令和元年度事業報告

一般財団法人島根県建築住宅センター
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Ⅰ 建築物・住宅等の技術審査事業
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《 一 般 事 業 》
Ⅰ 建築物・住宅等の技術審査事業
１．特定建築物等の定期調査事業
２．建築物等の確認・検査事業
３．住宅瑕疵担保保険加入審査事業
４．住宅性能評価事業
５．建築物・住宅認定に係る技術審査事業
６．住宅金融支援機構融資に係る技術審査事業
７．消費税増税に伴う住宅取得者等支援事業
Ⅱ 島根県・市町村等への協力支援事業
８．性能向上リフォーム支援事業
９. 島根県への行政協力事業
１０．市町村建築事業への技術支援事業
１１．関係協議会に対する事務支援業務
Ⅲ 消費者・生産者等への普及啓発事業
１２．すまいとまちの情報交流推進事業
１３．建築・住宅施策ＰＲ事業
１４. 住宅市場整備推進事業
１５. 木造住宅耐震対策推進事業

《 公 益 事 業 》
Ⅳ 住宅総合相談推進事業
１６．しまね住宅総合相談員育成事業
１７．住宅の建設等に伴う総合相談事業
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《一般事業 》

Ⅰ 建築物・住宅等の技術審査事業
１．特定建築物等の定期調査事業

（決算 53,590,350 円）

（１）特定行政庁事務委託事業
島根県知事及び出雲市長から委託を受け、建築基準法第１２条第１項の規定に基づき、特定
建築物等（※１）の定期報告について、所有者等からの報告書の受理、報告書の記載方法等の
指導、啓発・督促などの業務を実施するとともに、特定建築物の所有者等から委託を受け、調
査報告業務を実施した。
（※１）特定建築物：学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、マーケット、公衆浴場、
病院、診療所、ホテル、旅館等

《法第１２条１項（３年毎報告）》
建築物
元
年
度

報告対象
学校

児童福祉施設
等

保育所・
幼稚園

昇降機等
計

対象件数

１８２

２４７

４６

４７５

１３２５

報告件数

１８２

２４０

４５

４６７

１２９８

報告率％

１００

９７．１

９７．８

９８．３

９７．９

(松江市
を除く)

建築物
３０
年
度

報告対象

病院・
診療所等

昇降機等

ホテル・
旅館等

計

対象件数

７５

２０１

２７６

１２９６

報告件数

５９

１３４

１９３

１２８０

報告率％

７８．６

６６．６

６９．９

９８．７

(松江市
を除く)

建築物
２９
年
度

報告対象

劇場・
集会場等

百貨店・物品 キャバレー・
販売店舗等
飲食店等

計

昇降機等

対象件数

２００

１９２

１０

４０２

１０６５

報告件数

１９３

１５１

６

３５０

９９２

報告率％

９６．５

７８．６

６０．０

８７．０

９３．１

(松江市
を除く)

（２）定期調査受託事業
国及び出雲市長等から委託を受け、建築基準法第１２条第２項又は第４項の規定に基づき、
特定建築物の定期点検について、建築物、建築設備の損傷、腐食その他の劣化状況の点検業務
を実施した。
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《法第１２条第２項、法第１２条第４項》
松江市
管理建築物

単位：件数

出雲市
管理建築物

国、県
管理建築物

計

令和元年度

０

３３

６

３９

平成３０年度

１１

１２７

２５

１６３

平成２９年度

１

２９

１７

４７

（３）定期点検受託事業
県から委託を受け、建築基準法第１２条第２項の規定に基づき、県有施設（学校等）の定期
点検について損傷、腐食その他の劣化状況の点検業務を実施した。
《県有施設定期点検業務》
対象件数
令和元年度

３０施設（２２７棟）

平成３０年度

１８施設（１８６棟）

平成２９年度

２２施設（１８１棟）

２．建築物等の確認・検査事業

（決算 20,432,400 円）

建築基準法に基づく「指定確認検査機関」として、同法に規定する確認審査及び完了（中間）
検査を実施した。
①指定確認検査機関の知事指定
・平成１１年１２月１日（指定の更新：令和元年１２月１日最終更新）
②業務開始日
・平成１２年 １月５日
③業務区域
・松江市、出雲市、安来市、雲南市、仁多郡、飯石郡の全域
④取り扱う建築物等
・延べ面積の合計が５００㎡以内の建築物で主要用途が住宅又は共同住宅
・エレベ－タ及びエスカレ－タ(上記の建築物の計画に含まれるもの又は工事中の上記の
建築物に設置されるものに限る。)
・擁壁（上記の建築物と同時期に同一敷地内に築造されるものに限る。）
⑤業務形態
・確認審査、中間検査及び完了検査
《業務実績》

単位：件数
令和元年度

平成３０年度

平成２９年度

確認審査

６２９

５５６

４３４

中間検査

６７

４５

２６

完了検査

５５３

４６０

３９２
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３．住宅瑕疵担保保険加入審査事業

（決算 9,833,787 円）

（１）住宅保証機構(株)提携業務
住宅瑕疵担保履行法に基づき、国土交通大臣から「住宅瑕疵担保責任保険法人」として指
定を受けている住宅保証機構 (株)との業務契約により、当財団は島根県統括事務機関とし
て、住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」の引き受け業務を実施した。
①業務開始日

平成２１年６月２日

②業務区域

島根県内全域

③取り扱う保険 住宅瑕疵担保責任保険、住宅瑕疵担保責任任意保険
④業務内容

事業者届、保険募集、現場検査及び現場検査員の管理、保険証券の発行、
損害調査等に係る業務

《業務実績》

単位：戸数
令和元年度

住宅申込数

平成３０年度

平成２９年度

４２４

５０７

６７５

※６７５戸のうち、新築戸建て住宅３２３戸・共同住宅３５２戸

（２）(株)日本住宅保証検査機構提携業務
住宅瑕疵担保履行法に基づき、国土交通大臣から「住宅瑕疵担保責任保険法人」として指
定を受けている(株)日本住宅保証検査機構との業務契約により、当財団は保険取次及び検査
機関として、住宅瑕疵担保責任保険「ＪＩＯわが家の保険」の引き受け業務を実施した。
①業務開始日

平成２９年６月１日

②業務区域

島根県内全域

③取り扱う保険 住宅瑕疵担保責任保険、住宅瑕疵担保責任任意保険
④業務内容

事業者届、保険募集、現場検査及び現場検査員の管理

《業務実績》

単位：戸数
令和元年度

住宅申込数

平成３０年度

平成２９年度

３５

１６

１０３

※１０３戸のうち、新築戸建て住宅７９戸・共同住宅２４戸

４．住宅性能評価事業

（決算 3,070,160 円）

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「登録住宅性能評価機関」として、同法に規
定する住宅性能評価業務を実施した。
①指定住宅性能評価機関の大臣指定

平成１２年１０月３日 開始
平成１７年１０月３日 更新

②指定制度から登録制度に移行

平成１８年 ３月１日 更新
平成２２年１０月３日 更新
平成２７年 ９月１日 更新

③取り扱う住宅等

新築の戸建ての住宅及び共同建ての住宅
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《業務実績》

単位：件数
令和元年度

平成３０年度

平成２９年度

設計住宅性能評価

８４

５３

１１５

建設住宅性能評価

０

１

２

５．建築物・住宅認定に係る技術審査事業

（決算 1,764,010 円）

（１）長期優良住宅認定等に係る技術的審査事業
平成２１年６月４日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、所
管行政庁（島根県・松江市・出雲市）において、性能（省エネ性・耐震性等）が高い新築住宅
を認定する制度を実施しており、建築主等が認定を受ける場合は所管行政庁から認定基準適合
性に関して技術審査を受ける必要がある。
当財団は、「登録住宅性能評価機関」として所管行政庁の審査を簡略化するための事前の技
術審査が可能であることから、これを実施し認定申請書に添付する「適合証」を交付した。
《業務実績》

単位：戸数
令和元年度

戸建住宅

平成３０年度

平成２９年度

４１

４５

４６

（２）低炭素建築物認定に係る技術審査事業
都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年１２月４日施行）に伴い、県においては条
例を整備して低炭素建築物認定の手続きを決められた。
令和元年度においては、技術的な審査業務はなかった。

６．住宅金融支援機構融資に係る技術審査事業

（決算 3,853,214 円）

住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）との協定（平成１９年４月締結）により、住宅ロー
ンの対象となる住宅について、同機構が定める要件に適合していることの証明業務を実施し
た。
①業務開始日

平成１２年１月２０日（旧住宅金融公庫からの委託業務開始）
平成１５年９月１１日（旧住宅金融公庫が証券化支援事業開始）

②業務区域

島根県内全域

③取り扱う融資

新築住宅、賃貸住宅、中古住宅、リフォーム

④業務内容

建築物の設計審査・現場検査の実施及び適合証明書の交付

《業務実績》新築戸建受理件数
令和元年度

平成３０年度

平成２９年度

設計審査

４９

４５

３９

中間検査

４２

４２

２０

竣工検査

４７

４４

２８
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７．消費税増税に伴う住宅取得者等支援事業

（決算 7,565,280 円）

（１）すまい給付金制度等審査・受付事業
すまい給付金は消費税率の引き上げによる住宅取得者の負担軽減を図るとともに、良質な住
宅ストックの形成を促すための政策で、登録住宅性能評価機関等による現金取得者向け対象住
宅であることの証明書の発行が必要とされており、当財団で性能基準への適合審査を実施し証
明書を発行した。
また、住宅保証機構(株)との業務契約により給付金申請書類の受付業務を実施した。
《業務実績》現金取得者向け新築対象住宅証明書発行・給付金申請受付業務
令和元年度
証明書交付
給付金申請受付

平成３０年度

平成２９年度

５

２１

２６

３６９

３１３

３１７

（２）次世代住宅ポイント制度審査・受付事業
次世代住宅ポイント制度は、消費税率引上げ後の住宅の購入等にメリットが出るよう講じら
れる国の支援策の一つであり、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、様々な商品
等と交換できるポイントを発行するものである。
ポイントの発行申請に当たって必要とされる次世代住宅ポイント対象住宅証明書の発行業
務を行うとともに、ポイントの発行申請の受付審査業務を実施した。
《業務実績》ポイント対象住宅証明書発行・ポイント発行申請受付審査業務
令和元年度
証明書交付

１５１

ポイント発行申請受付

２５１

Ⅱ 島根県・市町村等への協力支援事業
８．性能向上リフォーム推進事業

（決算 7,908,000 円）

県からの補助により、既存住宅のバリアフリー改修及び部分的な耐震補強改修を行う県民に
対して工事費の一部を助成する「しまね長寿・子育て安心住宅リフォ－ム助成事業」を実施し
た。
《業務概要》
（１）しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業
・補 助 対 象 ６０歳以上の高齢者又は障がい者が居住する既存戸建住宅
・補助限度額 ３０万円かつ対象工事費の２３％以内～三世代同居等４０万円
（２）部分的耐震補強リフォーム助成事業
・補 助 対 象 昭和５６年５月３１日以前に工事された着手された戸建木造住宅
・補助限度額 ３０万円かつ対象工事費の２３％以内～三世代同居等４０万円
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《業務実績》
（１）しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業
・助成金の交付
助成件数 ３６５件（内三世代同居等１１５件）
（前年度３６１件（内三世代同居等１３０件））
助成額

１１７，８００千円（前年度１１７，６３６千円）

審査・検査・広報活動費 ７，２００千円（前年度７，３６４千円）
（２）部分的耐震補強リフォーム助成事業
・助成金の交付
助成件数 １４件（内三世代同居等２件）（前年度５件（内三世代同居等２件））
助成額

４，７００千円（前年度１，７００千円）

審査・検査・広報活動費 ７０８千円（前年度５９０千円）

９．島根県への行政協力事業

（決算 34,344,000 円）

県から委託を受け、建築住宅行政及び県有施設整備・保全行政等に関する業務を実施した。
（１）建築住宅行政等協力事業
・建築基準適合判定資格者検定受験者研修業務 １３人受講
（２）県有施設整備保全等協力事業
・県有施設第２次維持保全計画策定業務 ７９施設

１０. 市町村建築事業への技術支援事業

（決算 12,612,380 円）

建築技術職員が少ない等の理由により、技術的知識・能力を必要とする業務の適正かつ円滑な
実施が難しい市町村等に対し、公共施設の基本計画、調査業務及び設計・工事監理業務並びに各
種行政計画策定業務等に係る技術的支援を実施した。
（１）直接的技術支援業務
《業務実績》
・津和野町小川団地（３～５及び６号棟）耐震診断業務（津和野町）
・町営住宅田部谷団地実施設計業務（隠岐の島町）
・西ノ島町新庁舎設計委託支援業務（西ノ島町）
・益田市立歴史民俗資料館老朽化調査及び改修計画作成業務（益田市）
・島根県市町村振興センター中期保全計画策定のための基礎調査業務
・島根県市町村振興センター屋根散水式融雪装置試験設置・検討業務
（２）間接的技術支援業務
《業務実績》
・市町村建築物設計照査業務 ３件
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１１. 関係協議会に対する事務支援業務

（決算 3,212,533 円）

（１）島根県住宅振興協議会事務局業務
昨年１２月に島根県住宅振興協議会と島根県建築行政推進協力会が統合して「島根県建築住
宅施策推進協議会」が発足し、財団は、引き続き当該協議会の事務局業務を実施した。
・令和元年度 協議会総会
（２）島根県空き家管理等基盤強化推進協議会事務局業務
増加する空き家対策を推進することを目的として国が支援する「空き家管理等基盤強化推
進事業」において、「島根県空き家管理等基盤強化推進協議会」を設立し、当財団理事長が
会長を務め事務局業務を実施する。（令和元年度は、事業実施なし。）
（３）島根県居住支援協議会事務局業務
住宅確保要配慮者（低所得者、外国人、高齢者等）の民間賃貸住宅への円滑な入居が可能と
なる受け皿体制を整備するため、県、市町及び関係団体によって設立された「島根県居住支援
協議会」の事務局業務を実施する。
（令和元年度は、事業実施なし。
）
（４）島根県公共建築品質確保推進協議会事務局業務
県内の公共建築工事の発注者及び施工者、設計者で組織し令和元年１１月１５日設立された
「島根県公共建築品質確保推進協議会」の事務局として、協議会からの委託により庶務事務を
処理した。

Ⅲ 消費者・生産者への普及啓発事業
１２. すまいとまちの情報交流推進事業

（決算 1,599,392円）

（１）住情報交流体制整備事業
国の補助を受けて、住生活に関する多様な相談を一元的に受付け、複数の専門家が連携して
消費者に対して的確に助言・提案を行う体制を整備する事業を実施した。
《業務実績》
【住宅ストック維持・向上促進事業（消費者の相談体制の整備事業）】
・住宅相談支援システムを活用して、専門相談員による相談対応を実施
・リフォ－ムに関するビデオセミナー及び相談会を実施
第５４回ガス展松江会場（くにびきメッセ大展示場）
令和元年１１月２日（土）、３日（日） ブース来場者５０名
・（一社）住宅リフォーム推進協議会と連携して消費者セミナーを開催
くにびきメッセ３階 ３０５・３０６商談室 １４名受講
・住宅専門相談員を７名から１２名に増やして体制を整備
・しまね住宅総合相談員の相談スキルの向上を図るため、（一社）住宅リフォーム推進協議会
と連携して事業者セミナーを開催
・古民家の耐震化リフォームパンフレットを作成
・相談窓口周知用パンフレットを作成
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（２）すまいとまちの学習支援事業
住まいに関して、消費者及び事業者に対して多様な学習・研修機会を提供する。
《業務実績》
・シマネスクくにびき学園(松江、浜田)

講師派遣

・２０１９年度市町村職員研修「空き家対策研修」 講師派遣
（３）リフォーム評価ナビ登録事業
（一財）住まいづくりナビセンターが国の補助を受けて行う「リフォーム評価ナビ情報提供
充実事業」での情報作成をサポートする。
《業務実績》
・令和元年度ＰＲページ利用事業者 ６社（新規登録事業者は、無し）

１３．建築・住宅施策ＰＲ事業

（決算 5,047,900 円）

（１）建築住宅施策広報事業
・住宅の耐震に関するテレビＣＭの放映を実施
「ＴＳＫ：山陰中央テレビ」スポットＣＭ １５秒×１３本
・建築住宅施策に関する新聞広告掲載を実施
「山陰中央新報 防災の日」 令和元年９月２日(月)掲載 全面広告
・住宅情報提供サイト管理業務
「プチ住マ（住まいづくりの基礎知識）」サイトの更新業務及び関係サイトの管理業務を
実施
ホームページアクセス
閲覧人数：Ｒ１／４０，９０２（Ｈ３０／３９，５３５） ３．４６％増
閲覧ページ数：Ｒ１／９９，９２１（Ｈ３０／１２８，５４９） ２２．２７％減
（２）イベント・相談窓口設置業務
・長寿社会のモデル住宅における相談業務
モデル住宅の見学者に対して、バリアフリー住宅の説明及び住宅改修等の相談業務を実施
（相談回数３２回（１回３時間程度））
（３）しまね建築・住宅コンクール実施業務
・建築・住宅コンクールの事務を実施
募集テーマ

「生活環境の変化に順応する、わが街・わが家の工夫」

募集期間 令和元年７月５日～９月１０日
応募総件数 ５３件（建築物部門４９件、活動部門４件）
表彰

建築物部門：最優秀賞１件 優秀賞 ２件 奨励賞 ７件
活動部門 ：優秀賞 １件 奨励賞 ２件
（表彰式は、新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止）
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（４）しまね・ハツ・建設ブランド登録事業
令和元年度の登録物件なし

１４．住宅市場整備推進事業

（決算 2,715,709円）

住宅市場整備推進事業（省エネ住宅・建築物の整備に向けた体制整備事業）の採択を受け、住
宅省エネルギー化推進に関する取組を実施した。
《業務実績》
・改正建築物省エネ法説明会および住宅省エネルギー技術講習会
令和元年１２月６日（金）島根県民会館 １３７人参加
令和２年１月１６日（木）出雲市民会館 １３６人参加
令和２年１月１８日（土）いわみーる

９１人参加

１５. 島根県木造住宅耐震改修等事業

（決算 2,188,800円）

県の補助を受け、木造住宅耐震化に関する普及啓発を実施した。
（１）島根県木造住宅耐震改修等事業
《業務実績》
・動画制作及びＷｅｂ配信による広報・啓発
島根県ホームページ：「住宅の耐震対策について」
・民間テレビＣＭの放映による広報・啓発
放送内容：「身近に起こる地震や耐震対策について」
山陰中央テレビ 令和２年１月３1 日（土）～３月４日（水）
１５秒ＣＭ １９本 、３０秒ＣＭ １５本
（２）古民家等保存・活用のための耐震化支援事業
《業務実績》
・笠木邸限界耐力計算法による耐震補強後の耐震診断業務（大田市）
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《公益事業》

住宅総合相談推進事業
（決算 276,000 円）
１６．しまね住宅総合相談員育成事業
バリアフリー、耐震及び省エネルギーの対策をはじめ各種住宅施策、税制、融資等に関して、
幅広い知識を有する総合相談員を育成する。
しまね住宅総合相談員指定講習会を開催し、受講者に対し登録を行った。
《業務実績》
令和元年１０月１７日（木）（浜田会場） いわみーる ３０名出席
令和元年１０月１８日（金）（松江会場）島根ＪＡビル ７３名出席
・しまね住宅総合相談員登録者 ３２６名（うち新規登録者２１名）
・しまね住宅総合相談員名簿（２７８名）を当財団ホームページで公開

１７．住宅の建設等に伴う総合相談事業
住宅の建設等に関する苦情の解決を側面的に支援するため、公正中立な立場に立って技術的な
面における相談業務、専門の窓口への紹介などを実施するとともに、消費者に対して住宅の建設
や維持管理等に関する基礎的知識の普及や行政施策に関する情報提供を行った。
《業務実績》
・一般住宅相談件数 ２５件
・瑕疵保険相談件数 １６件
・施策関連相談件数 ３９件

11

