Report 2013

2013年度実績
福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

消費者向けセミナー及び事業者向け研修会
消費者向けには、平成25年9月から12月にかけて高校生が参加する地域防災授業を県立福
島工業高校をはじめ、県立郡山北工業高校、県立会津工業高校にて開催、
「地震発生のメカニズ
ム」
「近年の地震災害と耐震対策の重要性」
「木造住宅耐震診断の基礎知識」などをテーマに、
「現
地調査・診断実務」や「調査結果のデータPC入力実務」を学びました。
消費者向け講習会としては、平成25年8月、
「降幡廣信特別講習会」、11月に「住宅リフォーム
講座」や「住宅リフォーム相談会窓口担当者講習会」
「霊山町建設業協同組合研修会」を開催しま
した。
事業者向けには、8月6日の「住まいるネットワーク福島説明会」を始まりに、9月と11月に
「管理建築士講習会」、9月から平成26年1月にかけて「住宅省エネルギー施工技術講習会」、12
月には「住宅省エネルギー設計者講習会」を開催しました。
住宅リフォーム相談・地域協議会の運営・活動としては、8月23日
の南相馬「道の駅南相馬」を始まりに、いわき市「中央公民館」や郡山
「安積総合学習センター」など、全9ヶ所で住宅リフォームに関する
「出前相談会」
を開催しました。
授業成果

降幡廣信講習会チラシ

実施日時
●平成25年 8/10
8/10
9/9

降幡廣信講習会

(福島市「福島県建設センター」)

実施概要

住宅リフォーム講座

(福島市「福島県青少年会館」)

場所

住宅リフォーム相談会窓口担当者講習会
（福島市「ホテルグリーンパレス」）

実施日時

福島県立福島工業高校授業

実施概要

その他の消費者向け講習会「降幡廣信特別講習会」

福島市「福島県建設センター」

8/23

リフォームセミナー

福島市「福島県建設センター」

8/26

ʻʼ

県立福島工業高校

8/29

ʻʼ

その他の消費者向け講習会高校生が参加する地域防災授業
「地震発生のメカニズム」

その他の事業者向け講習会「福島県木造住

9/20

ʻʼ

県立郡山北工業高校

8/6

9/30

ʻʼ

県立会津工業高校

8/8

ʻʼ

県立福島工業高校

8/12

ʻʼ

その他の消費者向け講習会高校生が参加する地域防災授業
10/4 「近年の地震災害と耐震対策の重要性」

その他の事業者向け説明会「住まいるネ

9/20

ʻʼ

県立郡山北工業高校

8/20

ʻʼ

9/30

ʻʼ

県立会津工業高校

8/26

ʻʼ

県立福島工業高校

8/29

ʻʼ

9/18

事業者への情報提供「管理建築士講習会

その他の消費者向け講習会高校生が参加する地域防災授業
10/21 「木造住宅耐震診断の基礎知識」
11/1

ʻʼ

県立郡山北工業高校

10/28

ʻʼ

県立会津工業高校

11/12

事業者への情報提供「建築士定期講習会

福島市森合町

12/17

事業者への情報提供「知事指定建築士事

郡山市西ノ内

●平成26年 1/20

その他の消費者向け講習会高校生が参加する地域防災授業
12/2 「現地調査・診断実務」
11/15
11/11

ʻʼ
ʻʼ

その他の消費者向け講習会高校生が参加する地域防災授業
12/6
「調査結果のデータPC入力実務」
11/22

ʻʼ

11/25

ʻʼ

会津若松市一箕町

●平成25年

9/5
9/25
10/18

ʻʼ

事業者への情報提供「住宅省エネルギー

県立福島工業高校

9/9
10/30
11/20

ʻʼ

県立郡山北工業高校

11/1
11/27

ʻʼ

12/19
●平成26年 1/17

ʻʼ

県立会津工業高校

11/23

リ推協企画の消費者向け講習会「住宅リフォーム講座」

福島市「福島県青少年会館」

●平成25年 12/6

11/20

その他の消費者向け講習会「住宅リフォーム相談会窓口担当者講習会」 福島市「ホテルグリーンパレス」

12/11

ʻʼ

●平成26年 1/13

その他の消費者向け講習会「霊山町建設業協同組合研修会」

12/13

ʻʼ

●平成25年 8/21

郡山市
その他の事業者向け講習会「福島県木造住宅耐震診断業務講習会」
「福島県農業総合センター」

●平成26年 1/23

ʻʼ

霊山町「すずきや旅館」

事業者への情報提供「住宅省エネルギー

業風景

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

2013年度実績

高校生が参加する地域防災授業

福島県立郡山北工業高校診断実務

福島県立福島工業高校診断実務・現地調査

福島県木造住宅耐震診断業務講習会

住まいるネットワーク福島説明会

(会津若松市「ハイテクプラザ会津若松技術支援センター」)

(福島市「福島県青少年会館」)

福島県立会津工業高校授業風景

福島県立福島工業高校診断実務

建築士定期講習会

管理建築士講習会

(郡山市「ビッグパレット福島」)

(福島市「福島県青少年会館」)

福島県立郡山北工業高校授業風景

福島県立会津工業高校授業風景

福島県立郡山北工業高校診断実務・現地調査

福島県立会津工業高校診断実務・現地調査

住宅耐震診断業務講習会」

場所
会津若松市「ハイテクプラザ
会津若松技術支援センター」

(福島市「福島県建設センター」)

住宅省エネルギー施工技術講習会

住宅省エネルギー設計者講習会

(いわき市「いわき建設会館」)

(郡山市「福島県農業総合センター」)

住宅リフォーム相談・地域協議会の運営・活動

福島市「福島県青少年会館」

実施日時

いわき市「いわき建設会館」

●平成25年4/5〜
平成26年3/31

実施概要

場所

住宅リフォーム相談・地域協議会の運営

ネットワーク福島説明会」 会津若松市「会津アピオ」

●平成25年8/23〜24

南相馬市「市民文化会館」

8/24〜25

ʻʼ

いわき市「中央公民館」

白河市「白河産業プラザ」

8/30

ʻʼ

相馬市
「コミュニティセンター」

8/31

ʻʼ

9/7

ʻʼ

福島市「福島県青少年会館」

11/８〜9

ʻʼ

新地町役場

会」

福島市「福島県建設センター」

12/8〜9

ʻʼ

相馬市「総合福祉センター」

会」

郡山市「ビッグパレット福島」

12/13〜14

ʻʼ

南相馬市「道の駅南相馬」

事務所の管理研修会」

福島市「福島県青少年会館」

●平成26年1/31

ʻʼ

いわき市「中央公民館」

ー施工技術講習会」

ー設計者講習会」

いわき市
「いわき市労働福祉会館」
郡山市
「福島県農業総合センター」

住宅リフォーム相談会・住宅再建相談会の開催「出前相談会」

南相馬市「道の駅南相馬」

相馬市「総合福祉センター」
郡山市
「安積総合学習センター」

郡山市「ビッグパレット福島」
福島市「福島県建設センター」
郡山市
「福島県農業総合センター」
会津若松市「会津アピオ」
いわき市「いわき建設会館」
福島市「福島県建設センター」
郡山市
「福島県農業総合センター」
会津若松市「会津アピオ」
いわき市「いわき建設会館」

地域協議会相談対応状況

住宅再建相談会

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

2013年度実績

イベント・フェア
「ふくしまみんなの住宅フェア」を平成25
年8月3日・4日の会津若松市「会津アピオ」
を始まりに、11月23日・24日、福島市「福島
県青少年会館」、12月7日・8日、いわき市「ク
リナップ井上記念体育館」、平成26年3月
15日・16日、郡山市「ビッグパレットふくし
ま」にて開催し、地域復興住宅事業者による
不動産情報の展示や、オーナー様向けに賃貸
住宅等の空き家の改善・活用等の相談会等を
行いました。木工教室やクラフト教室をはじ
めバルーンショーや大抽選会等も行われ好
評を博しました。
さらに、12月23日、東京国際フォーラム
で開催された「ふくしま大交流フェア」に参
加しました。

実施概要

実施日時
●平成25年

場所

ふくしまみんなの住宅フェア

8/3・4

会津若松市「会津アピオ」

11/23・24

ʻʼ

福島市「福島県青少年会館」

12/7・8

ʻʼ

いわき市「クリナップ井上記念体育館」

●平成26年

3/15・16

ʻʼ

郡山市「ビッグパレットふくしま」

●平成25年

12/23

東京国際フォーラム

ふくしま大交流フェア

ふくしまみんなの住宅フェア会津

ふくしまみんなの住宅フェア福島

ふくしまみんなの住宅フェアいわき

ふくしまみんなの住宅フェア郡山

ふくしま大交流フェア

避難者交流会

避難者交流会

避難者相談会

地域協議会総会
実施日時
●平成25年 7/24

実施概要

場所

地域協議会総会

福島市「杉妻会館」

地域協議会総会を平成25年7月24日、福島市の「杉
妻会館」にて開催、平成24年度の事業報告、決算報告、
平成25年度の事業報告(案)および収支予算(案)等につ
いて報告しました。

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

2013年度実績

広報ツール
実施日時

実施概要

●平成25年

7/22〜

●平成26年

1/31

●平成25年

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

地域協議会HP
パンフレット等資料は事務局
及びセミナー等

7/19

地域協議会新聞広告「暑中見舞い」

福島建設工業新聞

7/30

地域協議会新聞広告「暑中見舞い」

福島民友新聞

7/31

地域協議会新聞広告「暑中見舞い」

福島民報新聞

8/3

地域協議会新聞広告
「あの日から２年5ヶ月ふくしまの今」

福島民報新聞

9/1

地域協議会新聞広告「防災の日特集」

福島民友新聞

地域協議会広告「創刊45周年記念特集」

福島建設工業新聞

1/1

地域協議会広告「謹賀新年」

福島建設工業新聞

1/4

地域協議会広告「謹賀新年」

福島民報新聞

1/4

12/11
●平成26年

場所

地域協議会広告「謹賀新年」

福島民友新聞

●平成25年 4/1〜
●平成26年 3/31

地域協議会広報「車両広告」

県内

●平成25年 4/1〜
●平成26年 3/31

住宅リフォーム事業者登録制度の運営

地域協議会HP

地域内の住宅リフォーム動向等に係る情報収集

県内

耐震リフォームガイド

地域協議会作成資料（CD）
●平成26年

３月

福島県借り上げ住宅に入居の皆様へ

入居のしおり

住宅リフォーム事業者登録制度の運営
復興住宅・リフォームフェア新聞広告

福島県借り上げ住宅に入居の皆様へ

入居のしおり

ホームページ

地域協議会HPに「団体推薦優良
事 業 者 の 登 録・更 新・公 開 と リ
フォームに関する情報提供」を行
いました。

安心事業者登録データベース
(2013年1月現在692件)

FAQ ページの充実

http://fukushima-taishinreform.jp/

地域協議会作成資料 (CD)
消費者保護提言

公用車用マグネットシート

地域内の住宅リフォーム動向等に係る情報収集をアンケート等により行い、地域協議会作成資料としてCDを制作しました。

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

市町村

福島県耐震化・
リフォーム等
推進協議会、

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は、県をはじめとする

商工団体

行政機関や金融機関、商工経済団体や

福島県居住支援協議会

建築関係
団体

大

建築関係団体等が連携した、信頼できる機関です。
学

主な構成団体
■福島県
■県内各市町村
■社会福祉法人 福島県社会福祉協議会
■国立大学法人 福島大学
■日本大学工学部
■公立大学法人会津大学 会津大学短期大学部
■東邦銀行 福島銀行 大東銀行
■福島県信用金庫協会（福島・二本松・郡山・須賀川・白河
･会津・あぶくま・ひまわりの各信用金庫）
■東北労働金庫福島県本部
■福島県商工会議所連合会
■福島県商工会連合会
■東北電力株式会社福島支店
■公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会
■公益社団法人 全日本不動産協会 福島県本部
■全国賃貸住宅経営者協会連合会
福島県支部（ちんたい協会福島）

業務内容

■公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 福島県支部
■社団法人 福島県建設産業団体連合会
■社団法人 福島県建築士会
■福島県建築設計協同組合
■一般財団法人ふくしま市町村支援機構
■福島県総合設備協会
■社団法人 福島県建築大工業協会
■全建総連福島(福島県建設労働組合連合会)
■ＪＢＮ福島県
■福島県アスベスト処理協会
■NPO法人 循環型社会推進センター
■一般財団法人 ふくしま建築住宅センター
■一般社団法人 福島県建設業協会
■一般社団法人 福島県建築士事務所協会
■一般財団法人 福島県建築安全機構

●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
●福島県に居住し、
または居住しようとする者の居住支援（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する
法律に基づく居住支援協議会活動を含む。）
●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。

耐震改修・リフォーム

耐震診断

情報コーナー

会員ページ

当協議会について

FAQ

安心事業者検索

2013年版事業実績
2011年版事業実績

助成制度について

目で見る東日本大震災

震災後の住宅相談Q&A

おすすめの安心耐震改修・リフォーム事業者リスト

リフォーム留意点

国道

至仙台

〜相談事例から〜消費者保護提言

相談無料

号

福島駅

13

たまのや
P

住宅の耐震化に関するアンケート

いつでもお気軽におでかけください。
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）

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

エスタビル
中合

あづま陸橋

至東京

住宅相談集計報告書

東日本大震災後の取り組み報告

平和通り
尚志学園
福島県建設センター内

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

http://www.fukushima-taishinreform.jp/
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一般財団法人 福島県建築安全機構
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