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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）



1.相談窓口・広報等

　建築士等の有資格者を常勤配置し、電話、メール
及び来訪面談による相談に対応しています。
　住宅確保要配慮者やその支援者からの相談につ
いては、あんしん賃貸住宅登録制度に登録されて
いる物件や協力店情報を提供するとともに、当協
議会会員であるNPO法人（家賃債務保証、身元保
証等の生活支援サービスを行った法人）と連携し、
入居へのサポート及びマッチングを行いました。
【相談体制】月～金9:00～17:00　※土日・祝休
日・夏季・年末年始休暇を除く

①常設相談窓口

②出前相談会

(1) 相談窓口
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住宅確保要配慮者物件成約状況
凡例【○：成立 △：相談者 (代理者 ) 自身で確保 ×：取下げ】
※△：相談者 (代理者 ) 自身で確保=14件の内、12件は会員提供支援サービス締結が賃貸契約条件であった。

相談対応状況［面談］地域協議会事務所

福島民報社「ふくしまくらしフェスタ」 (公社)福島県宅地建物取引業協会「不動産フェア」

相談対応状況［電話］

福祉・住宅連携スキームイメージ

県社会福祉
協議会

福島県・市町村
自立支援協議会
（障がい者）

不動産団体

●各支援団体
●NPO法人等

●法テラス
●弁護士会

相談

対応

福島保護
観察所福島県医療

ソーシャル
ワーカー協会

福祉部局 住宅部局

避難者
支援部局

福島県
居住支援協議会

県・市町村

●市町村社会福祉協議会
●地域包括支援センター
●民生委員　ほか

実施日時 実施概要 場所

郡山市／ハトマーク会館

福島市／あづま総合体育館福島民報社「ふくしまくらしフェスタ」

(公社)福島県宅地建物取引業協会「不動産フェア」

H29
福島市／S-PAL

いわき市／エブリア

会津若松市／会津アピオ
南相馬市／ジャスモール

7/22

9/10

◆相談件数　※(　)：［全体］の内数　★居住支援協議会設立
住宅調査
依頼件数年度 相談件数

[居住支援]

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

合計

（26件）

（32件）

（38件）

（42件）

（731件）

（31件）

（15件）

（11件）

（15件）

平成28年度 （9件）

平成29年度 （8件）

（958件）

（312件）

（343件）

（463件）

（350件）

（203件）

（215件）

（1,886件）

相談件数
[全体]

118件

172件

201件

309件

1,658件

512件

519件

638件

469件

316件

361件

5,273件

◆実施日時【その他】

★



　協議会当初からのWEBサイトを消費者からアク
セスしやすく分かりやすいＷＥＢへリニューアル
をし、パンフレット、啓発資料等のダウンロード可
能にし、消費者や事業者の方達が利用を出来るよう
にしました。また、スマートフォン利用者が増加し
ていることから、対応できるようにしました。
　パンフレットについては内容を更新し、地方公共
団体と連携した住生活に関わる支援制度、トラブ
ル、リフォーム等の進め方に関する消費者向けセミ
ナーや、高齢者等の悪質リフォーム被害防止のため
の啓発セミナー等の開催時に配布しました。

①リフォ協HP等

　平成24年に制作した当協議会のＨＰに改正住
宅セーフティネット法施行に係る情報や当協議会
の新たな事業等の情報を分かりやすく発信すると
ともに、会員の活動状況の共有を図るため、ＨＰ内
に会員のためのページを新たに設置する等のリ
ニューアルをしました。また、会員や社協、包括支
援センター等関係機関との連携、情報発信のため
に一斉配信メールシステムを構築しました。
　出前相談会において、居住支援協議会の支援内
容についての周知広報のため、パネル、ポスターを
作成しました。

②居住支援協議会HP等

(2) 相談窓口の広報・各種情報発信

住宅再建相談会(いわき市)

住宅再建相談会(南相馬市)

協議会HP
http://fukushima-taishinreform.jp/

［事業者リスト］安心事業者リスト
※HPにて事業者検索可

［啓発パネル］
東日本大震災【液状化編】ほか
※貸出可

［消費者向け啓発パンフレット］
家づくり・リフォームで後悔し
ないために
※HPよりダウンロード可

［消費者向け啓発資料］
住まいの新築・増改築の留意点！
※HPよりダウンロード可

［消費者向け啓発資料］
木造住宅の耐震補強は？
※HPよりダウンロード可

［消費者向け啓発資料］
木造住宅の耐震補強は？
※HPよりダウンロード可

［消費者向け啓発資料］
住宅の耐震化に関する
アンケート
※HPよりダウンロード可

［消費者向け啓発資料］
地震災害と建築物耐震化
の重要性
※CD

［消費者・事業者向け啓発資料］
東日本大震災後の取り組み
※HPよりダウンロード可

公用車用マグネットシート車両広告

［空き家・古民家相談センター］
住まいるマッチングナビ
http://www.sundeminka.net/smn/

［協議会パンフレット］
耐震リフォームガイド

［実績報告書 (概要版 )］
Report2016
※HPよりダウンロード可

協議会HP
http://www.fukushima-
kyojushien.jp/

［パネル・ポスター］
「あんしん賃貸住宅登録制度」 ［パネル・ポスター］

「高齢者等見守りネットワーク」

［パネル・ポスター］
「居住支援協議会概要」

あんしん賃貸住宅検索サイト
http://fukushima-kyojushien.jp
/anshin/

［協議会パンフレット］
県民の居住安定・安心の
確保を応援します !!

［相談ガイドブック］
住宅確保要配慮者居住相談
ガイドブック
※HPよりダウンロード可能

高齢者等地域見守りNWHP
http://f-mimamori.net/

実施日時 実施概要 場所

いわき市文化センター

いわき市文化センター

住宅再建相談会　いわき市

住宅再建相談会　南相馬市

H29

H30

H30

H29
いわき市役所

いわき市文化センター
中央台公民館
中央台公民館
中央台公民館
労働福祉会館
中央台公民館
中央台公民館
中央台公民館
中央台公民館
南相馬市役所本庁舎
南相馬市役所本庁舎
道の駅南相馬
道の駅南相馬

いわき市文化センター
いわき市文化センター

◆実施日時【住宅再建相談会】

4/23
5/28
6/25
7/23
8/27
9/24
10/28
11/11
11/26
12/17
1/13
1/28
2/24
3/25
5/21
8/5

11/18
2/3



実施日時 実施概要 場所

福島市／AOZE10/23 福島市消費生活センター「市民の暮らし講座」
福島市／コラッセ福島11/4 ㈱伴「住宅資産活用のための無料セミナー」

伊達市／保原本庁舎11/30 伊達市「家づくり・リフォーム講座」
～素敵なわが家を手に入れよう～

喜多方市／喜多方市役所H29

H30

喜多方市「木造住宅耐震化に関する講習会」
10/7 「家づくり・リフォームで後悔しないために」

3/17 ラジオ福島
「第7回うつくしま住まいとリフォーム博2018」 郡山市／ビッグパレットふくしま

福島市／福島県建設センター
9/30

実施日時 実施概要 場所

郡山市民生委員協議会
「定例連絡会」さくら地区

福島市／保健福祉センター福島市「地域包括支援センター会議」

H29

H30

郡山市民生委員協議会「定例連絡会」

10/5 会津若松市民生委員協議会
「定例連絡会」北会津地区 会津若松市／北会津支所

9/1

11/7

2/22

郡山市／総合福祉センター

郡山市／薫地域公民館

2.福島県耐震化リフォーム等推進協議会の取り組み

　平成29年４月から翌年２月に
かけて「家づくり・リフォームで
後悔しないセミナー」、平成29年
12月４日に住宅リフォーム推進
協議会との共催によりBPふくし
まにて「長寿命化セミナー」を開
催いたしました。

(1) セミナーの開催

① 事業者向けセミナー

　平成29年9月から翌年3月に
かけて「家づくり・リフォームで
後悔しないセミナー」を開催いた
しました。

②消費者向けセミナー

建築物等の石綿含有仕上塗材の除去等作業
に係る石綿飛散防止措置講習会

福島県木造住宅耐震診断技術者講習会

長寿命化セミナー
「リフォームビジネスに役立つヒント」

家づくり・リフォームで後悔しないために

郡山市民生委員協議会「定例連絡会」

　消費者に対する工事契
約に係る留意事項の広報
啓発のなかで、特に高齢者
の被害防止対策として、民
生委員を対象に出前説明
会を行いました。

③住宅工事契約履行適正化に向けた取り組み

「第7回うつくしま住まいとリフォーム博2018」

実施日時 実施概要 場所

6/15 欠陥住宅東北ネット「例会」

7/13 (一財)住まいづくりナビセンター
「リフォーム評価ナビ連携機関会議」

9/6 「建築物等の石綿含有仕上塗材の除去等作業に係る
石綿飛散防止措置講習会」

4/22H29

H30

松川町建設業組合「H29年/4月講習会」

1/24 (一社)福島建築士事務所協会
「福島県木造住宅耐震診断技術者講習会」

4/26 福島県地域型復興住宅推進協議会
「福島県地域住宅生産者グループ会議」

12/4 長寿命化セミナー「リフォームビジネスに役立つヒント」

2/2 (公社)福島建築士会
「第25回福島市建築・消防行政に関する講習会」

仙台市／仙台弁護士会館

東京都／トリトンスクエア

福島市／文化センター

福島市／松川町商工会

郡山市／ビッグパレットふくしま

郡山市／ビッグパレットふくしま

福島市／福島テルサ　つきのわ

福島市／福島県建設センター



　県立工業高校３校の建築科の
生徒を対象に、木造耐震診断の実
施方法等について習得させ、（公
社）福島県宅地建物取引業協会、
（公社）全日本不動産協会福島県
本部の協力を得て、管理物件の調
査診断を実施しました。併せて生
徒の自宅または祖父母宅等の耐
震診断を促しました。

④高校生が参加する
　地域防災授業

「木造住宅耐震診断の基礎知識」「地震発生のメカニズム」

高校生が参加する地域防災授業

高校生が参加する地域防災授業

「調査結果のデータ PC入力実務」「現地調査・診断実務」

[バナー ] 登録事業者HP情報掲載 あんしん事業者検索サイト

「現地調査・診断実務」

(2) 事業者登録制度運営
①あんしん事業者検索サイト

　工事契約の留意点や協議会に
寄せられた相談を分類化した
FAQ等参考資料をまとめ、消費者
始め自治体の消費生活部門ほか
に配布しました。

②あんしん事業者リスト

　優良な工事店等を消費者へ紹
介するため、「ふくしま安心事業
者」の登録情報を随時更新しHP
に公開するとともに、協議会のパ
ンフレットにも制度を紹介し、市
町村等の窓口、県・市町消費生活
センターへ配置しました。
　また協議会HPに、リフォーム
評価ナビ、BLR及び（一社）住宅瑕
疵担保責任保険協会の登録事業
者HP情報のバナーリンクを構成
しました。

　建設業許可名義の貸し借りに関
する法的な取り扱い・最近の相談事
例に関する情報を共有しました。ま
た相談の有料化に関する課題につ
いて意見交換を行いました。

(3) 住宅新築・リフォーム
　　工事契約履行適正化
　　啓発連絡会議

　住宅リフォーム地域協議会
通常総会を平成29年8月2日
に福島市「こむこむ」にて開
催、平成28年度の事業報告、
決算報告、平成29年度の事業
計画(案)及び収支予算(案)等
について報告いたしました。

(4) 地域協議会総会

H29 10/31
新築・リフォーム工事契約履行適正化啓発
連絡会議
福島市／福島県建設センター

H29 8/2 第 11回通常総会
福島市／こむこむ

実施日時 実施概要 場所

県立郡山北工業高校

県立福島工業高校H29

H29

H29

H29

H29

①高校生が参加する地域防災授業
　「地震発生のメカニズム」
　講師：浅里和茂（日本大学工学部教授）

②高校生が参加する地域防災授業
　「近年の地震災害と耐震対策の重要性」
　講師：福島県耐震化リフォーム等推進協議会職員

③高校生が参加する地域防災授業
　「木造住宅耐震診断の基礎知識」
　講師：(一社)福島県建築士事務所協会会員

④高校生が参加する地域防災授業
　「現地調査・診断実務」
　講師：(一社)福島県建築士事務所協会会員青年部員

⑤高校生が参加する地域防災授業
　「調査結果のデータPC入力実務」
　講師：(一社)福島県建築士事務所協会会員青年部員

県立会津工業高校

県立郡山北工業高校

県立福島工業高校
県立会津工業高校

県立郡山北工業高校

県立福島工業高校
県立会津工業高校

県立郡山北工業高校

県立福島工業高校
県立会津工業高校

県立郡山北工業高校

県立福島工業高校
県立会津工業高校

11/13
9/5
9/6

9/5

10/23

9/6

11/13

11/1
11/17
11/10
11/8
11/24
11/24
11/15
11/27



第１回福祉・住宅連携会議

H29年度福祉・住宅連携会議講演録

高齢者等地域見守りネットワークHPTOP 検索ページ [サービス提供先検索 ] 検索ページ [行政機関窓口検索 ]

第２回福祉・住宅連携会議「ともに活かし、ともにいきる」

3.福島県居住支援協議会の取り組み

(1) 福祉・住宅連携強化事業
①福祉・住宅連携会議

　地方自治体の住宅福祉連携強化と官民の横断的
連携構築地方自治体において、住宅確保要配慮者
の居住の安定に向けた住宅福祉施策の連携の重要
性を実感できるように他県での先進事例の報告等
を組み込んだ県内全体の市町村を対象とした住宅
福祉連携会議を実施し、講演録を作成しました。

　平成28年度において、休眠状態から半睡状態と
した地域ごとの「孤独死防止協議会」を復活させる
ため、高齢者等見守りサポート協定締結自治体と
の連携を図り、HPで公開いたしました。

(2) 地域移行・地域定着賃貸住宅モデル事業
①高齢者等見守りネットワーク普及拡大

　連帯保証人等を確保できず民間賃貸住宅への入居が困難な住宅確保要配慮者のために身
元保証、債務保証サービスを提供する当協議会会員であるNPO法人に対して、契約成立まで
の準備行為に係る費用の一部の補助を行いました。

②. 身元保証、債務保証サービス等を提供するNPO法人等への支援

実施日時 実施概要 場所
福島市／こむこむ8/2H29 第１回福祉・住宅連携会議

11/22 第２回福祉・住宅連携会議「ともに活かし、ともにいきる」 福島市／コラッセふくしま



第2回ハトマークセミナー
[白河支部]

(3) あんしん賃貸住宅円滑入居促進事業
①あんしん賃貸住宅登録促進説明会

(4) あんしん居住専門部会

　相談者のたらい回しを防止し、適確
な相談対応及び支援を行ったために作
成した住宅相談ガイドブックの周知と
その内容を説明する説明会を実施し、
「住宅確保要配慮者居住相談ガイド
ブック」(増刷)を配布しました。

　各支援団体との横断的連携を図り、
課題の共有化と対策を協議しました。

のぼりステッカー

H29年度第 3回法定研修会

■協力店登録数

■空き家（室）登録数

あんしん賃貸住宅登録制度スキーム

住宅確保要配慮者居住相談ガイドブック

精神障がい者地域移行圏域NW強化研修

②相談ガイドブック説明会

ポスター

　住宅確保要配慮者の居住の安定確保に向けて、入居を拒まない賃貸住宅の登録制
度の構築を促進するため、賃貸住宅経営者及び不動産事業者を対象に当該制度の理
解と協力を求める説明会を実施しました。

ため、賃貸住宅経営者
明会

者
た。

め、賃貸住宅経営者
会を実施しました

市町村・社協・
包括支援センター

住宅あんしん賃貸住

不動産団体
協力事業者

大  家

居住支援協議会

住宅確保 要配慮者

あんしん賃貸
住宅登録

一つの選択肢
として…

見守り等オプション
緊急連絡先・生活センター緊急通報装置・
葬儀・遺品整理・清掃修復ほか

見守り等オプション付加

大家・事業者の
家賃等債務保証制度

高齢者住宅財団
家賃債務保証

大 家

相  談

NPO等

あんしん賃貸住宅
登録制度スキーム

身元保証
債務保証

有　料 保証保険
加入契約

有　料

会津地方地域住宅懇談会

実施日時 実施概要 場所

二本松市／アーバンホテル二本松(公社)福島県宅地建物取引業協会
「第1回ハトマークセミナー」[安達支部]

白河市／白河商工会議所(公社)福島県宅地建物取引業協会
「第2回ハトマークセミナー」[白河支部]

南相馬市／
南相馬市民情報交流センター

(公社)福島県宅地建物取引業協会
「第2回ハトマークセミナー」[相双支部]

福島市／福島県青少年会館(公社)福島県宅地建物取引業協会
「第2回ハトマークセミナー」[福島・安達・伊達支部]

いわき市／いわき建設会館(公社)福島県宅地建物取引業協会
「第2回ハトマークセミナー」[いわき支部]

会津若松市／会津若松商工会議所(公社)福島県宅地建物取引業協会
「第2回ハトマークセミナー」[会津・喜多方支部]

郡山市／ビッグパレットふくしま(公社)福島県宅地建物取引業協会
「第2回ハトマークセミナー」[郡山支部]

2/16

2/20

2/22

10/25H29

H30

H29

3/1

郡山市／ビッグパレットふくしま(公社)全日本不動産協会福島県本部
「平成29年度第3回法定研修会」12/8

2/16

2/27

実施日時 実施概要 場所

会津若松市／北会津支所

郡山市／総合福祉センター郡山市民生委員協議会「9月郡山市定例民生委員協議会連絡会」
会津若松市「地域包括支援センター連絡会」
会津若松市民生児童委員協議会「理事会定例会」
郡山市民生委員協議会さくら地区「民生委員協議会連絡会」
福島県「相双地方地域住宅懇談会」
福島県「県中地方地域住宅懇談会」
福島県「会津地方地域住宅懇談会」
福島県「県北地方地域住宅懇談会」
福島県「いわき地方地域住宅懇談会」
福島県「福島県生活困窮者自立支援連絡協議会」
福島県「精神障がい者地域移行圏域NW強化研修」
福島市「地域包括支援センター向け説明会」

H29

H30

会津若松市／会津若松市役所

郡山市／郡山合同庁舎北分庁舎

郡山市／さくら地区薫地域公民館
南相馬市／南相馬合同庁舎南分庁舎

いわき市／いわき合同庁舎南分庁舎

会津若松市／会津大学
福島市／県庁北庁舎

福島市／保健福祉センター

福島市／杉妻会館
南相馬市／雲雀ケ丘病院

10/5
11/7
12/18

9/1

12/21

9/27

12/19

12/25
12/27
1/3
2/15
2/22

実施日時 実施概要 場所
第1回あんしん居住専門部会
第2回あんしん居住専門部会

H29 福島市／酪農会館
福島市／福島県建設センター

5/10
9/19




