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平成27年2月27日（金）午後１時15分
午後1時３０分～午後2時30分

午後2時40分～午後4時30分

日時

●第一部

堀田　力 氏

基調講演

●第二部

コーディネーター （一般財団法人　医療経済研究・社会保険福祉協会  医療経済研究機構　研究主幹）白川　泰之 氏

パネルディスカッション
「ふくしまの“ともに住まう”を支える地域善隣」

内容

電話または裏面のFAX申込書でお申込ください。申込方法

場所 福島市「福島県文化センター小ホール」

パネリスト
（衆議院議員　復興副大臣） （大牟田市 中央地区地域包括支援センター 管理者）

猿渡　進平 氏

特定非営利活動法人
ふくしまNPOネットワークセンター　理事長

星野　珙二 氏
特定非営利活動法人
まごころサービス福島センター理事長

須田　弘子 氏
（　　　　　　　　）（　　　　　　　）

無料定員350名

「ともと住まい、ともに住まう」
～地域の共助を考えるシンポジウム～

シンポジウム

高齢者や障がい者、子育て家庭、病弱単身世帯等が
住み慣れた地域で安心して住み続けるために、
行政機関を始め福祉団体等と連携して地域ぐるみ
で見守る仕組みについて、皆さんと共に考えます。

東日本大震災から４年を経過するなかで、社会的弱者を見守る地域の力について、県民の皆様と一緒に考えます。

「社会的弱者を見守る地域の力」
（公益財団法人　さわやか福祉財団　会長）
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定員になり次第締め切らせていただきます。

長島　忠美 氏

東日本大震災における総合的な住情報提供による 被災者の住生活再建支援
福島県居住支援協議会

福島県居住支援協議会

相談・アドバイス
・常設の住宅相談窓口
・避難所でのワンパック相談会
・住宅再建相談会（支援機構共催）
・首都圏等県外避難者相談会
・住宅フェア相談会

情
・HPの安心事業者リストを印刷配布
・よくある相談をQ&AにまとめHP公開
・避難5万世帯に相談会等情報をDM配信
・不動産情報「住まいるマッチングナビ」
・事業者情報「マッチングサポート」
・借り上げ住宅アンケート&入居者のしおり
・住まいの支援制度パンフレット
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・ふくしま復興住宅フェア
 （H24年から毎年各地開催）
・住宅耐震化啓発セミナー
・安心リフォームセミナー
・高校生が参加する地域防災授業
 （木造住宅耐震診断）

ベント・啓発

地
・高齢者等地域見守りネットワーク
 モデル事業
・高齢者等地域サービス事業者調査
・高齢者等地域見守りネットワーク
 研修会
・高齢者等あんしんすまいセミナー
・地域の共助を考えるシンポジウム
・あんしん賃貸住宅登録制度ワーキング

域連携

住まいの

新築・増改築・リフォームの 留意点 ！

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会

■新築・購入

○設計はタダではない。
住宅会社の設計料は工事費の中にしっかり
含まれている。
一概には言えないが「タダより高いものはない。」
ことを認識すべし。

○設計監理と施工は分離することが望ましい。
建築設計事務所は第三者の立場で素人である施主に変
わって工事が設計通り進むように監理してくれる。良
心的な施工業者もいるが、クレームが発生したときに
解決が困難な設計施工の事例は多い。建築確認済み証
を受領し、記載してある設計者、監理者の顔と名前を
確認しておくこと。

○広告・宣伝に惑わされない。
テレビコマーシャルや折り込みチラシの過信は禁物。
坪２●８千円で即生活できる住宅は皆無と言っても過
言ではない。オプションで高くなるのは必定。

○住宅会社の営業マンは技術者では無いことが多い。

⇒契約優先、良いことしか言わないと思うこと。

○住宅展示場の備品（絵画、ソファ、テーブル、家電など）に惑わされな
いこと。

○住宅は一生一度の高い買い物。研究と検討の時間を十分に！

⇒展示会場で「本日限りの特典」などの口上に乗らないこと。
（毎日が特売日）

○工事の手戻りは大変なこと。言いにくくてもその場その時に書面で伝え
書面で回答をもらうこと。

○設計段階、工事施工段階、完成入居後のメンテナンスに至るまで、打合
わせ記録（日時、相手の名前は 必須、できれば確認印も）を整理保管
すること。

⇒書面が無くて「言った」「言わない」の水掛け論 になり、
結果泣き寝入りになることも・・・

住宅リフォームでエコな住まいづくり
長く快適に住まうために

□滅失住宅の平均築後年数国際比較

□量から質へ（「造っては壊す」から「長持ちさせる」ストック重視）

□住宅を長持ちさせると・・・

・住居費負担が軽減する

・住宅が資産になる

・環境負荷が低減する
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安心事業者リスト作成配布

入居のしおり

ふくしま復興住宅フェアチラシ

耐震化啓発セミナー

フェア来場者数一覧

不動産情報、住まいるマッチングナビ　パンフレット

第4版12,000部作成

常設の住宅相談窓口 常設の住宅相談窓口 避難所でのワンパック相談会

住宅再建相談会（住宅金融支援機構共催）

ふくしま復興住宅フェアふくしま復興住宅フェア

地域の共助を考えるシンポジウム地域の共助を考えるシンポジウム

安心リフォームセミナー安心リフォームセミナー 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

住宅フェア相談会首都圏等県外避難者相談会

方部 場所 区分 H24 H25 H26 H27 総計

県北 福島市 開催月日 H25.1.19(土) H25.11.23(土)～24(日) H26.10.4(土)～5(日)

会場 [パルセいいざか] [福島県青少年会館] [ウィル福島]

出展者数 14社 22社 28社 64社

参加者数 500名 1,241名 843名 2,584名

相談件数 110名 350名 386名 846名

備考 福島民友新聞社との共催

県中 郡山市 開催月日 H25.3.16(土)～17(日) H26.3.15(土)～16(日) H26.8.23(土)～24(日) H27.8.8(土)～9(日)

会場 [BPふくしま] [BPふくしま] [BPふくしま] [BPふくしま]

出展者数 31社 26社 40社 118社 215社

参加者数 4,500名 3,081名 2,178名 5,013名 14,772名

相談件数 499名 601名 1,296名 2,139名 4,535名

備考 ラジオ福島との共催 ラジオ福島との共催

会津 会津若松市 )日(4～)土(3.8.52H日月催開

]オピア津会[場会

社52数者展出 25社

名969数者加参 969名

名361数件談相 163名

相双 南相馬市 開催月日 H24.12.15(土)～16(日) H26.9.20(土)～21(日)

]馬相南ルーモスャジ[]馬相南駅の道[場会

社52社21数者展出 37社

名423,1名007数者加参 2,024名

名776名51数件談相 692名

いわき いわき市 開催月日 H25.2.2(土)～3(日) H25.12.7(土)～8(日) H26.11.1(土)～2(日)

会場 [ラトブ] [クリナップ体育館] [平体育館]

出展者数 20社 27社 25社 72社

参加者数 1,500名 796名 956名 3,252名

相談件数 424名 253名 431名 1,108名

総計 出展者数 77社 100社 118社 118社 413社
参加者数 7,200名 6,087名 5,301名 5,013名 23,601名
相談件数 1,048名 1,367名 2,790名 2,139名 7,344名

高齢者等地域見守りネットワーク研修会高齢者等地域見守りネットワーク研修会

高齢者等あんしんすまいセミナー高齢者等あんしんすまいセミナー


