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平成２６年度（平成26年4月～平成27年3月）事業報告書 

 

 当協会が公益法人へ移行して２年目を迎えましたが、当協会では、引き続き安心、安全

な住まい・まちづくりの推進と県民福祉の向上への貢献という会設立以来の使命を果たす

ため、県をはじめ関係市との連携並びに関係団体の協力を得ながら、様々な要請の実現に

向けて着実に事業を進めております。 

平成２６年度は、高齢社会、省エネルギーに加え、マンション管理の適正化や空き家対

策など今日的な課題と歩調を合わせ、新規の受託事業や国庫補助事業に積極的に取り組み、

効果的な事業推進を図りました。 

 

 

Ⅰ 公益目的事業 

 

公１ 高齢者等の住まい探しの支援 

  県民に広く賃貸住宅に関する情報を提供するほか、神奈川県、政令指定都市である横

浜市・川崎市・相模原市及び中核都市である横須賀市から指定登録機関として委託を受

け、サービス付き高齢者向け住宅の登録事務を行った。 

また、高齢者、障害者、外国人、子育て世帯等の住宅確保要配慮者のニーズに対応す

る民間賃貸住宅へ円滑に入居できるよう、県内自治体や不動産店の協力を仰ぎながら、

住まい探し相談会の開催やサポーター派遣等により住まい探しの支援を行った。 

 

１ 住まい情報提供事業 

（１）公的情報提供事業 

  ホームページ「住まい・まちづくりネットかながわ」（http://www.machikyo.or.jp）、

及び各種パンフレットにより、住まい・まちづくりに関する様々な情報提供を行った。 

＜アクセス件数＞ 

・過去３年平均： １５，３１９件／年 

・累 積 件 数：３０９，７８８件（平成１２年７月１日〜２７年３月３１日） 

 

（２）かながわ住まいの情報紙発行事業 

市町村営・県営住宅、特定優良賃貸住宅、公社・ＵＲ賃貸住宅、高齢者円滑入居賃貸

住宅、あんしん賃貸住宅など、県内公的住宅の入居者募集情報紙として「かながわ住ま

いの情報紙」を発行した。 

・発 行：年６回（奇数月発行、第３５号〜第４０号）・各１０，０００部 

・配 布 先：県、市町村及び公的機関、県内書店の窓口等 

 

２ 高齢者等住まい探し相談会開催事業 

次の８市から受託し、地元不動産店の協力を得て、住まい探し相談会、サポーター派

遣等により、高齢者等の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援した。 

 

（１）相模原市住まい探し相談事業 
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  ○住まい探し相談会の開催 

    開催回数： ６回 

   会 場：ユニコムプラザさがみはらほか会議室 

   相談件数： １３件（うち完了件数５件） 

 

（２）横須賀市高齢者等住宅相談事業 

  ○住まい探し相談会の開催 

開催回数：１２回 

会    場：横須賀市総合福祉会館４階 ボランティアセンター会議室 

相談件数：計４９件（うち完了件数７件） 

 

  ○連絡協議会の運営 

    開 催 日：平成２６年５月３０日（金）、１０月１０日（金）、１２月１５日（月）、 

平成２７年３月２日（月） 

   会  場：横須賀市役所 会議室 

 

（３）平塚市高齢者円滑入居支援事業 

  ○住まい探し相談会の開催 

   開催回数：４回  

   会  場：平塚市福祉会館１階奉仕活動室、ほか 

   相談件数：計１９件（うち完了件数３件） 

 

（４）鎌倉市あんしん賃貸支援事業 

  ○住まい探し相談会の開催 

   開催回数： ６回 

   会 場：鎌倉市会議室 

   相談件数： １７件（うち完了件数３件） 

 

（５）藤沢市高齢者円滑入居事業 

  ○住まい探し相談会の開催 

   開催回数：６回  

   会 場：藤沢市役所・新館５階 住宅課会議室 

   相談件数：計１６名（うち完了件数５件） 

（６）茅ヶ崎市あんしん賃貸支援事業 

  ○住まい探し相談会の開催 

   開催回数：６回  

   会 場：茅ヶ崎市社会福祉協議会 相談室 

   相談件数：計９件（うち完了件数５件） 

   

（７）大和市あんしん賃貸支援事業 

  ○住まい探し相談会の開催 

   開催回数：１２回  
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   会 場：大和市保健福祉センター ４階・第２講座室 

   相談件数：計３８件（うち完了件数７件） 

 

  ○貸主・不動産店向け研修会 

   平成２６年 ５月１０日（土）、１１日（日）大和市民まつりで事業を広報 

 

  ○入居後の支援 

  あんしん賃貸住宅への入居者に対し、サポーターから月数回の「見守り電話」を

実施した。    実施件数：２件／月 

 

  ○連絡協議会の運営 

    開 催 日：平成２６年５月２０日（火）、７月２２日（木）（サ高住見学会）、 

         ９月１６日（火）、１１月１８日（火）、平成２７年１月２０日（木）、 

         ３月１７日（火） 

   会 場：大和市保健福祉センター ４階・第２講座室 

 

（８）座間市高齢者円滑入居事業 

  ○住まい探し相談会の開催 

   開催回数：６回  

   会 場：座間市役所会議室 

   相談件数：計１２件（うち完了件数４件） 

 

３ 高齢者・障害者等居住支援事業 

（１）あんしん賃貸住宅等登録・情報提供事業 

 神奈川県あんしん賃貸支援事業実施要領（平成２３年４月１日施行）に基づき、高齢

者世帯、障害者世帯、外国人世帯及び子育て世帯の賃貸住宅入居を支援する不動産店や

物件、入居後の生活を支援する団体を登録し、その情報を提供した。 

 

○あんしん賃貸協力店 

区 分 新規登録 変更登録 削除登録 現在登録件数 

件 数 ２７件 ７件 ３件 ４３５件 

 

 

○あんしん賃貸登録住宅    

区 分 
新規登録 変更登録 削除登録 現在登録件数 

件 戸数 件 戸数 件 戸数 件 戸数 

高齢者世帯 62 502 0 0 52 432 620 4,898 

障害者世帯 31 188 0 0 43 316 338 2,226 

外国人世帯 47 324 0 0 44 358 447 3,334 

子育て世帯 47 326 0 0 42 292 467 3,588 
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○支援団体現在登録件数  

区 分 高齢者世帯 障害者世帯 外国人世帯 子育て世帯 

件 数 6件 5件 １件 1件 

 

  ○あんしん賃貸住宅貸主・不動産店向け研修会 

   開催回数：３回  

   会 場：茅ヶ崎、相模原、平塚 

   参加者数：計１９４名 

 

（２）サービス付き高齢者向け住宅登録事業 

平成２３年の高齢者住まい法改正により、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃

貸住宅の登録制度が平成２３年１０月１９日付けで廃止され、状況把握サービス、生

活相談サービス等の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する高

齢者向け住宅の事業者が県知事、政令指定都市及び中核都市に当該住宅を登録する制

度（サービス付き高齢者向け住宅）が創設され、当協会は、県及び関係市より、これ

ら登録事務を受託し登録業務を行った。 

・新規登録  ６０棟／２，３５２戸 

・累  計 ２３５棟／８，９０９戸（登録削除１３棟を除く） 

・地域別登録状況 

区 分 県域 横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 計 

棟  数 103 81 33 15 3 235 

戸  数 3,596 3,131 1,433 660 89 8,909 

 

（３）高齢入居者安否確認サービス事業 

神奈川新聞及び地域の不動産店と連携して、新聞配達員による高齢入居者の安否確

認サービスを支援した。 

・制度利用：９６件 

・安否状況：事故案件なし 

 

 

公２ 住まいづくりの支援 

  国が推進する住宅の省エネ化及び空き家等利活用に関する補助を受けて、昨年度に引

き続き住宅省エネルギー技術講習会等の開催、空き家利活用のための企画、調査等を実

施するほか、リフォーム工事の担い手であるリフォーム工事業者に対して、講習会、研

修会等を開催し、一定の要件を満たす事業者の登録・データベース化により、優良な事

業者の情報を広く県民に提供した。 

  また、県及び関係団体から構成される「安心リフォーム推進部会」を運営し、既存住

宅やそのリフォームに関する各種提言を行うとともに、耐震化、バリアフリー化、省エ

ネルギー化などリフォームに関する有用な情報の提供によりリフォーム工事業者を支援

した。 
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１ リフォームマネジメント支援事業 

（１）住宅省エネ化推進体制強化事業 

   国庫補助事業により、新築住宅の省エネ基準適合率を平成 32 年度までに 100％とす

ることを目指し、神奈川県内外の木造住宅の建設にかかわる中小工務店等の施工技術

者及び設計者に対し、断熱技術向上などに関する研修会を開催した。また、地域型住

宅ブランド化事業採択グループと連携して県産材を活用した優良な木造住宅の普及促

進など県内における木造住宅生産体制の強化を図った。 

 

【住宅省エネルギー技術講習会開催状況】 

  ア 施工技術者講習会 

  ・会 場： 横浜、川崎、相模原、横須賀、平塚、大和など ２４会場 

・受講者： ７５９人 

  イ 設計者講習会 

・会 場： 横浜、川崎、相模原、横須賀、平塚、大和など １２会場 

・受講者： ４３２人 

  ウ 主 催 

・神奈川県住宅・建築関係事業者支援協議会 

   （構成員：建設業･設計･不動産･森林木材の関係団体、建築士会及び神奈川県） 

  ・事務局：（公社）かながわ住まいまちづくり協会 

 

（２）空き家等利活用推進事業 

    高齢社会における空き家の増加は、住宅政策のみならず、防犯、防災、景観など

地域社会にとっても大きな問題であるが、これらへの対策として行政では一部の取

り組みにしか対応しておらず、一方、民間市場では長期の空き家物件は敬遠される

など課題が多い。当協会は、これらの課題解決のために昨年度に引き続き、行政と

不動産業界、建設業界、ＮＰＯなどと連携して空き家の利活用を支援するシステム

の構築を検討した。 

    特に、昨年度に神奈川県住宅供給公社と共同提案し国に採択された「住宅団地型

既存住宅流通促進モデル事業」においては、空き家が増加する中で相武台団地にお

いて、住民とのコーディネートや流通システムの構築、活性化などの企画に着手し

た。 

 

【業務内容】 

ア コーディネート業務 

・流通システムの検討 

・窓口相談（平成２６年１１月２３日、１２月１４日、平成２７年１月１１日、 

 ２５日、２月２２日、３月８日、２２日） 

イ 委託調査等 

・若年、子育て世代の流通システムの検討 

・団地の魅力アピールツールの作成 

・情報発信拠点の整備（コミュニテイサロンと地域交流スペース）の検討 
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２ 神奈川県安心リフォーム推進事業 

（１）安心リフォーム推進部会運営事業 

行政機関や民間部門との連携により平成２１年度設置した安心リフォーム推進部会

の運営を通じて、消費者が安心して住宅リフォームを行うことができる環境の整備に

ついて検討を行った。 

① 平成２６年８月２８日（木） 

・議事：リフォーム事業者団体登録制度について、他 

・講演会：「空き家住宅の利活用に係る動向等について」 

     講師 （株）青木工務店 代表取締役 青木哲也 氏 

 

② 平成２７年２月５日（木） 

・議事：地域住宅リフォーム推進事業の実施結果について 

・講演会：「住宅リフォームの現状と課題」について 

     講師 一級建築士事務所オフィスKei 主宰 加藤文一 氏 

 

（２）リフォーム事業者データベース化・活用事業 

消費者等に信頼できる住宅リフォーム事業者に係る情報提供を行うため、一定の要

件を満たす県内の事業者を登録しインターネットで公開する「かながわリフォーム検

索ネット」の運用を行った。 

・登録件数：新規２件／累計１２９件（平成２２年６月１日運用開始） 

 

（３）安心リフォーム講習会開催事業 

消費者、事業者、住宅リフォーム相談窓口担当者等を対象に、リフォームに係る国

をはじめ行政の最新情報や各種制度に関する講習会等を開催した。 

 

 ① 消費者向け 

  ・開催日時：平成２６年１２月１０日（水）１４：００〜１６：００ 

・会 場：横浜市情報文化センター７階「大会議室」（横浜市中区） 

・テ ー マ：住宅リフォームの進め方、住宅リフォームの減税制度 

・講 師：リフォームビジネス研究所 所長 石田 典彦 氏 

・参加者数：１２名 

② 事業者向け１ 

  ・開催日時：平成２６年１１月２５日（火）１３：３０〜１６：３０ 

・会 場：万国橋会議センター４階「４０３会議室」（横浜市中区） 

・テ ー マ：住宅の長寿命化リフォーム、住宅リフォームの減税制度、他 

・講 師：住宅鍵研究所 代表 永元 博 氏 

・参加者数：２１名 

③ 事業者向け２ 

  ・開催日時：平成２７年１月２８日（水）１８：００〜１９：００ 

・会 場：大和商工会議所３階ホール（大和市） 

・テ ー マ：フラット３５、省エネ住宅ポイント制度 

・講 師：住宅金融支援機構 横浜センター調査役 成井 吉道 氏 
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      （公社）かながわ住まいまちづくり協会 事業課長 渡邉 憲一 

・参加者数：１８名 

 

（４）リフォームアドバイザー相談・派遣事業 

新たに住宅リフォームを行う消費者を対象として、当協会に登録する住まいのリフ

ォーム相談員による窓口相談（無料・月１回開催）と相談者からの依頼に応じて派遣

相談（有料）を行った。また、住宅関連イベントの会場において、無料の相談会を開

催した。 

① 窓口相談 １件 

② バリアフリーフェスタ２０１４に出展 

・開催日時：平成２６年１１月８日（土）１１：３０〜１６：３０ 

・会 場：アリオ橋本 グランドガーデン・フロントガーデン（相模原市緑区） 

・出展内容：バリアフリーに関する相談窓口及びパネル展示 

・来場者数：１３２名（ブース来場者） 

③ みらいふれあいフェスティバル２０１４に出展 

・開催日時：平成２６年１１月１４日（金）１２：００〜１８：００ 

              １５日（土）１０：３０〜１７：００ 

・会 場：横浜ワールドポーターズ６階 イベントホールA・B及び会議室３ 

・出展内容：バリアフリーに関する相談窓口 

・来場者数：５０名 

 

（５）リフォーム生活向上プロジェクト事業 

上記事業を補完する形で、次のとおりイベントに出展し、高齢者や障害者等の消費

者に広く住宅リフォームに関する意識を高めるための周知を行った。 

  ○冬の快適な暮らしフェア in二俣川 

・開催日時：平成２７年１月２４日（土）、２５日（日）１０：００〜１７：００ 

・会 場：相鉄線・二俣川駅コンコース 

・出展内容：消費者向け住宅リフォーム、減税・融資講習会、相談窓口、パネル展示 

・来場者数：約２５０名 

 

３ 高齢者・障害者向け住宅改造等支援事業 

（１）住宅バリアフリーリフォーム相談事業 

 高齢化または障害に対応した住宅改造に関する相談のうち、専門家によるアドバイス

が必要な住宅に女性建築士等を派遣し、身体状況に応じた提案を行った。また、バリア

フリーリフォームの普及のため、相談員を講師として派遣した。 

・ 相談件数 １件（横須賀市） 

・ バリアフリーリフォームの普及 

「平成２６年度鎌倉市 介護保険住宅改修研修会」に当協会バリアフリーリフォー

ム相談員を派遣し講演を行った。 

 平成２６年４月１８日（金）１８：３０〜２０：００ 受講者数 ７５名 

 

（２）高齢者向け住宅改造施工業者の登録・研修事業 
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高齢者や障害者に対応した住宅改造に関する講習を受講し、一定の要件を満たした

施工業者の担当者を登録するとともに、登録更新を目的とする講習会を行った。 

① 新規登録講習会（会場；神奈川県建設会館２階・講堂） 

基礎編：平成２７年１月１９日（月）１０：３０〜１６：１５ 受講者数１７名 

         １月２７日（火）１０：００〜１６：４０ 受講者数１７名 

応用編：     １月３０日（金）１０：００〜１７：００ 受講者数２０名 

② 更新講習会（会場；横浜市開港記念会館２階・７号室） 

    平成２７年３月２７日（金）９：３０〜１２：００ 受講者数 ２４名 

③ 登録者数合計（平成１４年度〜）４９５名（新規登録：２０名、登録抹消：２０名） 

 

（３）高齢者向け融資返済特例制度相談事業 

     一般財団法人高齢者住宅財団が行うリバース・モーゲージ制度である「高齢者向け

融資返済特例制度(バリアフリー工事・耐震改修工事)」を利用する際に必要なカウン

セリング業務として、融資利用希望者に対する制度の説明等を行った。 

・実施件数 ９件 

 

 

公３ マンション管理等の支援 

マンションはわが国の居住形態の一つとして定着し、平成２６年度末で約６１３万戸、

約１，５００万人が居住している。一方、築３０年を超えるマンションは１５０万戸に

達し、かつ、居住者の高齢化が進んでいる。神奈川県内では、今後も一層建設戸数の増

加が見込まれる中で計画的な改修は大きな課題であり、これまで実施してきたマンショ

ン管理組合のネットワーク化やマンション管理相談等に加え、県の施策と密接に連携し

て老朽化マンションの計画的な改修方策の検討を行った。 

 

１ マンション管理等支援事業 

（１）マンション管理等相談事業 

管理組合の運営に関する窓口相談（水・金曜日の午前中）、共用部分の修繕等に関す

る予約面談、管理組合の理事会等へのアドバイザー派遣を通じて、マンション管理の

適正化を推進するとともに、アドバイザーのスキルアップや相互の情報交換を行った。 

【窓口相談件数】 ６９件（来訪２９件、電話４０件） 

【主な相談内容】 

総会・理事会運営（16件）、管理会社（9件）、修繕計画（4件）、管理費（2件） 

以下は、規約制定・改正、瑕疵修繕、その他 

   

（２）マンション管理専門相談事業 

   マンション管理組合及び市町村の相談窓口からの要請に基づき、アドバイザー（専

門家）を管理組合に派遣し、建物、設備の劣化状況等を把握し、長期修繕計画の策定

など長期的な視点に立った管理組合の支援を行う計画であったが、相談実績はなかっ

た。 

   また、神奈川県とマンション管理団体が連携し、既存のマンション関係のネットワ

ーク等を活かしながら、管理組合等に対しマンションの適正な維持管理や円滑な再生
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をサポートするシステムの構築を推進した。 

・委託者 神奈川県 

①マンション管理団体登録制度の設計に係るヒアリング事務等 

②神奈川県マンション管理団体ネットワーク登録制度の企画 

③神奈川県マンション管理団体ネットワーク広報事務 

④研修会等の実施（セミナー３回開催、意見交換会１回開催） 

 

（３）マンション管理セミナー共催等事業 

マンション居住者や管理組合の役員及び相談員等を対象に、適正な維持管理を普及す

るためのセミナーを関係市及び関連団体とともに開催した。 

 

○ 第１回マンション管理基礎セミナー（共催事業） 

・テ ー マ：「大規模修繕工事の注意するポイント」 

・講 師：（公財）マンション管理センター 技術部参与 田澤宏 氏 

・開催日時：平成２６年９月６日（土） １３：３０〜１６：００ 

・会 場：川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）大会議室 

・参加者数：１３６名 

・共 催：まち協、（一財）川崎市まちづくり公杜、（公財）マンション管理セン

ター、（ＮＰＯ）かわさきマンション管理組合ネットワーク 

 

○ 第２回マンション管理基礎セミナー（共催事業） 

・テ ー マ：「マンションの震災対策チェックリストについて」 

・講 師：（公財）マンション管理センター 企画部参与 廣田信子 氏 

・開催日時：平成２７年２月８日（日） １３：３０〜１６：００ 

・会 場：川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）大会議室 

・参加者数：１５２名 

・共 催：まち協、（一財）川崎市まちづくり公杜、（公財）マンション管理セン

ター、（ＮＰＯ）かわさきマンション管理組合ネットワーク 

 

○マンション管理基礎セミナー（協賛事業） 

・テーマ１：「マンションの震災対策チェックリストについて」 

・講 師：（公財）マンション管理センター 企画部参与 廣田信子 氏 

・テーマ２：「かしこい大規模修繕の進め方〜修繕履歴等の活用」 

・講 師：（公財）マンション管理センター 企画部参与 菅野康男 氏 

・開催日時：平成２６年９月２０日（土） １３：３０〜１６：００ 

・会 場：相模原市立産業会館 大研修室 

・参加者数：５０名 

・主 催：相模原市 

・協 賛：まち協 
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公４ まちづくりの支援 

  県民生活の基盤となる「住まい」の周辺環境の整備の一環として、県の委託を受け

て公共・公益施設等特定建築物のバリアフリー化を進めるため専門家の派遣や事例研

究等の成果を施設管理者に提案するほか、超高齢社会における地域社会のあり方の調

査研究を行った。また、県内自治体において地震、災害に関するセミナーの開催によ

り県民の防災対策や防災意識の高揚を図るとともに、歴史、文化等を配慮した景観づ

くりなど県内の先進事例を視察調査し、県内の施策の参考に資するなど、各種事業を

一体的に推進することにより「安心、安全なまちづくり」を進め、県民との親しみと

信頼のきずなを深め県民生活の向上と福祉の増進を図った。 

 

１ 福祉のまちづくり支援事業 

（１）公共・公益施設環境改善事業 

   神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づく建築物のバリアフリー化を促

進するために、施設管理者に対して、改修方法や資金計画に関する助言を行う専門家

（バリアフリーアドバイザー）の派遣業務並びに、アドバイザーのスキルアップを図

るための事例検討会を行った。 

・委 託 者：神奈川県 

・登録アドバイザー数：３０名 

・派 遣 件 数：５件 

・事例検討会：平成２７年３月１８日（水）開催、出席者１２名 

       会場：神奈川県建設会館 ４階「４１１号室」 

 

（２）かながわ超高齢社会リソースセンター（仮称）検討事業 

平成２３年度神奈川県受託事業で高齢者にやさしいまち調査研究による提言案によ

り、高齢者に係る様々な施策が展開される中で、高齢者と行政や各関係団体を結びつ

ける役割が希薄なためにその実効性が問われている。そこで当協会は高齢者等に係る

ノウハウを活用しコーディネーターとしての機能を発揮して、リソースセンター設立

に向けて多角的な視点での取り組みにより実現の可能性を検討している。当年度にお

いては、高齢社会における団地再生をテーマとしたセミナーを開催した。 

① 第１回 団地再生セミナー 

・開催日時：平成２６年７月２９日（火） １４：００～１７：００ 

・会 場：ヴェルクよこすか 

・内  容：高齢者の居住からみた団地再生のあり方 

       ～住み慣れた団地に住み続けるために～ 

・参加者数：７０名 

② 第２回 団地再生セミナー 

・開催日時：平成２６年１１月１７日（月） ９：３０～１３：００ 

・会 場：横浜市開港記念会館 講堂     

・内  容：日本の都市計画と住宅団地 

       ～健康で安心して生活するために～ 

・参加者数：８５名 
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２ 防災まちづくり支援事業 

（１）神奈川県耐震セミナー開催事業 

  「備えてますか？住まいの防災対策」をテーマに耐震診断・耐震改修の重要性を説明

し、建物の安全性や建物の防災に係るセミナー開催やパネル展示等により啓発を行った。 

・委 託 者：神奈川県県土整備局 

① 第１回 

・開催日時：平成２６年８月３０日（土） ９：００～１１：００ 

・会 場：中井町立井ノ口小学校 体育館 

・内  容：セミナー・パネル展示 

・参 加 者：中井町内の木造住宅所有者等 ５００名 

② 第２回 

・開催日時：平成２６年９月７日（日） ９：００～１１：３０ 

・会 場：南足柄市立南足柄中学校及び同南足柄小学校 校庭及び体育館 

・内  容：セミナー・パネル展示 

・参 加 者：南足柄市周辺の木造住宅所有者等 ２８３名 

③ 第３回 

・開催日時：平成２７年２月１５日（土） １０：００～１６：００ 

・会 場：神奈川県本庁舎     

・内  容：パネル展示 

・参 加 者：一般県民 ３００名 

 

３ 景観まちづくり支援事業 

（１）まちづくり視察セミナー開催事業 

広く県民に参加を呼び掛け、県内におけるまちづくり先進事例等の視察会を開催し、

県民のまちづくりへの理解を深めた。 

・開催日時：平成２６年１１月３０日（日） ９：００～１７：００ 

・内  容：藤野歴史的建造物めぐり 〜藤野里山古民家バスツアー〜 

・参 加 者：一般県民 ２５名 

 

 

Ⅱ 収益事業 

   

収１ 入居者への情報提供等の支援 

 

１ 一般賃貸住宅・居住者向け広報紙発行事業 

神奈川県住宅供給公社一般賃貸住宅の居住者に配布する広報紙の発行に係る企画、

編集、レイアウト及び印刷等の業務を行った。 

 

【委 託 者】神奈川県住宅供給公社 

【発行時期等】通 常 号：年２回（９月・３月） 

臨時増刊号：年１回 

発行部数 ：各１４，０００部 
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２ 特優賃・高優賃住宅入居者選定及び資格審査事業 

  農協管理受託型、民間指定法人管理受託型の特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃

貸住宅に係る入居者選定及び資格審査を行った。 

・委 託 者：厚木市１６戸、ジェイエー１９１戸、民間指定法人３０戸 

新規入居分５６戸 

・入居審査計：２９３戸 

 

３ 特優賃、高優賃入居者収入調査事業 

  特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅の入居者について収入調査を行った。 

・委 託 者：横浜市、ジェイエー、神奈川県住宅供給公社 

・調査戸数：横浜市５７０戸、ジェイエー７８７戸 

公社（収入調査１３９戸、居住者調査１，１５３戸）  

 

４ 特優賃、高優賃入退去状況把握事業  

 県内の特定優良賃貸住宅と高齢者向け優良賃貸住宅の入退居の状況を毎月確認し、県の

国庫補助申請に係る資料提供を行った。 

・委 託 者：神奈川県県土整備局 

・入退居報告 

【特 定 優 良 賃 貸 住 宅】入居者数２７０戸、退去者数３６２戸 

【高齢者向け優良賃貸住宅】入居者数 １２戸、退去者数 １４戸 

 

５ 賃貸住宅特別減額家賃制度資格審査事業 

 神奈川県住宅供給公社一般賃貸住宅居住者の特別減額家賃の適用に係る申請受付及び

資格審査を行う事業を実施した。 

・委 託 者： 神奈川県住宅供給公社 

・審査件数： １，０６３件 

 

 

収２ 住まいの各種支援 

 

１ 住宅関連施策支援事業 

一般財団法人神奈川県建築安全協会が窓口になって実施するリフォーム事業者検索

サイト「リフォーム評価ナビ」に登録する事業者の申請受付等のサポートを行った。 

 

委託者：一般財団法人住まいづくりナビセンター 

   サポート事業実施件数：８件 

 

２ 住宅瑕疵担保責任保険取次等推進事業 

株式会社日本住宅保証検査機構（略称：ＪＩＯ）からの受託により、住宅の瑕疵担

保履行法に基づき新築又はリフォーム工事及び既存住宅を対象とする住宅瑕疵担保責

任保険に係る事業者等からの保険申込書の受理・審査・委託元への送付、ならびに委

託元の依頼に応じた保険対象物件の検査を行った。また、平成２６年４月から実施さ
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れる消費税引き上げに伴い、住宅ローン減税とは別に新たに創設される「すまい給付

金」制度の窓口となり、住宅取得者や住宅事業者の制度への理解を深めるとともに円

滑な申請手続きを支援した。 

◯受託瑕疵担保責任保険取次等 

   ・新 築   現場検査  ３３件 

   ・既存住宅  申請     ３件 

          現場検査   １件 

          保証     １件 

  ◯すまい給付金申請受付   ２５件 

    

３ 神奈川あんしんすまい保証制度推進事業 

当協会の独自の制度で、賃貸住宅に居住する高齢者の見守りのため、従前から実施し

ている新聞配達のみまもりをベースとして、葬儀、残存家財の片づけを行う基本プラン

のほか、利用者の希望に応じて携帯端末を利用したオプションとして３プランを提供す

る事業を実施した。 

・基本プラン  実績 1件 

 

４ 木材利用ポイント等推進事業 

林野庁が地域材の普及を図るため、木材利用ポイント付与事業として消費者及び施工

業者に対して地域材の認知度を高めるとともに、住宅施工業者認定申請受付業務等を実

施した。 

また、神奈川新聞社の協力のもと県内の地域型住宅ブランド化事業採択グループ等と

連携し、広報事業として木材利用ポイント事業の普及啓発と地域材の利用促進、木造住

宅及び木材製品等の需要拡大を推進した。 

① 施工業者認定申請受付件数     ５４件 

② 対象工法の推薦           ２件 

③ 広報活動（林野庁の事業採択により神奈川新聞・TVKとの連携により実施） 

 ５月３１日（土） かながわ家づくりフェアに出展  参加者数：500人 

 ６月 １日（日） 2014tvk秋じゃないのに収穫祭  参加者数：780人 

 ６月 ８日（日） tvkハウジング・ヨコハマくらし館 参加者数：120人 

 ８月 ３日（日） かながわウッドサークル in SUMMER  参加者数：1,000人 

 

５ 長期優良住宅先導関連事業 

一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会からの受託事業で、住宅の長

寿命化を実現する先導的な提案により国庫補助対象となる特定の住宅に対して、交付

申請及び実績報告と実際の工事が提案の内容と整合性があるか否かを判定するための

適合確認を行った。 

◯地域型ブランド化事業申請受付 

 平成２５年度分 実績報告 ３８件 

 平成２６年度分 交付申請 ７５件 
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６ 既存住宅インスペクション事業 

   神奈川県住宅供給公社との共同提案により国に採択された住宅団地型既存住宅流通

促進モデル事業や長期優良住宅化リフォーム推進事業等においてリフォーム工事等を

実施する物件について、事業者等の求めに応じてインスペクション事業として建物の

現況調査を行った。 

  ・実施件数 ９件（横浜市１件、川崎市５件、鎌倉市１件、愛川町１件、東京都１件） 

 

７ かながわマンション管理組合ネットワーク支援事業 

神奈川県内のマンション管理組合の連合組織であるＮＰＯ法人かながわマンション

管理組合ネットワークの運営を支援し、当協会事業と連携、協力を図った。 

 

 

収３ 出版物等の販売 

１ 出版物販売等事業 

当協会が作成した書籍や住まい・まちづくりに関する普及啓発を図るための図書の販

売を行った。 

・マンション管理ガイドブック  ・・・・・・・・・・・・・・８６冊 

  ・三訂・県防災上重要建築物等耐震診断基準及び耐震性判定指標値・・ ２冊 

 

 

Ⅲ 管理事業 

 

１ 理事会及び通常総会 

（１）平成２６年度第１回通常理事会 

  平成２５年度事業報告・収支決算、役員の選任等について議決、承認された。 

・開 催 日 時：平成２６年６月３日（火）１０：３０～１１：５５ 

・会    場：神奈川県建設会館 ４階「４１１号室」 

 

（２）平成２６年度定時社員総会 

   平成２５年度事業報告・収支決算、役員の選任等について議決、承認された。 

・開 催 日 時：平成２６年６月１７日（火）１０：３０～１１：３５ 

・会    場：波止場会館５階「多目的ホール」 

・総会出席者数：８３名（議決権行使者２５名、委任状提出者３９名を含む。） 

 

（３）平成２６年度第１回臨時理事会 

平成２６年度財政再建策及び実施状況等について議決、承認された。 

・開 催 日 時：平成２６年１１月１２日（水）１０：００～１１：３０ 

・会    場：神奈川県建設会館 ４階「４１１号室」 

 

（４）平成２６年度第２回通常理事会 

  平成２６年度収支補正予算、平成２７年度事業計画及び収支予算、役員の選任等につ

いて審議され、議決、承認された。 
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・開 催 日 時：平成２７年３月２０日（金）１０：００～１１：３０ 

・会 場：神奈川県建設会館 ４階「４１１号室」 

 

２ その他業務 

（１）神奈川県居住支援協議会事務 

高齢者等の住宅確保要配慮者向け住宅供給促進及び円滑な入居方策、災害時におけ

る要配慮者への支援方策、高齢化等が進む既存住宅団地のコミュニティ再生に向けた

支援方策や居住支援団体等のネットワークの活用等について取り組み、要配慮者の居

住の円滑化と安定確保のため、居住に係る支援を行う各種団体等が連携して組織した

神奈川県居住支援協議会の運営に係る事務を行った。 

平成２６年度においては、居住支援部会及び団地再生部会の活動について、住宅セ

ーフティーネット基盤強化推進事業（居住支援協議会が行う民間賃貸住宅等への入居

の円滑化に係る活動の支援に関する事業）の国庫補助の採択を受け、住宅確保要配慮

者の居住の円滑化と安定確保を図った。 

 


