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Ⅰ．九州の住宅政策を巡る③ 

『福岡県の住宅政策』 
福岡県建築都市部 
住宅課長 金子 弘 

 
１．はじめに 
福岡県は、人口約 506万人、世帯数約 202万世帯を擁

し、大都市圏的な要素と地方圏的な要素を併せ持った県

です。 
明治以降の我が国の工業化において、本県では、石炭

や鉄を中心に各種の産業が発展し、人口の急増に伴い約

12 万戸の公営住宅をはじめとする約 21 万戸の公共賃貸
住宅のストックが形成され、それらの老朽化が進んでき

ています。また、大都市部や産炭地域においては、古く

から住宅地が形成され、道路等の公共施設が不足した密

集住宅市街地等の住環境上の問題が生じている地域が存

在しています。さらに、大都市部近郊のニュータウンに

おいて高齢化が急速に進み、地域の活力が低下するとい

った現象が顕著になっています。 
本県では、これまで県民の住生活の向上に向けて、住

宅マスタープラン等において住宅政策の目標や重点施策

等を定め、計画的に住宅施策を展開してきました。一方、

近年の社会・経済情勢の大きな変化に対応するため、住

宅の供給に主眼をおいた施策からストック重視、市場重

視の施策に転換してきています。 
ここでは、最近の代表的な住宅施策の取組みについて

紹介したいと思います。 
 
２．福岡県の住宅をとりまく現状と課題 
平成 15 年住宅・土地統計調査によれば、住宅戸数は約

219 万戸で、世帯数を約 13％上回る住宅ストックが形成

され、空家も増加してきています。 

一方、平成 27年には県人口がピークアウトするなど人

口・世帯数減少社会の到来が間近と予測され、居住ニー

ズの多様化・高度化の進展や少子高齢社会の深刻化が進

み、循環型社会形成への対応や地震等の災害への対応等

が求められています。 

このような社会経済状況において、既存住宅ストック

を活用しつつ居住水準の向上を図る観点から、住み替え

支援等による世帯と住宅ストックのミスマッチの解消、

中古住宅市場や住宅リフォーム市場の育成等が必要とな

っています。 

また、民間賃貸住宅については、少子高齢社会に対応

した優良な賃貸住宅の供給促進など賃貸住宅の質の向上

に取り組んでいく必要があります。 

公的賃貸住宅については、老朽・狭小化した居住環境

の悪い県営住宅について、計画的な建替え、改善が必要

であり、財政状況の厳しさが増すなかで、公有財産の有

効活用の観点から、新しい公的賃貸住宅等の特別措置法

を活用して、地域の多様なニーズを反映した効率的な整

備、管理が必要となっています。 

また、県住宅供給公社の住宅についても、早急に公社

の経営改善に努めつつ、県の住宅行政を補完する面から

昨今の政策課題に対応した事業へのシフトが必要となっ

ています。 

さらに、住環境の劣悪な密集市街地や老朽炭鉱住宅地

区などの整備を早期に実現するほか、昨今の中心市街地

の空洞化問題について住宅施策としても対応する必要が

あります。 

 
３．各種の住宅施策の展開 
（１）市場を活用した住宅施策の展開 
このような課題に対応し、住宅市場を活用して県民の

ニーズに合った住宅施策を展開していくため、平成 14年
度から 15年度にかけて「市場活用住宅施策検討委員会」
（委員長：竹下輝和 九州大学大学院人間環境学研究院

教授）を設置し、今後の新しい住宅施策の在り方につい

て検討を行いました。その結果、以下に述べるような官

民連携の協議会設立や住替支援制度の創設、リフォーム

促進施策などについて提言を頂き、その実現に努めてき

ました。 
① 住宅市場活性化協議会 
市場重視の視点から、官・民連携して、新たな住宅施

策を検討し実施するため、中古住宅市場、リフォーム市

場活性化の実施主体である建設業団体、不動産業界等の

関連民間団体を中心に、行政団体等からなる「住宅市場

活性化協議会」（会長：橋本洸 福岡県商工会議所専務理

事）が、平成 15年 11月に発足致しました。 
この協議会においては、毎月のように各専門部会やWG
が開催され、活発な意見交換が行われるとともに、様々

なセミナー、講習会等が開催されています。 
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これらの活動により、円滑な中古住宅流通や住み替え

の実現のため、定期借家制度に関するアンケート調査や

定期借家制度を活用した住み替えガイドの作成、安心し

て住み替えられるような情報提供システムの検討等を行

っています。 
また、住宅リフォーム促進のため、リフォーム事業者

を対象とした実態調査や消費者向けリフォーム工事のた

めのマニュアルの作成、安心してリフォーム工事が行え

るような専門家派遣やリフォーム事業者情報の提供シス

テムの検討等を行っています。 
② あんしん住替え情報バンク 
県内の大都市郊外においては、昭和 40 年代以降大規

模なベットタウンが開発されてきましたが、近年におい

ては居住者層が一斉に高齢化し、地域の活力が低下する

等の種々の問題が生じはじめています。 
高齢者世帯の中には、家族構成の変化や加齢による身

体機能の低下等から、より利便性の高い都心部の管理が

容易な住宅へ住み替えたいという意向の方もいらっしゃ

います。 
一方、比較的狭い賃貸住宅に居住している子育て世帯

は、子育てに適した環境の住宅を求めています。 
このような住み替えニーズに対応し、高齢者世帯等が

安心して住み替えができ、住み替えた後の空家の有効活

用を図るお手伝いをするため、平成 16 年 10月に「あん
しん住替え情報バンク」を（財）福岡県建築住宅センタ

ー内に設置し、住み替えのための相談を受け、情報提供

を行ってきています。 
住替え情報バンクのしくみとしては、福岡県を中心に

関係市町村や（社）福岡県宅地建物取引業協会等の関係

団体との連携により運営されており、住替え情報バンク

の事務局（福岡県建築住宅センターに設置）では、住み

替えに関する相談を受け、住み替えに必要な様々な情報

提供や住み替えを予定している住宅物件の登録、情報提

供を行います。 
最終的に住み替えるためには、住宅の売買や賃貸借契

約が必要になりますので、一定の資格要件を満たし、住

替え情報バンクに協力する宅地建物取引業者を「協力事

業者」として登録し、実際の住宅の売買、賃貸借に際し

て、この協力事業者を紹介し、協力事業者を介して契約

して頂くことになります。 
情報提供の内容としては、例えば高齢者の住み替え先

としてどのようなものがあるかといった相談に対して、

住み替え情報バンクに登録されている中古住宅や高齢者

向け賃貸住宅、福祉施設の入居情報を提供しています。 
また、現在お住まいの持家を活用したいといった相談

に対しては、お住まいの住宅を売却したり賃貸化したり

すると、どの程度の収入が見込めるかといった評価や賃

貸する場合の管理方法の留意点といった情報を提供して

います。 
平成 17 年 11 月末現在の相談受付状況をみると、333

世帯の相談を受け付けており、相談者の年齢構成は 60歳
以上の高齢者世帯が 56％と大半を占め、高齢夫婦世帯や
高齢単身世帯からの相談がほとんどを占めています。 

 

図１ 住替え情報バンクのしくみ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相談内容をみると、自宅の売却等を検討している例が

多く、住み替えに係る資金計画等を慎重に検討したいと

いった意向が伺われ、子供世帯等の親族の合意形成や資

金の手当て等の調整に時間がかかる例が多いようです。 
相談窓口を開設して 14 ヶ月を経過したところですが、
相談世帯のうち、79 世帯については、自宅の売却等につ
いての親族の合意が得られ、協力事業者の紹介を行った

ところであり、そのうち、16 世帯については住み替えが
なされるなど実績を上げつつあります。 

 
③ 住まいのあんしんリフォーム推進事業 
既存住宅の有効活用や高齢社会に対応したバリアフリ

ー化、耐震性の向上などのため、優良な住宅リフォーム

の促進が求められており、そのための住宅リフォームに

関する適切な相談体制、情報提供が必要になっています。 
既に平成８年度からバリアフリーアドバイザーの派遣

を実施しており、今年の６月からは耐震診断アドバイザ

ーの派遣をスタートしたところです。 
 
表１ 福岡県のリフォーム専門家の派遣事業の概要 

 
名称 ア ド バ

イ ス の

内容 

支 援 
対 象 

費 用 
負 担 

アドバイザ

ー資格等 

ﾘﾌｫｰﾑ

応援ｱ

ﾄﾞﾊﾞｲ

ｻﾞｰ 

ﾘﾌｫｰﾑ全

般に関

するｱﾄﾞ

ﾊﾞｲｽ 

― 個人負担

11,000円
～（ｱﾄﾞﾊﾞ

ｲｽ、報告書

の内容に

よる） 

建築士かつ

増改築相談

員等 

ﾊﾞﾘｱﾌ

ﾘｰｱﾄﾞ

ﾊﾞｲｻﾞ

ｰ 

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

ﾘﾌｫｰﾑに

関するｱ

ﾄﾞﾊﾞｲｽ 

65歳以
上の方

又は障

害者の

方 

個人負担

なし 
 

建築士及び 
理学療法士

又は 
作業療法士 

耐 震

診断ｱ

ﾄﾞﾊﾞｲ

ｻﾞｰ 

耐 震 診

断、改修

に 関 す

るｱﾄﾞﾊﾞ

ｲｽ 

S56年
以前の

木造戸

建て住

宅 

個人負担 
3,000円 

建築士及び 
建築構造士 
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さらにこの８月からは、それ以外の一般的な住宅リフ

ォームについてリフォーム応援アドバイザーを派遣し、

住宅の点検やリフォームのアドバイスを行い、リフォー

ムに関するトラブルを未然に予防することとしておりま

す。 
このリフォーム応援アドバイザー派遣事業のしくみと

しては、まず、相談者からの相談、依頼を受けて、アド

バイザー派遣事務局（福岡県建築住宅センターに設置）

が、リフォーム応援アドバイザーを現地に派遣し、住宅

の基礎的点検を行い、相談者の希望に応じたアドバイス

や、調査カルテの作成のほか、簡易なリフォーム計画図

を作成します。 
このリフォーム応援アドバイザーは、建築士で増改築

相談員又はマンションリフォームマネージャーの資格を

有するリフォームの専門家にお願いしています。 
リフォーム応援アドバイザーによって作成された調査

カルテ等は、アドバイザー事務局を経由して相談者に報

告されます。 
 
図２ リフォーム応援アドバイザー派遣事業のしくみ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらに、この調査カルテに沿って安心してリフォーム

が行えるよう、10 月から福岡県リフォーム推進ネットワ
ークが、アドバイザー派遣を受けた方の希望に応じて、

希望のリフォーム工事の内容を得意とする最寄の複数の

優良なリフォーム事業者情報の提供を行っています。 
 
（２）公的賃貸住宅の整備 
① 既存県営住宅の活用、整備の促進 
県営住宅は約２万９千戸のストックがあり、老朽化し

た狭小な居住環境の悪い県営住宅について、建替、改善

を実施していますが、今後、昭和 40～50年代に建設され、
居住環境の改善が必要な中層耐火構造の大量のストック

が、更新時期を迎えることから、計画的な建替、改善が

必要となっています。 
県では、平成 13年度に「福岡県営住宅ストック総合活
用計画」を策定し、各住宅団地の状況などに応じて、建

替、全面的改善、維持保全など各種事業を計画的に導入

しています。 
中でも、昭和 40年代に建設されたエレベータのない中
層耐火構造の住棟で、改善工事実施により概ね 30年は維
持保全が可能と見込まれ、今後の需要や良好なコミュニ

ティ形成が見込まれるものについて、全面的改善事業を

導入し、エレベータ設置等のバリアフリー化や内装、設

備の大幅な改善を行っています。 
今後も県営住宅ストックの有効活用と効率的な高齢者

向け住宅整備の観点から、全面的改善事業を推進してい

きます。 
 
写真１ 全面的改善事業の例（県営川子団地） 

 
（事業前） 

 
 
 
 
 
 

（事業後） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 県住宅供給公社の改革 
福岡県住宅供給公社は、中堅勤労者向けの分譲住宅供

給のほか、１万戸強の賃貸住宅を整備し、県民の居住環

境の向上に寄与していたところです。 
平成14年２月の県第一次行政システム改革大綱におい

て、福岡県住宅供給公社が「民間活力の導入など将来の

経営の在り方を検討する」こととされたことを受け、前

述の「市場活用住宅施策検討委員会」において、①公社

経営の効率化・安定化を図るために当面必要な緊急対応

の検討と、②公社が担うべき役割と将来の経営のあり方

の検討について検討を行いました。 
検討においては、まず、公社の財務諸表の分析を企業

会計的手法を用いて厳密に行い、全保有資産に対する時

価評価を実施した結果、公社全体でみて資産が債務を大

きく上回ることを明らかにしました。 
次に、当面必要な緊急対応として、概ね 10年間を目途

に分譲事業の負債を早期に償還し、財務体質の早期改善

を図ることとし、分譲事業の早期処分、老朽賃貸住宅の

建て替えに伴う余剰地売却、賃貸住宅家賃の市場家賃化

への移行や管理コストの縮減、借換えによる金利負担の

軽減等の方策により、公社の自助努力による財務改善の

道筋を明らかにしました。 
次に、県公社が担うべき政策的な役割について検討を

行い、高齢化した既存入居者の居住安定確保を図るだけ

でなく、公社の特性を活かして少子高齢社会対応や都市
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再生への対応として、老朽化した公社賃貸住宅の建て替

えに合わせて高齢者向け賃貸住宅やケア付き高齢者住宅、

子育て世帯向け賃貸住宅の整備を進めるほか、都心部に

立地する公社用地を活用した都市再生に資する事業を実

施すべき等の意見が出されたところです。 
これらを踏まえ、将来の公社の経営のあり方について、

経営権と資本を民間と公社がどのような形で保有するの

かという観点で経営権及び資本を公社が保有するケース

から双方とも民間に譲渡するケースまで４つのケースに

ついて検討し、それぞれのメリット、デメリットを評価

しました。 
このような検討を経て、地方住宅供給公社法の規定や

国庫補助金に関する課題等を勘案し、現段階においては

公社形態で経営を抜本的に改革し、早期に財務状況の改

善を果たす必要があるとの最終報告を頂きました。 
県ではこの報告に基づき、公社の経営改善に取り組む

こととし、その方針に沿って県公社は平成 17年度を初年
度とする 10年間の経営改善計画を策定し、着実に取り組
んで行くこととしております。 
 
（３）住環境整備とまちづくりの推進 
① 住環境の整備改善 
防災上危険な「重点密集市街地」が県内の 11市町にお

いて 26地区 194ha存在する(平成 15年７月、国土交通省
発表)こととされており、産炭地域の老朽炭鉱住宅地区を
含めてその早急な整備を促進する必要があります。 
県では、財政状況の厳しい市町村において着実に事業

着手が図られるよう、住環境整備事業等の国庫補助に上

乗せする県費補助を行っています。 
また、住民参加により地域の景観にも配慮したゆとり

とうるおいのある個性豊かな街並み形成を図るため、市

町村における地域住宅交付金、まちづくり交付金の導入

促進や街並み環境整備事業の導入促進を図っています。 
 
写真２ 街並み環境整備事業の例（うきは市吉井地区） 

 

（事業前） 

 

 

 

 

 

 

                  （事業後） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 街なか居住の推進 
都市が外延的に拡大してきた一方で、少子高齢社会の

到来等を背景に、街なかの居住人口が大きく減少し、活

力が低下してきている地方都市が多く見られます。 
このような都市の中心市街地の再生を効果的に図るた

めには、郊外開発の抑制や街なかの「集客力」を高める

ほか、街なか居住の推進を図る必要があります。 
このため、福岡県が設置した中心市街地再生検討委員

会（委員長：樗木武 九州大学名誉教授）において、対

策の１つとして街なか居住推進に向けた施策の検討を進

めています。 
未だ中間報告の段階ですが、街なか居住に適した良質

な都市型住宅の整備、様々な居住関連サービスに関する

支援・仕組みづくりなどといった街なか居住の魅力向上

施策や、街なかへ住み替え易くする住宅市場の環境整備

などを検討しています。 
 
（４）福岡県西方沖地震の住宅復興対策 
３月 20日に発生した福岡県西方沖地震においては、県
内 8,800 棟余りの住家被害を蒙り、地震災害に対する備
えが十分でないことや、被災住宅の復興対策が緊急に必

要であることが明らかになり、各種の対策を講じてきて

おります。 
① 玄界島の復興対策 
特に地震被害が著しい福岡市西区の玄界島について、

早急に復興がなされるよう、県では福岡市とともに連絡

会議を設け、連携して復興対策に取り組んでいます。 
県では福岡市の要請を受け、いち早く被災者向けの応

急仮設住宅 230戸を建設し、４月 25日から入居できるよ
うにしました。 
また、本格的な復興のため、島民の方々向けの恒久住

宅となる県営住宅50戸を今年度中に玄界島で着工するこ
ととしています。 
今後、面的な整備事業の本格的な実施により、復興が

加速していくことを期待しています。 
② 被災住宅の復興対策 
今回の地震被害に対応して、被災者生活再建支援法や

災害救助法に基づく住宅修理の支援金が支給されていま

す。これらの支援に加え被害の大きかった福岡市をはじ

め周辺の市町村において、被災住宅の適切な補修が行わ

れるよう、県では既存の支援制度が適用されない一部損

壊の住宅についても、補修費用に対する一定の利子補給

を行うこととしております。 
なお、この利子補給制度については、被災マンション

の復興においても活用頂けるようにしております。 
③ 耐震診断アドバイザーの派遣 
今回の地震被害を教訓に、新耐震基準以前の古い建築

物の耐震性能の向上を図るため、前述のとおり、県では

６月から耐震診断アドバイザーの派遣事業をスタートさ

せました。 

既に 11 月の段階で 200 件を上回る派遣要請があり、今

後、診断結果に応じて適切に耐震改修等が行われること

を期待しています。 
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４．これまでの先進的な取り組み 
住宅を取り巻く社会経済環境は、前述のとおり大きな

転換点を迎えているところであり、既存住宅ストックの

活用や、市場重視の観点から住宅政策を見直し、新たな

住宅政策・施策展開の方針を長期的な視野に立って構築

するため、新住宅総合計画策定検討委員会（委員長：竹

下輝和 九州大学大学院人間環境学研究員教授）を平成

17年７月に設置し、検討をスタートしたところです。 
この委員会においては、住宅をとりまく現状・問題点

を踏まえ、新たな住宅施策展開の視点である「市場重視」

「既存住宅ストック重視」、「まちづくり・居住施策重視」

の観点から次の３点を重点課題として検討することとし

ています。 
第１点めは、人口・世帯数の減少局面を迎えるに当た

り、県民の生活基盤として形成された優良な住宅を、い

かに社会全体の資産として有効に活用していくのかとい

った課題に対し、住宅市場の環境整備による多様なニー

ズへの対応を検討することとしています。 
２点めについては、市場重視の施策を展開するのに併

せ、多様な住宅困窮者に対する住宅セーフティネットの

構築を検討することとしています。 
３点めについては、中心市街地における人口減少によ

る空洞化、郊外住宅地における地域全体の高齢化などに

対応するため、まちづくりと一体となった住まいづくり

の推進について検討することとしています。 
これらの重点課題に対する各種達成目標を設定すると

ともに、達成のための具体的な施策展開の内容やその持

続的な取組みの仕組みづくりを検討することとしており

ます。 
今後とも、関係各方面と密接に連携しながら、住宅に

関する様々な課題に積極的に取組んでまいります。引き

続き、皆様の御支援、御協力をよろしくお願い致します。 
 
 

Ⅱ．行政ニュース 
『街なみ環境整備事業』 

臼杵市建設産業部建設課  

街なみ環境整備事業担当 

 

１． 事業の目的 

事業対象地区は城下町以来の町割り、街路をそのまま

残して受け継いでおり、その迷路のような空間の持つ独

特のイメージ、狭い路地の持つ親密な空間が町の生活環

境を個性あるものにしています。しかし、地域内の交通

量の増加により歴史的環境を悪化させているのも現状で

す。本事業で道路の美装化を図ることにより、歴史的な

街なみが現存する地域の面的な整備を行い、良好な住環

境を確保するとともに街なみ観光の利便向上を図ります。 

 

２．事業の概要 

(1)事業期間        平成 9年度～平成 18 年度 

             (事業採択年度 平成7年度) 

(2)事業主体        臼杵市 

(3)事業計画 

1)整備促進区域        A= 5.45 ha 

2)総事業費         735 百万円 

3)事業内容 

①道路美装化(石畳舗装)   A=5,200 m2 

②電線類地中化       L= 450 m 

(4)本年度事業内容 電線類地中化 L=  150 m 

(5)補助率            国庫補助 1/2 

 

３．事業効果 

 道路美装化による通過車両の速度抑制効果、また市条

例等による建築物等の修景事業と一体となった良好な街

並み景観形成及び整備された街路を利用してのイベント

の実施等により良好な住環境確保と観光客の増加が期待

されます。またこれらは、交通の安全確保及び中心市街

地の活性化にもつながります。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．支部からのお知らせ 
（１）都市住宅学会九州支部住宅政策シンポジウム 

開催のお知らせ 

都市住宅学会九州支部では、現在検討されている新た

な住宅政策への転換に対して九州の住宅政策をどのよう

に展開していくのか、これからの住宅政策を考えるシン

ポジウムを開催することとなりました。年度末の多忙な

時期の開催ですがご参加いただきたく、ご案内いたしま

す。（会員の皆様には別途詳しいプログラムをご案内いた

します。） 

 

１．日時：平成 18 年 3月 25 日（土） 

（13：00～講演会・シンポジウム、19：00～懇親会） 

２．場所：九州大学西新プラザ 大会議室／中会議室 

（〒814-0002 福岡市早良区西新 2-16） 

写真１ 街なみ環境整備事業前後の様子 
（整備前） 

（整備後） 
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３．定員：２００名 

４．プログラム 

・基調講演 「住宅政策の新たな枠組み」（仮） 

小林重敬（横浜国立大学大学院教授） 

・パネルディスカッション 

「これからの住宅政策はどうあるべきか 

－九州での展開」 

・ 懇親会 

（２）平成 17年度総会報告 

2005 年 5 月 14 日（土）16：30 から、2005 年度九州支

部総会が開催され、先に開催された 2005 年度第１回常議

員会で承認された以下の議案が議決されました。また、

総会終了後、中西 浩氏（国土交通省九州地方整備局住

宅調整官）より「新しい住宅政策について」、友枝竜一氏

（九州大学）、池添昌幸氏（九州大学）より「郊外住宅地

の転居行為に関する調査報告」のテーマで報告会が行わ

れました。 

議事 

第 1号議案 2004 年度事業報告の件 

第 2 号議案 2004 年度収支決算報告及び監査結果

報告の件 

第 3号議案 2005 年度事業計画（案）の件 

第 4号議案 2005 年度収支予算計画(案)の件 

第 5号議案 2005 年度支部役員(案)の件 

 

（３）2005 年度第 2回常議員会報告 

2005 年 7 月 8 日（金）17：00 より 2005 年度第 2 回常

議員会が開催され、以下の議事が行われました。また、

常議員会終了後、梶原文男氏（大分県土木建築部）より

「大分県の都市計画」のテーマで話題提供がありました。 

議事 

報告事項 2005 年度通常総会の報告 

支部ニュースレターNo.2 の発行について 

協議事項 支部ニュースレターNo.3 の発行日程と 

企画について 

講演会の企画について 

 

（４）2005 年度第 3回常議員会報告 

2005 年 9 月 30 日（金）17：00 より 2005 年度第 3回常

議員会が開催され、以下の議事が行われました。また、

常議員会終了後、友枝竜一氏（九州大学）、池添昌幸氏（九

州大学）より「住宅政策に関する討論会報告」のテーマ

で話題提供がありました。 

議事 

報告事項 2005 年度学生論文コンテスト 

（博士論文部門）の実施について 

本部との連絡事項について 

協議事項 支部ニュースレターNo.3 の発行について 

学生表彰事業の実施について 

講演会事業の企画について 

 

【編集後記】 

ニュースレター第３号をお届けします。３月の福岡西

方沖地震による住宅の損壊、住宅の安心と安全を求める

居住者の願いを裏切るリフォーム詐欺、そして、昨今の

マンションの耐震偽装と、今年は住宅がニュースとなる

ことが多く、住宅の役割を再認識する年でした。 

３回目となりました「九州の住宅政策を巡る」には、

金子弘さんから福岡県の住宅政策の記事をいただきまし

た。ご紹介くださった三つの住宅施策のひとつ、住まい

のあんしんリフォーム推進事業には、バリアフリーや耐

震診断をアドバイスするリフォーム専門家の派遣事業も

あります。この事業の存在が広く知られて、相談者が適

切なアドバイスを受け安心してリフォームが行える時の

到来を願うものです。（編集担当） 
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