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Ⅰ 建築確認・検査事業 

１ 建築確認・検査事業 

平成 30年度は、住宅着工戸数の減少及び昨年度より一部のハウスメーカーが出資し

ている機関へ流出したことなどにより、平成 29年度と比べ、建築確認が 0.8％減の

16,145件、検査は 2.9％減の 26,397件となった。 

また、実績表のうち静岡県以外の申請件数は、愛知県の確認申請が 124件、検査申

請が 174件で、神奈川県の確認申請が 46件、検査申請が 42件で、山梨県の確認申請

が 30件、検査申請が 24件であった。 

○ 建築確認・検査実績表（受付件数）                  (単位：件) 

区 分 業務の区分 平成29年度 平成30年度 前年比(%) 

建
築
確
認
・
検
査 

建築確認 

500㎡以内の建築物 15,026  14,932 99.4  

500㎡を超え 
2,000㎡以内の建築物 

531  494 93.0  

2,000㎡を越える建築物 109  114 104.6  

工作物 等 617  605 98.1  

計 16,283  16,145 99.2  

仮使用認定 42 40 95.2  

中間検査 建築物 12,061  11,742 97.4  

完了検査 
建築物 14,582 14,145 97.0  

工作物 等 549 510 92.9  

計 27,192  26,397 97.1  

合  計 43,517 42,582 97.9  

※ 建築確認「建築物」は計画変更の件数を含む。 

※「工作物 等」は昇降機、小荷物専用昇降機、工作物及び計画変更の件数 

※ 中間検査は建築物のみ 

 

２ 職員の技術の向上等 

(1) 行政庁との連携等 

確認・検査業務を適切に実施していくため、各事務所と管内行政庁との情報交換

を密に図るよう努めている。さらに、行政庁の法解釈の違いへの対応として、「静岡

県建築行政連絡会議」などを利用して、各行政庁・各民間指定機関との調整を図り、

適切な審査を実施する様に取り組んでいる。 

    また、「日本建築行政会議」や、昨年度より参加している神奈川県の「指定確認検

査機関等連絡会」、「横浜市建築行政・指定確認検査機関連絡協議会」等に積極的に

参加し、判断基準の考え方や行政情報の早期入手に努め業務に反映させている。 

  (2) 研修会の開催 

    確認審査の技術向上の為、業務部において業務部連絡会を開催している。今年度

は、平成 30年９月に施行された改正基準法の対応の検討、神奈川県及び山梨県内の

審査における情報交換、また、各事務所からの提案議題に関する検討をした。 

(3）検査員会議等の開催と研修会への参加 

検査員の技術向上と情報提供のため、定期的に検査員会議を開催し、また評価、

保険等の技術講習会へ検査員の積極的な参加を促した。 

更に各事務所・支所における日常的なミーティングにより検査員の意思統一や事

務改善等を図り、より効果的な利用者へのサービス向上にも努めている。 



- 2 - 

 

 

 

また、今年度は、内勤在宅検査員就業規程の改正の説明のため、代表検査員会議

を開催した。 

(4) 確認・検査の危機管理対策等 

業務部では、問題が発生した場合、早期に解決出来るよう迅速な対応に努めると

共に、再発防止策を職員に周知している。また、監査室において、日頃の業務が適

正に行われているか内部監査を実施し、業務改善などの指導を行っている。更に、

他の指定確認検査機関との情報収集や意見交換を行い、より適格な業務執行体制等

の見直しの検討を行った。 

 

３ システムの整備と合理化等 

(1) 確認検査システムの開発と実施 

① 確認申請等の合理的な事務処理及び統計作業を目的とした「アルク」システムを

改正法に対応するべく改修を行い、業務効率の向上を図ってきた。 

② マークス等のシステム改修を行い、平成 27年６月より「電子署名を利用した確

認申請」の受付を開始した。平成 30年度は、確認申請 90件、中間・完了検査申

請 172件の利用があった。 

今後、提出紙面の削減が予定されており、電子申請の利用増加が見込まれるこ

とから、確認台帳システムと連動し、高機能な Web申請システムをオプション追

加できる「NICE」システムへ移行することとした。 

  (2) 確認図書等の管理 

① 平成 19年６月 20日の改正建築基準法により、全ての確認図書等の保存が 15年

間と定められた。このような状況の中、保存図書の紛失を防止するため、当セン

ターでは「アルク」システムを利用した図書管理や、３ヵ月ごとに保存図書のチ

ェックを実施することによる厳格化を図ってきた。 

② 平成 26年度からは、検査員全員がｉpadを利用したデータによる検査の実施を

しており、保存図書の外部への持ち出しを最小限に押さえ、図書の紛失等の防止

に努めている。 

 

 ４ その他の事業 

既存建築物等の建築基準法適合状況調査及び確認不要な建築物等の法適合調査 

業務 

平成 26年 10月より国土交通省より出された「検査済証のない建築物に係る指定

確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき 

法適合調査業務を開始した。現状は、全国的には活用が少なく実績は伸び悩んでい

る。 

○法適合調査の実績                      （単位：件） 

 

 

 

 

調査業務種別 平成 29年度 平成 30年度 

既存建築物等の建築基準法適合状況調査 6 3 

確認不要な建築物等の法適合調査 5 4 
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Ⅱ 住宅金融支援機構受託事業 

１ 適合証明業務 

      民間金融機関による長期固定金利の住宅ローンの供給を支援するため、独立行政法

人住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫をいう、以下「支援機構」という。）が証券化支

援事業として行うものである。 

当センターは、適合証明業務を行う機関として、「支援機構」と協定を締結し、     

新築住宅と中古住宅にかかる設計審査及び現場検査を実施している。また「支援機構」

と連携して事業の普及啓発に努めた。 

実績は、設計審査において平成 30年度が前年比 12.1％減、平成 29年度が前年比

22.7％減と平成 27年度より年々、減少している。 

  ○ 適合証明実績表                       (単位：件) 

業務の区 分 平成 29年度 平成 30年度 前年比(%) 

一戸建て 
設計審査 1,059  931 87.9  

中間･竣工現場検査 1,544  1,512 97.9  

※新築＋中古住宅とする。 

 

 

 

Ⅲ 住宅性能評価機関事業 

１ 住宅性能評価業務 

平成 30年度の戸建住宅の件数は、前年度に比べ、設計評価で３％増であったが、建

設評価は３％減であった。これは、年度前半に大手建売事業者が、建設評価の取得を

目的とした設計評価を多数センターに申請してきたものの、実際の建設評価申請は、

事業者の会社方針変更等により、他機関へ移してしまったことが影響している。ハウ

スメーカーや大手事業者の動向は、センターへの申請件数を大きく左右することから、

今後は、制度利用の進んでいない設計者や地場の工務店等に対しての普及促進を図り、

件数の確保に努める必要がある。 

年度・種別 
区 分 

平成 29年度 平成 30年度 

戸建 共同住宅等 戸建 共同住宅等 

設計評価の受付件数 1,851戸 32件(214戸） 1,903戸 56件（547戸） 

建設評価の受付件数 1,733戸 11件(73戸） 1,674戸 19件（401戸） 
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２ 長期優良住宅に係る技術的審査業務 

平成 21年から開始された「長期優良住宅建築等計画の認定制度」の技術的審査の受

付件数は、前年度に比べ６％増となった。住宅の着工数が減少している中、平成 27年

４月から、事務所、支所でも審査を開始し、地元中小事業者の申請を増やす取組みを

行ったことによるものと考えられる。また、国が高性能な木造住宅を供給する地域の

中小工務店等を支援するために行っている補助事業（地域型グリーン化事業）と連動

して制度を利用する地元事業者等を囲い込むなどして、引き続き申請件数の増加を目

指していく。 

年度・種別 
 区 分 

平成 29年度 平成 30年度 

戸建 共同住宅等 戸建 共同住宅等 

技術的審査依頼受付件数 2,665戸  15件（16戸） 2,820戸   12件（13戸） 

 

３ 低炭素建築物に係る技術的審査業務 

平成 24年 12月に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく「低

炭素建築物認定」に関わる技術的審査で、住宅及び非住宅を対象に受付けている。法

律そのものの認知度が低く、平成 28年には「建築物省エネ法」に基づく類似基準の認

定制度が設けられたことや、制度利用のメリットやインセンティブがほとんど無いな

どの理由で、普及していない。技術審査の受付件数は、戸建住宅で、平成 29年度 25

件、平成 30年度 33件と低調であり、共同住宅や非住宅に至ってはほとんどない状況

となっている。今後も目立った増加要因はなく、大きな伸びは期待できない。 

 

４ ＢＥＬＳ評価業務 

住宅・建築物の“エネルギー性能の見える化”の指標として、BELS（ベルス：建築

物のエネルギー消費性能の表示制度）が、「建築物省エネ法」に位置付けられ、平成

28年４月から BELS評価業務を開始した。当初は、戸建住宅の ZEH（ゼッチ：ネットゼ

ロ・エネルギー・ハウス）補助事業や、事業用建物の ZEB（ゼブ：ネットゼロ・エネ

ルギー・ビル）実証事業などへの制度展開により、ハウスメーカーや大手建設会社を

中心とした制度利用が好調であったが、平成 30年度には、戸建住宅の補助事業に対す

るハウスメーカー等の取組みも頭打ちとなった一方、中小工務店では、性能確保によ

る建設コストの上昇や技術者の知識不足などが課題となって、制度利用に結びつきづ

らく、BELS評価受付件数は、402件にとどまった。 

年度・種別 

 区 分 

平成 29年度 平成 30年度 

戸建 共同住宅等 非住宅 戸建 共同住宅等 非住宅 

ＢＥＬＳ評価受付件数 638戸 14件(75戸） 2件 402戸  3件（3戸） 5件 
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５ 省エネ法 30条・36条技術的審査業務 

平成 28年４月から「建築物省エネ法」に位置付けられた認定制度で、30条はより

高い省エネ性能を有する建築物の計画を認定し、36条は既存の建築物が省エネ基準に

適合していることを認定し表示するもので、行政庁が認定を行うための技術的審査を

受け付けている。制度の認知不足に加え、前述の“ZEH”、“ZEB”、“BELS”といった同

様の制度もあることから、利用はあまり進む状況にない。 

年度・種別 

 区 分 

平成 29年度 平成 30年度 

戸建 共同住宅等 非住宅 戸建 共同住宅等 非住宅 

技術的審査依頼受付件数 14戸  0件（ 0戸） 1件 16戸  0件（0戸） 0件 

 

６ 耐震性能評価業務 

住宅の地震保険料の軽減を図るための割引制度に、建物の耐震性能に応じた“耐震

等級割引”があり、保険契約時の割引適用確認資料として既存住宅の耐震性能評価書

発行業務を、平成 14年８月より行っている。当初は、年間 10数件の申請受付であっ

たが、近年の震災による影響で地震保険加入が促進され、それに伴って耐震性能評価

の件数も増加してきている。平成 29年度の 357件から、平成 30年度 437件と 1.2倍

となった。また、“耐震等級割引”の確認資料としては、設計住宅性能評価書も認めら

れており、新築住宅計画時での耐震性能向上に対する周知とともに、性能評価制度利

用も促していきたい。 

 

 ７ 贈与税の非課税措置にかかる住宅性能証明業務 

住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税限度額に、500万円加算するため

の基準として、「耐震性能」、「省エネ性能」、「バリアフリー性能」のいずれかが一定の

性能以上であることが求められる。この性能証明業務を行っていて、平成 30年度は

152件を受け付けた。なお、消費税率の引き上げ時には、贈与税非課税限度額そのも

のが現在の 700万円から 2,500万円になることから、加算のための性能証明はあまり

伸びないことが予想される。 

 

 ８ 「すまい給付金制度」に係る現金取得者向け新築対象住宅証明業務 

平成 25年度税制改正に基づく消費税率引上げに際して、住宅取得者の負担軽減を目

的とした「すまい給付金制度」が創設され、その要件のひとつとしての「現金取得者

向け新築対象住宅証明書」発行業務を、平成 26年２月から開始した。平成 29年度は

143件の申請であったが、平成 30年度は 118件と２割減った。 

 

９ 広報普及活動等の状況 

(1) 営業活動の継続 

平成 30年度は５か年計画に基づき、これまでの利用者の確実な確保と、新たな利

用者の開拓のために積極的に営業活動を行った。顧客からのサービスや料金に関す

る要望を聞きだし、その内容を検討し業務に反映させた。今後も継続していく。 

(2) 電子申請対応 

住宅性能評価や長期優良住宅等の申請及び審査は、平成 27年１月より電子申請

（マークス）をスタートさせた。平成 27年度は主要なメーカーが利用し始め、平成
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29、30年度は中小の事業者の利用も増え、着実に電子化が進んでいる。利便性をよ

りアピールし、利用者のさらなる増加を進めて行きたい。 

(3) 広報および情報提供 

平成 29年度から、建築物省エネ法関連の制度が本格的に始まり、住宅、非住宅と

もに省エネに関しての関心が高まっている。他の部所と連携し、講習会など建築関

係事業者へ情報提供を行った。今後も積極的に行っていく。 

 

 

 

Ⅳ 住宅かし保険受託事業 

１ 住宅かし保険事業 

平成 30年度の新築住宅かし保険申込戸数は、前年度比 98％で微減となった。特に

住宅保証機構の共同住宅申込が低調だった。他法人へ切り替えた事業者から当センタ

ーへ検査依頼がなかったことが要因にあげられる。その他４法人については、前年と

ほぼ同水準となっている。ハウスプラスについては、かし保険の防水検査付きの建設

性能評価の検査業務が堅調に伸びている。 

 ○ 住宅かし保険の実績表（保険申込受付戸数）      （単位：戸） 

 保 険 法 人 名 平成 29年度 平成 30年度 

戸
建
住
宅 

住宅保証機構㈱ 2,422 2,373 

㈱住宅あんしん保証 870 788 

㈱日本住宅保証検査機構 813 849 

ハウスプラス住宅保証㈱ 499 523 

㈱ハウスジーメン 384 383 

計 4,989 4,916 

共
同
住
宅 

住宅保証機構㈱ 421 345 

㈱住宅あんしん保証 128 82 

㈱日本住宅保証検査機構 493 735 

ハウスプラス住宅保証㈱ 0 0 

㈱ハウスジーメン 285 133 

計 1,327 1,295 

合   計 6,316 6,211 

 

 ２ その他保険業務、完成保証制度業務等 

(1) リフォームかし保険、既存住宅売買かし保険 

リフォーム保険については、平成 30年度の登録事業者数は横ばいだったが、申込

件数は前年度の 34 件から 10 件へと落ち込んだ。リフォーム事業者の多くは、保険

料の割引を受けるために、リフォーム団体に加入しているが、平成 29年度に団体の

加入継続条件を満たすために保険申込を義務付けられた事業者が、受注したリフォ

ーム工事について保険申込を行ったが、平成 30年度は保険申込に見合うリフォーム

工事を受注できず、申込件数が減少したと思われる。 
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既存住宅保険については、すまい給付金あるいは住宅ローン減税を受けることを

目的とした問い合わせが多くあった。４月１日から中古住宅の売買時に建物状況調

査（インスペクション）に関する規定が施行されたが、これに伴う既存住宅保険の

利用拡大が期待されたが伸び悩んだ。 

○ 住宅保証機構㈱ 

 
リフォームかし保険 既存住宅売買かし保険 

申込件数 登録事業者数 申込件数 登録事業者数 

平成 29年度 34  108 
（宅建型）：6 
（個人型）：5 

（宅建型）：21 
（個人型）：3 

平成 30年度 10 107 
（宅建型）：14 
（個人型）：1 

（宅建型）：25 
（個人型）：5 

(2) 完成保証制度 

 平成 21年をピークに登録事業者は減少し、ここ数年は特段の変化は見られ 

ない。 

 委託契約をおこなう事業者も限られており、住宅取得者の完成保証への関心 

が薄れていると思われる。 

○ 住宅保証機構㈱ 

平成 29年度 平成 30年度 
制度参加業者 

登録数 
保証委託契約数 

（戸） 
制度参加業者 

登録数 
保証委託契約数   

（戸） 

28  1  28  1  

 

３  広報普及活動の状況 

企画部主催の現場技術者向けセミナーで、住宅保証機構作成の「雨仕舞の基本」を

配布。雨漏りしない家を建てるためのポイントについて説明をおこなった。 

また、しずおか安心すまい協議会については、各事務所・支所窓口において団体概

要、メリットの説明をおこなうことにより登録会員数・保険申込戸数ともに増加とな

った。 

○ しずおか安心すまい協議会 

平成 29年度 平成 30年度 

会員事業者数 保険申込戸数 会員事業者数 保険申込戸数 

576  648  591  696  
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Ⅴ 省エネ適合性判定事業 

 １ 省エネ適合性判定事業 

本事業は、平成 29年度から制度が開始され、２年目の平成 30年度は、52件の省エ

ネ適合判定通知書を交付し、前年度に比べて約２割増加した。また、事前相談を受け

ている物件もあり、今年度は、昨年度以上の申請が見込めると予想している。 

省エネ適判検査は、検査時に軽微な変更の手続きが必要なものが多く、30件の省エ

ネ軽微変更該当証明書を交付した。検査は、建築基準法の完了検査内で行われ、検査

員が確認可能な工場等の物件を除く 23件に省エネ課職員が同行し、検査員の負担軽減

を図ると共に、的確な検査に努めている。 

          年  度 

区  分 
平成 29年度 平成 30年度 

省エネ適合性判定 42件 52件 

軽微変更（該当証明書交付） 12件 30件 

建築基準法完了検査（省エネ適判対象） 
（省エネ適判完了検査同行（参考）） 

6件 

（6件） 

28件 

（23件） 

 

 

 

Ⅵ 公共工事支援事業 

当センターは、平成 18年５月に国土交通省中部地方整備局から「公共工事の品質確保

の促進に関する法律」（以下「公共工事の品確法」という。）に基づく発注者支援機関に

認定され県内市町の建築設計・監理の支援事業を行ってきた。 

公共工事の品確法が平成 26年６月に改正されたことに伴い、中部地方整備局並びに整

備局管内の県及び政令市で構成される「品質確保に関する推進協議会」が設立され、平

成 27年３月６日に「公共工事発注者支援機関」として認定を、また平成 30年１月 25日

付で、改めて支援機関としての再認定を受けた。（有効期間平成 33年３月 31日） 

平成 30年度の実績としては、御前崎市の浜岡中学校校舎改築事業の発注支援と裾野市

長泉町の新火葬施設設計業務委託支援の他、県企業局や長泉町から技術支援事業を受託

した。 
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Ⅶ 普及啓発等事業 

１ あんしん建物相談室「ミーナ葵」 

(1) 相談業務 

① 平成 30年度における県民の利用状況は、合計 588件となった。この中で住宅等

に関して建築士、弁護士、税理士、宅地建物取引士等の専門家に直接面談して相

談した件数は 139件と、29年度（265件）と比べ大幅に減少した。これは、相談

室を葵タワーから水の森ビルに移転し、相談日を土曜日から平日（水曜日）に変

更したことや相談種別を減らしたことで、相談室での専門家相談件数が半減した

ことに加え、23年度から始めた県内 10箇所の SBSマイホームセンターを巡回し

て会場とする家づくり無料相談の集客が芳しくなく、大きく減少したことによる。 

                            （単位：件） 

相  談  種  別 H29年度 H30年度 

ミーナ葵相談室での 

専門家相談 

建築士相談  48  29 

法律相談（弁護士）  58  50 

司法書士相談  19   0 

リフォーム相談  16   3 

宅建相談  11 ― 

税務相談（税理士）   4 ― 

アフター5建築相談   8 ― 

マイホームセンターでの家づくり無料相談 101  57 

相談室への直接来室による相談  48  22 

相談室への電話・メールでの相談 479 427 

計 792 588 

② 相談内容については前年度同様に、契約関係や工事上の瑕疵などのトラブルに関

する相談が多い傾向にある。 

 (2) セミナー事業 

前年度同様、これからマイホームを建設しようとする県民のために、ＳＢＳマイ

ホームセンターでの「家づくり無料相談」と同日・同会場で「簡単！家づくり講座」

と題して、住まいづくりに役立つ基礎的な知識に関するセミナーを開催し、21組 33

名が参加した。 

(3) 「まちせんクラブ」会員へのメールによる情報提供の実施 

利用者サービス向上を図るため、従前より「まちせんクラブ」を組織し、当セン

ターだけでなく、行政や関係団体からのお知らせや講習・研修会の案内のほか建築

基準法、都市計画法等や新たな制度の情報を提供している。 

現在、2,523名となった会員へ、①「センターからのお知らせ」が 62件、②「行

政や関係団体からのお知らせ」が 88件など、合計 150件の情報を送信した。 

これらのリアルタイムでの情報提供は、利用者に好評を得ている。 
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２ 利用者への情報の提供等  
（1）講習会の開催 

〇住宅営業に役立つ実務セミナー 

 ７月 12日（静岡）、19日（浜松）、26日（沼津）：参加者 48名 

〇現場技術者に役立つ実務セミナー 

 ７月 11日（静岡）、18日（浜松）、25日（沼津）：参加者 45名 

   （2）「子育てにやさしい住まいと環境」講演会の実施 

    ミキハウス子育て総研㈱との提携業務「子育て支援住宅認定」事業の一環として、 

ミキハウス子育て総研藤田社長を講師として講演会を実施し、37名が参加した。 

  （3）（一財）日本建築センター主催の設計者向けセミナーへの共催 

    日本建築センターが構造判定等に関する技術セミナーを開催しているが、８月 30 

日の静岡会場について共催とした。（参加者 105名） 

  

３ 定期報告普及啓発業務 

(1) 建物所有者等に対する普及啓発 

年度別報告対象建築物や報告書様式等をホームページに掲載し、建物所有者及び

定期調査・検査者等に対して、定期報告の普及啓発に努めた。 

また、定期報告制度の普及・促進を図るため、平成 29年度末に静岡県と、平成

30年度には静岡市、浜松市、沼津市、富士市、焼津市、富士宮市とそれぞれ連携協

定を締結した。 

(2) 建築物の定期調査・検査資格者の技術向上対策 

ア 定期報告講習会 

当センターでは、県下の建築物の定期調査・検査資格者を対象に調査・検査内

容の充実を図るための定期報告業務講習会を特定非営利活動法人静岡県建築物安

全確保支援協会と共に開催し、定期報告に関する知識及び技能の維持向上に努め

た。 

○ 平成 30年度定期報告講習会の開催状況 （単位：人） 

開催日 会 場 講習内容 受講者 

６月 25日 静岡市 

建築・建築設備・

防火設備 

78  

７月６日 浜松市 52  

７月３日 伊東市 21  

７月４日 沼津市 71  

 

４ ふじの国リフォーム支援センター 

(1) ふじの国リフォーム支援センターの設置 

リフォーム工事に関連した民間団体等が連携して、消費者が安心してリフォーム

に取り組むために必要な情報等を提供することで、適正なリフォームを促進する環

境を創ることを目的として、平成 26年３月 18日に公益社団法人静岡県建築士会、

一般社団法人静岡県建築士事務所協会、一般社団法人静岡県安心・安全リフォーム 

協議会、NPO法人静岡県建築物安全確保支援協会、静岡県瓦屋根工事業連合会など

14 団体が参加して設置し、その後、浜松建築業組合、一般社団法人富士建築士会、
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一般社団法人志太建築士会、一般社団法人静岡県建設業協会、一般社団法人日本木

造住宅産業協会静岡県支部が新たに加わり、現在 19団体で組織している。 

(2) ホームページの公開 

消費者に優良、適正なリフォーム事業者の情報を提供するためのウェブサイト「静

岡リフォーム相談の窓」を、平成 26年６月１日に公開した。このサイトには、リフ

ォーム事業者 72社（サポートメンバー53社、マイページメンバー19社）が登録さ

れ、サイトには公開以来の累計で 181,121回のアクセスがあった。 

(3) 広報活動 

「静岡リフォーム相談の窓」を消費者により多く利用してもらうための広報活動と

しては、県民だよりの 10月号に掲載したほか、ＳＢＳラジオの公開生放送「もんど

の GOGO！マイホームセンター」の番組内で９月２回、12月１回、1月 1回の計４回

の日曜日、「家づくり相談室」のコーナーを設け、リフォームや家づくりに関するこ

とをテーマに、Q＆Aで約 20分間に渡り、消費者の方が安心してリフォーム工事や

住まいづくりを進めるための情報を提供した。公開放送の会場には毎回 150人から

200人が聴講したほか、静岡県内で生放送された。 

リフォーム支援センターの周知とリフォーム事業者（登録事業者）のイメージアッ

プを図るため、支援センターのロゴマークを作成した。ロゴマークは、コンペによ

り公募し、83点の提案があり、３次にわたる審査会で決定した。ロゴマークは、シ

ール、ポスター・チラシ、のぼり旗、車体マグネット、ボールペンなどで活用して

いく。                             

 

 

 

Ⅷ その他の事業 

１ 建築士受験講座 

平成 27年 12月より、建築士養成を通じて建築・住宅業界の発展に貢献することを

目的として、“資格の学校ＴＡＣ”（以下ＴＡＣ㈱）と提携した「建築士受験講座」を

開講している。 

平成 30年度は、毎週日曜日の一級建築士講座を静岡教室と浜松教室で、学科本科全

50 回、設計製図全９回開講した。また、毎週水曜日の二級建築士講座を静岡教室で、

学科本科全 40回、設計製図全８回開講した。併せて受験生が苦手とする構造と法規の

基本を教えるセンター独自の強化コースも開催した。 

受講生は一級学科教室講座７名、一級設計製図講座 13名、二級設計製図講座３名で、

学科合格者３名、製図合格者８名となった。 

 

 ２ まちせんアカデミーセミナー 

   近年急速に多様化し変化していく住宅・建築物に関わる法律や制度について、専門

性の高い知識や情報を、より実務的な講習や研修で提供することを目的に、30年度よ

り「まちせんアカデミー」として有料のセミナーを企画することとした。 

   第１弾のテーマは、省エネ法対応のための「モデル建物法による省エネ計算入力実

務講習」とした。受講料を 20,000円／人とし、１～３月で５回開催し、32名が受講

した。 
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３ 「地域型住宅グリーン化事業」の事務等受託事業（国土交通省） 

この事業は、地域における木造住宅生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため

中小住宅生産者等がグループを構築し、省エネ性能や耐久性に優れた木造住宅等の整

備と、これと併せて行う三世代同居への対応等に対して支援を行う制度である。補助

金申請の支援窓口業務を「すまいづくりまちづくりセンター連合会」から受託してい

る。平成 29年度採択分の事業を本年度に繰り越して実施し、実績は 43グループ 184

事業者で 340戸となった。平成 30年度採択分も翌年度に繰り越して業務を行なうこと

となり、286戸程度を予定している。 

 

４ リフォーム業務品質審査業務受託事業（一般財団法人ベターリビング） 

消費者が安心して事業者を選び、リフォームを行うことができる環境整備のために、

国が、一定の要件を満たすリフォーム事業者の団体を登録、公表する制度を創設した。 

この団体がリフォーム業務に求められる基本的な「業務品質基準」に基づいて、リ

フォーム事業者を審査することで、リフォーム業務の体制整備や顧客対応の品質向上

を図り、お客様からの信頼度を高めることにつながる。この業務品質の審査業務を、（一

財）ベターリビングから受託している。平成 30年度は５件の新規登録（再登録を含む）

のための現地審査を行った。 

 

 


