平成３０年度事業報告（抜粋）
１．住宅に関する情報提供事業（実施事業等会計・公益目的支出計画事業）
（１）住宅情報プラザ福岡の運営
住宅需要者等に対する情報収集の利便性を高めるため、公共５団体等の事業や住まいづくり情
報の集約化を図り、多様で正確な住情報を広範に発信提供できる場として「住宅情報プラザ福
岡」を運営。
構成団体：福岡県、福岡市、福岡県住宅供給公社、福岡市住宅供給公社、(一財)福岡県建築住宅
センター
開設年月：昭和６３年７月
所 在 地：福岡市中央区天神１丁目１番１号

アクロス福岡３階

開館時間：９時～１７時（土・日・祝日休館）
施設面積：６２㎡
施設内容：住宅相談コーナー、公的物件（賃貸･分譲）情報コーナー、融資・制度情報コーナー、
書籍資料コーナー、ビデオコーナー
来場者数：７,１７７名
（２）住まいづくり教室の開催
住宅に関する正確な知識並びに適切な情報を提供するため、消費者研修として市町村等が主催
する一般消費者(消費者団体等)を対象とした住まいづくりセミナーに講師を派遣する。
・派遣件数：

２５件（H29：29 件）

・講義テーマ： 住まいづくりのポイント
高齢者のための住まいづくり
住宅改修・福祉用具の活用
住宅における防犯・防災対策
住まいの耐震化（耐震診断と補強方法）
マンション建替え
（３）マンション管理に関する情報の提供
福岡県マンション対策連絡協議会及び福岡市マンション管理支援機構への参画及びマンション
管理に関する冊子「マンション管理の手引き」を作成。
（４）住まいづくり啓発事業の実施
住まいづくりの手順やポイント、各種制度情報等を掲載した住情報冊子「住まいづくりの手引
き」を作成。
（５）住生活月間イベントの開催
１０月の「住生活月間」に住まい方や住環境について考える機会を県民に広く提供することを
目的として、「パネル展示」、「相談会」などを実施。
・来場者数：

3,868 名 （H29

1,368 名）

名

称：「住まいるフェア福岡２０１８」

日

程：平成３０年１０月７日（日）

会

場：キャナルシティ博多＋清流公園
・住情報パネル展
・住まいに関する相談会（リフォーム・耐震改修相談、住まい方・家づくり相談）
・免震体験
・トークイベント（お家すっきり！きれいにしたいお悩み解決・知っておきたい住ま
い選びのコツ）
・ワークショップ（ちびっこ大工、蜜蝋塗り体験、クロス貼り体験、こけ玉つくり、

ビー玉迷路、にぎやかお化けハウス）
（６）福岡県美しいまちづくり建築賞の運営
「福岡県美しいまちづくり条例」に基づき、県内の個性豊かで美しい景観の形成に資する建築
物を選考する委員会の運営などを実施。
（７）高齢者向け住まいづくり支援・啓発事業の実施
高齢者等が自分の身体状況にあった福祉用具に触れ、住宅改修を考える機会をつくり、よりよ
い住まいづくりをサポートするため「生涯あんしん住宅」やクローバープラザ内の福祉用具展示
スペースの見学・体験および専門家による勉強会のバス見学会(センター負担)を実施。
・実施件数：

０件（H29：２件）

２．高齢者等住まいづくり事業

（実施事業等会計・公益目的支出計画事業）

（１）福岡県｢生涯あんしん住宅｣の管理･運営
「安全・安心な住まい」、「環境に配慮した快適な住まい」、「地産地消の住まい」をコンセ
プトに、公的な住情報提供の拠点として福岡県が建設した｢生涯あんしん住宅｣の建物管理及び住
まいづくりに関する啓発普及、情報発信・相談等の運営。
《生涯あんしん住宅の概要》
所 在 地：春日市原町 3-1-7 クローバープラザ敷地内
開館時間：１０時～１７時（月曜日休館）
展示面積：６５.７６坪（２１７.３８㎡）
展示構成：１階

モデルフロア

２階 リフォームフロア
展示内容：①バリアフリー
(改修事例、取付事例、階段昇降機、段差解消機、引き戸開閉アシスト装置ほか)
②耐震
(基礎、壁補強の展示、感震ブレーカー、防災フレーム（介護ベッド用）ほか)
③防犯(防犯設備機器展示、パネル展示ほか)
④省エネ・創エネ（空気集熱式パッシブソーラーシステム、地中熱利用換気システ
ム、家庭用コージェネレーションシステム、省エネガラス、2 重サッシ、屋根用
遮熱塗料）
⑤県産材利用(廊下、洋室の床などを県産スギ利用)
⑥長期優良住宅（認定基準のパネル展示）
来場者数：８,１１８名
（２）住まいの安心リフォームアドバイザー派遣制度の運営
①

福岡県バリアフリーアドバイザー派遣制度
高齢者等の住宅改造の相談等に適切に対応するため、市町村や居住者の依頼に基づき、ア
ドバイザーとして登録されている専門家（建築士及び作業・理学療法士の２名）を直接、相
談者の自宅に派遣して、必要なアドバイスを行う。
・派遣件数：９件 (H 29：11 件)
・アドバイザー：登録１０４名（建築士７２名､作業療法士１５名､理学療法士１７名）

②

福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度
昭和５６年以前に建築された木造戸建住宅の所有者からの依頼に基づき耐震診断アドバイ
ザー（福岡県主催の講習会を受講した建築の専門家）を派遣し、現地調査を実施のうえ診断
を行う。
・派遣件数：

１４５件(H 29：165 件)

・アドバイザー：登録２４４名（建築士）
（３）住宅改修促進支援の実施
福岡県バリアフリーアドバイザーによる改修計画のアドバイス後、具体の工事内容や見積金
額に対するアドバイス、改修工事後の完了検査を実施するため福岡県バリアフリーアドバイザ
ー（建築士）を追加派遣する。
・派遣件数： ０件（H29：4 件）
（４）既存住宅現況調査の実施
既存住宅の流通を促進するため、住宅の劣化状況などの買主の不安を解消し安心して取引が行
われるよう既存住宅現況調査「住まいの健康診断」を県の補助等により実施。
・診断件数 ４５２件（H29：300 件）
（県補助分：４４６件）
３．住宅に関する相談事業 （実施事業等会計・公益目的支出計画事業）
（１）常設相談所の運営
住宅に関する相談（電話･来所）に適切に対応するため、常設相談所を開設、運営。
相談件数：２,２１６件
（２）耐震改修相談の実施
県民に対する耐震診断・耐震改修に関する常設相談窓口を設置すると共に住生活月間イベント
において相談会を実施。
（３）空き家専門相談の実施
空き家の所有者、管理者からの専門的な相談に的確に対応するため、市町村に対し専門家を派
遣し、相談対応を実施。派遣件数：４８件（H29：49 件）
（４）室内ホルムアルデヒド等濃度簡易計測器の貸出
健康で安全な住まいづくりを支援する一環として、県民に対し室内のホルムアルデヒド等の濃
度を計測する器具の貸出を実施。貸出件数：６件(H 29:7 件)
４.住宅建築関連業者等の研修事業 （実施事業等会計・公益目的支出計画事業）
（１）研修会の開催
住宅建築関連業者等の資質の向上を図るため、研修会を次のとおり開催。３８３名参加
（２）研修会等開催費補助事業の実施
建築関連事業者、不動産事業者、高齢者居住支援等の団体・グループ等が実施する研修会・勉
強会等に対し開催経費の一部を助成。
・補助件数：

４件（H29：5 件）

５．建築・住宅等に関する調査研究事業 （実施事業等会計・公益目的支出計画事業）
（１）受託調査研究の実施
次のとおり調査研究を受託
受託先 福岡県
名 称 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する福岡県計画策定に関するアン
ケート調査業務
計 1 件を受託
（２）自主調査研究等の実施
九州北部豪雨における仮設住宅の環境改善に対するアクションリサーチを実施

６．建設業者経営事項審査事業 （実施事業等会計・公益目的支出計画事業）
県から委託の一般競争入札事業。
・建設業者経営事項審査の予約通知に係る業務
８，９５５件（H29： - 件）
・建設業者経営事項審査の結果通知に係る業務
８，３１１件（H29： - 件）
７．建築物の耐震改修促進事業 （その他会計）
（１）セミナー、講習会の実施
建築物の維持保全、防災に関する知識の啓発・普及を図るためのセミナーの開催及び被災建築

物の応急危険度判定士登録のために講習会を実施。
① 耐震改修セミナーの開催
（直鞍会場）
期 日：平成３０年１１月２２日（木）
場 所：直方市中央公民館 第 3 学習室
講 師：白水 秀一（（一社）福岡市耐震推進協議会）
受講者：３４名（申込み者数：32 名）
（北九州会場）
期 日：平成３０年１１月２７日（火）
場 所：パークサイドビル ９階大会議室
講 師：奥野 賢二（ＪＳＣＡ九州支部 耐震改修部会部会長）
受講者：７１名（申込み者数：85 名）
（福岡会場）
期 日：平成３０年１２月５日（水）
場 所：都久志会館 ４０１～４０４会議室
講 師：川崎 薫（ＪＳＣＡ九州支部 技術委員会副委員長）
受講者：１３３名（申込み者数：173 名）
（久留米会場）
期 日：平成３０年１２月２０日（木）
場 所：久留米市シティープラザ ４階中会議室
講 師：白水 秀一（（一社）福岡市耐震推進協議会）
受講者：３６名（申込み者数：38 名）
②被災建築物応急危険度判定講習会
（北九州会場）
期 日：平成３１年１月２９日（火）
場 所：パークサイドビル ９階大会議室
講 師：江崎 文也（福岡大学工学部 名誉教授）
受講者：４８名（申込み者数：56 名）
（福岡会場）
期 日：平成３１年１月２４日（木）
場 所：都久志会館 ４０１会議室
講 師：江崎 文也（福岡大学工学部 名誉教授）
受講者：１３８名（申込み者数：160 名）
8．建築物の耐震評価事業 （その他会計）
（１）福岡県建築物耐震評価委員会の開催
建築物の耐震診断及び耐震改修計画等の評価機関として、「福岡県建築物耐震評価委員会」を
評価申請に基づき２回開催。
(評価施設数:７施設､１１棟)(H29:16 施設､20 棟）
【福岡県建築物耐震評価委員会】
・設置主体 （一財）福岡県建築住宅センター、（公財）福岡県建設技術情報センター
・評価事項
①耐震診断（診断手法、診断結果等の評価）
②耐震改修計画（補強の必要性、計画・効果、改修方法等に関する評価）
③その他耐震に関すること
９．住宅瑕疵担保責任保険事業 （その他会計）
住宅瑕疵担保履行法に基づく指定保険法人である住宅保証機構(株)、(株)日本住宅保証検査機構、
(株)住宅あんしん保証、(株)ハウスジーメン及びハウスプラス住宅保証(株)の住宅瑕疵担保責任保険
に係る業務を受託業務として実施。また、その他関連業務として指定保険法人の受付窓口を活用した
「すまい給付金」申請受付と「すまい給付金」の給付要件の一つである保険法人検査をセンターでも
実施。

(１)住宅瑕疵担保責任(任意)保険
［新築住宅保険］
① まもりすまい保険（保険法人：住宅保証機構(株)）
・新規届出事業者数
73 社(H29:68 社)
・保険契約受付件数
責任保険 (戸建)１，３３４戸(H29:1,510 戸) (共同)３８棟７８１戸（H29:81 棟 523 戸）
任意保険 (戸建)
４２戸(H29:
26 戸) (共同) ２棟 ２２戸（H29: 4 棟 20 戸）
・現場検査受付件数
基礎、躯体検査(戸建・共同) ２，４２０件（H29:2,752 件）
・保険証券受付件数
戸建住宅 １，３８１戸（H29:1,545 戸）
共同住宅 ４３棟３２１戸（H29:72 棟 655 戸）
② ＪＩＯわが家の保険（保険法人：㈱日本住宅保証検査機構）
・新規届出事業者数
０社（H29:
0 社）
・保険契約受付件数
責任保険(戸建)
７４戸（H29:
66 戸）(共同)
２棟 ９戸（H29: 0 棟 0 戸）
・現場検査受付件数
基礎、躯体検査(戸建・共同)
７９４件（H29:791 件）
③ あんしん住宅瑕疵保険（保険法人：㈱住宅あんしん保証）
・現場検査受付件数
基礎、躯体検査(戸建・共同)
５０３件（H29:598 件）
④ 住宅かし保険（保険法人：㈱ハウスジーメン）
・設計図書確認件数
１２１件（H29:133 件）
・現場検査受付件数
基礎、躯体検査(戸建・共同)
３４４件（H29:340 件）
⑤ ハウスプラスすまい保険（保険法人：ハウスプラス住宅保証㈱）
・現場検査受付件数
基礎、躯体検査(戸建・共同)
１４４件（H29: - 件）
［住宅リフォーム保険、既存住宅売買保険、大規模修繕保険］
まもりすまい保険（保険法人：住宅保証機構(株)）
・新規(更新)登録事業者数
１０９社（H29:84 社）
・保険契約受付件数
４８件（H29:46 件）
・保険証券受付件数
４４件（H29:39 件）
(２)任意保証制度
①地盤保証
・保証書申請受付件数
１６件（H29:13 件）
②住宅完成保証
・新規(更新)登録業者数
５社（H29: 5 件）
・保証書申請受付件数
０件（H29: 0 件）
(３)その他関連業務
①すまい給付金業務
・申請受付件数
１，５４４件（H29:1,244 件）
②保険法人検査
・検査受付件数
４８件（H29:44 件）
③保険(保証)損害調査業務
・まもりすまい保険物件受付件数
防水事故２０件、構造事故５件
・住宅性能保証物件受付件数
防水事故 ０件、構造事故１件
合計２６件 （H29 合計:16 件）
１０．受託試験事業

（その他会計）

（１）宅地建物取引士資格試験

受託先：（一財）不動産適正取引推進機構

試 験 日

平成３０年１０月２１日（日）

試 験 地
申込者数
受験者数
合格者数

福岡市、北九州市（県下 8 会場）
１２,５９２名（H29：12,306 名）
１０,２７５名（H29：10,065 名）
１,４４８名(合格率 14.1％）(H29：1,357 名(13.5 %)

１１．建築物、昇降機等の定期報告事業（その他会計）
建築基準法に基づく定期報告に係る業務を各特定行政庁(福岡県、北九州市、福岡市、久留米市、
大牟田市)の委託及び報告代行として実施。
（１）建築物(ホテル､飲食店等､就寝用福祉施設､体育館､共同住宅など )
４,９１７件(H29： 5,176 件)
（２）建築設備(非常用照明、換気設備、排煙設備 )
２,９６８件(H29： 2,672 件)
（３）防火設備(随時閉鎖式防火扉・シャッター等 )
２,０２１件(H29： 1,512 件)
（４）昇降機等(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、ｴｽｶﾚ-ﾀｰ、遊戯施設 等)
４０,０１４件(H29：36,896 件)
１２．指定確認検査事業 （その他会計）
福岡県における指定確認検査機関として、確認検査等の業務を次のとおり実施。
（１）建築確認検査
・確認審査受理件数 ６，４１２件 (H29：6,740 件)
・計画変更受理件数
５４３件 (H29： 560 件)
・中間検査受理件数 ４，８３０件 (H29：4,945 件)
・完了検査受理件数 ６，０８８件 (H29：6,223 件)
（２）住宅金融支援機構審査
・適合証明設計検査受理件数(新築(戸建・共同)) １，０６２件 (H29：1,030 件)
１３．住宅性能評価事業 （その他会計）
福岡県における登録住宅性能評価機関として住宅性能評価業務等を次のとおり実施。
（１）設計住宅性能評価
・戸建住宅受付件数
１６戸（H29：19 戸）
・共同住宅受付件数
１２棟７０戸（H29：7 棟 40 戸）
（２）建設住宅性能評価
・戸建住宅受付件数
６戸（H29：5 戸）
・共同住宅受付件数
０棟 ０戸（H29：0 棟 0 戸）
（３）長期優良住宅建築等計画技術的審査
・審査依頼件数
１５３件[単独 147 件、評価併願 6 件、行政依頼 0 件]（H29：167 件）
（４）低炭素建築物認定技術的審査
・審査依頼件数
８７件（H29：80 件）
（５）地域型住宅グリーン化事業適合確認
・交付申請受付件数 ２０５戸
（H29：217 件）
・実績報告受付件数 ２１３戸（H29 分：188 戸、H30 分：25 戸） （H29：212 件）
（６）すまい給付金 現金取得者向け新築対象住宅証明書
・受付件数
２６件（H29：22 件）
（７）BELS（住宅版）技術的審査
・受付件数
６３件（H29：79 件）
１４．構造計算適合性判定事業 （その他会計）
（１）構造計算適合性判定業務(指定機関事業)
建築主からの申請を受けて、構造計算適合性判定業務を実施。
受付件数

４９５件〔５６５棟〕（H29:421 件〔470 棟〕）

（２）事前相談業務
構造計算適合性判定業務の円滑化のため、確認申請書提出前の構造設計について、書類又は面
談により判定員が設計者にアドバイスを行う事前相談業務を実施。
・面談方式

１８件（H29:28 件）

１５．その他（法人会計）
（１）４０周年記念誌の作成

９００部

・書類方式

３件（H29:11 件）

