
アイビーホーム一級建築士事務所
（株）清水公夫研究所
（株）清水公夫研究所
（有）渡邉武建築設計事務所
（有）渡邉武建築設計事務所
俵屋建築設計事務所
（有）古川弘建築設計室
（株）ティ．アール建築アトリエ
（有）宗像建工匠
隂山建設（株）
（有）尚建築設計
帆刈建築設計事務所
八代建築設計事務所
アコルド設計事務所
（株）エスデー設計研究所
（株）建築工房kuma
（株）ＪＡライフクリエイト福島一級建築士事務所
（有）村井淳建築設計事務所
（株）村上設計事務所
（株）村上設計事務所
和気設計工房
ユーアール補償技術研究所一級建築士事務所
（有）サンミックス・システム堀井勝典研究所
伊藤建築設計事務所
伊藤建築設計事務所
ＨＩＫＡＲＵ建築設計事務所
（株）増子建築工業
（株）オオバ工務店一級建築士事務所
（株）オオバ工務店一級建築士事務所
（株）オオバ工務店一級建築士事務所
（株）オオバ工務店一級建築士事務所
石塚一級建築設計事務所
八光建設（株）
八光建設（株）
佐藤建設設計事務所
光建工業（株）
光建工業（株）
ダ・マーク建築設計事務所
（株）共立建築設計事務所
（株）共立建築設計事務所
（有）テクノス一級建築士事務所
（有）テクノス一級建築士事務所
双葉不動産建設（株）一級建築士事務所
双葉不動産建設（株）一級建築士事務所
佐藤構造設計事務所
希房設計
小林設計事務所
（株）土田建築設計事務所
（株）土田建築設計事務所
アドバンスホーム（株）
（有）博建築設計室
（有）博建築設計室
いわせ構造設計室

所在地
郡山市安積２－３５１－１
郡山市安積２－３５１－１
郡山市安積２－６９ 安積ビル３０１
郡山市安積町荒井字下北井前１－５
郡山市安積町荒井字洞田５
郡山市安積町荒井字北大部５－２ スカイコート４０６
郡山市安積町成田字田向４５－２０５
郡山市安積町日出山２－２１－１
郡山市安積町日出山２－２１－１
郡山市安積町日出山４－１０６
郡山市安積町日出山４－１０６
郡山市安積町日出山４－１０６
郡山市安積町日出山４－１０６
郡山市安積町日出山４－１０６
郡山市喜久田町堀之内字釜場西１８－４
郡山市桑野１－１６－６（ネオＨ４０８号）
郡山市虎丸町２１－１０ ＥＭＥ郡山ビル１階
郡山市虎丸町２１－１０ ＥＭＥ郡山ビル１階
郡山市菜根４－１７－１１
郡山市菜根４－１７－１１
郡山市菜根３－１２－８
郡山市菜根３－１２－８
郡山市桜木２－２８－３
郡山市桜木２－２８－３
郡山市字桑野清水台４８－３
郡山市七ツ池町１８－８
郡山市小原田３－５－９
郡山市神明町１０－１１
郡山市石渕町１－９
郡山市台新１－３７－３
郡山市大槻町字上中谷地３１－４
郡山市大槻町字仁池向７－３３
郡山市大槻町字二本木１３－１
郡山市池ノ台１５－１５
郡山市朝日２－２１－１０ ＹＫビル１０２号
郡山市田村町金屋字下夕川原７６－１
郡山市土瓜２－２－１２
郡山市島２－３９－１９
郡山市島２－３９－１９
郡山市島２－４５－２
郡山市八山田５－４２３
郡山市八山田７－４２
郡山市富久山町福原字三斗蒔田３５
郡山市富久山町福原字三斗蒔田３５
郡山市富久山町福原字東５９－７
郡山市富久山町福原字東内打５－１
郡山市富田町字権現林３－４
郡山市富田町字権現林３－４
郡山市富田町字権現林３－４
郡山市富田町字権現林３－４
郡山市富田町字池向３２－８
郡山市並木１－１－１１
郡山市並木１－１－１１
郡山市並木４－７－８
郡山市方八町２－１３－９
郡山市方八町２－１３－９
郡山市芳賀１－１６－１
郡山市芳賀２－１９－１４
郡山市芳賀２－１９－１４
郡山市鳴神２－１０９－２
郡山市鳴神２－１０９－２
郡山市緑町３－１０
郡山市緑町３－１０
須賀川市一里坦１６－１
須賀川市丸田町２６４
須賀川市向陽町２９７
須賀川市西の内町７４
須賀川市西の内町７４
須賀川市西川字後田７８－１
須賀川市朝日田１３０
須賀川市朝日田１３０
須賀川市北横田字石の花１８９
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電話番号
024-937-3335
024-937-3335
024-946-3575
024-946-3505
024-945-2424
024-953-7343
024-937-2066
024-944-9214
024-944-9214
024-943-2290
024-943-2290
024-943-2290
024-943-2290
024-943-2290
024-959-6899
024-938-9213
024-991-4155
024-991-4155
024-990-0855
024-990-0855
024-922-9334
024-922-9334
024-932-3627
024-932-3627
024-935-5070
024-925-5800
024-943-1365
024-922-1278
024-944-1325
024-933-8362
024-954-5054
024-945-7253
024-961-4702
024-938-2314
024-983-5880
024-942-5068
024-952-6204
024-933-4554
024-933-4554
024-983-1430
024-921-1777
024-939-6020
024-933-6574
024-933-6574
024-983-4022
024-933-0301
024-961-6500
024-961-6500
024-961-6500
024-961-6500
024-951-0434
024-922-8553
024-922-8553
024-931-4408
024-941-3200
024-941-3200
024-954-9200
024-944-2278
024-944-2278
024-983-9955
024-983-9955
024-983-4851
024-983-4851
0248-75-0892
024-941-3763
0248-72-0571
0248-76-5965
0248-76-5965
0248-72-2421
0248-75-2555
0248-75-2555
0248-65-2563

ＦＡＸ番号
024-937-3353
024-937-3353
024-946-6956
024-945-8510
024-945-2518
024-953-7344
024-937-2066
024-944-9688
024-944-9688
024-943-7230
024-943-7230
024-943-7230
024-943-7230
024-943-7230
024-959-3299
024-933-2875
024-991-4156
024-991-4156
024-990-0858
024-990-0858
024-922-9822
024-922-9822
024-931-0696
024-931-0696
024-935-5058
024-925-5840
024-944-2850
024-922-6119
024-944-0496
024-933-8427
024-954-5059
024-945-7253
024-961-4703
024-938-2398
024-983-5881
024-942-5090
024-952-6274
024-933-4544
024-933-4544
024-983-1430
024-921-1919
024-939-6021
024-933-6604
024-933-6604
024-983-4020
024-939-3355
024-961-6501
024-961-6501
024-961-6503
024-961-6503
024-951-9499
024-939-1052
024-939-1052
023-931-4408
024-941-3737
024-941-3737
024-954-9210
024-944-0310
024-944-0310
024-983-9966
024-983-9966
024-983-4853
024-983-4853
0248-75-0991
024-941-3764
0248-72-0578
0248-72-0669
0248-72-0669
0248-76-2552
0248-75-2559
0248-75-2559
0248-65-2702

番号

氏名

建築士

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

小松田 建一
小松田 正昭
渡辺 佳彦
武藤 憲雄
小黒 雄
先﨑 美好
村上 武正
廣瀬 茂
石井 春男
大須賀 春一
野崎 一幸
緑川 泰由
山田 和夫
金成 章
根本 博寿
大山 正高
迎 光子
矢吹 雅弘
斉藤 勇
有松 良治
蛭田 裕明
山田 俊嗣
田中 聖輝
小野 奈美
佐久間 保一
荒井 正人
荒川 幸雄
廣瀬 奈津
菊地 和裕
鈴木 奈津子
全田 博一
生天目 正人
丸山 昌弘
清 利幸
佐久間 智春
今泉 健太郎

２級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
１級
２級
２級
１級
１級
２級
２級
２級
１級
２級
２級

小松田建築設計事務所
小松田建築設計事務所
（株）倉伸一級建築士事務所
（株）旭設計事務所
桜田工業（株）
（有）先﨑工務店建築設計事務所
村上建築設計事務所
廣創建設設計事務所
石井設計室
（有）大須賀建設
幸建築設計事務所
緑川建築設計事務所
山田設計
金成建築設計事務所
住空間設計工房
大山建築設計事務所
（有）雅建築設計事務所
（有）雅建築設計事務所
斉藤設計
エースハウジング
（有）東石建築設計事務所
清建築設計
（有）田中建築企画室
MUNAKATA
結建築研究室
MR一級建築士事務所
廣創建設設計事務所
廣創建設設計事務所
（株）菊地住建設計事務所
郡山ブレン設計（株）
水谷工業（株）建築士事務所
生天目建築設計事務所
（株）マルイホーム二級建築士事務所
一級建築士事務所 清建築設計室
ワンズ建築設計室
（株）香設計

須賀川市和田字立石４３－１５
須賀川市和田字立石４３－１５
田村市船引町永谷字平２１７－１
田村市船引町船引字反田６－１
田村市滝根町広瀬字石崎２４
田村市滝根町神俣字木ノ下８
田村市都路町岩井沢字道ノ内３４－１０
岩瀬郡鏡石町岡ノ内５０３
岩瀬郡鏡石町前山１０５ Ｅ－１０１
岩瀬郡天栄村大字下松本字宮前２
石川郡玉川村大字川辺字舘１０２
石川郡古殿町大字竹貫字千足５５
石川郡石川町字王子平１３４
石川郡石川町字屋敷ノ入６７－６
石川郡石川町字当町１１３
石川郡石川町大字塩沢字広畑４５－１
石川郡石川町大字塩沢字広畑５２
石川郡石川町大字塩沢字広畑５２
石川郡石川町大字双里字神主１３
石川郡石川町大字双里字神主５
石川郡浅川町大字浅川字新宿１０４－１
田村郡三春町字小滝１８－１
田村郡三春町字尼ヶ谷２１
田村郡三春町大字鷹巣字水上１４６
田村郡三春町八島台７－５－１３
田村郡小野町大字小野新町字舘廻り９２－２
岩瀬郡鏡石町岡ノ内５０３
岩瀬郡鏡石町岡ノ内５０３
田村郡三春町大字実沢字樋ノ入４２－３
郡山市並木３－６－３ オフィス並木７号
石川郡石川町字当町１１
田村郡小野町大字浮金字日影９８
郡山市御前南５－５３－１
郡山市台新２－４－２２
郡山市成山町５９－６
郡山市富久山町久保田字久保田１００－１
（欠番）

木村
伊藤
伊東
羽生
遠藤
大槻
角田
鈴木

２級
２級
１級
２級
２級
１級
２級
２級

光建工業（株）
（株）エスデー設計研究所
（株）エスデー設計研究所
合同会社 地球と家族を考える会
光建工業（株）
光建工業（株）
光建工業（株）
（有）博建築設計室

郡山市方八町２－１３－９
郡山市池ノ台１５－１５
郡山市池ノ台１５－１５
郡山市開成４－２８－１７ （有）建築工房内
郡山市方八町２－１３－９
郡山市方八町２－１３－９
郡山市方八町２－１３－９
須賀川市朝日田１３０

118 髙橋 朋

１級

（株）エネサンス東北一級建築士事務所

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

１級
２級
２級
１級
２級
２級
２級
２級
１級
２級
１級
１級
１級
２級
１級
２級

小林設計
隂山建設（株）
矢部工業（株）一級建築設計事務所
住友林業ホームテック（株）福島支店一級建築士事務所
住友林業ホームテック（株）福島支店一級建築士事務所
（株）会田工務店建築設計事務所
いとう建築調査設計
三柏工業（株）一級建築士事務所
三會堂設計
住彩工房
（株）清水公夫研究所
一級建築士事務所A-SA工房
（株）村上設計事務所
（有）古川弘建築設計室
ｙu工房
（株）村上設計事務所

博
真里
和則
拓希
幹夫
展也
好広
翔子

小林 弘政
柳沼 真木子
矢部 雄二
鈴木 成治
本間 智一
會田 勝浩
伊藤 登志夫
大野 有希子
寺田 満
平澤 公江
久保田 哲誠
佐藤 孝
橋本 遵
土方 恵吏子
三坂 恭一
渡辺 広子

所属建築士事務所

所在地

電話番号
0248-76-1765
0248-76-1765
0247-82-5370
0247-82-4689
0247-78-2161
0247-78-3186
0247-75-2119
0248-62-3250
0248-94-5031
0248-82-2660
0247-57-3221
0247-53-4477
0247-26-7728
0247-26-9811
0247-26-1316
0247-57-5830
0247-26-7997
0247-26-7997
0247-26-1829
0247-26-1344
0247-36-1225
0247-62-2811
0247-62-2965
0247-62-7677
0247-62-1775
0247-72-2687
0248-62-3250
0248-62-3250
0247-62-3509
024-983-9803
0247-26-3175
0247-73-2710
024-983-7321
024-935-7067
024-937-6345
024-924-0005

024-941-3200
024-938-2314
024-938-2314
024-923-5400
024-941-3200
024-941-3200
024-941-3200
0248-75-2555
022-725-8342
宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－３ 仙台MTビル１３F
（郡山支店：024-955（郡山支店：郡山市島２－３１－７）
6678）
（欠番）
（欠番）
郡山市阿久津町字後田１４８－２
080-4063-3987
郡山市石渕町１－９
024-944-1325
田村市滝根町菅谷字椚塚１３
0247-78-2165
郡山市清水台２－１３－２３ 郡山第一ビル７階
024-927-1540
郡山市清水台２－１３－２３ 郡山第一ビル７階
024-927-1540
郡山市安積荒井３－５２４
024-945-2424
郡山市日和田町字小山田２６
024-958-2141
須賀川市大町１０４
0248-72-0389
須賀川市山寺町１９２
0248-72-5960
田村市常葉町常葉字東向２２５
0247-77-4011
郡山市菜根３－１２－８
024-922-9334
田村市船引町船引字扇田５７（福島工房）
090-9921-8412
郡山市島２－３９－１９
024-933-4554
郡山市七ツ池町１８－８
024-925-5800
岩瀬郡鏡石町本町１３
0248-94-4966
郡山市島２－３９－１９
024-933-4554
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ＦＡＸ番号
0248-76-1781
0248-76-1781
0247-81-1075
0247-82-4689
0247-78-2209
0247-78-3518
0247-75-2119
0248-62-3283
0248-94-5031
0248-82-2660
0247-57-5855
0247-53-3722
0247-26-7563
0247-26-9811
0247-26-1316
0247-57-5825
0247-26-8020
0247-26-8020
0247-26-1829
0247-26-1344
0247-36-1225
0247-62-2899
0247-62-2975
0247-62-7687
0247-62-1779
0247-72-2687
0248-62-3283
0248-62-3283
0247-73-8033
024-983-9804
0247-26-0560
0247-73-2714
024-983-7322
024-905-2706
024-937-6346
024-923-5487
024-941-3737
024-938-2398
024-938-2398
024-923-4829
024-941-3737
024-941-3737
024-941-3737
0248-75-2559
022-725-8343

024-943-3859
024-944-0496
0247-78-2770
024-927-1545
024-927-1545
024-945-2518
024-983-3008
0248-72-1890
0248-72-5961
－
024-922-9822
－
024-933-4544
024-925-5840
0248-94-4966
024-933-4544

県
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

南

氏名

建築士

鈴木 俊美
佐久間 源次
久下 麻理子
鈴木 茂久
中川 高志
十文字 孝
渡辺 道直
坂口 健一
塩田 雅幸

２級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
２級

（株）斎藤建築設計事務所
一級建築士事務所（株）鈴木建築設計事務所
一級建築士事務所（株）鈴木建築設計事務所
一級建築士事務所（株）鈴木建築設計事務所
（有）中川高志建築設計室
一級建築士事務所 アトリエ楓
（株）渡辺建築設計事務所
坂口建築設計事務所
塩田建築設計事務所

白河市愛宕町２５
白河市一番町２７－１
白河市一番町２７－１
白河市一番町２７－１
白河市影鬼越２６－５６
白河市萱根北街道端６９－１
白河市新白河２－６１
白河市大手町１６－２
白河市大信下新城和久１６０
（欠番）

0248-23-2724
0248-23-3261
0248-23-3261
0248-23-3261
0248-31-2464
0248-22-7824
0248-22-7811
0248-27-1501
0248-21-9842

0248-23-1838
0248-23-3293
0248-23-3293
0248-23-3293
0248-31-2474
0248-22-7725
0248-22-7812
0248-27-1501
0248-21-9842

鈴木
鈴木
藤島
河越
長尾
円谷
大竹
髙桑
鈴木
渡辺
笹川
安藤
深谷
広瀬
白岩
國井
横川
大瀧
村上
村上
国島

１級
２級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
２級
１級
２級
２級
１級
１級
２級
２級
２級
１級
２級
２級
１級

（株）鈴木伸幸建築事務所
（株）鈴木伸幸建築事務所
（株）鈴木伸幸建築事務所
河越建築設計（株）
長尾建築設計室
円谷建築設計事務所
大竹建築設計室
（有）タック構造設計
（有）タック構造設計
（有）渡辺工務店 渡辺建築研究室
（株）斎藤建築設計事務所
安藤設計室
（株）深谷設計
NPO法人しらかわ建築サポートセンター
（株）白岩工務店建築士事務所
（株）白岩工務店建築士事務所
藤田建設工業（株）一級建築士事務所
大瀧善哉総合建築事務所
恵建築設計
恵建築設計
（株）ユニゾン設計国島建築研究所

白河市明戸８５－５
白河市明戸８５－５
白河市明戸８５－５
西白河郡西郷村大字熊倉字折口原８９－２
西白河郡矢吹町新町６５
西白河郡矢吹町中町２８７
西白河郡矢吹町東郷３２０－１６
西白河郡矢吹町八幡町５８８－１
西白河郡矢吹町八幡町５８８－１
東白川郡棚倉町大字棚倉字町裏３５－６
白河市愛宕町２５
白河市郭内１－１６５
白河市本町６７
白河市中町６４－２ アイオンビル１Ｆ
白河市北堀切７－１
白河市北堀切７－１
東白川郡棚倉町大字棚倉字南町２０
東白川郡塙町本町１１８－１
西白河郡矢吹町中野目東１２１
西白河郡矢吹町中野目東１２１
西白河郡矢吹町東郷４７７－５

0248-22-2188
0248-22-2188
0248-22-2188
0248-25-5521
0248-42-2619
0248-42-3333
0248-44-2137
0248-44-3546
0248-44-3546
0247-33-3020
0248-23-2724
0248-27-2693
0248-22-5138
0248-23-8088
0248-23-2448
0248-23-2448
0247-33-2281
0247-43-4569
0248-45-2747
0248-45-2747
0248-44-4590

0248-22-2189
0248-22-2189
0248-22-2189
0248-25-5523
0248-42-2619
0248-42-3333
0248-44-2137
0248-44-4804
0248-44-4804
0247-33-3020
0248-23-1838
0248-27-2693
0248-27-0588
0248-29-8046
0248-23-3703
0248-23-3703
0247-33-6942
0247-43-2186
0248-45-2750
0248-45-2750
0248-44-4045

聖志
優輔
英寿
雅人
和永
庄造
幹男
正晴
ゆみ
守
勇二
隆
義人
英一
修一
豊
弘
善哉
幸裕
好幸
賢

所属建築士事務所

所在地

80

電話番号

ＦＡＸ番号

会
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

津

氏名

建築士

舟窪 翔太郎
菊地 章太
田中 冬至夫
湯浅 高志
鈴木 善孝
藤原 博
星 昇
新井 広大
新井 正人
吉田 誠一
吉田 紀子
荒明 勇一
渡部 喜久
遠藤 遼平
物江 美紀
荒川 浩
大塚 多美子
渡部 平次
平野 浩司
大竹 龍彦
三星 和敬
渡部 武彦
小松 直樹
星 貞博
室井 洋
佐藤 有史
加藤 榮一
松本 尊之
伊藤 博道
渡部 春夫
長嶺 一郎
成田 幸男
菊地 和彦
長嶺 力
大竹 雅俊
長谷川 光一
長谷川 隆
宮井 義弘
荒川 拓也
鈴木 秀一
渡邉 和弘
小野 光智
岩下 栄一
小西 裕司
野邉 千尋
室井 順一
山口 幸治
大竹 義春
遠藤 孝幸
和泉 健太郎
青柳 真人
中野 勝行
二瓶 新一
中原 綾子
舟田 裕二

２級
２級
１級
２級
１級
１級
１級
２級
１級
１級
１級
２級
１級
２級
２級
１級
２級
２級
２級
２級
１級
２級
２級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
２級
１級
１級
１級
２級
２級
１級
１級
１級
２級
２級
１級
１級
２級
１級
２級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
２級
２級

所属建築士事務所
（株）白井設計
（株）共同設計
（株）共同設計
（有）野々村建設設計事務所
（有）野々村建設設計事務所
（有）野々村建設設計事務所
星建築設計室
（有）アルファ建築設計
（有）アルファ建築設計
（有）吉田建築計画事務所
（有）吉田建築計画事務所
荒明建築設計事務所
Y-BOX建築設計室
（株）スリートラスト
（有）荒川建築設計事務所
（有）荒川建築設計事務所
（有）荒川建築設計事務所
平ちゃん建築設計事務所
会津土建（株）
会津土建（株）
会津土建（株）
会津土建（株）
伸和設計事務所
伸和設計事務所
（有）佐藤建築設計事務所
（有）佐藤建築設計事務所
（有）加藤建築設計事務所
ＴＩＣ建築設計事務所
計画建設（株）
春 企画設計室
平次建築設計事務所
成田木材建築設計事務所
（有）和構造設計事務所
（有）和構造設計事務所
大竹設計事務所
東北入谷まちづくり建設一級建築士事務所
あど設計一級建築士事務所
宮井建築設計事務所
（有）荒川眞一建築設計事務所
（株）丸庄工務所二級建築士事務所
渡邉建築設計事務所
小野光匠
（株）弓田建設一級建築士事務所
（株）弓田建設一級建築士事務所
ツルカメ建設二級建築士事務所
ツルカメ建設二級建築士事務所
秋山ユアビス建設（株）一級建築士事務所
大竹設計事務所
佐久間建設工業（株）一級建築設計事務所
（有）和泉設計
滝谷建設一級建築士事務所
ナカノ建築設計室
成田木材建築設計事務所
東北入谷まちづくり建設一級建築士事務所
ライファ会津設計事務所

所在地
会津若松市インター西５６－６
会津若松市栄町８－３５
会津若松市栄町８－３５
会津若松市河東町浅山字仲田１５
会津若松市河東町浅山字仲田１５
会津若松市河東町浅山字仲田１５
会津若松市河東町東長原字一本木１－２
会津若松市花春町７－６７
会津若松市花春町７－６７
会津若松市居合町１１－５０
会津若松市居合町１１－５０
会津若松市高野町中前田３１０
会津若松市城東町１４－３０
会津若松市真宮新町南２－１４４
会津若松市中央２－１－２８
会津若松市中央２－１－２８
会津若松市中央２－１－２８
会津若松市中町４－３３ 平ちゃんビル３Ｆ
会津若松市追手町５－３６
会津若松市追手町５－３６
会津若松市追手町５－３６
会津若松市追手町５－３６
会津若松市天神町２３－２１
会津若松市天神町２３－２１
会津若松市東栄町９－１７
会津若松市東栄町９－１７
会津若松市東千石２－４－１７
会津若松市日新町１０－４０
会津若松市本町１１－１６
会津若松市門田町大字一ノ堰字土手外１０－２
会津若松市門田町中野大道西５５
会津若松市柳原町３－１－１
会津若松市鶴賀町２－１０
会津若松市鶴賀町２－１０
河沼郡会津坂下町字上口５２４－１
河沼郡会津坂下町字沢ノ目１７１７
河沼郡柳津町大字郷戸字堂前乙９７－５８
大沼郡会津美里町字高田甲２６９６
大沼郡会津美里町字高田甲２８５５－１
大沼郡会津美里町字水戸乙２３７５
大沼郡会津美里町字川原町甲１８０１－４

電話番号

0242-25-4870
0242-39-3960
0242-39-3960
0242-76-1721
0242-76-1721
0242-76-1721
0242-75-5311
0242-26-5225
0242-26-5225
0242-25-2190
0242-25-2190
0242-32-1331
0242-28-2614
0242-23-7863
0242-39-0058
0242-39-0058
0242-39-0058
0242-23-7560
0242-26-4500
0242-26-4500
0242-26-4500
0242-26-4500
0242-29-7745
0242-29-7745
0242-27-0614
0242-27-0614
0242-26-8751
0242-26-0018
0242-27-2641
0242-27-2604
0242-26-8529
0242-27-5221
0242-32-3939
0242-32-3939
0242-83-1080
0242-83-3311
0241-42-3114
0242-54-2336
0242-54-2156
0242-54-2011
0242-56-2809
大沼郡会津美里町字北浦甲２７２１－３ コーポラスライト１０２号 0242-56-5055
会津若松市町北町大字藤室字藤室７２１－１
0242-32-0311
会津若松市町北町大字藤室字藤室７２１－１
0242-32-0311
会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合１２９－３
0242-32-6260
会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合１２９－３
0242-32-6260
会津若松市米代１－４－３０
0242-27-3770
河沼郡会津坂下町字上口５２４－１
0242-83-1080
大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平６８７
0241-52-3111
会津若松市町北町大字上荒久田字石尻121
0242-22-8196
会津若松市大町１－２－８
0242-24-3511
大沼郡会津美里町字西裏１６７９
0242-54-4033
会津若松市柳原町３－１－１
0242-27-5221
河沼郡会津坂下町字沢ノ目１７１７
0242-83-3311
会津若松市滝沢町５－１３
0242-33-1183

81

ＦＡＸ番号
0242-25-4786
0242-39-3961
0242-39-3961
0242-76-1722
0242-76-1722
0242-76-1722
0242-75-5312
0242-26-5295
0242-26-5295
0242-25-2109
0242-25-2109
0242-32-1332
0242-28-2625
0242-23-7828
0242-39-0057
0242-39-0057
0242-39-0057
0242-23-7860
0242-29-5911
0242-28-6262
0242-28-6262
0242-28-6262
0242-28-5090
0242-28-5090
0242-27-0615
0242-27-0615
0242-29-2616
0242-26-0020
0242-28-6253
0242-27-3820
0242-26-4529
0242-26-3198
0242-22-3585
0242-22-3585
0242-82-4495
0242-83-0558
0241-42-2876
0242-54-2336
0242-54-2170
0242-54-2021
0242-56-2831
0242-56-5055
0242-24-0087
0242-24-0087
0242-32-6919
0242-32-6919
0242-27-0428
0242-82-4495
0241-42-7177
0242-22-1320
0242-25-0940
0242-54-4033
0242-26-3198
0242-83-0558
0242-25-1185

喜多方
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

氏名

建築士

五十嵐 智一
横山 仁
遠藤 儀一
須藤 節男
東條 竜也
室井 浩一
齋藤 芳浩
吉川 清志
佐藤 勝
酒井 利美
斎藤 弘幸
渡部 有司
金井 好平
笹岡 正人
稲田 将大
渡部 敏弘
山口 剛
前川 慎吾
加藤 俊哉

１級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
２級
１級
２級
２級
２級
１級
２級
２級
２級
２級
１級

所属建築士事務所
（株）創ライフ研究室
（株）創ライフ研究室
遠藤設計事務所
伊東建築設計事務所
TOJO設計工房
（有）室井建築設計事務所
齋藤好正商店防災建築設計事務所
吉川建築設計事務所
佐藤勝建築設計事務所
S.A.建築デザイン一級建築士事務所
さいとう建築設計
渡部設計事務所
（株）山口設計
笹岡一級建築士事務所
（株）山口設計
渡部建築
（株）山口設計
（株）山口設計
加藤俊哉建築事務所

所在地
喜多方市塩川町字東栄町１－７－１５
喜多方市塩川町字東栄町１－７－１５
喜多方市塩川町字藤の木４３
喜多方市熊倉町熊倉字東裏６７５－２
喜多方市字花園１５３
喜多方市字宮西２５４１－１２
喜多方市字諏訪２２５
喜多方市字西四ツ谷６２
喜多方市字番帳免９１２２
耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯１０９３
耶麻郡北塩原村大字北山字村ノ内４１７０－２
耶麻郡猪苗代町蚕養字北谷地向甲１７５７－２
耶麻郡猪苗代町字津金沢５４
耶麻郡猪苗代町字東町裏４７９３
耶麻郡猪苗代町字津金沢５４
耶麻郡猪苗代町大字三郷字水沢８５５
耶麻郡猪苗代町字津金沢５４
耶麻郡猪苗代町字津金沢５４
喜多方市岩月町喜多方字渕ノ上１４３－６

電話番号
0241-27-3530
0241-27-3530
0241-27-2110
0241-22-1441
0241-23-5288
0241-22-0958
0241-22-1709
0241-22-5937
0241-24-3561
0241-32-3162
0241-24-2415
0242-85-7168
0242-62-4310
0242-62-3940
0242-62-4310
0242-66-2623
0242-62-4310
0242-62-4310
0241-22-7239

ＦＡＸ番号
0241-27-3529
0241-27-3529
0241-27-2110
0241-22-1441
0241-23-5288
0241-22-0958
0241-23-1708
0241-22-5937
0241-24-3561
0241-32-3153
0241-24-2415
0242-85-7169
0242-62-4381
0242-62-3940
0242-62-4381
0242-66-2623
0242-62-4381
0242-62-4381
0241-22-7239

南会津
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

氏名
菅家 英祐
目黒 康夫
大橋 仁
大橋 祐一
本名 俊之
平野 良一
星 秀明
桑名 誠
星 勝宏
渡部 誠
芳賀 智

建築士
２級
１級
２級
１級
２級
１級
２級
１級
１級
２級
２級

所属建築士事務所
平山建設設計事務所
（有）南建築設計事務所
（株）大橋工務店設計部
（株）大橋工務店設計部
南総建（株）一級建築士事務所
三ツ岩建築設計事務所
丸亀建築設計事務所
（株）会津デザイン工房一級建築士事務所
三立土建（株） 一級建築士事務所
（株）大桃建設工業
（株）大桃建設工業

所在地
南会津郡只見町大字小林字下前田４１２
南会津郡只見町大字只見字上原１６８９－４
南会津郡南会津町永田字西俣１１０
南会津郡南会津町永田字西俣１１０
南会津郡南会津町山口字堀田７９１
南会津郡南会津町大桃字居平２６８
南会津郡南会津町田島字後原甲３４７９
南会津郡南会津町田島字後原甲３６８５
南会津郡下郷町大字湯野上字沼袋乙８４３
南会津郡南会津町田島字本町甲３８８６
南会津郡南会津町田島字本町甲３８８６
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電話番号
0241-86-2114
0241-82-2681
0241-62-1000
0241-62-1000
0241-72-2516
0241-76-2290
0241-62-0546
0241-64-5281
0241-68-2301
0241-62-0020
0241-62-0020

ＦＡＸ番号
0241-86-2115
0241-82-2691
0241-62-3872
0241-62-3872
0241-72-2512
0241-76-2290
0241-62-0135
0241-64-5282
0241-68-2333
0241-62-0282
0241-62-0282

相
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

双

氏名

建築士

花塚 豪人
野本 和彦
羽賀 隆広
佐藤 文恵
菅原 政明
鈴木 康男
高野 力生
古市 幸雄
平本 利通
猪苅 律
神林 正人
橘 正之
松本 政孝
池田 静男
菅野 量一
木幡 典清
佐野 正知
櫻井 正勝
島 惣一
高野 和夫
番場 恵子
小谷津 和矢
小谷津 祐規
原 美幸
奥田 麻妃
玉川 敬
鈴木 州治
鈴木 八洲男
小島 和芳
木村 貴之
佐藤 一廣
佐藤 哲信
山城 雅昭
遠藤 一善
鹿股 亘
小野内 重雄
小林 貴幸
荒 雅之
西内 俊逸

１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
２級
１級
２級
２級
１級
２級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
２級

所属建築士事務所
花塚熱学工業（有）一級建築設計事務所
小野建設一級建築設計事務所
関場建設（株）一級建築士事務所
ハイエスト設計
ハイエスト設計
関場建設（株）一級建築士事務所
関場建設（株）一級建築士事務所
関場建設（株）一級建築士事務所
Ｔ＆Ｃ建築工房一級建築士事務所
猪苅二級建築士設計事務所
（株）中里工務店一級建築士事務所
（株）中里工務店一級建築士事務所
（株）中里工務店一級建築士事務所
（株）中里工務店一級建築士事務所
一級建築士事務所ドムデザイン
一級建築士事務所ドムデザイン
一級建築士事務所ドムデザイン
一級建築士事務所ドムデザイン
一級建築士事務所ドムデザイン
一級建築士事務所ドムデザイン
番場一級建築士事務所
小谷津一級建築設計事務所
小谷津一級建築設計事務所
原建築設計事務所
ラビットデザイン事務所
玉川敬建築設計室
鈴木工務店二級建築士事務所
鈴木工務店二級建築士事務所
和（KAZU）デザイン
木村二級建築士設計事務所
（株）紺野工務所一級建築士事務所
佐藤建業一級建築士事務所
ＨＬＣ
（株）ホームキャリア一級建築士事務所
（株）ホームキャリア一級建築士事務所
（株）小野内工務店
（株）幸建築＆すまいる倶楽部
荒設計事務所
西内二級建築設計事務所

所在地
相馬市沖ノ内３－５－２１
相馬市中村字荒井町１２
南相馬市原町区錦町１－１
相馬市中野字寺前４４０－１
相馬市中野字寺前４４０－１
南相馬市原町区錦町１－１
南相馬市原町区錦町１－１
南相馬市原町区錦町１－１
南相馬市原町区本町１－３１ 四つ葉ビル１F B号室
南相馬市原町区国見町２－９３
南相馬市小高区大井字深町４８
南相馬市小高区大井字深町４８
南相馬市小高区大井字深町４８
南相馬市小高区大井字深町４８
南相馬市原町区青葉町１－１
南相馬市原町区青葉町１－１
南相馬市原町区青葉町１－１
南相馬市原町区青葉町１－１
南相馬市原町区青葉町１－１
南相馬市原町区青葉町１－１
南相馬市原町区大町２－１２５
南相馬市原町区中太田字天狗田９
南相馬市原町区中太田字天狗田９
南相馬市原町区本陣前１－３８－１５
南相馬市鹿島区御山字願阿弥田９０－１
南相馬市小高区小谷字龍ヶ迫１０
双葉郡大熊町大字小入野字西大和久５５
双葉郡大熊町大字小入野字西大和久５５
相馬郡新地町駒ヶ峯字雉子喰８２－５
南相馬市原町区大甕字戸屋下６５－１
南相馬市原町区橋本町４－６－４
南相馬市原町区北新田字広田１７０
南相馬市原町区牛越字糀屋８７－６
富岡町大字本岡関ノ前１９３－５
富岡町大字本岡関ノ前１９３－５
相馬市中村字北町７８－１８
南相馬市小高区大井字松崎１５０
相馬市程田字薮内前１１２
南相馬市原町区雫字塔場下２５４
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電話番号
0244-36-2334
0244-36-2125
0244-25-2525
0244-36-7134
0244-36-7134
0244-25-2525
0244-25-2525
0244-25-2525
0244-32-1883
0244-23-4375
0244-44-3543
0244-44-3543
0244-44-3543
0244-44-3543
0244-22-1111
0244-22-1111
0244-22-1111
0244-22-1111
0244-22-1111
0244-22-1111
0244-23-2730
0244-23-3503
0244-23-3503
0244-23-5436
0244-47-2236
090-2274-2978
0242-85-7688
0240-32-3609
0244-62-5455
0244-22-1307
0244-24-2611
0244-22-7619
0244-22-8493
0240-22-6420
0240-22-6420
0244-35-3544
0244-26-9985
0244-35-4880
0244-24-5309

ＦＡＸ番号
0244-36-8641
0244-36-5316
0244-25-2500
0244-36-7138
0244-36-7138
0244-25-2500
0244-25-2500
0244-25-2500
0244-32-1884
0244-24-0800
0244-44-3658
0244-44-3658
0244-44-3658
0244-44-3658
0244-23-4391
0244-23-4391
0244-23-4391
0244-23-4391
0244-23-4391
0244-23-4391
0244-22-0715
0244-24-4066
0244-24-4066
0244-23-5436
0244-47-2240
0244-26-8365
024-505-4041
024-505-4041
0244-26-9525
0244-22-1307
0244-24-1724
0244-22-7619
0244-22-8493
0240-23-6344
0240-23-6344
0244-35-3550
0244-26-9986
0244-35-2487
0244-24-6825

いわき
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

氏名
飯塚
千葉
田子
鈴木
阿部
高原
藁谷
松本

静栄
洋平
英明
一
勝彦
典宏
重保
庸器

建築士

所属建築士事務所

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

１級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
１級

（有）寿設計
（有）寿設計
田子設計
（株）蒲田産業一級建築士事務所
阿部建築設計室
髙原建築設計事務所
（有）藁谷アーキテクツ
松本社寺建築設計事務所

いわき市郷ヶ丘１－３３－３
いわき市郷ヶ丘１－３３－３
いわき市郷ヶ丘１－１９－８
いわき市錦町蒲田５０
いわき市錦町御宝殿１５
いわき市錦町中央３－３－２６ 中央ビル１０１
いわき市小名浜花畑町１１－２ アルバビル2階
いわき市三和町差塩字東作１２９
（欠番）

0246-29-2355
0246-29-2355
0246-28-4549
0246-77-1790
0246-62-2481
0246-63-5905
0246-38-6672
0246-97-3309

0246-29-2356
0246-29-2356
0246-28-4571
0246-77-2622
0246-62-2483
0246-63-5905
0246-38-6673
0246-97-3309

桜庭 学
佐々木 秀典
澤井 寿治
原 隆之
若松 正順
渡邊 理恵子
福富 大祐
福富 知子
奥山 修一
髙木 照夫
鈴木 茂信
安藤 良幸
佐藤 馨
佐々木 忠雄
大瓶 健司

２級
１級
２級
１級
２級
２級
１級
２級
１級
１級
２級
１級
１級
２級
１級

（株）ファーストホーム一級建築士事務所
（株）エコ・ビレッジ設計事務所
（株）エコ・ビレッジ設計事務所
（株）エコ・ビレッジ設計事務所
（株）エコ・ビレッジ設計事務所
四家建築設計室
（有）ノア・アーキテクツ
（有）ノア・アーキテクツ
（有）奥山建築事務所
髙木建築士事務所
設計工房のぶ
東洋建設（株）設計室
東洋建設（株）設計室
福浜大一建設（株）
（有）泰成建築設計事務所

いわき市四倉町上仁井田字南姥田８－１
いわき市鹿島町下矢田字榎木内５－１
いわき市鹿島町下矢田字榎木内５－１
いわき市鹿島町下矢田字榎木内５－１
いわき市鹿島町下矢田字榎木内５－１
いわき市鹿島町久保３－１２－２
いわき市鹿島町久保字馬場１６－９
いわき市鹿島町久保字馬場１６－９
いわき市若葉台１－２０－１７
いわき市若葉台２－２２－６
いわき市小川町上小川字川原４０－１
いわき市小名浜金成字砂田６－１
いわき市小名浜金成字砂田６－１
いわき市小名浜字中原１６－１
いわき市小名浜住吉字搦４１－３
（欠番）

0246-32-6022
0246-28-0112
0246-28-0112
0246-28-0112
0246-28-0112
0246-58-7924
0246-58-8201
0246-58-8201
0246-68-6154
0246-28-2406
0246-83-3037
0246-76-1233
0246-76-1233
0246-54-8111
0246-76-1322

0246-32-7022
0246-28-0113
0246-28-0113
0246-28-0113
0246-28-0113
0246-58-7776
0246-58-8204
0246-58-8204
0246-68-6164
0246-28-2406
0246-83-3037
0246-76-0774
0246-76-0774
0246-54-8118
0246-76-1323

堂山 健一
佐藤 政春
村谷 徹
嵐 繁雄
遊佐 直樹
吉田 和貴
島貫 吉美
鈴木 茂
大平 明良
佐藤 孝男
佐藤 敏男
吉田 圭子
平子 恵俊
新妻 富久宝
本間 裕次
本間 大介
木下 公生
北郷 哲夫
鈴木 章文
金成 邦晃
渡邊 悦男
四倉 信勝
小野田 博
佐藤 浩三
千葉 美江子
園部 好兼
小澤 洋平
鈴木 優
松崎 聡
海野 英行
久保田 征仁
國玉 剛
須藤 隆夫
鈴木 清宣
會川 弘志
平田 茂
平田 稔
荒川 利家
白圡 芳江
中野 高宏

１級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
１級
１級
１級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
１級
２級
２級
１級

（株）渡辺組一級建築士事務所
（有）鈴木設計事務所
常磐開発（株）建築士事務所
（有）嵐設計事務所
（有）嵐設計事務所
（有）嵐設計事務所
島貫一級建築士事務所
（有）いわき構造計算センター
（有）シー・エヌ・シー
（有）タカオ企画
（株）永山建築設計事務所
（株）永山建築設計事務所
（株）永山建築設計事務所
アツシ建設一級建築士事務所
本間建築設計事務所
本間建築設計事務所
合同会社木下設計
キタゴウ一級建築設計事務所
（株）加地和組一級建築士事務所
（株）加地和組一級建築士事務所
（株）松崎設計
（株）松崎設計
（株）松崎設計
（有）佐藤建築設計事務所
（有）佐藤建築設計事務所
未来設計
１２１ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ
（有）日本興社 優建築設計事務所
（有）松崎工務店一級建築士事務所
海野建築設計事務所
合資会社諸橋建設工業一級建築士事務所
合資会社諸橋建設工業一級建築士事務所
須藤アーキデザイン（株）
宣建築設計事務所
会川弘志建築設計室
平田建築設計事務所
平田建築設計事務所
共和設計
共和設計
（有）中野工務店一級建築士事務所

いわき市常磐関船町１－７－１４
いわき市常磐湯本町栄田７１
いわき市常磐湯本町辰ノ口１
いわき市植田町本町３－８－１３
いわき市植田町本町３－８－１３
いわき市植田町本町３－８－１３
いわき市草木台２－１－２ 草木台第３ビル１０１
いわき市中央台鹿島３－２４－２

0246-43-2981
0246-72-1407
0246-72-1111
0246-63-7489
0246-63-7489
0246-63-7489
0246-46-2211
0246-31-0808
いわき市中央台飯野４－２－４ いわきニュータウンセンタービル４階 0246-46-0357
いわき市中央台飯野４－２－４
0246-46-3533
いわき市内郷御台境町鶴巻７５－７
0246-26-4105
いわき市内郷御台境町鶴巻７５－７
0246-26-4105
いわき市内郷御台境町鶴巻７５－７
0246-26-4105
いわき市内郷高坂町台４２－１
0246-26-0206
いわき市平下荒川字諏訪下１４－１
0246-23-4705
いわき市平下荒川字諏訪下１４－１
0246-23-4705
いわき市平下神谷字西大苗代４０
0246-34-7262
いわき市平字作町３－１－１
0246-21-3244
いわき市平字小太郎町４－１１
0246-23-8261
いわき市平字小太郎町４－１１
0246-23-8261
いわき市平字新川町６
0246-21-3431
いわき市平字新川町６
0246-21-3431
いわき市平字新川町６
0246-21-3431
いわき市平字仲間町６１
0246-23-1027
いわき市平字仲間町６１
0246-23-1027
いわき市平沼ノ内字浜街１８２－３１
0246-39-2741
いわき市小名浜字丹波沼６１－１ アリススクエア－５
0246-84-9675
いわき市平上荒川字長尾１１５－３
0246-29-7880
いわき市平上荒川字堀ノ内３６－５
0246-25-5125
いわき市平谷川瀬字泉町７０－１ 永山スペースⅠ３０１ 0246-25-2330
いわき市平谷川瀬字仲山町１０－１ グランＳＡＴＯＵ１Ｆ 0246-38-6355
いわき市平谷川瀬字仲山町１０－１ グランＳＡＴＯＵ１Ｆ 0246-38-6355
いわき市平中山字諏訪下３０－１
0246-35-3220
いわき市平中山字柳町３２－１
0246-21-1200
いわき市平中神谷字大年７１
0246-34-7817
いわき市平北白土字鍛冶渕４３
0246-22-1069
いわき市平北白土字鍛冶渕４３
0246-22-1069
いわき市平六町目５－２１
0246-21-6660
いわき市平六町目５－２１
0246-21-6660
いわき市勿来町窪田町通２－１２６
0246-65-3535
（欠番）
（欠番）

0246-43-2985
0246-72-1407
0246-72-1112
0246-63-7833
0246-63-7833
0246-63-7833
0246-46-2212
0426-31-0810
0246-46-0358
0246-46-3534
0246-26-4104
0246-26-4104
0246-26-4104
0246-26-0672
0246-23-4733
0246-23-4733
0246-34-7262
0246-21-3256
0246-23-8289
0246-23-8289
0246-21-3497
0246-21-3497
0246-21-3497
0246-22-2516
0246-22-2516
0246-39-2741
0246-84-9675
0246-29-7881
0246-25-4860
0246-38-6750
0246-38-6322
0246-38-6322
0246-35-3222
0246-21-1295
0246-34-7830
0246-22-1039
0246-22-1039
0246-21-6661
0246-21-6661
0246-65-3802

松原
吉田
市川
牧野
白岩

２級
１級
２級
２級
１級

松原建築設計事務所
（株）タイズスタイル一級建築士事務所
（株）エコ・ビレッジ設計事務所
（株）エコ・ビレッジ設計事務所
白岩建築設計室

いわき市小名浜港ヶ丘２３－２
いわき市好間工業団地１－１６
いわき市鹿島町下矢田字榎木内５－１
いわき市鹿島町下矢田字榎木内５－１
いわき市勿来町白米酒井原４０－８

0246-52-0022
0246-84-7982
0246-28-0113
0246-28-0113
0246-65-3634

幸美
学
和司
吾朗
信行

84

0246-52-0022
0246-84-7981
0246-28-0112
0246-28-0112
0246-65-3634

番号
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

氏名

建築士

酒井 晃
澤田 勝彦
赤塚 満美
佐藤 靖
佐藤 洋子
池田 常穂
鈴木 和夫
猪狩 力
永山 譲
名澤 裕子
石川 利幸
新妻 邦仁
新妻 多恵子
髙田 博章
藤原 忠
星 聡

１級
１級
２級
１級
２級
１級
１級
２級
２級
２級
１級
１級
１級
１級
１級
１級

所属建築士事務所
（有）酒井晃建築設計事務所
（株）ＳＡＷＡＴＡ
田中建設（株）一級建築士事務所
（株）佐藤建築研究室
（株）佐藤建築研究室
池田常穂・建築＋造園設計室
かずき設計企画
守和住建建築設計事務所
住友不動産（株）住宅再生一級建築士事務所
住友不動産（株）住宅再生一級建築士事務所
志賀塗装（株）建築設計事務所
一級建築士事務所ハコプラスデザイン
一級建築士事務所ハコプラスデザイン
（株）サン・ライン一級建築士事務所
（株）タイズスタイル一級建築士事務所
（株）タイズスタイル一級建築士事務所

所在地
いわき市郷ヶ丘２－８８－１
いわき市三沢町仲畑７５－１
いわき市平字堂の前９
いわき市小名浜字中原７－１７
いわき市小名浜字中原７－１７
いわき市小名浜野田字田中９８－６
いわき市平下大越字岸前１２５－３
いわき市平荒田目字田中内南１４６
いわき市平小太郎町２－７（いわき営業所）
いわき市平小太郎町２－７（いわき営業所）
いわき市小名浜字古湊４５－１
いわき市平谷川瀬２－６－４
いわき市平谷川瀬２－６－４
いわき市小川町柴原字宮ノ前２３－１
いわき市好間工業団地１－１６
いわき市好間工業団地１－１６
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電話番号
0246-20-2002
0246-65-5126
0246-25-1005
0246-38-5005
0246-38-5005
0246-58-6773
0246-34-8467
0246-34-2374
0246-76-0820
0246-76-0820
0246-92-4890
0246-68-6846
0246-68-6846
0246-38-3539
0246-84-7981
0246-84-7981

ＦＡＸ番号
0246-28-2009
0246-65-5182
0246-25-1006
0246-38-5004
0246-38-5004
0246-58-6773
0246-34-8503
0246-34-2372
0246-35-6212
0246-35-6212
0246-54-1804
－
－
0246-38-3750
0246-84-7982
0246-84-7982

6 参考資料

参考 5：(一社)全日本瓦工事業連盟
福島県瓦工事組合連合会 加盟工事店

87

■一般社団法人

全日本瓦工事業連盟

福島県瓦工事組合連合会
福島県いわき市錦町大島 やねや 内
6'.： （(#:兼）

県

加盟屋根工事店

R4年3月現在

◇福島瓦業組合

TEL 024-583-2484

◇福島県中央瓦工事組合

TEL 024-933-3081

◇相双屋根工事組合

TEL 0244-22-3043

◇いわき瓦工事組合

TEL 0246-58-4565

北

№ 会社名
 (有)佐藤屋根工事店
 須賀瓦店
 菅野瓦工業所
 (株)かわらのかんの
 大内瓦店
 (有)小栗瓦工業所
 小栗瓦製造所
 (株)屋根のいがらし
 丹治瓦店
 (有)安斎瓦店
 (有)桂山瓦店
 古山瓦店
 (有)菅野瓦店
 (株)カノウヤ
 (株)ウエスギ
 引地瓦店
 (株)深作瓦工場
 (有)福島総合瓦工業
 (有)共栄瓦工業
 (有)三浦瓦工業
 遊佐瓦店
 高橋瓦工業(有)
 菅野セメント工業所
 (有)山田赤瓦工場

〒

6'.

住所

 福島市笹谷字佐場野古屋
 

登録者

所属団体

福島瓦業組
 佐藤孝彦
合
福島瓦業組

 須賀幹雄
福島市笹谷字古屋前4-1

合
福島瓦業組

福島市成川字戸ノ内28-2  菅野幸次郎

合
福島県中央
 福島市松川町沼袋字戸ノ内
 菅野貴之
 
瓦工事組合
福島瓦業組
 福島市立子山字小袋内57 大内宣男
 
合
福島瓦業組

 小栗哲也
福島市三河北町14-6

合
福島瓦業組

福島市野田町三丁目2-57  小栗淳一

合
福島瓦業組

 五十嵐正和
福島市太平寺樋田30-1

合
福島瓦業組

 丹治和博
福島市吉倉字吉田2

合
福島瓦業組

 安斎義浩
福島市泉字長滝前14-5

合
福島瓦業組

 桂山 武
伊達市細谷7-2

合
福島瓦業組

 古山 巧
伊達市伏黒字沖屋敷3

合
福島瓦業組

 菅野昌則
伊達市保原町六万坊28

合
福島瓦業組
 伊達市保原町上保原字万所
 樋口静克
 
合
福島瓦業組

 上杉誠也
伊達市梁川町青葉町73

合
福島瓦業組
 伊達市霊山町掛田字金子町
 引地康
 
合
福島県中央

 深作友謙
二本松市上竹1-233

瓦工事組合
福島県中央

 管野雄一
二本松市上竹1-46-12

瓦工事組合
福島県中央

 佐藤誠
二本松市石畑88-1

瓦工事組合
福島県中央

 三浦哲也
二本松市字遠山59-1

瓦工事組合
福島県中央
 二本松市渋川字上払川31 遊佐将行
 
瓦工事組合
福島県中央

本宮市高木字赤木307-2  高橋直彦

瓦工事組合
福島瓦業組
 伊達郡川俣町字仲ノ内78 菅野勝美
 
合
福島瓦業組
 伊達郡桑折町大字成田字元
 山田潤仁
 宿11-8
合
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県

中

№ 会社名
 (有)フルカワ
 山久伊藤瓦産業(株)
 福島瓦工業(株)
 遠藤瓦店
 しいね産業(株)
 (有)すずき瓦店
 (株)寺山産業
 (有)ホシ瓦屋
 (有)五十嵐瓦店
 丸永瓦産業(有)
 鈴木瓦店
 (株)フクヤマ
 (有)牧野瓦店
 古川瓦店
 (有)佐藤瓦店
 佐藤瓦工業所
 (株)ソエタルーフ
 ルーフ石井(有)

県
№

所属団体
福島県中央
瓦工事組合
福島県中央

 伊藤和典
郡山市安積町4丁目307

瓦工事組合
福島県中央
 郡山市日和田町字八丁目字
 薄井幸夫
 鍛冶ヶ入102-5
瓦工事組合
福島県中央
 郡山市日和田町字三河尻
 遠藤政繁
 
瓦工事組合
福島県中央

 椎根正裕
郡山市日和田町大窪49

瓦工事組合
福島県中央
 郡山市日和田町字千峯坦
 鈴木伸一
 
瓦工事組合
福島県中央
 郡山市喜久田町堀之内字畑
 寺山秀夫
 田19-14
瓦工事組合
福島県中央
 郡山市中田町赤沼字永田
 星周道
 
瓦工事組合
福島県中央
 郡山市富久山町八山田字西
 五十嵐正英
 永年16
瓦工事組合
福島県中央
 郡山市富久山町八山田北ノ
 伊藤永峰
 林23
瓦工事組合
福島県中央

郡山市八山田西4丁目268  鈴木一也

瓦工事組合
福島県中央
 郡山市富久山町福原字陣場
 田中一
 
瓦工事組合
福島県中央

 牧野孝市
郡山市小原田5-15-1

瓦工事組合
福島県中央
 須賀川市大字江持字中江持
 古川守宏
 
瓦工事組合
福島県中央
 田村市船引町笹山字黒井所
 佐藤諭志
 
瓦工事組合
福島県中央
 田村郡小野町夏井字太子堂
 佐藤哲彦
 
瓦工事組合
福島県中央
 岩瀬郡天栄村大字大里字丸
 添田治
 山32
瓦工事組合
石川郡玉川村大字竜崎字和
福島県中央

 石井清瑞
 久10-1
瓦工事組合

南
会社名

 (有)金澤瓦店
 真栄興業

会

6'.
登録者
住所
 郡山市安積町日出山字大洲
 古川正浩
 河原66
〒

〒





6'.
登録者
住所
東白川郡矢祭町大字宝坂字
 金澤勝也
鶴ヶ池149
西白河郡矢吹町八幡町492
 近藤芳宣
－3

所属団体
福島県中央
瓦工事組合
福島県中央
瓦工事組合

6'.
登録者
住所
会津若松市門田町御山村上
 波多野栄次

喜多方市岩月町喜多方字稲
 松下大介
村785

所属団体
福島県中央
瓦工事組合
福島県中央
瓦工事組合
福島県中央
瓦工事組合
福島県中央
瓦工事組合

津

№ 会社名
 (有)波多野瓦工業
 松下瓦工業所
 中森瓦煉瓦店
 木村瓦工場

〒






喜多方市北町2934

 大沼郡会津美里町米田字田
 原屋敷乙78

89

 中森好美
 木村俊一

相

双

№ 会社名
 (有)高橋瓦店
 (有)斉藤瓦工業所
 (有)神谷瓦店
 野々山瓦店
 (有)深谷瓦店
 寺岡瓦工業(株)
 (有)鎌田陶器瓦工業
 山田瓦工業(有)
 (有)大河内瓦店
 (有)田中瓦店

〒

6'.

住所

登録者

所属団体

相双屋根工
事組合
相双屋根工
 いわき市平下神谷字仲田
 齋藤正人
 
事組合
相双屋根工
 南相馬市原町区青葉町3 神谷英征
 
事組合
南相馬市原町区青葉町3相双屋根工

 野々山智英
 
事組合
相双屋根工
 南相馬市原町区青葉町1 深谷安一
 
事組合
相双屋根工
 南相馬市原町区益田雫川6 寺岡照生
 
事組合
相双屋根工
 南相馬市小高区田町1丁目
 鎌田淳
 
事組合
相双屋根工
 南相馬市小高区東町１丁目
 山田正恵
 
事組合
相双屋根工
 南相馬市鹿島区鹿島字御前
 大河内俊樹
 ノ内20-1
事組合
相双屋根工
 いわき市好間町北好間字沢小谷
 田中正憲
 46-1 県営北好間団地3-301
事組合

相馬市中村大手先20


 高橋光政

いわき
№ 会社名
 (有)富山屋根工業
 (株)マルエイ
 (株)下山田瓦店
 やねや
 (有)シゲル瓦工業
 (有)小宅瓦工業
 (有)根本瓦工業所
 (有)高橋瓦屋根工事店
 長谷川瓦工業
 門馬屋根工業(株)
 片寄瓦店
 トランスホームいわき
 (株)鯨岡瓦工業

〒

6'.

住所

 いわき市好間町下好間字大
 館128

登録者

所属団体

いわき瓦工
事組合
いわき瓦工

いわき市泉町本谷字作35  根本裕二

事組合
いわき瓦工
 いわき市佐糠町東二丁目
 下山田昭
 11－2
事組合
いわき瓦工

 山形忠男
いわき市錦町大島208

事組合
いわき瓦工

いわき市仁井田町烏内9-1  下山田勝則

事組合
いわき瓦工

いわき市植田町月山下41  小宅源治

事組合
いわき瓦工
 いわき市植田町本町2丁目
 根本康範
 
事組合
いわき瓦工
 いわき市四倉町字東2丁目
 高橋昇
 
事組合
いわき瓦工
 いわき市四倉町字東1丁目
 長谷川洋
 
事組合
いわき瓦工
 いわき市四倉町字東3丁目
 門馬裕
 
事組合
いわき瓦工
 いわき市四倉町塩木字家ノ
 片寄道人
 内89-1
事組合
いわき瓦工
 いわき市小名浜島字島45 佐藤博之
 
事組合
いわき瓦工

いわき市葉山1丁目19-26  鯨岡洋道

事組合
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 富山勝規

6.参考資料

参考 6：(一社)福島県地質調査業協会 会員名簿
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[地盤に関する相談窓口]

■一般社団法人

福島県地質調査業協会

会員名簿

【R4／1月現在】

福島県福島市中町9-9 みんゆうビル6F
024-522-4937

県

北

№ 会社名

代表者名

1 (株)協和地質

佐藤

2 (株)三本杉ジオテック

三本杉

県

宗弘
裕

住所

960-0112 福島市南矢野目字中屋敷51-1

TEL
024-555-2600

960-0112 福島市南矢野目字徳元田北4番地 024-553-6138

中

№ 会社名
1

郵便番号

(株)日本技術ガイドセン
ター

代表者名

郵便番号

住所

TE L

渡辺

悟

963-0101 郡山市安積町日出山1-83

024-944-0030

2 新協地水(株)

佐藤

正基

963-1311 郡山市上伊豆島1丁目27番

024-973-6800

3 山北調査設計(株)

林

963-0204 郡山市土瓜1丁目209番地

024-951-7293

4 (株)福島地下開発

須藤

明徳

963-0725 郡山市田村町金屋字新家110

024-943-2298

5 (株)新和調査設計

湯澤

洋一郎 963-8016 郡山市豊田町4番12号

6 東建土質測量設計(株)

村上

常雄

会

962-0032 須賀川市大袋町190

024-934-5311
0248-76-3957

津

№ 会社名
1 (株)ダイエツ

相

英幸

代表者名
大塚

修一

郵便番号

住所

965-0831 会津若松市表町2番53号

TE L
0242-26-1253

双

№ 会社名
1 庄建技術(株)

代表者名
鈴木

克久

郵便番号

住所

975-0039 南相馬市原町区青葉町1丁目1

TE L
0244-22-6868

いわき
№ 会社名

代表者名

郵便番号

住所

TE L

1 フタバコンサルタント(株) 阿部

好則

970-1153 いわき市好間町上好間字岸12-3 0246-36-6781

2 日栄地質測量設計(株)

高橋

肇

970-8026 いわき市平字作町1丁目3-2

3 (株)地質基礎

平山

清重

972-8311

4 (株)ヨウタ

比佐

武

973-8411 いわき市小島町3丁目12-2
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いわき市常磐水野谷町亀ノ尾
171番地

0246-21-3111
0246-88-8810
0246-26-4183

6.参考資料

参考 7：住宅相談事例 Q＆A
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住宅相談事例 Q＆A

R4.2.1 現在

福島県耐震化リフォーム等推進協議会では、平成１９年８月の設立以来、県民消費者の住宅相談及び住情報の提供を通
じて消費者被害の未然防止に努めてまいりました。この間、平成２３年３月１１日には東日本大震災に見舞われ、同年７
月には新潟・福島豪雨災害があり、その後も各地で風水害等が発生しているなか、令和元年１０月の台風１９号被害、さ
らには、令和３年２月１３日には震度６強を記録する福島県沖地震など甚大な被害をもたらす災害が続いています。当協
議会及び（一社）福島県建築士事務所協会・建築復興支援センターでは、災害の都度、被災者の相談及び現地調査等に応
じているところであり、これまでの相談件数は一般的なものを含めると７千件に及んでいます。東日本大震災後にこれら
の相談で多く寄せられた設計や施工及び契約に係る紛争事例の主なものを Q＆A としてまとめ、分類化して随時修正追記
しており、令和元年度第６版以降の相談事例を加えて第７版の増刷となりました。なお、震災関連の契約関係等について
は、平成７年１月の阪神淡路大震災後にまとめられた近畿弁護士会連合会編「地震に伴う法律問題」から引用しています。
相談内容によっては、判断が分かれるものもあり、裁判の判例がありますので参照してください。また、専門的立場から
回答内容について加除修正等のご意見がありましたら、事務局までお寄せ願います。

■ 災害時の調査・証明書について
Q

A

罹災証明、被災証明、被害認定、何が何だか・・・
■罹災証明
市町村が家屋の損傷程度を調査し、
「全壊」
「半壊」など被害の度合いを複数に区分し、家の持ち主や借り
主に発行する書類です。被災者生活再建支援法に基づいて、壊れた家の修築費などの支援金を受け取る際に
必要になります。また、被災地に寄付された義援金を配分してもらったり、被災者向けの低利子融資、税等
の免除を受けたりするときに、証明書類の役割を果たします。
東日本大震災のような罹災者が多い場合は写真で確認することもありますので、取り壊しや修理の前に必
ず写真撮影をお願いします。
■被災証明
原則は罹災証明ですが、東日本大震災のように津波や原発事故等で被害範囲が広く現地確認ができない場
合に、市町村が被災したことを証明するものです。
■住家の被害認定
災害救助法に基づき、全半壊した被災世帯に支給される支援金を受け取るために市町村が行う住家の被害
程度の認定です。罹災証明が必要です。

Q

A

Q
A

Q
A

応急危険度判定とは。
応急危険度判定とは、余震などによる二次災害を防止し、住民の方や付近を通行する歩行者の安全を確保
するために応急危険度判定士（自治体職員や建築士等）が応急的に目視で判断するものです。倒壊の危険性
から瓦の落下や壁の剥落の恐れなどでも赤紙（危険：立ち入り禁止）を貼る場合があります。外部のみの判
断で緑紙（調査済：使用可能）を貼られた場合でも、内部は損傷している場合もあります。
なお、罹災証明の被害認定とは異なりますのでご注意ください。
敷地全体に地割れができて、擁壁も土地も崩れそうだが誰に相談すればよいか。
被災宅地危険度判定制度があります。専門技術者である被災宅地危険度判定士が二次災害の危険度判定を
行います。市町村窓口にご相談ください。
相次ぐ余震で不安なので現地を調査して欲しい。
福島県では、現地に専門家（建築士等）を派遣する「被災住宅相談支援事業」を創設して、住宅相談に応
じています。原則無料ですので市町村窓口（一覧参照）にお申し込みください。←現在は終了しております。
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Q

地震保険金を受け取りたいので調査して欲しい。

A

地震保険の保険金査定は、加入している保険会社が行いますので保険会社にお問い合わせください。

Q

地震保険は半壊なのに罹災証明（被害認定）は一部損壊なのは納得できないが。

A

Q

A

Q

A

市町村が行う罹災証明（被害認定）は認定基準に基づき行うものであり、地震保険は保険会社が自社基準
により査定するものです。従って、基準が異なりますので認定（査定）内容も異なる場合があります。
役場の罹災証明で、隣の家は大規模半壊でも住み続けている。自宅は半壊だが住めない状況であり、評価
に納得できない。
（類似相談多数有り）
罹災証明の被害認定は、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」で定められており、調査員
が現地に赴いてこの基準により点数を積み上げて区分を決定するものです。余震等により最初の調査時より
も被害状況が進んでいる場合もありますので、判定評価に疑問や不満がある場合は市町村担当窓口に申し出
て再調査などをお願いすることもできます。
借家に住んでいるが壊れそうで心配
修繕義務は大家さんにありますので、大家さんに相談してください。大家さんが修理困難な場合は市町村
が被害程度に応じて現物給付（直接発注）する応急修理制度があります。罹災証明が必要です。
なお、現物給付を受けた場合は、仮設住宅に入居できない場合がありますので、市町村窓口(参考資料参照)
にご相談ください。

■ 支援制度について
Q

A

Q
A

Q
A

住宅が壊れてしまったが、復旧のための支援はどのようなものがあるか
住宅が全半壊となった場合に、その程度に応じて基礎支援金及び加算支援金が支給されます。罹災証明と
住家の被害認定が必要です。また、お住まいの自治体が住宅の応急修理を行う制度があります。借家人も適
用されます。この場合、仮設住宅や災害公営住宅には入居できません。いずれも罹災証明が必要ですので市
町村窓口にご相談ください。
災害時の公的支援及びリフォームの助成等については、
「風水害等住宅相談ガイドブック」の HP 情報、
、
福島県復興住宅推進協議会の「安心の住まいと快適な暮らし」をご参照ください。当協議会では印刷物を無
料でお配りしています。
■安心の住まいと快適な暮らし⇒http://fukushima-hukkoujuutaku.org/pdf/sumaishienseido.pdf
■風水害等被災者住宅相談ガイドブック (5).pdf
住宅再建のための支援はどのようなものがあるか
福島県住宅復興資金(二重ローン)利子補給事業(TEL：024-521-8049)や住宅金融支援機構の災害復興
住宅融資(TEL：0120-086-353)がありますので、窓口にご相談ください。
「福島県限定の助成金で塗装工事がタダ同然」の広告を見たが、どのようなものか
ネットでキビタンや赤ベコをバックに「福島県限定」の広告が見られますが、福島県は一切関係していま
せん。火災保険で格安になるようなサイトもありますが、本県自治体で該当する補助はありません。疑わし
い広告を見たら、最寄りの消費生活センターか福島県耐震化リフォーム等推進協議会にご報告ください。
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Q

A

実家の両親が他界し空き家になっている。貸家にする場合のリフォーム等の支援制度はあるか。
住宅セーフティネット法に基づく登録住宅として登録するために、間取り変更工事、耐震化工事、バリア
フリー工事、省エネ工事を行う場合に、工事費用の 2／３かつ 200 万円を限度に補助金が交付される「福
島県住宅セーフティネット促進補助事業」があります。福島県居住支援協議会にお問い合わせください。
■福島県居住支援協議会 (fukushima-kyojushien.jp)
※R4.2 現在、
「住んでふくしま・空き家対策総合支援事業」により、被災者及び本県に移住する方が中古住
宅を購入または賃借する場合に、最大 200 万円までの補助があります。

■ 事業者の選び方・相談先
Q

業者を選ぶにはどうしたらいいか。
① HP での事業者検索
・当協議会のホームページから、関係団体が推薦する地域のあんしん事業者を探すことが出来ます。
・リフォーム評価ナビの登録業者の閲覧ができます。
・
（一社）住宅リフォーム推進協議会事業者検索サイト
https://www.j-reform.com/reform-dantai/

A

Q

A

Q
A
Q

A

② 各団体へ直接お問い合せも可能です。
・
（一社）福島県建築士事務所協会
024-521-4033
・
（一社）福島県建設業協会
024-521-0244
・全建総連福島
0243-68-2121
・
（一社）福島県大工業協会
024-533-2121
・
（一社）福島県工務店協会
0246-28-0111
・
（一社）福島県電設業協会
024-533-6226
・
（一社）福島県空調衛生工事業協会 024-526-2036
・NPO 法人循環型社会推進センター 024-524-2500
修理をしたいが悪質業者にひっかかりそうで不安なので業者を紹介して欲しい。
福島県耐震化リフォーム等推進協議会に登録された安心事業者をご紹介します。協議会のホームページで
もご覧になれます。(http://fukushima-taishinreform.jp)
また、リフォームの留意点や災害復興住宅やリフォーム融資などのお役立ち情報を掲載した「安心事業者
リスト」を協議会事務局及び福島県の各建設事務所建築住宅部で配付しております。
・
（一社）住宅リフォーム推進協議会事業者検索 https://www.j-reform.com/reform-dantai/
・国交省補助採択サイトの「リフォーム評価ナビ」では施工事例や口コミを閲覧できます。
「東日本大震災登録事業者」と名乗る業者が営業に来たが、信頼できるか。
そのような事業者の登録は無いと思われます。念のため、事業者の登録団体、当該事業者の建設業許可の
有無等を確認し、お近くの福島県建設事務所行政課に問い合わせてください。
無料で屋根の点検をするといわれ、すぐに修繕が必要と言われたが。
知らない業者でしたら、念のため別の専門業者にも点検を依頼することをお勧めします。
なお、特定商取引法により、訪問販売をする事業者は、勧誘に先立ち氏名または名称、さらには契約締結を勧
誘する目的であることを告げなければなりません。無料点検であることのみを告げて、後に契約を迫ることは
違反行為です。万が一契約をしてしまっても、契約書面を受領した日から８日以内あれば無条件に契約解除
ができます。
（クーリングオフ）クーリングオフは書面（配達証明付き郵便など）で業者に通知します。
本誌「住まいの新築・増改築・リフォームの留意点 」P10 参照
書面の書き方は、当協議会のホームページでもご覧になれます。
（http://fukushima-taishinreform.jp）
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Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

建て替えを計画しているが、ハウスメーカーの営業マンに、エコポイント（＊）申請料が２０万円かかる
と言われた。
（＊ 現在エコポイント制度はありません。類似制度に「グリーン住宅ポイント制度」あり）
エコポイント申請手続きはそれほど手数の掛かる業務ではありませんし、最大３０万ポイントしか貰えな
いエコポイントの申請料が２０万円はいかにも高すぎます。ただし、長期優良住宅や省エネ仕様などですと
第三者機関の審査や証明書の交付などが必要ですので、これらの費用が含まれているか確認してください。
ほかに、税制の優遇や助成制度など有利なメニューがありますので、これらの情報提供や丁寧な説明をし
てくれる事業者を選ぶことが大事です。
契約しようとしている業者が、福島県耐震化リフォーム等推進協議会の安心事業者リストに掲載されてい
ないが大丈夫か。
協議会がリストに掲載されている会員事業者を保証するものではありません。また、このリストに掲載の
ない団体事業者等を排除したり否定したりするものでもありません。安心事業者リストは、被災された県民
の皆様から当協議会に事業者の紹介が多くあることから、協議会のホームページに掲載されている会員事業
者を冊子にまとめ配付しているものです。万が一、事業者が依頼者とトラブルとなった場合、推薦団体が責
任をもって対応することになっています。
お客さんから推進協議会の安心事業者かと聞かれたが、登録するにはどうしたらいいか。
前問のとおり、協議会が安心事業者リストに掲載されている会員事業者を保証するものではありません。
また、このリストに掲載のない団体事業者等を排除したり否定したりするものでもありません。消費者保護
を第一に、事業者が依頼者とトラブルとなった場合、推薦団体が責任をもって対応することになっています
ので、安心事業者登録については、協議会構成団体のいずれかの団体会員になるか、リフォーム評価ナビの
登録事業者になっていただくことが必要です。
築４年の住宅でクレームが続いており、
「住まいるダイヤル」の広告を見て電話したが、扱う相談の対象
にならないと言われた。
住宅瑕疵担保履行法が制定され、H21/10 以降引き渡しの住宅について、事業者に資力確保の義務が課
され、事業者が供託または保険により対応することとなります。
「住まいるダイヤル」の「住宅リフォーム紛争処理支援センター・住宅紛争審査会(各県弁護士会)」は、
評価住宅及び保険付き住宅のみの適用であり、供託または無保険の住宅については適用になりません。
弁護士にご相談ください。
ハウスメーカーに設計施工でお願いしたのですが、確認済証に見知らぬ設計事務所名と建築士名が記載さ
れています。
依頼したハウスメーカーが再委託した建築士事務所と思われます。建築士法では設計委託契約の前に、建
築士事務所の担当建築士が依頼者に対して建築士免許証を提示し重要事項の説明を書面で行うことを定め
ています。
確認申請書に依頼した建築士事務所以外の建築士が記載されている場合は、建築士法違反の疑いがあります。
また、依頼された建築士事務所の建築士は、工事完了まで設計図書のとおりに施工されているか確認し、業
務完了後には工事監理報告書を建築主に提出しなければなりません。

■ 見積・契約・瑕疵・支払関係
Q
A

屋根、外壁塗装と水回りのリフォームをするため業者に見積を貰ったが、一式○○円ばかりで高いのか安
いのか分からない。
見積書には、工事の仕様、材料、製品型番、数量、単価などの明細が記載されているかが重要であり、
工事を進める中で変更増額等の基準になります。内訳明細を求め納得のいくまで説明を受けましょう。
また、保証内容やアフターサービスも確認しましょう。

97

Q

A

Q

A

Q

A

Q
A

Q

A

Q
A

Q
A

内装リフォームをしたが、頼んだ材料と違うし見積もりが高いと思うがどうしたらよいか。
リフォームといえど、工事範囲や規格仕様、数量、単価が分からないと工事費の見積りはできません。リ
フォームの範囲、規模が大きい場合は、図面や仕様書も必要です。特に、数量や単価が不明で「一式・〇〇
万円」のような見積書は高いのか安いのかも分かりません。契約後に高いと言っても受け入れてもらうこと
は困難です。書類がなければ、業者に説明を求めるとともに、専門家に確認してもらう方法も考えられます。
このような契約書類や工事経過の記録書がないトラブルは非常に多く、リフォームの規模や範囲が大きい場
合には計画当初から完成引き渡しまで専門家（建築士事務所）に確認を依頼することがトラブル防止になり
ます。
瓦が落ちたので業者に修繕を頼んだところ、この機会に地震でも安心なトタン葺きを勧められた。最高級
品のガリバリウム鋼板を使用し、瓦の解体費用も含めて 800 万円と言われたが、相場を教えて欲しい。
ガルバリウム鋼板は屋根葺き材料としてはスタンダードですが、災害時に広い地域で多数の家屋被害が発
生すると修繕依頼が殺到するため、通常の価格比較は困難です。補修範囲や補修の仕様、数量を明確にして
複数の業者から見積もりを貰い、比較検討されることをお勧めします。一式での総額見積もりしか出せない業
者は避けた方が賢明です。
瓦工事と塀の解体工事を依頼したら、見積書とかけ離れた多額の請求書が送られてきた。支払わなければ
ならないか。
工事の内容が当初契約と変わらなければ契約金額だけ支払えばよろしいと思います。工事中に新たな修繕箇所が
生じたとしても、発注者の了解無しに工事を進めることはできませんし代金請求もできないものと思われます。
なお、営業所以外での契約の申し込みは、書面に不備があった場合や書面受領日から８日以内であればク
ーリングオフ制度の適用の可能性もありますので、弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。
特 定 商 取 引 法 は 、 福 島 県 消 費 生 活 セ ン タ ー 024-521-0999 に ご 相 談 く だ さ い 。
本誌「住まいの新築・増改築・リフォームの留意点 」P10 参照
瓦屋根と壁が壊れたが、修繕業者がなかなか見つからない。飛び込みの業者から「現金前払いなら明日か
ら工事に入る。
」と言われた。
（
「前払いなら安くなる」と言われた。
）
工事代金前払いのトラブル相談が増えています。会社の素性が分かる場合でも、前払いは避けた方がよい
でしょう。工事範囲や工事の仕様、数量を明確にして複数の業者から見積もりを貰うことをお勧めします。
福島県耐震化リフォーム等推進協議会に登録されたあんしん事業者をご紹介することもできます。
リフォーム会社の営業マンが来て、
「耐震塗料を塗ると丈夫になります。
」と言われたが、どのようなものか。
炭素繊維やガラス繊維などをコンクリート面や柱と梁の接合部に貼り付ける補強方法がありますが、塗装
するだけで耐震性が増す製品は承知しておりません。カタログや公的機関の証明書等で確認されることをお
勧めします。近年、TV 番組で、石油タンクなどの老朽工作物の耐候性、耐震性を高めるために開発された
塗料の紹介が放映されると、このようなセールスがあることが見受けられます。
実家で、塗装工事の飛び込み営業で屋根塗装 35 万円の契約をした。その後、
「壁も、塀も」と言われ 170
万円になり、しろありが居ないのに「予防しましょう。
」と言われ 200 万円になっている。
特商法の訪問販売に当たると思われます。契約後 8 日以内であれば無条件で契約解除ができます。また、
契約内容の説明や見積書の書式記載内容等に不備があれば、契約から 8 日間を超えてもクーリングオフが
できます。詳しいことは、福島県消費生活センター 024-521-0999 にお問い合わせください。
築１年の住宅が全壊した。壊れ方が異常なので施工者に質したが「地震の影響」との一点張りで対応して
くれない。住宅瑕疵担保責任保険ではなく供託だと聞いているが内容は不明である。
事業者は発注者に、供託をしている供託書の所在地、名称等を書面で交付説明しなければなりません。
前記のように、瑕疵担保責任を問える場合がありますので、この書面を請求し、記載の供託所に相談してく
ださい。その他相談先は前記と同じですので弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。
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引き渡しを受けて引っ越し前の新築住宅が地震で半壊してしまった。工事業者に修復を要求できるか。
（類似：新築の住宅が壊れてしまったが、住宅瑕疵担保責任保険は適用にならないか。
）
建物の引き渡しを完了すれば，請負人は自らの債務の履行を完了したことになりますので、責任はないも
のとされます。従って修繕費用は注文者の負担となります。
住宅瑕疵担保責任保険では、原則として地震被害は適用になりません。引き渡し後の地震被害リスクを
カバーするものとして地震保険があります。なお、地震被害状況について、震度階が低く近隣住宅と比較し
ても明らかに破損状況が顕著な場合は専門家の調査をお勧めします。結果によっては、住宅瑕疵担保責任保
険適用の可能性もありますので、(財)住宅リフォーム紛争処理支援センター・住まいるダイヤル
(0570-016-100)にご相談ください。
新築住宅の工事中に地震で倒壊してしまったが、業者に「契約書では地震被害は免責事項なので代金はい
ただく。建て直しは有料だ。
」と言われた。納得できないが・・・
民法の規定では、建物の完成引き渡しは請負者の義務であり、建築中の建物が地震による倒壊や火事に
よる焼失の場合でも再度工事を完成させて引き渡す義務を負うのが原則です。しかし、建設業法では、契約
締結の際「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」を書面により明らかにすることを定めてお
り、契約書にはその損害につき、注文者(甲)、請負人(乙)、監理技師(丙)が協議して重大なものと認め、かつ、
請負人が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは注文者の負担としています。
ただし、定めがある場合でも、一方的に甲の負担となるものではなく、負担割合は甲乙丙協議の合意に基
づくことになりますので、三者で話し合いをされることが必要です。この協議が整わない場合は、調停や
訴訟の手続きに進むことになりますが、建て主側が立証しなければならない事項があります。平成７年１月
の阪神淡路大震災の判例もありますので、弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。
地震の影響かは分からないが、壁のヒビ割れや雨漏りがする。業者に修理を依頼しても調査には来るもの
の解決には至らない。瑕疵担保を請求できるか保険会社に問い合わせたら、事業者に話をするようにとの
一点張りで対応してくれない。
（類似相談多数有り）
雨漏りは瑕疵担保の対象となりますので、事業者の責任において修補しなければなりません。相当の期間
請求をしても履行しない場合は、直接保険法人に対して直接請求ができますので、付保証明書に記載の窓口
に相談してください。
住宅会社と契約済みだが、余震が多いので（放射能が心配なので）解約または落ち着くまで工事の着工を
延期したい。住宅会社の担当者からは、解約は違約金として契約金額の 20％、着工延期は月当たり 10 万
円と言われたが・・・
契約解除については、民法の規定または契約に基づき、手付け金の放棄や損害金の支払いが生じるものと
思われます。着工延期は契約内容の変更なので、請負者に月当たり 10 万円の根拠について説明を求めるな
どの話し合いをお勧めします。
設計を依頼した建築士が要望を聞いてくれず、予算もオーバーしそうなので取り止めたいと言ったら、
設計は 8 割方進捗しているので打ち合わせや図面作成費用実費として 180 万円請求された。契約はして
いないが支払わなければならないか。
建築士法では、建築士は設計･監理契約の前に建築主に対し、担当建築士、作成する図面の種類、工期、報
酬額、契約の解除等の重要事項について、書面を交付して説明しなければなりません。報酬については、国
交省告示第 98 号に基づき請求できることになっています。しかし、設計は建築主の依頼に基づいて行うも
のであり、依頼しない、あるいは承認しない図面については支払う義務は無いものと思われます。請求の内
訳を確認して協議されるようお勧めします。
工務店の見積書にサービスと言ったはずの設計監理料が入っている。
設計はサービス（タダ）ということはありません。社員が設計しても再委託しても費用は発生しますので
諸経費等どこかに計上されています。
なお、
「設計施工」の看板を上げている大工工務店がありますが、建築士事登録をしていない場合、設計監
理料を工事契約の中に含めることは建築士法違反になります。
自分の家の設計を誰がするのか分からないまま進めることは紛争の基になりますので、設計監理を担当す
る建築士と直接契約することが望ましいでしょう。
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工事業者が契約書も交わしていないのに工事着工した。打ち合わせ図面も少なくお願いしたことにも応じ
てくれない。
契約書を交わさずに工事を進めることは紛争に発展する可能性が高いので、工事中止と所要の手続きをす
るよう求めてください。
契約に必要な書面としては、①工事請負契約書 ②請負契約約款 ③見積書 ④設計図書 は必須です。加え
て、いつ何が決定されたのかを明確にする「打ち合わせ記録」をその都度作成し、相互の記名押印（サイン）を
しましょう。このほか、工事内容によっては関係法令に基づく官公庁の許認可等の手続きが必要な場合がありま
す。契約に関する留意事項は、当協議会 HP にも詳しく掲載していますので参照してください。
住宅の新築工事に着工しているが、工務店からは一式の見積書をもらっただけで契約書が無い。
建設業法では、建設工事の請負契約において、全ての工事で所定の事項を記載した契約書面を交付しなけれ
ばなりません。万が一の紛争になった場合に備え、契約約款、設計図書、打合せ記録なども要求しましょう。
なお、見積書は、内訳（仕様規格、数量、単価、
）を明確にし、
「一式〇〇円」は工事費精算時にトラブル
になる恐れがありますので注意しましょう。
完成近くになって、施工業者から予算が足りないと工事費の増額を要求された。断ったら工事を中断され
たが支払わなければならないか。
工事請負契約は、設計図書の内容で契約書記載の工期及び金額で完成する契約ですので、当初計画から
変更が無ければ工事代金の増額に応じる必要はありません。
施主の要望で計画や仕様を変更する場合は、工事代金の増減についても書面で明確にしましょう。
工務店から「許可がないので名義を借りる」と言われたが大丈夫か。
下記の工事であれば建設業許可が無くても請け負うことができます。木造住宅の場合 150 ㎡未満であれ
ば工事請負金額にかかわらず許可不要です。
名義の貸し借りによる工事契約は、建設業法違反の恐れがあるうえに瑕疵が発生した場合に紛争に発展する
可能性がありますので避けましょう。特に、瑕疵が発生した場合に瑕疵保険が不適用になる恐れがあります。
なお、瑕疵保険加入のために名義を借りるという事例もありますが、無許可業者が加入できる任意保険
（2 号保険）がありますので、大工・工務店にお願いしてください。
許可不要
工事

Q

A

建築一式工事

① １件の請負代金が 1,500 万円未満の工事（税込み）
② 請負額に関わらず木造住宅工事で 150 ㎡未満の工事

リフォーム工事等

① １件の請負代金が 500 万円未満の工事（税込み）

工務店から「直営工事」にすると瑕疵保険に入らなくてもいいと言われた。
「直営工事」とは、施主（あなた）が自ら資材や職人を手配して工事を行うことです。
建築的な知識があって資材や職人の手配が可能であればよいのですが、あまりお勧めできません。
どうしても直営方式で行いたい場合は、CM（コンストラクションマネジメント）方式で信頼できる建築士
事務所等に依頼することをお勧めします。
直営方式は、施主が元請けになることですので、工事関係法令の遵守義務は施主にあり、万が一の場合は
責任が問われかねません。関係法令とは、建設業法・建築基準法・労働安全衛生規則・道路交通法等があり、
具体的には以下のようなケースが予測されます。
・工事関係者が労災事故に遭った場合の安全管理責任
・工事に関連して第三者被害や隣家被害があった場合の安全管理責任
・工事内容に法令違反（建築基準法など）があった場合の工事管理責任
また、相談事例では「予算が尽きたと工事途中で放置された」
「下請業者から未払い工事代金を請求される」
「瑕疵保険に加入しないので 10 年保証無し」といった被害があります。
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大工さんに瑕疵保険の話をしたら「許可がないので保険には入らなくてもいい。
」と言われた。
住宅品確法(H12.4)により、新築住宅の工事請負業者は、許可の有無に関わらず構造耐力上主要な部分と
雨水の浸入を防止する部分について、引渡後１０年間の瑕疵担保責任を負うことになりました。
そして、住宅瑕疵担保履行法（H21.10）により、建設業許可事業者は瑕疵担保責任の資力確保義務があ
り、供託又は住宅瑕疵担保責任保険（1 号保険）に加入しなければなりません。
建設業許可の無い事業者には資力確保義務はありませんが、ほぼ同内容の任意保険（２号保険）に加入す
ることができますので、大工さんにお願いしてください。
住宅の発注を CM（コンストラクションマネジメント）方式で行うと安くなると言われたが、どのようなも
のか。
住宅建設については、建設会社(工務店)が設計図書に基づき見積もり契約を交わし、建築士事務所が監理
する形態が一般的ですが、CM 方式は簡単に言うと直営方式といってよいでしょう。
企画構想段階から実施設計、工事施工、引き渡しまで総合的に管理する業務で、施主の委任を受けて行う
者を CMｒ(コンストラクションマネージャー)といい、建築士事務所が行うことが多いようです。
建設会社(工務店)を介さず CMｒが専門業者の比較選定を行い、施主と各専門業者が契約することで、品
質を維持しつつコストの透明化と縮減を図ることができます。当初設計金額から縮減された額の一部を成果
報酬として支払いますので、施主の希望による工事変更が無い限り設計金額または契約金額を超えることは
ありません。
なお、住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保証など責任の所在を明確にする必要がありますので、CM に詳
しい実績のある建築士事務所を選定することをお勧めします。
問い合わせ先としては(一社)日本 CM 協会(東北支部：TEL022-292-0557)があります。
CMr（コンストラクションマネージャー）を名乗るコンサルタントに住宅工事全般を依頼した。工事の最
終段階になって資金不足を理由に工事費の増額を求められ、断ったら工事を中断されている。
CMr は法定資格ではありません。本来の CM（コンストラクションマネジメント）は、施主に変わって見
積書の審査や専門業者の選定を行い、設計の品質を確保しつつコスト縮減を図ることが業務であり、その成
果に応じて報酬を得るものですから、当初見積額を超えることは契約違反です。CM 経験の豊富な建築士の
有資格を選ぶことが大事です。

■ 地盤について
Q

A

Q
A

家が傾いたが、建築士に見て貰ったら「軟弱地盤なので地盤調査をすべきだった。
」と言われた。地盤
調査はしなければならないのか。
建築物の基礎の検討には地盤調査が必要ですが、以前は必須条件ではなく任意で行われていました。平成
12 年に施行された住宅品質確保法による性能評価住宅や平成 21 年に施行された住宅瑕疵担保履行法によ
る住宅から、地盤調査が行われるようになりました。目視で軟弱地盤と分かるような場合は、基礎の検討を
行うために地盤調査が必要です。
回りの家（土地）は軽微な被害なのに、自分の家（土地）だけ半壊（崩壊）してしまった。業者は地震の
せいだと言うが欠陥住宅（造成）ではないか。
地震被害は、地盤、平面・立面形状、住宅の重さ様々な条件により異なります。一般的に施工業者には瑕
疵担保責任、または一般不法行為責任を問うことになりますが、自ら立証しなければならず各種詳細な調査
データが必要です。弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。
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■ 耐震（診断・補強）について
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これからの地震が怖いので耐震診断を受けたいが費用はどの位かかるか
お住まいの住宅が昭和 56 年以前の住宅でしたら耐震診断・補強設計及び改修工事の補助が受けられま
す。耐震診断・補強設計は、通常、木造１２０ｍ２規模で 20 数万円程かかりますが、国、県及び市町村の
補助がありますので自己負担は数千円で済みます。お住まいの市町村窓口にご相談ください。S56 以降で
あれば新耐震基準で設計施工されていますので耐震診断は不要と思われますが、不安がありましたら専門の
建築士にご相談されることをお勧めします。
住宅の耐震性能が心配だが。
昭和５３年(1978)の宮城県沖地震での被害状況を契機に、昭和５６年(1981)に耐震基準が改正されま
した。従って、昭和５６年以前の住宅（建築物）については、耐震診断を行い耐震性能を確認することをお
勧めします。
耐震診断は、通常 20 数万円掛かりますが、補助制度がありますので、数千円の負担で診断を受けること
ができます。診断の結果、耐震性能が低いと評価された場合は耐震補強工事についても補助制度があります。
お住まいの市町村建築住宅担当窓口にお問い合わせください。
「大地震が来たら」と不安だが、耐震補強に何百万も掛けられない。
阪神・淡路大震災では６千人を超える尊い人命が失われました。その８割以上が住宅の倒壊による圧死や
窒息死なのです。このことから、住宅の耐震性能を現行の基準に適合させることが望ましいのですが、最小
限でも特に弱い箇所や日頃の生活の場として長時間滞在する茶の間、寝室などを補強することで、大地震時
における倒壊までの避難時間を確保することができます。緊急時の数十秒は命に関わる非常に大きな時間と
いえます。耐震診断による耐震性の確認をお勧めします。
分譲マンションの所有者だが、不安なので調査して欲しい。
管理組合に相談してください。昭和５６年以前の建築であれば、マンション全体の安全性の確認のため耐
震診断をお勧めします。目視による当面の被害状況調査を有料でお受けしています。(一社)福島県建築士事
務所協会の会員建築士が２名で調査し、今後の修理等に対する所見を付した報告書をお渡しします。
賃貸マンションの入居者だが、不安なので調査して欲しい。
管理組合で対応することになると思われますので、大家（貸主）さんに相談してください。昭和５６年以前
の建築であれば、安全確認のため耐震診断をお勧めします。
以前に耐震診断を受けて、耐震評価が 0.3 で倒壊の恐れがあると言われた。今度の地震で震度５を記録
したが壊れなかったので大丈夫と思うがどうか。
昭和５６年以前の耐震基準でも、震度５クラスの地震には耐えることになっています。しかし、地震被害
状況は、地盤や平面・立面形状、仕上げ材など建物各々の特性で大きく変わりますし、同じ震度階でも今回
のような海洋型と内陸型(直下型)では震動周期の違いもあることから被害態様は変わります。特に、今回の
地震では木造住宅等の倒壊を引き起こす１秒から２秒の周期は阪神淡路大震災の１／２～１／５程度だっ
たことが、建物の倒壊被害が少なかった一因だと言われています。過去の地震においても昭和５６年以降の
建物や耐震補強をした建物の被害が少なかったことが確認されていますので、耐震性能の評価が低い場合は
補強されることをお勧めします。
築４０年ぐらいになるが、太陽光発電システムの営業マンが、
「瓦を鉄板葺きにすると軽くなるので安心
です。
」と言うが、耐震性はどうなのか。
屋根の軽量化は耐震性能を向上させるのに有効ですが、昭和５６年以前に建てられた住宅でしたら耐震
診断を行い、所要の補強をしたうえでシステム設置をされることをお勧めします。
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Q

A

Q
A

築５０年の住宅に住んでいるが、東日本大震災被害は屋根瓦の落下だけで軽微だった。今度の地震は千年
に一度の大地震と言われているので、大きな地震はもう来ないと思うがどうか。
本相談は、被害日本大震災直後のものです。当時、地震予知連絡会議における「今後３０年以内に宮城県
沖で M７クラスの大規模地震が発生する確率は９９％！」と言われてきましたが、3.11 地震はこの想定地
震ではないとされました。そして、この相談から１０年後の R3.2.13 には福島県沖地震が発生し、震度６
強を記録しましたが、東日本大震災の余震と言われています。政府の地震調査研究推進本部では今後も警戒
が必要としています。これらの誘発される地震はより大きくなる可能性もあるとしています。また、令和３
年２月 13 日の福島県沖地震にも見舞われており、歪みや金物の緩みなどが発生している恐れがあります。
耐震診断とともに点検をお勧めします。
H2 築の分譲マンション。壊れ方が異常なので不安だが、管理組合が住民（組合員）に知らせないまま、
施工者に修繕を依頼しようとしている。今後、地震で壊れないか心配である。
多額の費用が掛かる大規模な修繕などは、理事会及び総会の承認事項になっていると思われます。正式な
手続きがとられているか規約等を確認してください。
また、耐震性や改修方法に疑義がある場合は、第三者の専門家に確認して貰うことをお勧めします。

■ 工事の不具合について
Q
A

Q

A

Q

A

Q

A

増築をしたが、雨漏りや壁のひび割れがあり、業者にクレームを言っても対応してくれない。
引き渡し後一定期間内であれば、業者は瑕疵担保責任を負うことになります。
対応に進展がなければ、契約の相手方に内容証明郵便等で期限を切って回答を求めてはどうでしょう。当事
者同士での解決が難しい場合は、弁護士会などに相談する方法もあります。
３年前にトタン屋根の塗装をしたが、再度塗装を勧められた。塗装に耐用年数はあるか。
塗装の耐用年数とはあってないようなものです。メーカーのカタログには記載されていますが、環境や下
地の状態、管理状況で大きく変わります。特にトタン屋根のリフォーム塗装では、下地処理や錆止め塗装の
良否が耐用年数を大きく左右すると言っても過言ではありません。別の塗装業者に見てもらうのも一案と思
われます。
参考までに塗装の種類による耐用年数の目安を示します。
・アクリル（６年～７年）
・ウレタン（８年～10 年）
・シリコン（12 年～15 年） ・フッソ（15 年～20 年）
新築して１０年ぐらいだが、土壁が剥がれたりクロスがよじれたりしている。欠陥住宅ではないか？（新
築マンションでも類似の相談あり）
今回の地震は本震が非常に大きく、余震は数も多く震度も大きいため、木造住宅は何度も揺られて緩みや
変形が生じていますので、壁や天井などの周辺部、下地材の継目等に多少の歪みやひび割れが出るのはやむ
を得ないものと思われます。不安であれば大工・工務店等にご相談され、修繕時にボルトや金物の緩みなど
を点検されるとともに、耐震上有効な壁を増設することなども検討されるようお勧めします。
新築引き渡し後から雨漏りがする。工事業者は調査には来るが修補してくれない。
住宅品確法(H12.4)により、新築住宅の工事請負業者は、許可の有無に関わらず構造耐力上主要な部分と
雨水の浸入を防止する部分について、引渡後１０年間の瑕疵担保責任を負います。また、H21.10 以降に引
き渡しを受けた新築住宅の建設業許可業者には資力確保義務があります。
評価住宅または瑕疵保険加入住宅（建築主に付保証明書交付）であれば、住まいるダイヤル(TEL：０５７
０-０１６-１００)に申込み専門家相談や住宅紛争審査会での紛争処理サービスを受けられます。
無許可業者には資力確保義務はありませんので、瑕疵保険未加入の場合は調停や訴訟などの法的手続きにな
ります。弁護士にご相談ください。

103

Q

A

壁がヒビ割れ、床が傾いている。業者は５㎝までは許容範囲だという。
住宅品質確保法に基づく「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」では、傾斜が 3/1000 未満の場合
は瑕疵の存在は少ないとし、6/1000 以上は瑕疵の存在が高いとしています。おおよその目安としては、8 畳
間の 1 辺で１㎝以下であれば問題無し、超える場合は問題有りとして建築士へ調査依頼することをお勧めし
ます。

■ 浸水被害家屋復旧関係
Q

高齢夫婦で何をどうしたらよいか分からない。

A

まずは、市町村窓口で罹災証明書交付の手続きをしてください。罹災証明は、罹災区分により公的支援を
受けるために必要です。不明な場合は、近くの支援者、社会福祉協議会に相談してください。浸水被害に遭
った場合の手続きを始め公的支援や修補復旧について、別途「風水害等住宅相談ガイドブック」があります
のでご参照ください。ガイドブックは当協議会で無料配布しています。また、震災がつなぐ全国ネットワー
クの情報も参考にしてください。
■風水害等被災者住宅相談ガイドブック (5).pdf
■震つな HP⇒https://blog.canpan.info/shintsuna/

Q

罹災証明の被害認定の浸水高さは、地盤面から測るのではないのか。床上浸水の場合、被害部分の修理内
容はほぼ同じなのに支援の内容が違うのは何故か。特に、半壊と大規模半壊の差が著しい。

A

浸水高さは屋内床面からの高さになります。被害認定は、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用
指針」で定められています。被害認定に納得できない場合は、市町村窓口で確認してください。
■内閣府基準⇒http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/h3003shishin_3.pdf
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/h3003kaitei.pdf

Q

A

Q

A

Q
A

支援の内容やリフォームの助成について知りたい。
浸水被害に遭った場合の公的支援については、前述の「風水害等住宅相談ガイドブック」の HP 情報、災
害時の公的支援及びリフォームの助成等については、福島県復興住宅推進協議会の「安心の住まいと快適な
暮らし」をご参照ください。当協議会では印刷物を無料でお配りしています。
■安心の住まいと快適な暮らし⇒http://fukushima-hukkoujuutaku.org/pdf/sumaishienseido.pdf
■風水害等被災者住宅相談ガイドブック (5).pdf
応急修理業者は、市（町村）が定めた業者でないとダメなのか。
応急修理制度は、市町村が現物給付（直接発注）する制度なので、工事業者は市町村の登録業者でないと補
助を受けられません。このため、登録されていない事業者に修理を依頼する場合は、予め市町村長に工事業者
の登録申請を行い登録されてから工事に着工することになります。福島県と災害時の被災住宅応急修理協定を
締結している団体の会員事業者情報は協議会にもありますのでお問い合わせください。なお、この応急修理の
補助を受けた場合は、仮設住宅や公営住宅への入居はできませんので注意が必要です。念のため、お住まいの
市町村に確認することをお勧めします。
■協議会 HP 事業者検索⇒(http://fukushima-taishinreform.jp)
借り上げ住宅の入居はどうしたらいいのか。
市町村の罹災証明書の交付を受けてから担当窓口にご相談ください。賃貸住宅は自ら探す必要があります
が、最寄りの（公社）福島県宅地建物取引業協会各支部及び（公社）全日本不動産協会福島県支部会員に
ご相談ください。
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Q
A

Q

A

Q
A

高齢の一人暮らしで何も手付かず状態である。飛び込み営業の業者が汚泥掻き上げと清掃消毒を 100 万
円でやってくれると言うがどうか。
汚泥の掻き上げや清掃消毒まではボランティアの方々にお願いすることも可能なので、まずは最寄りのボ
ランティアセンター、社会福祉協議会にご相談ください。
床上浸水したが修理して住むことができるのか不安だ。
技術的に修理は可能です。ただし、軸組部材に経年劣化や腐朽、シロアリの食害の有無を確認し所要の修
理をすることが重要ですので、技術的に信頼できる事業者に相談してください。
具体的には、水が引いたら早めに水洗いの後、汚泥の掻き上げと清掃消毒、乾燥は必須で、特に、乾燥が
不十分だとカビが発生する恐れがあります。過去に浸水家屋の修補経験がある事業者は、最低でも１ヶ月、
できれば数ヶ月の乾燥期間が必要だと指摘しています。また、断熱材にグラスウール（綿状）が使用されて
いる場合は汚水を吸水していますので、壁を剥がして取り除くことが必要です。
なお、壁材を剥がすことで耐震性能が低下しますので応急的に合板や筋違いなどで横揺れに備えましょう。
昭和５６年以前に建築された住宅については、耐震性能が低い場合がありますので、修補の際に確認しま
しょう。修補の方法については、別途「風水害等住宅相談ガイドブック」がありますのでご参照ください。
ガイドブックは当協議会で無料配布しています。また、震災がつなぐ全国ネットワークの情報も参考にして
ください。
■風水害等被災者住宅相談ガイドブック (5).pdf
■震つな HP⇒https://blog.canpan.info/shintsuna/
床下浸水なので、水が引けば特に問題は無いと思うがどうか。
前記 Q&A と類似ですが、水が引いたら早めに水洗いの後、汚泥の掻き上げ、清掃消毒、乾燥を行います。
床の断熱材が吸水している場合は剥がして交換が必要です。

Q

リフォーム業者は、コンセントはそのまま使えると言うが大丈夫か。

A

コンセントや TV 共聴端子などにも泥水が浸水していますので、交換をお勧めします。

Q

厚生労働省の HP では、庭と床下は消毒不要としているがどうなのか。

A

Q
A

Q

A

厚生労働省では感染症予防を重点に消毒方法を広報しています。冠水した場合は、下水道のマンホールや
浄化槽、汲取槽の汚水が混ざり家屋内に流入しますので、感染症予防はもとより脱臭のためにも床下消毒は
有効と思われます。消毒剤は、クレゾール石けん液、逆性石けん（塩化ベンザルコニウム）次亜塩素酸ナト
リウム等があります。消石灰は強アルカリなので健康被害を及ぼす恐れがあり、取り扱いには注意が必要で
す。
詳しくは厚労省 HP⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00341.html
床下を乾燥させる場合、ファンを使ってもよいか。
ファンの使用は有効ですが、汚泥の粉じんを拡散する恐れがありますので、汚泥を掻き上げ清掃消毒後に
行ってください。
リフォーム業者は床下調湿材を敷き込めば大丈夫と言うがどうなのか。
床下調湿材は文字通り吸湿と放湿を行う材料で脱臭等の効果も期待できるといわれていますが、容量を超え
て吸湿するものではありません。やはり、しっかり乾燥させて消毒後に敷き込むのがよろしいと思われます。
一般的には天然ゼオライトを主成分とする物が多くメーカーにより異なりますが、一例をあげますと坪当
たり 20Kg 使用（10Kg×２袋）１袋２千円前後ですので４千円に敷き込み手間代ということになります。
消費者相談では建坪当たり３万円などの高額請求の事例がありますので、価格に見合う施工内容なのか
注意が必要です。
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Q

A

Q
A

Q

昭和６１年の 8.5 水害でも冠水したが建て替えかリフォームかで迷っている。
冠水した場所は今後も再度被害に遭う可能性が高いので、建て替えの場合は、地盤の嵩上げや居住部分を
2 階にするなどの対策が必要です。リフォームでも同様の検討のほか、昭和 56 年（1981）以前建築の
場合は耐震性の検討を行うことをお勧めします。耐震性能が低く補強を行う場合も補助制度を活用できま
す。また災害危険区域内の建替にも補助制度の活用が可能な場合があります。市町村窓口にご相談ください。
解体予定だが、補助金はあるか。
※類似：建て替える予定だが、市（町村）に頼めば解体してくれるのか。
解体の補助金はありません。罹災証明の区分が半壊以上であり、居住（使用）が困難な状況の場合は申請
により公費解体ができる可能性があります。また、遡って解体費用が認められる場合もあります。一部解体
やリフォームは対象になりません。市町村の窓口で確認してください。
ハウスメーカーの住宅だが、リフォーム業者に工事が難しいと言われた。

A

ハウスメーカーの工場生産による認定住宅の場合は、材料・構造工法等について評価機関の認定を受けた
住宅であるため、流通材を使用する在来工法でのリフォームでは性能を損なう恐れがありますので、ハウス
メーカーに相談してください。また、住宅瑕疵担保の保証期限内にある場合は、ハウスメーカー以外の事業
者によるリフォームを行うと万が一瑕疵が発生した場合に保証の対象外となる恐れがありますので注意が
必要です。

Q

築 3 年の木造在来工法の住宅が浸水したが、建設業者が対応してくれないので業者を紹介して欲しい。

A

瑕疵担保の保証期間内であれば、建設業者に依頼することをお勧めします。他業者に依頼したリフォーム
は、建築主の任意の修繕と見做されて、万が一瑕疵が発生した場合に保証の対象外となる恐れがありますの
で注意が必要です。建設業者に文書で確認を求めてください。

Q

A

Q

A

Q

A

しろあり業者が営業に来て、
「浸水後はシロアリが発生するので予防した方がいい。
」と２０坪で 80 万円
の見積もり提示があったがどうか。
しろあり駆除あるいは予防を行うことは有効ですが、その前に汚泥の掻き上げ、消毒清掃、乾燥をしっか
り行うことが重要です。なお、しろあり予防駆除工事の適確性を確保するために、法定ではありませんが（公
社）日本しろあり対策協会会員か、しろあり防除施工士か、薬剤の種類と使用量、保証書（保証期間）等に
ついて確認しましょう。近年、飛び込み営業のしろあり駆除工事で、高額の費用を請求される被害報告があ
ります。駆除と予防では費用も異なりますので、不安な場合は当協議会にご相談ください。
日本しろあり対策協会⇒https://www.hakutaikyo.or.jp/
床上浸水でフローリング張替工事の見積もりが高額である。工事費の相場はどのくらいか。
リフォームの場合は被害状況が個別に異なるので相場はありませんが、災害時は復旧需要が集中するため
見積もりが高くなることは否めません。なお、解体した壁材、断熱材はもとより、廃棄する家財や汚泥など
もリフォーム工事に含めると産業廃棄物となり、高額の処分費用が発生します。災害時には市町村が一般廃
棄物として回収する場合もありますので、廃棄物窓口にご相談ください。
勧められて 2 社から見積もりをもらった。A 社は解体工事が安く、B 社はリフォーム工事が安い。それ
ぞれ安い工事での分離発注はできないか。
※類似－キッチンユニット、バスユニット、洗面台、便器、給湯器等の住設機器はネット購入が安いので、
支給工事としたいが可能か。
各業者は、下請け会社や資材調達方法が異なり見積額も異なります。従って、リフォーム工事と解体工事
の合算総価での見積もり提示となります。分割発注とすることについては業者が応じる場合もありますので
直接相談してください。なお、当然のことながら支給とした設備機器等は保証の対象外となりますので、故
障した場合の修理は初期不良でも自ら手配することになります。
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Q
A

知り合いの工事業者が廃業してしまい、リフォームを頼める工事業者が見つからない。
当協議会の「安心事業者リスト」から最寄りの事業者にお問い合わせください。Web での検索のほか
冊子版を無料でお配りしています。
協議会 HP「事業者検索」⇒https://fukushima-taishinreform.jp/constructor/

■ その他
Q

A

Q
A

Q

A

Q

A

Q

A

住宅のリフォームをしたいが、どんな点に注意したらいいのか。
リフォームの範囲や規模が大きい場合は、専門家（建築士事務所）に相談されることをお奨めします。詳
しくは、当協議会 HP 内、
「各種ダウンロード」より消費者向け情報「住まいの新築・増改築・リフォーム
の留意点」を参照してください。マンションの場合は、このほかに共用部分、専有部分の区分を理解のうえ
で、管理規約等に従ってリフォームをしなければなりませんので、管理組合にご相談ください。
■住まいの新築・増改築リフォームの留意点 (fukushima-taishinreform.jp)
今住んでいる近くに住宅を建てたいが、放射能は大丈夫？
お住まいの地域が同じであれば、放射能の影響は変わらないと思います。不安であれば 原発の状勢や放
射線濃度の経緯を確認し、落ち着いてから着工することも考えられます。
昔建てた家の屋根がアスベストではないか不安だ。
アスベストを含んだ建材は多く製造供給されましたが、現在は使用禁止となっています。古い材料のうち、
成型板（波形スレート、カラーベストなどセメントや接着剤で固められた製品）は、劣化や損傷がなければ
飛散の恐れは少ないと考えてられます。心配であれば、専門業者にご相談ください。
→アスベスト処理協会（024-921-6333／事務局：東北ビルハード(株)）
アトリエを増築したが、アレルギーがひどくなった。
使用材料がホルムアルデヒドを放散しない材料かどうか業者に確認を求めることが必要です。また、厚生
労働省では化学物質の室内濃度の指針値を定めていますので、室内濃度を測定して有害物質の有無を確認す
ることも考えられます。なお、有害物質の放散などによるアレルギーの原因は、建材のほかに家具、防殺虫
剤、カーテンなどからの発生の可能性も考えられます。
シックハウス対策(室内化学物質濃度測定)の検査機関は当協議会のホームページでもご覧になれます。
■福島県耐震化・リフォーム等推進協議会 (fukushima-taishinreform.jp)
中古住宅をローンで購入し耐震性能を有する条件でのローン減税を受けようとしたが、証明書が必要と言わ
れた。
築年が古い住宅でも、新耐震基準による耐震性能を有する住宅は各種の税制優遇が受けられます。
木造は２０年超、非木造は２５年超の場合、この税制優遇措置を受けるためには、耐震基準適合証明書を取
得しなければなりませんが、取得するのは原則売り主です。
ローン減税に係る諸手続きは所有権移転後入居開始までに行うものが多くあります。
具体的には、引き渡し後６か月以内に入居することが必要で、入居前までに耐震診断（NG なら改修工事）
を行い、適合証明書の交付を受けなければなりません。この場合、予め耐震基準適合証明書の仮申請をして
おく必要があります。住宅の引き渡しを受けてからの証明書取得では、優遇を受けることができない場合が
ありますので注意が必要です。
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Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q
A

Q

A

中古マンションをローンで購入したので、ローン減税を受けたいがどうすればよいか。
ローン減税の手続きは前問と同様です。
マンションについては、住戸個別に耐震基準適合証明を取得することはできませんし、マンション全体の耐
震性能を確認することも現実的ではありません。可能性として「既存住宅売買瑕疵保険に加入し付保証書を
取得する」という方法があります。しかし、この保険は売主または仲介業者が加入する保険ですので、購入
者が取得することはできません。購入の条件として交渉の余地はあるかと思われますので相談してみてくだ
さい。
貸家を借りるに当たって連帯保証人を求められたが、依頼できる親戚知人が近くにいない。
借家の入居契約時に連帯保証人を求めるのは、主に家賃滞納等の債務保証が目的です。(一財)高齢者住宅
財団(TEL0120-602-708)では、高齢者等を対象世帯として家賃債務保証を行っています。また、同様の
保険を扱っている民間会社もありますので、可否について不動産業者または大家さんに相談してみてくださ
い。
※H24/7 に福島県居住支援協議会が設立され、会員の居住支援法人等が有償で身元保証及び債務保証サ
ービスを提供していますのでご相談ください。
■福島県居住支援協議会 (fukushima-kyojushien.jp)
原発避難者であり家族数が多いため、帰還できるまで郊外の大きな空き家を借りたいと思ったが、不動産
業者に調整区域なのでできないと言われた。
都市計画法により、市街化を図るべき市街化区域と市街化を抑制すべき市街化調整区域が定められていま
す。従って、市街化調整区域内に建設可能な建築物の用途には「貸家」の定義がありません。売買は一部可
能ですが再築等の制限がありますので、不動産事業者または当該住宅住所地の市町村担当部署にお問い合わ
せください。
隣地に住宅を建築しており、敷地境界線いっぱいに建てるようだが違反工事ではないか。
民法では、隣地境界線から外壁までの距離を 50cm 以上離すよう規定されていますが、相互の合意や地
域慣習によりこの規定に拘束されない場合もあります。また、建築基準法に定める防火地域及び準防火地域内
の外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しています。
さらに、第 1 種・第 2 種低層住居専用地域で「外壁後退距離」の指定がある場合は、１ｍまたは 1.5ｍ
後退しなければなりません。
念のために特定行政庁（地方公共団体）の建築基準担当課に確認してください。
外壁リフォームするため隣地に足場を組まなければならないが、隣人が承諾してくれない。
民法 209 条は、隣地使用の請求権を認めたうえで、所有者の承諾を得ることとしています。しかし、こ
れは現実的には困難なことであり、工事業者と協力して工事の内容、工期、損害賠償等を提示し理解を求め
ることをお勧めします。また、工事業者に足場を設置しない工法の検討を依頼されてみてはいかがでしょう。
太陽光発電の余剰電力を貯めて使うとお得だとセールスマンに蓄電池購入を勧められたがどうか
太陽光発電の 10 年間固定買取制度終了に伴い売電価格が 1/5 程度になるため、その後の電力活用には
蓄電池を設置して自家消費を図ることが有効と言われています。太陽光発電システム設置から１０年未満
（FIT 期間中）売電中は売電価格の方が買電価格よりも高額なので、自家消費より売電がお得です。
次に、蓄電池の導入について、災害時に使いたいのか、発電電力を全て自家消費したいのか、目的をしっか
り確認して、節約目的なら毎月の電気代と蓄電池の償却費（ローン代）を比較するなど採算性の試算を業者
に求めることが重要です。さらに、蓄電池によっては IH コンロやエアコンなどの 200W 機器が使えなか
ったり、停電時に全室使用できないなどの仕様の相違や相性もありますので注意してください。

■ 参 考

※「住まいるダイヤル」の相談事例はこちら⇒http://www.chord.or.jp/case/index.php
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6.参考資料 参考 8：木造住宅の耐震改修の費用
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6.参考資料

参考 9：住宅関連融資商品

■東邦銀行

P.120

■福島銀行

P.130

■大東銀行

P.132

■福島信用金庫

P.136

■二本松信用金庫

P.138

■郡山信用金庫

P.142

■須賀川信用金庫

P.149

■白河信用金庫

P.155

■会津信用金庫

P.158

■あぶくま信用金庫

P.162

■ひまわり信用金庫

P.165

■東北労働金庫

P.167

■住宅金融支援機構

P.169
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復興
応援

無担保住宅ローン

ナイスアシスト
年利

2.25％ ～ 2.90％

（変動金利・保証料込）

新築・中古住宅購入資金に
で利用
できます

“担保なし”

無担保のため、手続きが簡単で担保設
定費用もかかりません。火災保険・団信
の付保も不要です。

スピード審査

担保設定に伴う調査や手続きがな
いため、審査がスピーディです。

借り換えにより

月々のご返済額の
見直しができます

住宅ローン・住宅金融支援機構などの
住宅取得資金でのお借入れの借り換え
に利用できます。

インターネットで24時間受付。来店なしで仮審査が可能です。 詳しくは
ご利用いただける方
■申込時満20歳以上満65歳以下で完済時満70歳未満の方
■同一勤務先に３年以上勤務あるいは同一事業を３年以上
営業の方
■安定継続した収入があり、前年度税込み年収が200万円
以上の方
■当行営業エリア内にお勤めまたはお住まいの方

ご融資金額

10万円以上1,000万円以下
（１万円単位）
※借り換えの場合は借り換え対象ローンの残高以内とします。
※住宅購入・新築資金で自己資金のみの場合
（他のローンを
伴わない場合）
は、
対象物件価格の80％以内とします。

お使いみち
■住宅購入・新築資金
※対象は自己居住用で本人名義
（共有名義含む）
の物件とします。
■住宅ローン及びリフォームローンの借り換え資金
※直近１年間以上延滞のない方。

ご融資金利
■ステップ１・・・変動金利 年2.25％（保証料を含む）
■ステップ２・・・変動金利 年2.60％（保証料を含む）
■ステップ３・・・変動金利 年2.90％（保証料を含む）
※審査の上、ステップ１から３のいずれかの利率を
当行で決定させていただきます。

ご融資期間
15年以内（１ヶ月単位）
※借り換えの場合は借り換え対象ローンの残存期間を
上限とします。

ご返済方法
■元利均等毎月返済
※借入総額50％以内（１万円単位）のボーナス時増額
返済の併用も可能です。
■店頭やホームページでご返済額が、ご確認できます。

福島銀行

検索

担保
不要です。

団信加入
不要です。

保証人
■所得合算を行う場合は、合算者を連帯
保証人とします。
■原則として、物件の共有者または所有
者を連帯保証人とします。
※他に保証会社の判断で連帯保証人が
必要となる場合があります。

保証会社

(株)オリエントコーポレーション

取扱手数料
11,000円（消費税込み）
※全額繰上返済をする場合は当行所定の
手数料がかかります。

詳しくはフリーダイヤルまでお問い合わせください。
また、
店頭に説明書をご用意しております。
フリーダイヤル

0120-68-2940

https://www.fukushimabank.co.jp/ [受付時間] 午前9時～午後8時（土・日・祝日を除く）
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（2019年10月1日現在）

お申込みは

[FAX の場合]

FAX:024-536-5266

●この申込書をそのままご送信ください。

[ ご郵送の場合 ]

〒960-8625

◎最寄りの営業店窓口まで、直接お持ちいただいても結構です。

福島市万世町２番５号

（金融機関）
株式会社 福島銀行 御中
（保証会社）
株式会社 オリエントコーポレーション

福島銀行

コールセンター宛

無担保住宅ローン
「ナイスアシスト」
仮審査申込書

御中

※お申込みにあたっての留意事項
１．
下記の
「本申込みにかかる個人情報の取扱に関する事項」
を確認し、
同意のうえお申し込みください。
２. この申込書はローンの
「仮審査申込み」
です。
ご利用いただくには、
別途正式なお手続きが必要となります。
審査結果ご連絡の後、
１ヶ月以内
にご本人がお取引店までご来店ください。
3．
必ず申込みのご本人が正確にご記入ください。
この仮審査申込書の記入内容と、ご来店時にご提示いただく正式申込書ならびに確認資料の
内容とが相違している場合、
ご連絡した審査結果にかかわらず、
ご契約をお断りする場合があります。
4．
この仮審査申込書は審査結果にかかわらずご返却いたしませんのでご了承ください。
5．
このローンは、
審査結果によってご案内する金利コース
（３段階）
が異なりますので、
予めご了承ください。

私は下記の本申込みにかかる個人情報の取扱に関する事項に同意のうえ、
本ローンを申込みます。
借入希望日

年

月

日

印

住居

１．
自己所有
２．
家族所有

名称

職種

ご職業

者

業種

住所

）

日（

歳）

７．アパート
８．寮
－

９．その他

居住

年

月

）様方 ３．無
ー

ー

ご自身 税込年収
の年収

－

７．アパート
８．寮

１．公務員 ３．会社員 ７パート・アルバイト
２．公的資格者 ５．自営業 10.派遣

福島銀行との取引状況

資金使途

業種

ー

３．
社宅・官舎
５．賃貸マンション
４．
借家（民間一戸建） ６．公営・公団
職種

電話

名称

ご職業

住居

１．
自己所有
２．
家族所有

９．その他

－

１．男

２．女

ー

その他の収入を含め

）

年 ヶ月

－

申込者
歳） との関係

日（

１．自宅 ２．呼出（
ー

※自著下さい

電話

性別

ご住所
連帯保証人予定者

印

万円

人
勤続
年数

出向・派遣されている方はご記入ください

１．小売 ４．建築・工事 ７．陸運 10.接客・娯楽 出向
２．サービス ５．不動産 ８．製造 11.医療機関
派遣先
３．教育 ６．金融 ９．飲食 12.その他

昭和・平成
年

ヵ月

従業
員数
その他の収入を含め

生年
月日

２．女

ー

所属
） 部課

内線（

１．男

他 社 （住宅ローンを除く）
ローン
残 高
万円

携帯

（名）

２．
有
人）

日

ー

１．公務員 ３．会社員 ７パート・アルバイト ご自身 税込年収
２．公的資格者 ５．自営業 10.派遣
の年収

電話

お名前

（姓）

ー

お届け印

フリガナ

ご家族

月

）様方 ３．無
ー

３．
社宅・官舎
５．賃貸マンション
４．
借家（民間一戸建） ６．公営・公団
電話

込

２．
有
人）

フリガナ

配偶者 １．
無
同居家族
（

年

）

（〒

（〒

昭和・平成

１．自宅 ２．呼出（
ー

フリガナ

フリガナ

月

性別

ご住所
お
申

配偶者 １．
無
同居家族
（

ご家族

支店名

年

携帯

生年
月日

※自著下さい

（〒

申込日

電話

お名前

お届け印

（名）

フリガナ

支店番号

0513

１．
テレビ ２．ラジオ ３．新聞 ４．リビング誌 ５．新聞チラシ ６．ATMコーナー ７．インターネット
８．
ダイレクトメール ９．知人 10.銀行窓口 11.銀行職員 12.交通広告 13.その他（
）

申込経緯

フリガナ

（姓）

銀行番号

万円
居住

勤続
年数

年 ヶ月
年

ヵ月

１．小売 ４．建築・工事 ７．陸運 10.接客・娯楽
２．サービス ５．不動産 ８．製造 11.医療機関
３．教育 ６．金融 ９．飲食 12.その他

取引開始日

年

月

借入希望額

万円

既住借入額

毎月返済希望額

万円

１．普通・当座・定期・定積 ２．財形・財形年金 ３．給与・年金・配当金振込
４．住宅ローン・カードローン・その他ローン
５．自振（電話・電気・ガス・水道・税金・NHK・カード・その他）
６．その他（
）

ボーナス時増額返済希望額
支払希望額回数

万円
年

ヶ月
（

回）
（１ヶ月単位）

担保有りのお借入れ

万円

担保なしのお借入れ

万円

本申込みにかかる個人情報の取扱に関する事項
１. 個人情報の収集、
利用、
保有
申込者は、株式会社福島銀行（以下「銀行」という）ならびに株式会社オリエントコーポレーショ
ン（以下「保証会社」という）との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の個人情報を銀
行ならびに保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用し、保有することに同意します。
①氏名、
性別、
生年月日、
住所、電話番号、勤務先、家族構成、居住地等、本申込書にご記入頂く事項
②申込日、
契約日、
商品名、
契約額、支払回数等の契約情報
③支払開始後の利用残高、
月々の返済状況等、本契約の取引に関する情報
④支払能力判断のための申告情報、この申込み以外に銀行ならびに保証会社と締結する契約に
関する利用残高、
返済状況等
⑤申込者の運転免許証、
パスポート等の本人確認のための情報
⑥映像、
音声情報
（個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの）
⑦公開情報
（官報、
電話帳、
住宅地図等に記載されている情報）

登録情報
本契約に係る
申込をした
事実

登録期間
KSC
銀行が信用情報を
利用した日から
１年を超えない期間

CIC
保証会社が個人信用
情報機関に照会した日
から６ヶ月間

JICC
保証会社が個人信用情報
機関に照会した日から
６ヶ月間を超えない期間

３. 個人情報の提供・利用
申込者は、本申込みにおいて、銀行および保証会社が与信取引上の判断をするにあたり、申込者
の銀行および保証会社における取引全般に関する情報を相互に利用することに同意します。

２. 個人信用情報機関への登録・利用
（1）申込者は、本申込みに関して銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関及び同機関と提
携する個人信用情報機関に申込者の個人情報（当該各機関の加盟会員によって登録される契約
内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を
含む。
）
が登録されている場合には、銀行および保証会社がそれを与信取引上の判断（返済能力ま
たは転居先の調査をいう。
返済能力照会に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。
以下同じ。
）
のために、
利用することに同意します。
（2）銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関及び同機関が提携する個人信用情報機関は次の
とおりです。
各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のホームページに掲載されております。
①銀行が加盟する個人信用情報機関
・全国銀行個人信用情報センター（KSC） ℡03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
②保証会社が加盟する個人信用情報機関
・㈱シー・アイ・シー
（CIC） ℡0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
・㈱日本信用情報機構
（JICC） ℡0120-441-481 https://www.jicc.co.jp/
③CIC および KSC ならびに JICC は相互に提携しています。
（3）銀行または保証会社がこの申込みに関して、銀行または保証会社の加盟する個人信用情報機関
を利用した場合、申込者は、その利用した日及び本申込みの内容等が、同機関に右表に定める期
間登録され、同機関の加盟会員によって、自己の与信取引上の判断のために利用されることに同
意します。

４. 個人情報の開示・訂正・削除
（1）申込者は、個人情報について銀行および保証会社の所定の方法で開示を請求できます。
ただし、
業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合および個人情報保護法に別途定めがある
場合に該当すると判断した場合は開示しません。
（2）開示の結果、
客観的な事実について、
不正確または誤りである場合は訂正または削除に応じます。
５. 本条項に不同意の場合
銀行及び保証会社は、申込者がこの申込みに必要な事項の記入を希望しない場合及び本条項に
同意しない場合は、本申込みの受付をお断りすることがあります。
６．本契約が不成立の場合
申込者は、本申込みにかかる契約が不成立であっても、その理由の如何を問わず上記 1 に基づ
き、本申込みをした事実に関する個人情報が銀行及び保証会社において一定期間利用されるこ
とに同意します。
７. お問合せ窓口
（1）銀行のお問合せ窓口 株式会社福島銀行（https://www.fukushimabank.co.jp/）
CS 向上室
〒960-8625 福島県福島市万世町2-5 TEL0120-294-091
（2）保証会社お問合せ窓口 株式会社オリエントコーポレーション（https://www.orico.co.jp/）
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町 5-2-1 ℡03-5275-0211
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ふくしん

最高金額2,000万円まで
25年楽々返済

無担保住宅ローン
自宅新築・購入・リフォーム資金
借換えや太陽光設置費用にも

令和3年7月1日現在

・年齢が満２０歳以上の方
ご利用

変動・固定金利選択型

・安定継続した収入がある方

※借入期間中のご要望に併せて「固定金利3年・5年・10年」と

いただける方 ・当金庫の営業区内に居住あるいは勤務されている方

ご融資金利 「変動金利」を自由に選択いただけます。金利や適用条件の詳

・(一社)しんきん保証基金の保証が受けられる方

細につきましては店頭またはホームページにて「住宅ローン金
利のお知らせ」をご確認ください。

申込人が居住（居住予定を含む）し申込人もしくは家族が所有

お使いみち

している自宅、または家族が居住(居住予定を含む）し申込人が

ご融資金利に年0.68％（※リピートプランについては年

所有している自宅に関する次の資金

0.54％）の保証料を上乗せとなります。

・自宅購入、新築、建替え、リフォーム（増改築・修繕）、太
陽光設置資金、購入等に伴う諸費用

保証料

の個人ローン、住宅ローンをご利用の方が該当します。

・インテリア・家電等の購入資金（自宅購入資金等と合わせた
申込で100万円まで）
ご融資金額 2,000万円以内（1万円単位）

ご契約の際、手数料が掛かります。
手数料

ご融資期間 3ヶ月以上25年以内

返済併用も可能です。
担保
保証人
団体信用
生命保険

また、固定金利の見直し、一部繰上返済、期日前完済および条
件変更等を行う場合手数料が掛かります。詳細につきましては
店頭にて「手数料のご案内」をご確認ください。

毎月元利均等返済又は毎月元金均等返済（元金返済据置は6ヵ
ご返済方法 月以内）※お借入金額の50％以内につき6ヵ月ごとのボーナス

リピートプランとは・・・しんきん保証基金保証付のカード
ローンをお持ちの方（同時契約も可）しんきん保証基金保証付

・住宅ローン・リフォームローン借換え資金

本人確認書類（運転免許証等）
必要書類

年収確認書類（お借入金額が100万円以内の場合不要）
資金使途確認書類（売買契約書、工事請負契約書等）
対象物件の全部事項証明書（発行日から3ヶ月以内）

(一社)しんきん保証基金が保証しますので担保・保証人は不要
です。

お申込みに際しては所定の審査によりご希望に添えない場合が

保証金額が1,000万円を超える場合、原則として団体信用生命
保険にご加入いただきます。その際団信の種類により保険料が

その他

ございますのでご了承ください。ご融資金は、原則として工事
契約先等へお振込みいただきます。なお、振込手数料について
はお客様負担となります。

年0.35％～年0.65％ご融資金利に上乗せとなります。

申込は店頭以外に

☎

インターネットでも➡

0120-201-219

詳しくはお近くのふくしん、または総合相談センターにお問い合わせください。
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ふくしん住宅ローン金利のお知らせ
変動固定金利選択型住宅ローン「マイプランシリーズ」

住宅ローン金利表

固定
金利

2021.10.15現在
店頭表示金利

当初期間

全期間

（基準となる金利）

重視プラン

重視プラン

３年

年2.35%

年0.70%

年1.15%

５年

年2.65%

年1.00%

年1.45%

１０年

年3.15%

年1.15%

年1.95%

年2.725%

―

年0.95%

変動金利

変動金利を検討される場合は必ず裏面も確認ください。
当初期間重視プラン
右欄の金利優遇条件10項目のうち３項目以上を満たす場合に

金利優遇条件
①給与振込（年金振込）指定

該当します。当初固定金利適用期間は「店頭表示金利」より

②バンキングアプリを登録の方

固定金利３年・５年は年１．６５％、固定金利１０年は年

③公共料金口座振替指定（２項目以上）

２．００％優遇いたします。

④税金口座振替指定

はその時点の店頭表示金利から一律年０．７０％優遇いたし

⑤ふくしん各種カードローン保有
⑥しんきんＶＩＳＡもしくはＪＣＢカード保有

全期間重視プラン

□
□
□
□
□

⑦お子様を扶養されている方

□

右欄の金利優遇条件10項目のうち３項目以上を満たす場合に

⑧二世帯、三世代同居の方

該当します。お借入れ全期間にわたり「店頭表示金利」より

⑨福島県住宅政策連携資金に適合

固定金利については年１．２０％、変動金利については年

□

□

※当初固定金利適用期間経過後も固定金利を選択される場合
ます。

☑

□
□

１．７７５％優遇いたします。変動金利の取扱については必

⑩エコ住宅プラン対応

ず裏面を確認ください。

※①～⑥については同時契約も含みます。

お借入時の金利はお申込時もしくはご契約時のいずれか低い金利を選択いただけます。
※ただし変動金利選択時は契約時の金利となります。
※店頭表示金利は定期的に見直しを行い、予告なく変更されることもございます。
※住宅ローンについては所定の審査が必要となります。金利優遇対象商品については別途お問い合わせください。
※２つのプランは新規ご契約の際、適用になります。併用しての利用はできません。
※上記の優遇条件項目については当庫所定の基準となります。詳細は店頭窓口にてご確認ください。
※団体信用生命保険加入の際、「がん特約付保」「3大疾病特約付保」「3大疾病特約＋就業不能特約付保」
「しんきんフルサポート団信」を選択された場合、年0.1％～0.3%を金利に上乗せさせていただきます。
※契約期間中,返済の滞りが発生した場合や金利優遇条件の取引が著しく減少した場合等については金利選択中であっても
店頭表示金利に引き上げさせていただく事がございます。

事前審査はインターネット
からでも可能です

支店名
担当者
問い合わせ先
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148

149

150

151

152

153

154

155

157
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自宅の購入資金・リフォーム資金、
住宅ローンの借換えなど住宅資金全般にご利用いただけます。

あいしん
〈無担保〉

住 宅
ローン

最長25年
最大2,000万円まで
融資可能

変動金利／
通常金利

年

2.7 %

（保証料込み）

リピート
プラン

金利引き下げ幅

さらに

0.1％

対 象 条 件
次のいずれかに
該 当 す る 方

ご 利 用
いただける方

● 年齢が満20歳以上の方
● 安定継続した収入がある方
● 当金庫の営業地区内に居住あるいは勤務されている方
●（一社）
しんきん保証基金の保証が受けられる方

お使いみち

申込人が居住
（居住予定を含む）し申込人もしくは家族が所有している
自宅、または家族が居住（居住予定を含む）し申込人が所有している自宅
に関する次の資金
● 自宅の購入資金、新築資金、建て替え資金、リフォーム
（増改築・修繕）
資金、
購入等に伴う諸費用
● 住宅ローン、
リフォームローンの借換え
● インテリア・家電等の購入資金（自宅の購入等と合わせた申込で100
万円まで）

保

料

担保・保証人

ご融資金額

2,000万円以内
（1万円単位）

ご融資期間

3カ月以上25年以内

ご返済方法

毎月元利均等返済または毎月元金均等返済
（元金返済据置は6カ月以内）
※お借入金額の50％以内につき6カ月ごとのボーナス返済併用も可

□ 実際にお借入いただく日の金利が適用となり、お申込時の金利と異なる場合があります。
□ 審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
□ 金融情勢の変化などにより内容を変更・中止させていただく場合がございます。

証

■ しんきん保証基金保証付のカードローンをお持ち
の方（同時申込も可）
■ しんきん保証基金保証付の個人ローン・住宅ローン
をご利用の方

金利に含まれます。
（一社）しんきん保証基金が保証しますので担保・保証人は不要です。

条 件 変 更
手 数 料

一部繰上返済・期日前完済・条件変更をされる場合は所定の手数料が
かかります。

必 要 書 類

●
●
●
●

そ

ご融資金は、原則として工事契約先等へお振込みいただきます。なお、
振込み手数料については、お客様負担となりますので、あらかじめご了承
ください。

の

他

本人確認書類（運転免許証等）
年収確認書類（お借入金額が100万円超の場合は必要）
資金使途確認書類（売買契約書、工事請負契約書等）
対象物件の全部事項証明書（発行日から3カ月以内）

□ 毎月のご返済額等につきましては、本支店窓口で試算いたしますので、お気軽にお問合せください。
□ 詳しくは、本支店窓口までお問合せください。なお、窓口に商品概要説明書をご用意しております。

インターネットからの
仮審査申込みも可能です。

（ FAX の場合は裏面の仮審査
申込書をご利用ください。）

http://www.aizu-shinkin.jp/
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「FSC®認証紙」
および石油系溶剤の代わりに植物油を用いた
「植物油インク」
を使用しています。

2021年4月1日現在

フリーローン

その他

シニアライフ

一般個人

子育て応援

職域サポート

福祉

無担保住宅

リフォーム

カーライフ

リピート
教育

しんきん保証基金 御中

職域サポート

一
般
社団法人

カードローン<セットプラン>同時申込用

リフォーム・エコ

会 津 信 用 金 庫 御中

無担保住宅

リフォーム
教育
カーライフ

しんきん個人ローン仮審査申込書

（兼 保証委託申込書）

1．
私は、
一般社団法人しんきん保証基金の保証により下記のとおり標記ローンを申し込みます。
2．
私は、
この申込書下部の
「個人情報の取り扱いに関する同意条項(仮審査/事前審査用)」
により、
私の個人情報が取り扱われることに同意します。

下記太線内のすべての項目について、お申込みされるご本人さまがご記入ください。
〒

フリガナ

お 名 前
生年月日

姓

名

3.昭和

運転免許証

4.平成

年

月

万円
年

お借入希望期間

か月

日（満  歳） 性

］

ー

有 ・ 無

審査結果のご連絡先
（電話連絡）

1.男性 2.女性

自宅電話

（

）

携帯電話

（

）

1.ご自宅

子 （
その他（

2.勤務先

月



日

正 社 員 一 般（12）
法 人 役 員（01）

正社員管理職（11）
自
営
業（05）

年 金 受 給 者（06）

その他
［］

農
運

勤 務 先
電話番号

）人
）人
3.携帯

ご購入
予定先

TEL

（

）

林（01） 漁業・水産（02） 製
造（03） 建設・土木（04）
送（06） 飲
食（08） 理容・美容（09） 娯 楽 関 連（10）

業 国 家 公 務 員（03） 地 方 公 務 員（04） 業種 旅行・ホテル（13） 不 動 産（15） 保険・証券（07） その他金融（16）
（

）

勤続
年数

前年
年収
同居のご家族



万円

小売・卸売（14） その他サービス（11） そ の 他
［

年

か月

※前年年収とは、給与所得者の場合は
税込年収、自営業者の場合は経費等
控除後の所得をさします。

従業員数

お勤め先

勤務先名
勤 務 先 〒
住
所

別

新 車 購 入(33) 中 古 車 購 入(34) 車購入借入金返済(72) 車 検 ･ 修 理(71)
新築建物取得(83) 中古建物取得(84) 新築マンション取得(85) 中古マンション取得(86)
土地のみ取得(87) 家 屋 増 改 築(22) 建
替
え(88) 住宅ローンの借換え(82)
学 校 納 付 金(41) 物 品 購 入(23) 医
療
費(25) レジャー・旅行(27)
その他借入金返済(73) 借入金おまとめ資金(74) 事 業 性 資 金(93) その他
［
］
※借入金おまとめ資金（74）と事業性資金（93）はフリーローン専用です。

お使い
みち

職


年

ご住所

フリガナ

所属部課［



ー

運転免許証番号

有・無

お借入希望額

配 偶 者

お申込日

本 人 持 家（1） 家 族 持 家（2） 社 宅 ・ 寮（3） 賃貸マンション（4） ア パ ー ト（5） 居住
（9） 年数
］

お住まい 公 営 住 宅（6） 借家［一戸建］
（7） 貸間・住み込み（8） その他
［
連絡希望
日時

月

日午前・ 午後

時頃

平日10：00～16：00 の間でご指定ください。

カードローン
《セットプラン》
を同時にお申し込みの場合は、
ご希望の貸
越極度額を一つお選びください。
上記ローンと同時に仮審査いたします。
【個人情報の取り扱いに関する同意条項（仮審査/事前審査用）】

扱われることに同意します。
なお、保証委託申込書および保証委託約款に当同意条項と同趣旨の記載があ
〔当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項（仮審査/事前審査用）〕
る場合においても、当同意条項が優先して適用されることに同意します。
申込人等(連帯債務者予定者、
連帯保証人予定者、
物上保証人予定者を含む。
以下 １．申 込人等は、基金が、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個
同じ)は、
標記信用金庫(信金中央金庫を含む。
以下
「信用金庫」
という)への、
一般社
人情報の保護に関する法律に基づき、以下の個人情報を保護措置を講じた
団法人しんきん保証基金(以下
「基金」
という)の保証による標記のローン申込みま
上で取得、保有、利用することに同意します。なお、基金は、利用目的の達成
たは契約に関して、
当同意条項に基づき個人情報が取り扱われることに同意します。
に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部または一部を委託する
なお、ローン申込書および契約規定に当同意条項と同趣旨の記載がある場合
場合があります。
この場合は、
委託先に対し必要かつ適切な監督を行います。
においても、当同意条項が優先して適用されることに同意します。
⑴業務の内容
１．申 込人等は、信用金庫が、個人情報の保護に関する法律に基づき、信用金庫
信用金庫からの借入債務に対する保証
の融資業務における次の利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、
⑵利用目的
保有、利用することに同意します。
①与信判断のため
⑴法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いた
②与信ならびに与信後の権利の保全、
管理、
変更および権利行使のため
だく資格等の確認のため
③与信後の権利に関する債権譲渡等の取引のため
⑵融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
④取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
⑶個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂
⑤宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のため
行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑥基金内部における市場分析ならびに商品サービスの研究開発のため
⑷団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
⑦その他上記(1)の業務の適切かつ円滑な遂行のため
⑸基 金が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行にあたり、必要な情報
⑶取得・保有・利用する個人情報
を基金に提供するため
①氏 名、性別、生年月日、住所、連絡先(Eメールアドレス、SNSアカウントそ
⑹その他、申込人等とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
の他インターネット上の連絡先を含む)、家族に関する情報、勤務先に関す
なお、信用金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等(信用金庫法施行規
る情報、資産・負債に関する情報など、ローン申込みまたは契約にあたり
則第110条および第111条等)に基づき限定されている場合には、当該利用
提出する書類に記載された情報、入力データや画面に掲載された情報、な
目的以外で利用しません。
らびに口頭で告知された情報
２．申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の運転免許証等により、
②利 用目的、振込先、契約日、利用日、利用額、返済額、返済方法、返済用口座
本人確認に必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
等、ローン申込みまたは契約の内容に関する情報
３．申込人等は、信用金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行する
③ローン契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況およ
ために必要な保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。
び取引の記録(連絡内容等を含む)に関する情報
４．申込人等は、信用金庫が、基金に、申込人等に関する下記(1)の情報を、基金に
④申込人等の資産、負債、収入、支出、本契約以外に基金と締結する契約に関
おける下記(2)の目的の達成に必要な範囲で提供することに同意します。
する利用残高、
返済状況等、
申込人等の支払能力を判断するための情報
⑴提供する個人情報
⑤申込人等の運転免許証等に掲載された本人確認に必要な情報
上記１．に基づき取得し保有する個人情報
⑥申込人等の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人等の居住
⑵提供を受けた基金における利用目的
地を確認するために必要な情報、及び与信後の管理において相続人等を
①与信判断のため
確認するために必要な情報
②与信ならびに与信後の権利の保全、管理、変更および権利行使のため
⑦団体信用生命保険の加入の有無を確認するために必要な保健医療情報等
③与信後の権利に関する債権譲渡等の取引のため
２．申込人等は、基金が、申込人等に関する下記(1)の情報を、信用金庫における
④取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
下記(2)の目的の達成に必要な範囲で、保護措置を講じた上で、電磁的媒体物
⑤宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のため
等の方法により信用金庫に提供することに同意します。
⑥基金内部における市場分析ならびに商品サービスの研究開発のため
⑴提供する個人情報
⑦その他基金の業務の適切かつ円滑な遂行のため
①上記１．(3)に記載の情報
５．申込人等は、信用金庫が連帯保証人および物上保証人に債務残高等、信用金
②基金での保証審査の結果に関する情報
庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
③保証番号や保証料金額等、
保証取引に関する情報
６．信用金庫は、申込人等がローン申込みに必要な記載事項の記入を希望しな
④保 証残高情報等、信用金庫における取引管理または取引上の権利保全に
い場合ならびに当同意条項および正式な申込時の同意条項の内容の全部ま
必要な情報
たは一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
⑵提供を受けた信用金庫における利用目的
７．申込人等は、個人信用情報機関の利用・登録等について、別掲の「個人信用情
①預 金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管
報機関の利用・登録等」に同意します。
理のため
※物上保証人予定者には適用されません。
②融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
８．申 込人等は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもそ
③与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合
の理由の如何を問わず、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人
等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
情報が信用金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用
④申込人等との契約や法律等に基づく、
権利の行使や義務の履行のため
されることに同意します。
⑤市 場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品や
サービスの研究や開発のため
〔当基金にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項（仮審査/事前審査用）〕
⑥ダ イレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案の
申込人等(連帯債務者予定者、連帯保証人予定者、物上保証人予定者を含む。以
ため
下同じ)は、標記信用金庫(信金中央金庫を含む。以下「信用金庫」という)への、一
⑦提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
般社団法人しんきん保証基金(以下「基金」という)の保証による標記のローン申
⑧各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
込みまたは契約に伴う保証委託に関して、当同意条項に基づき個人情報が取り

年

か月

お取引
希望店

支店
※審査結果のご連絡の後、
別途正式なお手続きが
必要となります。

20万円・30万円
50万円・100万円

希望貸越
極度額

（99）
］

1 0 人 未 満（1）
5 0 人 未 満（2）
1 0 0 人 未 満（3）
5 0 0 人 未 満（4）
5 0 0 人 以 上（5）

⑨その他、
申込人等とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
３．申込人等は、基金が債権管理のため必要と認めた場合、連帯保証人および物
上保証人に債務残高等、基金の保有する個人情報を適切と認められる方法
により提供することに同意します。
４．申込人等は、個人信用情報機関の利用・登録等について、別掲の
「個人信用情
報機関の利用・登録等」
に同意します。
※物上保証人予定者には適用されません。
５．基金は、申込人等が本契約に必要な記載事項(仮審査/事前審査申込書および
正式な申込書で申込人等が記載すべき事項)の記入を希望しない場合ならび
に当同意条項および正式な申込時の同意条項の内容の全部または一部に同
意できない場合、
本契約をお断りすることがあります。
６．申 込人等は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもそ
の理由の如何を問わず、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人
情報が基金および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用され
ることに同意します。
７．当 同意条項に関するお問合せにつきましては、下記の基金のお問合せ窓口
までお願いします。なお、基金では個人情報保護の管理責任者として、個人
情報保護管理者(個人情報の利用・管理を統括する部門の担当役員)を設置し
ております。
また、
個人情報保護方針などについては、
http://www.shinkinhosho.jpをご参照ください。
【基金のお問合せ窓口】
一般社団法人しんきん保証基金 お客様相談室
〒104－0031東京都中央区京橋2－8－7 ℡03-3566-5750
別掲 個人信用情報機関の利用・登録等
１．申 込人等は、信用金庫または基金が加盟する個人信用情報機関および同機
関と提携する個人信用情報機関に申込人等の個人情報(当該各機関の加盟会
員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関に
よって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている
場合には、信用金庫または基金がそれを与信取引上の判断(返済能力または
転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済
能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。転居先の調査
は全国銀行個人信用情報センターの情報に限る。以下同じ)のために利用す
ることに同意します。
２．信 用金庫または基金が、この申込みに関して加盟する個人信用情報機関を
利用した場合、申込人等は、その利用した日およびこの申込みの内容等が、
全国銀行個人信用情報センターに1年を超えない期間、株式会社シー・アイ・
シーおよび株式会社日本信用情報機構に6ヵ月間登録され、同機関の加盟会
員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
３．個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関の
ホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されてい
る情報の開示は、各機関で行います(信用金庫および基金ではできません)。
⑴信用金庫および基金が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ ℡03-3214-5020
株式会社日本信用情報機構
https://www.jicc.co.jp/
℡0570-055-955
(主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与
信事業を営む企業を会員とする、
貸金業法に基づく指定信用情報機関)
⑵基金が加盟する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp/
℡0120-810-414
(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする、割賦販売法
ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関)
＊全 国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社
日本信用情報機構は相互に提携しています。
以 上
（2019.11）
J

＊ 仮審査申込書ご記入に際しての留意事項
１．
仮審査申込書は、
「仮」の審査申込書です。ご利用に際しては、審査結果のご連絡の後、ご来店のうえ別途正式なお手続きが必要となります。その際には所得証明書・運転免許証・健康保険証・見積書などの確認資料が必要となります。また、お申込内
容を確認させていただくため、信用金庫または一般社団法人しんきん保証基金より、ご自宅またはお勤め先等に問い合わせさせていただくことがあります。
２．
仮審査申込書に関する各項目にご記入いただけない場合、または審査結果により、ご要望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。なお、ご提出いただいたお申込書類はご返却いたしません。
仮審査申込書のお申込内容と、ご来店時に記入・提出いただく正式な申込書ならびに確認資料の内容とが相違している場合、あるいは正式な申込迄の間に著しい信用変動がある場合は、ご連絡した審査結果にかかわらず、ご契約をお断りする場合がございます。
３．
４．
「個人情報の取り扱いに関する同意条項(仮審査/事前審査用)」は、仮審査申込段階の範囲で記載しています。正式なお手続きの際には、正式な申込時の「個人情報の取り扱いに関する同意条項」をご確認ください。当同意条項および正式な申込時の同
意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、ご契約をお断りすることがあります。

【信用金庫使用欄】
月

日 （

時

申 込 経 路 １.店 頭 窓 口
分）
（ 勧 誘 場 所 ） ８.ネットFAX等

仮申込内容確認

年

月

日 （

時

分）

方法

結果連絡日時

年

月

日 （

時

分）

審査結果

２.得意先（職場） ３.得意先（自宅） ５.業者紹介
９.その他（
）

FAXで仮審査申込ができます。上記項目をご記入の上、右記の番号にお申込みください。
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検印

年

確認者印

受付日時

取引内容
取引開始日

FAX送信方向

千円
年
か月］
・給 与 振 込 ・定期性預金［
・年 金 振 込 ・定期積金［毎月
千円
年
か月］
・公共料金自振 ・住宅ローン ・国債等資産預り ・自金庫個人会員
年

月

担当者印

検

印

日

FAX 0 2 4 2 - 2 4 - 8 9 6 6

（2020.２）
J

① 給振契約の方
－０．１％
② オール電化住宅の方、ガス省エネ住宅の方、
太陽光発電住宅の方
－０．１％
③ 優良木造住宅ストック形成支援住宅、木造住宅耐震化促進支援住宅、バリアフリー
対策住宅、住宅性能表示制度か住宅性能保証制度を利用した住宅の方。
またはその他のお取引に応じて
－０．１％
※その他のお取引は次の３項目以上となります。
●同居家族の年金振込 ●公共料金３項目以上の口振 ●カードローン ●しんきんＶＩＳＡカード

店頭表示金利

店頭表示金利
よりの引下幅

キ ャ ン ペー ン 金利

優遇金利
最大０ ．３ ％

３ 年固定

年２． ７０％

年－１． ７０％

年１． ００％

年０． ７０％以上

５ 年固定

年３． １０％

年－１． ８０％

年１． ３０％

年１． ００％以上

１ ０ 年固定

年３． ９０％

年－２． ４０％

年１． ５０％

年１． ２０％以上

２ ０ 年固定

年３． ９０％

年－１． ２５％

年２． ６５％

年２． ３５％以上

※店頭に説明書をご用意しています。詳しくは、窓口までにお問合せください。店頭で返済額を試算いたします。
※金利情勢が大幅に変動した場合等には金利を見直す場合がございます。
※お申込みに際しては、当金庫所定の審査をさせていただきます。なお、審査の結果、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

２０２１年４月１日現在

162

あ ぶ く ま 住 宅 ロ ー ン 商 品 概 要＜しんきん保証基金付＞
◇ 資金使途
・ 一戸建住宅（新築・中古）の購入資金
・ 一戸建住宅の新築資金 ・ エコ関連設備の購入、設置にかかる資金
・ マンション（新築・中古）購入
・ 増改築・リフォーム資金
・ 土地のみ購入資金（隣地・底地・家族のための購入） ・ 借り換え資金
◇ ご利用いただける方
・ お申込み時の年齢が満２０歳以上満７０歳未満の方で、最終返済時の年齢が満８０歳を超えない方。
・ 会社員・公務員の方の場合は、勤続１年以上の方。法人役員・自営業者の方の場合は、勤続３年以上の方。
契約社員、嘱託社員の方は、定年退職後、引き続き同一企業に勤務している方に限りご利用いただけます。その場合の勤
続年数は、当初からの勤続年数とします。または、年金受給の方。
・ 安定継続した収入のある方で、前年度年収が１００万円以上の方（年金受給者の場合は、年金受給額が１００万円以上の方）。
・ 団体信用生命保険に加入できる方。
◇ ご融資額
・ ８,０００万円以内
◇ ご融資期間
・ １年以上３５年以内
◇ 保証人
・ 原則として不要。
（収入合算者を必要とする場合は、連帯保証人または連帯債務者として加入が必要になります。）
◇ 保証会社・保証料率
・ （社）しんきん保証基金が保証します。(保証料は、一括払いとなります。） ・ 年０．０８％～年０．４０％
（例）１,０００万円を、借入期間２０年でお借入した場合の保証料は、７１,０００円～３０６,０００円となります。
◇ ご返済方法
・ 元利均等毎月返済（元利均等毎月・ボーナス併用返済）

・ 元金均等毎月返済（元金均等毎月・ボーナス併用返済）

◇ 担保
・ 取得不動産（土地・建物）に第１位の抵当権を設定させていただきます。
◇ 火災保険
・ 担保となる建物に付保する火災保険の保険金請求権に質権を設定させていただきます。
◇ 団体信用生命保険
・ 所定の団体信用生命保険に加入していただきます。
・ 保険料は、当金庫が負担します。
・ 団信をご加入できない場合は０．２％の金利上乗せがあります。
・ 就業不能団信をご加入いただいた場合は０．４％の金利上乗せがあります。
◇ 手数料（消費税込）
・ 当金庫所定の手数料をご負担いただきます。

◇ その他
・ 【固定金利特約期間】
① お借入は、選択いただいた固定金利特約期間（３年・５年・１０年・２０年）から始まり、終了後に、新たに固定金利（店頭
表示金利）または変動金利（店頭表示金利）を選択することができます。ただし、固定金利特約期間（２０年）終了後は、
変動金利（店頭表示金利）となります。
② 固定金利から変動金利への変更手数料は不要です。
・ 【変動金利期間】
① 固定金利特約期間終了時の金利は、当金庫が定める短期貸出最優遇金利（新短期プライムレート）を基準金利とします。
② 返済中の金利の見直しは、毎年４月１日および１０月１日（以下、基準日という）の２回行ないます。
③ 金利を変更する場合は、基準日以降最初に到来する６月または１２月の約定返済日の翌日から適用します。
店頭に説明書をご用意しています。詳しくはお近くの下記窓口へお問い合わせください。

〒975-0003 福島県南相馬市原町区栄町二丁目４ ℡０２４４－２３－５１３２

フリーダイヤル0120－635－313

【店舗のご紹介】
本店営業部
小高支店
広野支店
飯舘支店
夜の森支店
いわき支店

℡０２４４－２３－５１３１
℡０２４４－４４－２１５１
℡０２４０－２７－２１２１
℡０２４４－４２－１５７５
（現在休止中）
℡０２４６－３８－８２６１

本店営業部南出張所
℡０２４４－２５－３７６５
富岡支店
浪江支店
℡０２４０－３５－２１７１
相馬支店
東支店
℡０２４４－２４－３１７５
東支店北原出張所
新地支店
℡０２４４－６２－３４３１
双葉支店
大熊支店
（現在休止中）
亘理支店
久之浜支店（いわき支店店舗内店舗） ℡０２４６－３８－８２６１
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℡０２４０－２２－３１６１
℡０２４４－３６－５１５１
℡０２４４－２５－３６４１
（現在休止中）
℡０２２３－３２－２０８１

商 品 内 容

・ 当金庫の会員もしくは会員の資格を有する満２０歳以上の個人
ご利用
いただける方

・
ご返済方法

の方。

・ 安定継続した収入のある方
・ （一社）しんきん保証基金の保証が得られる方。

毎月元利均等返済とし、ボーナス月増額返済もできます。
（ボーナス返済部分の元金は、お借入金額の５０％までとな
ります。）

担保・保証人

・
・

金利に含まれます。
（一社）しんきん保証基金が保証しますので不要です。

手数料

・

当金庫所定の手数料をご負担いただきます。

・

ご融資金は、原則としてご購入先等へお振込によりお支払い

保証料

お申込人本人が居住している自宅にかかる次の資金。
①不動産の購入資金、新築資金、建て替え資金、リフォーム（増
改築・修繕）資金およびそれに伴う諸費用。
②申込人が①を使途として自信用金庫を含む金融機関・信販会
お使いみち

社（消費者金融を除く）から借り入れたローン（無担保）の借換
え資金および借換えに伴う繰上完済にかかる手数料。

いただきます。なお、お振込手数料については、お客様負担

③申込人が①を使途として自信用金庫を含む金融機関から借り

となりますので、あらかじめご了承願います。

・

入れた住宅ローン（借換え直前３ヵ月の約定返済で、３営業日
以上の履行遅滞が１度もないものに限る）の借換え資金および
ご融資金額
ご融資期間
金利上乗せ

ローンプライムレートを基準として見直し、４月１日基準のロ
その他

借換えに伴う繰上完済にかかる手数料。

ーン金利は６月の約定返済日の翌日（７月返済分）から、１０

・ １，５００万円以内（１万円単位）
・ ３ヶ月以上２０年以内（元金返済据置は６ヶ月以内、ただしお
使いみちが借換資金の場合は元金返済据置はできません。）

・ 団体信用生命保険にご加入する場合は、ご融資利率に０．３

毎年４月１日および１０月１日現在で、当金庫が定める住宅

月１日基準のローン金利は１２月の約定返済日の翌日（１月
返済分）から適用になります。

・

ご融資金額が１,０００万円を超える場合は、原則として団
体信用生命保険にご加入していただきます。

２％上乗せさせていただきます。

※店頭に説明書をご用意しております。詳しくは、窓口までお問い合わせください。
※お申し込みに際しては、当金庫所定の審査をさせていただきます。なお、審査の結果、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

FAXで仮審査申込ができます。裏面項目をご記入の上、右記の番号にお申込下さい。

２０２１年４月１日現在

164

165

13. 住宅ローン A4 チラシ 下期

1

住まいの応援団

ひまわり信用金庫

金利

選択型

住宅ローン

ひまわり金利選択型住宅ローン（保証機関付）新規お申込み・
お借り換えになるお客様を対象といたします。

ローンの内容
ご利用いただける方

保

○お申込み時の年齢が満20歳以上～満７０歳未満で、
ご完済時の年齢が満80歳以下の方
○勤続年数が1年以上で前年年収が100万円以上の方
（法人役員・自営業の方は3年以上）
○当金庫の審査基準を満たされる方。
○団体信用生命保険に加入できる方。

当金庫指定の保証機関をご利用いただき、保証料は融
資実行時に全額お支払いいただきます。利用できる保
証機関は（一社）
しんきん保証基金・全国保証（株）で
す。保証料は保証機関により異なります。
○保証人は原則不要です。
○担保物件が共有名義、
及び本人以外の名義の場合は
所有者の方に連帯保証人になっていただきます。

お使いみち

団体信用生命保険料

○新築資金・土地、家屋の購入・増改築資金・他行住宅
ローン借換え資金。
※当金庫の住宅ローンのお借換えにはご利用いただ
けません。

証

当金庫が保証料を負担いたします。なお、団体信用就
業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保
険にご加入される場合は、住宅ローンのご融資利率に
年0.3%上乗せさせていただきます。

担

ご融資金額

保

原則としてご融資物件（土地、建物）
に第1順位の抵当
権を設定させていただきます。

50万円以上8,000万円以内

（1万円単位）

取扱手数料

ご融資期間

融資事務にかかる手数料一覧でご確認ください。
なお、
全国保証をご利用の場合は別途手数料が必要となりま
す。
また、印紙代等は、別途ご負担いただきます。

最長35年以内

（取扱条件により異なる場合があります。）

※保証機関によりご利用いただける方の条件及び
内容が異なりますので、詳しくは最寄りのひまわ
り信用金庫本支店までお問い合わせください。
※審査の結果ご要望に添えない場合がございます
ので、予めご了承ください。

ご返済方法
毎月元金均等、元利均等返済、およびボーナス併用も
可能です。
（ボーナス返済部分はご融資金額の50%以内です。）

住宅に関する資金計画、現在住宅ローン返済でお悩みの方
お気軽にご相談ください。
SROUsi13_B00_F.indd 1
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自然災害で被災した住宅を復旧するための
災害復興住宅融資のお知らせ
地震、台風、大雨等の災害により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
）では、災害からの復興を支援させていただくため、災害復興住宅融資
住宅金融支援機構（以下「機構」といいます。
の受付を行っておりますので、お知らせいたします。
※ 東日本大震災で被災された方は、融資金利等が異なります。「東日本大震災で被災した住宅を復旧するための災害復興住宅融資
のお知らせ」をご覧ください（機構ホームページで入手できます。）。

※ 月々のご返済は利息のみとし、借入金の元金は申込人（連帯債務者を含みます。）全員がお亡くなりになったときに一括してご返済
いただく災害復興住宅融資（高齢者向け返済特例）は、融資金利等が異なります。「自然災害で被災した住宅を復旧するための災
害復興住宅融資（高齢者向け返済特例）のお知らせ」をご覧ください（機構ホームページで入手できます。）。

■融資金利（全期間固定金利）

【令和４年２月１日現在】

加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利が異なります。
◆団体信用生命保険に加入する場合

年 ０．８４％
年 １．０２％
年 １．０８％

新機構団信
新機構団信（デュエット）
新３大疾病付機構団信

健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も融資はご利用いただけます。その場合
の融資金利は以下のとおりです。

年 ０．６４％

団信に加入しない場合

※ 住宅を建設する場合の土地先行資金及び中間資金の融資金利は、上表と異なります。
※ 被災者に賃貸するための住宅を建設、購入又は補修する場合の融資金利は、上表と異なります。
※ 返済が終了するまでの間に、脱退年齢（80 歳）に達して団体信用生命保険から脱退する場合、新３大疾病付機構団信の加入者が
75 歳に達して３大疾病・介護の保障が終了する場合等、団体信用生命保険の保障が終了し、又は保障内容に異動が生じた場合で
も金利は変更されません。
※ 融資金利は、原則として毎月改定します。融資金利の詳細及び最新の融資金利は、機構お客さまコールセンター（災害専用ダイ
ヤル）にお問合せいただくか機構ホームページ（www.jhf.go.jp）でご確認ください。

■融資限度額
土地を取得する場合（注） ：

3,700 万円

土地を取得しない場合

2,700 万円

建設
購入
補修

：

3,700 万円
1,200 万円

（注） 土地を取得する場合とは、り災日後に申込本人が有償で土地の所有権又は借地権を取得する場合をいいます。
※ 被災親族同居の場合は上表の額に 640 万円が加算されます（補修の場合を除きます。）。被災親族同居とは、借入申込時におい
て、申込本人と親族の関係にある方が被災し、かつ、新たに建設された住宅に申込本人と同居する場合をいいます。
※ 各所要額（建設費等）が上記金額より低い場合は、各所要額が限度となります(10 万円以上１万円単位)。
※ 融資限度額の詳細は、３ページをご覧ください。

■お申込みいただくためには
地方公共団体が発行した 「り災証明書」 の提出等の条件があります。
※ 被災者生活再建支援法（平成 10 年法律第 66 号）の長期避難世帯として認定された世帯の方は、申込受付期間（原則としてり災
日から２年間）内で、当該認定が解除されるまでの間は、り災証明書の交付を受けていない場合であっても、住宅を建設又は購
入する場合に限り、お申込みいただけます。ただし、長期避難世帯の認定が解除された後にお申込みいただく場合は、り災証明
書の提出が必要となります。

-１-

169

次の (1)から (4)までの全てにあてはまる方
※ 既に被災住宅の復旧が行われている場合は、融資を受けることができませんので、ご注意ください。
※ １つの被災住宅にお住まいだった方々（例：親と子）が別々の住宅を建設又は購入する場合、それぞれの住宅について、災害復興住宅融資
をお申込みいただける場合があります。詳しくは、機構お客さまコールセンター（災害専用ダイヤル）にお問合せください。

(1) 自然災害により被害が生じた住宅（以下「被災住宅」といいます。）の所有者又は居住者で、地方公共団体か
ら次表の「り災証明書」を交付されている方
建 設

住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」

購 入

※ 住宅が「大規模半壊」
、
「中規模半壊」又は「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方は、当該り災証明書（写）
の提出に加えて、被災住宅の修理が不能又は困難である旨を借入申込書に記入することによりお申し出いただいた場合に
限り、申し込むことができます（
「準半壊」
、
「一部損壊」等は対象になりません。
）
。

補 修

住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」

※ 災害復興住宅融資をお申込みいただく方には、申込時に「り災証明書」
（写）を提出していただきます。
なお、地方公共団体の「り災証明書」の交付が遅れる場合は、融資の契約時までに「り災証明書」
（写）をご提出いただくことを融資の条
件とします。

お申込
みいただ
ける方

※ 「り災証明書」とは、地方公共団体が現地調査等により被害状況を把握し、被災住宅の被害程度について証明する書類をいいます（名称
は問いません。
）
。
※ 被災住宅本体の補修資金として災害復興住宅融資をご利用されない場合でも、敷地の整地工事のための費用のみでお申込みいただけます。
ただし、この場合でも、住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」
（写）の提出及び被災住宅に係る補修工事の実施が必要です。

(2) ご自分が居住するための住宅を建設、購入又は補修する方
※ 被災住宅に居住していた満 60 歳以上の親等（父母・祖父母等）が住むための住宅を建設、購入又は補修する場合は、
「親孝行ローン」を
申し込むことができます。被災住宅に居住していた方が、融資を申し込む方又はその配偶者の親族であること等が要件となります。
※ 被災した他人（親族等）に無償で貸すための住宅を建設、購入又は補修する場合も対象になります。
※ 被災者に賃貸するための住宅を建設、購入又は補修する場合も対象となりますが、融資の条件が異なります。詳細は、機構の支店等にお問
合せください。

(3) 年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合（総返済負担率）が次表の基準を満たしている方
年 収

400万円未満

400万円以上

総返済負担率基準

30％以下

35％以下

※ 全てのお借入れとは、災害復興住宅融資のほか、災害復興住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン（クレジ
ットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。）、家賃、地代等ご融資後も継続する支払をいいます。

(4) 日本国籍の方又は永住許可等を受けている外国人の方

建 設
購 入

融資を受
けること
ができる
住
宅

補 修

・築年数に関する制限はありません。
・共同建て又は重ね建ての場合は、耐火構造又は準耐火構造（省令準耐火構造を含みます。）の住宅
であることが必要です。
・中古住宅（＊）購入の場合は、購入する住宅の築年数に応じ、機構の定める耐震性や劣化状況の基
準に適合する住宅であることが必要です。
築年数に関する制限はありません。

（＊）申込日において竣工日（建築基準法における検査済証の交付年月日）から２年を超えている住宅又は既に人が住んだことがある住宅
※ 融資を受ける住宅には、居住室、台所及びトイレが備えられていることが必要です。
※ 床面積の制限はありません。ただし、店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約２分の１以上必要です。
※ このほか、機構の定める技術基準に適合していることが必要です。技術基準への適合については、お客さまにご確認いただきます。詳細は、
「技術基準への適合確認」の欄をご覧ください。

機構が定める技術基準に適合する住宅であることを「災害復興住宅融資等に関する確認書」の提出によりお客さま
からお申し出いただきます。
技術基準 なお、旧耐震住宅（建築確認日が昭和 56 年５月 31 日以前の住宅）を購入する場合は耐震診断を、建築後 10 年（マ
ンションの場合は 20 年）超の住宅を購入する場合は建物状況調査（既存住宅状況調査）をお受けいただきます。
への適合
確
認
※ 詳しくは、
「災害復興住宅融資のご案内」をご確認ください（機構ホームページで入手できます。
）
。
※ 耐震診断又は建物状況調査（既存住宅状況調査）に係る費用はお客さまの負担となります。
※ 建設・補修工事等の実施状況については、機構の職員が現地確認をさせていただく場合があります。
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原則として、融資の対象となる建物及び土地に機構のための第１順位の抵当権を設定（補修の場合は後順位の設定
でかまいません。）していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。

担
保
（抵当権）

※ 申込時点で既融資（機構（旧住宅金融公庫を含みます。）からの無担保の借入れをいいます。以下同じです。）がある場合で、今回の災害
復興住宅融資の融資額に既融資の残高を加えた額が300万円を超えるときは、既融資のための抵当権と今回の災害復興住宅融資のための抵
当権の設定がそれぞれ必要となります。
※ 抵当権の設定費用（登録免許税、司法書士報酬等）は、お客さまの負担となります。
※ 建設又は購入の場合で、被災住宅に機構（旧公庫を含みます。）の融資又は【フラット３５】（買取型）に係る抵当権が設定されていると
きは、今回の災害復興住宅融資に係る抵当権と併せて抵当権を設定していただきます。
※ 建設の場合で、土地に他の借入金のための抵当権が設定されているため、土地に機構のための第１順位の抵当権を設定することができない
場合は、融資対象となる建物及び土地以外の土地（土地に建物が存在する場合は当該建物を含みます。
）についても担保提供いただくこと
等の条件を満たすことにより、融資をお申込みいただける場合があります。ただし、審査の結果、融資をお断りしたり、希望融資額を減額
する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申込区分に応じて以下の額又は所要額のいずれか低い額が限度となります（10万円以上１万円単位）。
◆ 建設の場合
土地を取得する場合（*）

土地を取得しない場合

3,700万円

2,700万円

＊土地を取得する場合とは、り災日後に申込本人が有償で土地の所有権又は借地権を取得する場合をいいます。
(注) 被災親族同居の場合は上表の額に 640 万円が加算されます。被災親族同居とは、借入申込時において、申込本人と親族の関係にある方が被
災し、かつ、新たに建設された住宅に申込本人と同居する場合をいいます。
※
※
※
※

土地を取得する場合、建設費及び土地取得費（借地権取得費を含みます。）の合計額が所要額となります。
土地を取得しない場合、建設費が所要額となります。
土地取得のみを目的としたご利用はいただけません。
住宅の建設に併せて行う、敷地の整地工事（堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁の築造又は地盤改良等による土地整備に係る工事）のため
の費用、損壊家屋の除去費用も融資対象として建設費に含めることができます。

融
資
限 度 額 ◆ 購入の場合
3,700 万円

(注) 被災親族同居の場合は 640 万円が加算されます。被災親族同居とは、借入申込時において、申込本人と親族の関係にある方が被災し、か
つ、新たに購入された住宅に申込本人と同居する場合をいいます。
※ 住宅及び土地の購入価額が所要額となります。

◆ 補修の場合
1,200 万円
※ 補修に係る費用が所要額となります。
※ 補修に係る費用には被災住宅部分の補修に併せて行う、増築工事や門塀の補修の費用、敷地の整地工事（堆積土砂の排除、切土、盛土、
擁壁の築造又は地盤改良等による土地整備に係る工事）のための費用、被災住宅の引方移転のための費用も含めることができます。
※ 段階的に補修を行う場合の先行して行う補修のための資金及び先行して行う補修以外の補修のための資金の融資額の合計額は、上記金額が
限度となります。
※ 国、地方公共団体等から住宅の建設、購入又は補修に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。

次の①又は②のいずれか短い期間で設定していただきます（１年以上１年単位）
。
① 申込区分による最長返済期間

返済期間

建設
購入

35 年

ご融資の契約日から最長３年間（１年単位）の元金据置期間（利息のみの支払期間をいいます。以下同
じです。
）を設定でき、元金据置期間の設定を希望すると元金据置期間分返済期間が延長されます。

補修

20 年

ご融資の契約日から１年間の元金据置期間を設定でき、元金据置期間の設定を希望すると元金据置期間
分返済期間が延長されます。

②「80 歳」－「申込本人又は収入合算者（注 1）のいずれか年齢が高い方の申込時の年齢（１歳未満切上げ）」
（注 2）
（注1）収入合算を希望する金額が収入合算者の収入の50％を超える場合に限ります。
（注2）親子リレー返済をご利用いただく場合は、「80歳」－「後継者の申込時の年齢（１歳未満切上げ）」となります。
※ 元金据置期間を設定した場合も、完済時年齢の上限は、80歳です。

元利均等毎月払い又は元金均等毎月払い
返済方法

※ ボーナス払いをご利用いただく場合であっても、元金据置期間を設定するときは、元金据置期間中の返済は毎月払いのみとなります。
※ ボーナス払い分は、融資額の10分の４以内で１万円単位となります。
※ 返済額の試算は、機構ホームページ（www.jhf.go.jp）又は機構お客さまコールセンター（災害専用ダイヤル）で行うことができます。
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原則として、り災日から２年間です。
ただし、被災された災害によっては、り災日から２年を超えて申込受付期間を設けています。※
申
込 災害ごとの申込受付期間については、機構お客さまコールセンター（災害専用ダイヤル）に
お問合せいただくか、右記ＱＲコード（機構ホームページ）からご確認ください。
受付期間

※ 被災者生活再建支援金（加算支援金）の申請期間（被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号）第３条の規定が適用される災害の場合に限りま
す。）、応急仮設住宅の供与期間（災害救助法（昭和22年法律第118号）第４条の規定が適用される災害の場合に限ります。）等に応じて、申込
受付期間を延長します。

保 証 人 必要ありません。
返済終了までの間、融資の対象となる建物に、火災保険（損害保険会社が扱う火災保険又は法律の規定による火災
共済）を付けていただきます。建物の火災による損害を補償対象としていただきます。保険金額は、機構からの総
火災保険 借入額以上（*）としていただきます。
(*) 総借入額が建物の評価額を超える場合は、建物の評価額と同額としていただきます。
※ 火災保険料は、お客さまの負担となります。

団体信用生命保険には、「新機構団信（一般）」、「新機構団信（デュエット）」及び「新３大疾病付機構団信」が
団体信用
あり、いずれかを選択し、ご加入いただけます。詳しくは、「災害復興住宅融資のご案内」をご覧ください（機構ホ
生命保険 ームページで入手できます。）。
手 数 料 融資手数料、返済方法変更手数料及び繰上返済手数料は必要ありません。
お申込時の
「災害復興住宅融資のご案内」をご覧ください（機構ホームページで入手できます。）。
提出書類

郵送により機構本店郵送申込係にお申込みください。
申込先

※ 機構（旧公庫）融資又は【フラット３５】（買取型）をご返済中の場合は、原則として、現在ご返済中の金融機関を取扱金融機関としてく
ださい。
※ 契約や返済等の手続は、お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関で行います。

【ご注意】
1. お申込みの条件を満たしている場合であっても、審査の結果、ローンの延滞履歴がある等返済に懸念がある方については融資をお
断りしたり、希望融資額を減額することがありますので、あらかじめご了承ください。
2. お申込みに当たり、申込本人及び連帯債務者の個人信用情報が機構の加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人信用情
報機関に登録されている場合は、その個人信用情報を機構の融資審査に利用します。また、融資に当たり、融資内容を機構の加盟
する個人信用情報機関に登録します。
3. 反社会的勢力である者からの借入申込みは、一切お断りします。また、後日、反社会的勢力であることが判明した場合は、直ちに
手続を中止し、ご融資はいたしません。お借入後に反社会的勢力であることが判明した場合は、融資金の残金全額を一括して繰上
返済していただきます。

■お問合せ先・申込関係書類の請求先
被災された方からの融資等のご相談、
「災害復興住宅融資のご案内」
（パンフレット）及びお申込みに必要な書類のご請求は、こちらへご連絡ください。

住宅金融支援機構 お客さまコールセンター（災害専用ダイヤル）

０１２０–０８６–３５３

（通話無料）

※ 国際電話等でご利用いただけない場合は、＜ＴＥＬ０４８-６１５-０４２０＞におかけください（通話料金がかかります。
）
。
※ 電話相談は、土曜日及び日曜日も実施します（受付時間：９：００～１７：００）
（祝日及び年末年始を除きます。
）
。
このリーフレットは、災害復興住宅融資の概要を説明しています。融資制度の詳細は、機構お客さまコールセンター（災害専用ダイヤル）にお問合せい
ただくか、機構ホームページ（www.jhf.go.jp）でご確認ください。
〈令和４年２月版〉
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7.被災住宅等の再建・修理やリフォームなどに関する
相談窓口のご案内

177

178

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会、 福島県居住支援協議会
福島県
金融機関

福島県耐震化・
リフォーム等
推進協議会、
福島県居住支援協議会

建築関係
団体

大

学

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会、

市町村

福島県居住支援協議会は、県をはじめとする

福祉団体

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。

商工団体

主な構成団体
1.福島県
2.県内各市町村
3.社会福祉法人 福島県社会福祉協議会
4.国立大学法人 福島大学
5.日本大学工学部
6.公立大学法人会津大学 会津大学短期大学部
7.独立行政法人 住宅金融支援機構 東北支店
8.東邦銀行
9.福島銀行
10.大東銀行
11.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）
12.東北労働金庫福島県本部
13.福島県商工会議所連合会
14.福島県商工会連合会
15.東北電力株式会社福島支店
16.公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会
17.公益社団法人 全日本不動産協会 福島県本部
18.福島県賃貸住宅経営者協会
19.いわき賃貸住宅経営者協会

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
●住宅セーフネット法に基づく居住支援協議会事業
●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

現在ホームページでは耐震化リフォーム等に関する下記の情報を発信しております。

福島県耐震化・
リフォーム等推進協議会

福島県居住支援協議会

家づくり・リフォーム 耐震相談

住まいのサポート情報

事業者検索

啓発用パネル

各種ダウンロード

協議会について
お問い合せ

協議会活動について

居住支援法人紹介

相談無料
至仙台
福島駅

13
エスタビル
平和通り

あづま陸橋

福島警察署

NHK
福島放送局
福島県庁
たまのや
至東京

P

20.公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 福島県支部
21.一般社団法人 福島県建設産業団体連合会
22.公益社団法人 福島県建築士会
23.福島県建築設計協同組合
24.一般財団法人 ふくしま市町村支援機構
25.福島県総合設備協会
26.一般社団法人 福島県建築大工業協会
27.福島県建設労働組合連合会(全建総連福島)
28.一般社団法人 福島県工務店協会
29.福島県アスベスト処理協会
30.NPO法人 循環型社会推進センター
31.一般財団法人 ふくしま建築住宅センター
32.一般社団法人 福島県建設業協会
33.一般社団法人 福島県建築士事務所協会
34.一般社団法人 東北再生可能エネルギー協会 福島支部
35.NPO法人市民協福島
36.ホームネット株式会社
37.NPO法人ワークシェアリングこの指とまれ
38.一般財団法人 福島県建築安全機構

福島県建設センター内

当協議会について

住宅セーフティネットとは

FAQ

会員活動ページ

居住支援法人 マイページ

いつでもお気軽にご相談ください。
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）
※来訪の場合は、要予約。

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
福島県居住支援協議会

電話相談窓口 024－563－6213
ホームページ
メールアドレス

事務局

https://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
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