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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）

2018年度実績



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ました。
　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
(1) 相談窓口

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

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=12件、内7件は会員の提供支援サービス
        を締結したことにより契約が成立しました。
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◆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）

（959件）

（312件）

（343件）

（463件）

（350件）

（203件）

（215件）

（2,062件） （119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

平成30年度 （1件） （176件）

（5件）

（23件）

（28件）

（35件）

（28件）317件

5,590件

★

物件検索・身元保証
サービス等依頼件数

118 172 201 309

1,658

512 519 638
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316 361
317

26 32 38 42

731
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②出前相談会

実施日時 実施概要 場所
H30

H31

◆実施日時【住宅フェア等のイベントの参画】

伴・桑折町
「桑折町空き家対策無料セミナー・講演会・無料相談会」

省エネde住まいるフェア実行委員会
［第5回省エネde住まいるフェア］

2/23～24

桑折町／桑折町イコーゼ

郡山市／BPふくしま

ふくしまFM「子育て応援フェスタ」

全日本不動産協会福島県本部
「全国一斉不動産無料相談会」

10/1

9/8～9

10/11
12/9

1/26

郡山市／BPふくしま

郡山市／BPふくしま

いわき市／高久公民館
東京都／東京国際フォーラム

いわき市「高久公民館市民講座」
福島県「ふくしま避難者交流会」

9/8～9 「子育て応援フェスタ」

相談対応状況［電話］

地域協議会事務所相談対応状況［面談］

2/23～24［第5回省エネde住まい
るフェア］

　相談担当者として、建築士、建適士資格者、宅建士、マンション管理士、ファイナンシャ
ルプランナー、既存住宅現況調査技術者の資格者（重複資格）を配置し、より広範な相談
に対応しました。また広域的な相談体制を構築するため、協議会会員である（一社）福島
県建築士事務所協会の住宅委員会及び指導委員会委員を地域相談員として充てました。

◆居住支援協議会

◆リフォーム協議会

常設相談窓口の体制



　住宅リフォームに係る契約方法、助成制度、安心
事業者情報等を随時更新しHPで広報しました。ま
た、過去に寄せられた住宅相談をQ&Aにまとめて
データベース化とし、さらにシックハウスに関する
問合せが多いことから検査分析機関を調査、一覧表
を作成し新たにHPで公開しました。
　パンフレットについては内容を更新し、市町村消
費者担当窓口をはじめ、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リフォーム協議会HP等
(2) 相談窓口の広報・各種情報発信

［協議会パンフレット］
耐震リフォームガイド
※HPよりダウンロード可

［実績報告書(概要版)］
Report2017
※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

　当協議会のＨＰは住宅確保要配慮者も簡単に閲
覧できるようスマホ対応へリニューアルしました。
また、当協議会会員の活動を共有できる専用ページ
の周知と活用を促しました。
　高齢者等地域見守りNWHPでは、平成29年度
に調査した見守りネットワークに関する施策に加
え、居住支援に関する施策を調査した内容を掲載
しました。さらに県の高齢者等見守り協定に関す
る情報も提供しました。

②居住支援協議会HP等

［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

［協議会HP］
福島県居住支援協議会
https://www.fukushima-kyojushien.jp/

［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 !!

［事業者・住宅検索サイト］
あんしん賃貸住宅検索サイト
https://fukushima-kyojus
hien.jp/anshin/

［見守り・生活支援検索サイト］
高齢者等地域見守りNWHP
https://f-mimamori.net/

住宅再建相談会（いわき市）

実施日時 実施概要 場所

住宅再建相談会 いわき市／中央台公民館

H30

H31

4/22
7/28
8/26
9/29
12/9

1/26

◆実施日時【住宅再建相談会】

［空き家・古民家相談センター］
住んでみんかドットネット／住まいるマッチングナビ
https://www.sundeminka.net/smn/

［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

［事業者リスト］
安心事業者リスト
※HPよりダウンロード可
※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

［協議会HP］
福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
https://fukushima-taishinreform.jp/

［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］
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］～相談事例
から～消費者保護のための提言
※HPよりダウンロード可



実施日時 実施概要 場所
県立福島工業高校H30

H30

H30

H30

H30

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

県立郡山北工業高校
県立福島工業高校
県立郡山北工業高校

県立郡山北工業高校
県立福島工業高校

県立郡山北工業高校
県立福島工業高校

県立郡山北工業高校
県立福島工業高校

8/27
10/22

8/27

8/27

10/22

10/29
9/7
11/2
9/14
11/9

6/8 現場とトップの距離
～今、家づくりの現場で起きていること～

2.福島県耐震化リフォーム等推進協議会の取り組み

　地方公共団体や関係団体等及
びリ推協と連携して、事業者が消
費者に対して、住生活に関わる相
談について的確な助言・提案及び
適正な工事契約・施工ができるよ
う、事業者向けセミナーを開催し
ました。

(1) セミナーの開催

① 事業者向けセミナー

　地方公共団体及び関係団体等
と連携して、住生活に関わる支援
制度、リフォーム紛争事例、リ
フォーム等の進め方について理
解を深めるため消費者向けセミ
ナーを開催しました。

②消費者向けセミナー

1/26 地域財産を活用した快適な故郷暮らし

　住宅の耐震化促進を図る一環
として、県立工業高校建築系学科
の生徒を対象に「地域防災授業－
木造耐震診断実習」を行うほか、
省エネ及びバリアフリーの重要
性についても講義しました。

③高校生が参加する地域防災授業

9/4 事業者スキルアップセミナー

11/20リフォームビジネスに役立つ４つの
取組み・10の実践アプローチ

10/11 失敗しない家づくり／家づくり・
リフォームで泣かないために

2/23～24 家づくり・リフォームで失敗
しないために

1/30 工事請負契約に関する法的基礎知識
セミナー

実施日時 実施概要 場所

1/26 伴［桑折町空き家対策無料セミナー・講演会・無料相談会］
「地域財産を活用した快適な故郷暮らし」 桑折町／桑折町イコーゼ

喜多方市／喜多方市役所H30

H31

喜多方市「木造住宅耐震化に関する講習会」

10/11 いわき市[高久公民館市民講座]
「失敗しない家づくり／家づくり・リフォームで泣かないために」

2/23～24 省エネde住まいるフェア実行委員会［省エネde住まいるフェア］
「家づくり・リフォームで失敗しないために」 郡山市／BPふくしま

いわき市／高久公民館

5/19

実施日時 実施概要 場所

6/8 福島県浄化槽協会［定時総会特別講演会］
「現場とトップの距離　～今、家づくりの現場で起きていること～」

9/4 (一財)住まいづくりナビセンンター
「事業者スキルアップセミナー」

4/16H30

H31

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］
「家づくり・リフォームの契約履行適正化の課題」

1/21 (一社)福島県建築士事務所協会
「福島県木造住宅耐震診断技術者講習会」

11/20 (一社)住宅リフォーム推進協議会
「リフォームビジネスに役立つ４つの取組み・10の実践アプローチ」

1/30 福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
「工事請負契約に関する法的基礎知識セミナー」

福島市／ウェディングエルティ

福島市／福島県建設センター

福島市／福島県建設センター

郡山市／ＢＰふくしま

郡山市／ＢＰふくしま

郡山市／ＢＰふくしま



　リフォーム市場の適正化と適確なリフォーム事業の推進を目的とした
消費者相談体制の整備や優良なリフォーム事業者育成に係る検討協議を
行うため、協議会会員のうち行政機関及び建築関係団体から選任された
者で構成する専門部会を運営しました。特に無許可、無登録の悪質事業者
に係る指導監督について協議しました。

[ 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

(2) 事業者登録制度運営
①あんしん事業者検索サイト
　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、市町村等の窓口での配布、セミナー
やイベント会場で配布広報しました。
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情報と
(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援
センター「増改築相談員登録名簿検
索」のバナーリンクを構成しました。

　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、セミナーやイベント会場で
配布広報しました。

②あんしん事業者リスト

　中古住宅市場で流通しにくい
郊外及び過疎中山間地の民家等
空き家について、買いたい（借り
たい）と売りたい（貸したい）の
マッチングの促進を図りました。
また、ネガティブイメージのある
中古住宅リフォームのイメージ
アップを図るため、リフォーム事
例を収集してモデル的リフォー
ム情報を公開しました。

(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

　都市計画区域内における10㎡以下の物置等の棟別増築確認申請の取扱および住宅のベタ
基礎の設計に係る凍結深度の取扱について疑義があったため、各都道府県の取扱についてア
ンケートを実施し、その結果を報告しました。

(4) 建築基準法運用に関する
　  アンケートの実施

　住宅リフォーム地域協議会通常総会を
平成３０年7月26日に郡山市「ビッグア
イ」にて開催、平成２9年度の事業報告、決
算報告、平成30年度の事業計画(案)及び
収支予算(案)等について審議しました。　

(6) 地域協議会総会(5) 空き家対策

③「木造住宅耐震診断の基礎知識」①「地震発生のメカニズム」 ②「近年の地震災害と耐震対策の重要性」

⑤「調査結果のデータ PC入力実務」④「現地調査・診断実務」 ⑤「調査結果のデータ PC入力実務」

実施日時 実施概要 場所

福島市
／福島県建築総室会議室

H30 新築・リフォーム工事契約履行
適正化啓発連絡会議
「建築紛争に係る対応協議」

11/6

7/26  第１2回通常総会
郡山市／ビッグアイ



H30年度福祉・住宅連携会議講演録

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

　地方自治体の福祉住宅連携強化と官民の横断的
連携構築を図るため、住宅確保要配慮者の居住の
安定に向けた福祉住宅施策の重要性を共有できる
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。

　高齢者等見守りネットワークHPに掲載する各市町村の高
齢者等見守り施策を更新。再調査するとともに、該当市町村に
HP掲載承諾を得て公開しました。

(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と
　 各市町村で実施している施策の周知

　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
当協議会会員のNPO法人が行う契約成立までの支援活動に対して、費用の一部補助を行いました。

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

②福祉住宅連携に係る市町村
　アンケートの実施
　各市町村の住宅福祉連携の実態を把握するため
照会を行い、報告書を作成しました。

住宅福祉連携に係る市町村照会事項報告書

11/16 第１回福祉・住宅連携会議
福島市／杉妻会館

高齢者等地域見守りネットワーク
HP TOP

[サービス提供先検索] [自治体見守り関連事業]

(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

のぼりステッカーあんしん賃貸住宅登録制度スキーム 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。制度の理解と協力をを求度の理解と協力を

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

■協力店登録数

■空き家（室）登録数

実施日時 実施概要 場所
 第１回福祉・住宅連携会議 H30 福島市／杉妻会館11/16



8/31地域課題会議

11/9 第2回ハトマークセミナー

(4) 新たな住宅セーフティネット制度
　　住宅登録促進事業

(6) 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うために
作成した住宅相談ガイドブックの説
明会を実施し、配布しました。

　住宅確保要配慮者が協議会の情報を
簡単に閲覧できるよう、また協力店が登
録や更新が随時できるよう、スマホ対応
へリニューアルしました。さらに相談者の
個人情報のセキュリティ強化を図るため、
協議会と会員間の通信を有効期限付き
ダウンロードシステムとしました。

　借り上げ住宅については、供給開始時から入居者はもとよ
り住宅所有者及び管理事業者からも各種の相談が寄せられ
たことから、平成２５年度にこの３者を対象にアンケートを
実施した結果、多くの課題が浮彫となりました。このため、県
及び不動産団体と情報を共有し、それぞれ課題解決に取り組
んできたところですが、この間にも不正入居や敷金二重取り
等の新聞報道が相次いでいます。さらに、退去時に多額の修
繕費用を請求されたとの相談が寄せられたことから、借り上
げ住宅事務代行市町村に対してアンケートを実施し、その結
果を改善提案を添えて関係機関に報告しました。

　居住支援事業を進めるために福島県福祉・住宅部局及び
関係団体からの選任者による専門部会を開催し、横断的連
携を図り、課題の共有化と対策を協議しました。

住宅確保要配慮者居住相談ガイドブック

②相談ガイドブック説明会

12/3 医療機関、包括支援センター等
担当者の居住支援に関する研修会

③あんしん賃貸住宅登録HPのスマホサイト制作

　新たな住宅セーフティネット制度の登録住宅を増やすため、不
動産事業者へ戸別訪問をし、登録の際の問題点等ヒアリングを実
施しました。

②不動産事業者への個別ヒアリング

12/12 第3回法定研修会 1/24 県中建設事務所「地域懇談会」 1/31 相双建設事務所「地域懇談会」1/24 県北建設事務所「地域懇談会」

事務代行自治体数 事例有り 事例無し 回答無し

１１
自治体数 事例報告数 自治体数 自治体数
６ ２７件 ４ １　不動産団体、県・市町村が開催する会議等において、制度周知や

登録促進のための説明を行いました。
※実施日時は(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参照

①不動産事業者等への説明会の実施

(5) 借り上げ住宅入退去に係る相談等について
　  事務代行市町村へアンケートの実施

11/2 福島県医療観察制度地域
処遇協議会

実施日時 実施概要 場所

郡山市／寿泉堂香久山病院

郡山市／富岡町役場郡山支所富岡町「地域課題会議」
福島県保護観察所「福島県医療観察制度地域処遇協議会」
寿泉堂総合病院
「医療機関、包括支援センター等担当者の居住支援に関する研修会」

福島県社会福祉協議会
「福島県生活困窮者自立支援連絡協議会」

H30

H31

郡山市／社会医療法人あさかホスピタル

福島市／杉妻会館

12/3

1/22

8/31
11/2

実施日時 実施概要 場所
郡山市／BP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」

郡山市／BPふくしま(公社)全日本不動産協会福島県本部 「第3回法定研修会」

福島市／県庁北庁舎県北建設事務所「地域懇談会」

郡山市／郡山合同庁舎県中建設事務所「地域懇談会」
南相馬市／南相馬合同庁舎相双建設事務所「地域懇談会」

1/24

1/24

1/31

11/9H30

H31

12/12

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

H30
H31

福島市／酪農会館
福島市／福島県建設センター

8/27
2/13

実施日時 場所 所属団体不動産事業者名

県北

県中

県中

方部

㈱ランドハウス福島

㈱トーマスホーム ㈱トーマスホーム

㈱郡中本店 ㈱郡中本店

㈱ランドハウス福島・
　杜不動産H30 全日

宅建

宅建

11/15

11/19
11/19

※併せて「新たな住宅セーフティネット制度住宅登録促進事業」について説明を行った。



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。
※来訪の場合は、要予約。

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
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.NPO法人　市民協福島
35.一般財団法人　福島県建築安全機構

業務内容

主な構成団体

●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

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
電話相談窓口 024－563－6213

事務局　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

ホームページ　 https://www.fukushima-taishinreform.jp/
メールアドレス　info@fukushima-taishinreform.jp

ＴＥＬ（024）529－5273 ＦＡＸ（024）529－5274

（9:00～ 17:00/ 土・日・祝休日を除く）
相談無料

ホームページ
住まいのサポート情報 当協議会について耐震相談 FAQ家づくり・リフォーム

協議会について 会員活動ページ協議会活動について 住宅セーフティネットとは

各種ダウンロード 啓発用パネル

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

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。

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
駅

たまのや

NHK
福島放送局

至東京

至仙台

平和通り
中合

福島警察署

福島県庁

エスタビル
13

あづま陸橋

福島県建設センター内
P

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

福祉団体

商工団体大　学

建築関係
団体

金融機関

  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

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

事業者検索




