
9

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）

2019年度実績
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相談件数［全体］ 住宅調査依頼件数 相談件数［居住支援協］

相談件数の推移

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

　台風１９号被災者対応の相談体制構築・常設
相談窓口の設置（令和元年10月15日から）
　県民からの電話・メール・面談等の住宅相談
に応じるため相談員を配置し、常設の相談窓口
を設置しました。
　相談実績は、令和2年3月末までに計94件
でした。
　また、建築士相談員が的確に助言できるよう
相談業務マニュアルを作成しました。

①-1常設相談窓口（一般）　

①-2常設相談窓口（災害）

（1）相談窓口

②-1出前相談会（一般）
◆実施日時【住宅フェア等のイベントの参画】

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

　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

◆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]

相談件数
[全体]

平成19年度 （26件）118件

平成20年度 （32件）172件

平成21年度 （38件）201件

平成22年度 （42件）309件

平成23年度 （731件）1,658件

平成25年度 （15件） （343件）519件

平成26年度 （11件） （463件）638件 （5件）

平成27年度 （15件） （350件）469件 （23件）

平成28年度 （9件） （203件）316件 （28件）

平成29年度 （8件） （215件）361件 （35件）

平成30年度 （1件） （176件） （28件）317件

合計 （962件）（2,186件） （138件）6,024件

平成24年度 （31件） （312件）512件★

物件検索・身元保証
サービス等依頼件数

令和元年度 （3件） （124件） （19件）434件

相談対応状況［面談］ 相談対応状況［電話］地域協議会事務所

12/１ シティ情報ふくしま「ウーマンフェスタ」 2/22・23 第６回省エネde住まいるフェア

実施日時 実施概要 場所
12/1R1

R2

12/15

シティ情報ふくしま
「ウーマンフェスタ」

伴・空き家対策セミナー＆相談会

1/26 桑折町　空き家対策特別セミナー
第６回省エネde住まいるフェア

福島市／ウィル福島
　　　　アクティおろしまち

桑折町／桑折町イコーゼ
郡山市／BPふくしま

新地町／新地町農村環境改善
　　　　センター視聴覚室

2/22
23
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相談内容区分別

1 住宅の建替 2 補修の可否・修繕方法 3 建築士の紹介
4 工務店の紹介 5 罹災証明 6 支援制度
7 建築物の安全性の確認 8 仮設/借上げ住宅 9 その他

※常設相談窓口（災害）と市町村相談窓口・現地相談（災害）の合計です。



　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となっております。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。
　さらに、居住支援法人の紹介ページも追加しました。
　高齢者等地域見守りNWHPでは、平成30年度
に調査した見守りネットワークに関する施策の追加
調査と、居住支援に関する施策の追加調査内容を
ＨＰに掲載しました。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

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

［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-kyojushie
n.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
しました。さらに台風等の水害被災に対するＱ＆Ａも追
加して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
　（台風１９号関連情報提供）

（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

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

［実績報告書(概要版)］
Report2018
※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

［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

　台風１９号被災者に対応するため、市町村からの要請
による住宅相談会及び現地相談について、当協議会会
員団体から建築士を派遣しました。
　相談実績は、令和2年3月末までに計76件でした。

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

H31
R1

R2

4/13
6/23
8/31
10/6
2/29

◆実施日時【住宅再建相談会】
実施日時 実施概要 場所

住宅再建相談会 いわき市／生涯学習プラザ
H31
R1

４/13
11/8～9

いわき市相談風景 郡山市相談風景

②-2市町村相談窓口・現地相談（災害）

［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/

［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



実施日時 実施概要 場所

1/24 福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
「民法改正に伴う工事請負契約に関するセミナー」

1/27 （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」

10/24R1

R2

（一社）住宅リフォーム推進協議会
「リフォーム事業者にとって大切な“６つの取組み”について」

郡山市／ＢＰふくしま

郡山市／ＢＰふくしま

郡山市／ＢＰふくしま

実施日時 実施概要 場所

12/4 福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
水害にあった浸水家屋の適切なリフォームとは？「セミナー＆相談会」

12/6 福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
水害にあった浸水家屋の適切なリフォームとは？「セミナー＆相談会」

12/3R1 福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
水害にあった浸水家屋の適切なリフォームとは？「セミナー＆相談会」

2/16R2 （一社）福島県建築大工業協会
「住宅の災害復旧に関する留意点　～台風１９号の被災事例から～」 

福島市／福島県青少年会館

郡山市／郡山市労働福祉会館

いわき市／いわきゆったり館

郡山市／清陵山クラブ

実施日時 実施概要 場所

12/20 福島市「民友カルチャー教室」

2/22
23 第６回省エネde住まいるフェア

12/1R1 シティ情報ふくしま「ウーマンフェスタ」

R2

福島市／福島民友新聞社

福島市／ウィル福島
　　　　アクティおろしまち

郡山市／BPふくしま

10/24 （一社）住宅リフォーム推進協議会
「リフォーム事業者にとって大切な“６つの取組み”について」

2/16 （一社）福島県建築大工業協会
「住宅の災害復旧に関する留意点　～台風１９号の被災事例から～」 

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
水害にあった浸水家屋の適切なリフォームとは？「セミナー＆相談会」

12/20 福島市「民友カルチャー教室」12/1 シティ情報ふくしま「ウーマンフェスタ」

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
フォーム協議会と連携して、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。

　関係団体等と連携して、復旧修補に携
わる事業者を初め、被災された方々、ボラ
ンティアの方等が水害にあった家屋の正
しいリフォームについて、理解を深めてい
だくためのセミナーを開催しました。

（1）セミナーの開催
①-1 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、警察本部生
活環境課でまとめた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

①-2事業者向けセミナー
　　（台風災害対応）

[バナー]登録事業者HP情報掲載

（2）事業者登録制度運営
①あんしん事業者検索サイト
　台風被災者へ対応するために更新
　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
ンクを掲載しました。

　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。
　また、台風１９号の被災者相談会
や復旧工事施工方法説明会に配布
するため、第６版を増刷しました。

②あんしん事業者リスト

1/24 福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
「民法改正に伴う工事請負契約に関するセミナー」

2/22・23 第６回省エネde住まいるフェア

［事業者リスト］安心事業者リスト



　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。
　さらに、行政機関との協働による消費者保護のためセミナーを実施しました。

　住宅リフォーム地域協議会通常総会を令和元年7月２５日に福島市「杉妻会館」に
て開催、平成３０年度の事業報告、決算報告、令和元年度の事業計画(案)及び収支
予算(案)等について審議しました。

（5）地域協議会総会

（4）空き家対策・セミナーの開催

住んでみんかドットネットHP

　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

実施日時 実施概要 場所
R1

R1

R1

R1

R1

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同青年部員

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同青年部員

9/30

10/7

11/8

10/7

10/7

11/18

11/11

10/18

11/22

11/18

10/25

12/6

11/25

11/8

県立会津工業高校

県立福島工業高校

県立郡山北工業高校

県立会津工業高校

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

県立会津工業高校

県立福島工業高校

県立郡山北工業高校

県立会津工業高校

県立福島工業高校

県立郡山北工業高校

県立会津工業高校

9/18

（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

12/15 伴・空き家対策セミナー 1/26 桑折町 空き家対策特別セミナー

実施日時 実施概要 場所

1/26 桑折町　空き家対策特別セミナー

12/15R1

R2

伴・空き家対策セミナー＆相談会

 桑折町／桑折町イコーゼ

新地町／新地町農村環境改善センター視聴覚室

実施日時 実施概要 場所

新築・リフォーム工事契約履行
適正化啓発連絡会議「相談事例報告」R1 福島市／福島県建築センター11/28

　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。
 

7/25  第１3回通常総会 福島市／杉妻会館



実施日時 実施概要 場所
 第１回福祉・住宅連携会議 R1 福島市／杉妻会館11/1

7/11  第1回あんしん居住専門部会

8/21 福島県・中核市福祉住宅連携推進会議

実施日時 実施概要 場所
第1回あんしん居住専門部会R1 福島市／杉妻会館7/11

実施日時 実施概要 場所
福島県・中核市
福祉住宅連携推進会議

R1 福島市／福島県建設センター
　　　　２階会議室Ａ

8/21

○不動産事業者等への説明会
　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と登録に
積極的な事業者や興味のある事業者を抽出する
ためのアンケートを実施しました。

○不動産事業者へのアンケートの実施、　
個別ヒアリング
　上記アンケートを踏まえ、不動産事業者に対し
て登録を進めるための課題をヒアリングしました。

実施日時 所属団体不動産事業者名
県北
県中

会津

方部

エルビーソリューション㈱

㈲ピアトピア

㈱高徳不動産R1 （公社）福島県宅地建物取引業協会

（公社）福島県宅地建物取引業協会

（公社）福島県宅地建物取引業協会
10/18

10/24

12/20

実施日時 回収数不動産事業者名

（公社）福島県宅地建物取引業協会 ハトマークセミナー［会津若松・喜多方］

（公社）福島県宅地建物取引業協会 ハトマークセミナー［福島・安達・伊達］
（公社）福島県宅地建物取引業協会 ハトマークセミナー［郡山］

（公社）福島県宅地建物取引業協会 ハトマークセミナー［相双］

（公社）福島県宅地建物取引業協会 ハトマークセミナー［白河］
（公社）日本賃貸住宅管理協会セミナー  ［郡山］

回収数 計

（公社）全日本不動産協会福島県本部　法定研修会R1 24
 35
29
37
21
18
30
194

6/21

7/11

7/19

7/22

7/23

7/25

10/11

令和元年度福祉・住宅連携会

高齢者等見守りネットワークHP

居住支援法人紹介ページ

3.福島県居住支援協議会の取り組み

（1）福祉・住宅部局間や協議会構成員及び関係団体等との連携を図る
①福祉・住宅連携会議の実施
　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。

（2）市町村単位の協議会設立の促進等
①市町村協議会設立支援事業
　中核市である福島市・郡山市・いわき市の居住
支援協議会設立に向けて、県、住宅確保要配慮者
居住支援法人を交えた会議を開催しました。

（3）新たな住宅セーフティネット制度及び協議会活動の周知・普及やセーフティネット住宅登録促進
①新たな住宅セーフティネット制度住宅登録促進事業

②高齢者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
　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するため、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。

③居住支援法人紹介の頁を作成
　福島県居住支援協議会ホームページに住宅
確保要配慮者居住支援法人の特徴や実施する
サービス概要を紹介するページを追加しまし
た。（住宅確保要配慮者やその支援者が直接居
住支援法人の概要を確認できるツールを確保し
ました。）

④あんしん居住専門部会の開催
　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。

11/1 第１回福祉・住宅連携会議
　　  福島市／杉妻会館

[自治体見守り関連事業]



実施日時 実施概要 場所
福島市／（公社）福島県宅地建物取引業協会福島支部 会議室不動産研修会

会津坂下町／道の駅 あいづ湯川・会津坂下 会議室福島県会津若松地域住宅懇談会

郡山市／郡山市立中央公民館県中地方地域住宅懇談会

福島市／県庁北庁舎県北地方地域住宅懇談会

1/16

1/24

9/16R1

R2

12/20

（4）入居前の支援（相談事業を除く）
①身元保証、債務保証サービス等を提供する
　居住支援法人等への支援

　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あんしん賃貸住宅登録促進事業
○あんしん賃宅住宅登録説明会の実施
　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。

■協力店登録数
分区体団数録登店力協

事業者方部 宅建業協会 全日不動産協会 個人オーナー 総計
136北県 10
579中県 21
001南県 1
134津会 8

喜多方 0 0 0 0
南会津 0 0 0 0

011双相 2
いわき 5 5 1 11

001外県 1

総計 27 19 8 54

R2.3.31現在

■住戸（室）登録数
空き家(室)登録数 団体区分
物件方部 宅建業協会 全日不動産協会 個人オーナー 総計

15168北県
県中 14 21　　　　　　　　　　7 42

1001南県
12597津会

喜多方 0 0 0 0
南会津 0 0 0 0

1100

00

11

  6 6

双

いわき

相

総計 13

R2.3.31現在

47 36 96

　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。

○相談ガイドブック説明会の実施

9/1 （一社）フクシェル「介護保険外サービス活用事業説明会」 

実施日時 実施概要 場所

福島市／杉妻会館3階　百合の間

郡山市／特別養護老人ホーム
　　　　カーサ・ミッレ

郡山市
「福祉まるごと相談窓口･地域包括支援センター等担当者の居住支援に関する研修会」

（一社）フクシェル「介護保険外サービス活用事業説明会」

福島県社会福祉課
「福島県生活困窮者自立支援協議会」

R1

R2

福島市／アオウゼ　大活動室１

1/28

6/21

9/1

住宅確保要配慮者居住相談ガイドブック

あんしん賃貸住宅登録制度スキーム

市町村・社協・
包括支援センター

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

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

のぼりステッカー ポスター

9/16 不動産研修会 12/20 福島県会津若松地域住宅懇談会 1/24 県北建設事務所「地域懇談会」

○セーフティネット住宅の代行登録
　登録申請者が円滑に登録出来るよう居住支援協議会が代行して登録しました。
〈実施概要〉申請事業者：ビレッジハウス
県北

戸数棟数
1棟

1棟

1棟

1棟

4棟

物件名
ほばら1号棟

ほばら2号棟

あだたら1号棟

あだたら2号棟

　30戸

　30戸

　40戸

　40戸

140戸計

県中
戸数棟数

1棟

1棟

2棟

物件名
長沼城南

ときわ

　40戸

　40戸

80戸

県南
戸数棟数

1棟

1棟

2棟

物件名
白河１号棟

白河２号棟

　39戸

　40戸

　79戸

相双
戸数棟数

1棟

1棟

2棟

物件名
北長野1号棟

北長野2号棟

　40戸

　40戸

　80戸

全体総計
戸数棟数

12棟 　439戸

会津
戸数棟数

1棟

1棟

2棟

物件名
会津ばんげ１号棟

会津ばんげ２号棟

　30戸

　30戸

　60戸

6/21 「福祉まるごと相談窓口･地域包括支援センター等担当
者の居住支援に関する研修会」

新規登録戸（室）数【年度別】

計/戸（室）数 累計/戸（室）数
H27 H28 H29 H30 R1

35
30
25
20
15
10
5
0

140
120
100
80
60
40
20
0

20
16

31
49

82

102
118

累
計
／
戸（
室
）

戸（
室
）

31

18

33

計 計 計 計



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。

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。

（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

お問い合せ 居住支援法人紹介 居住支援法人 マイページ

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

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

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

  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
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
37.一般財団法人　福島県建築安全機構


