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福島県　公共土木施設　復旧 検索県のホームページで、復旧・復興情報を
ご覧になれます。
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【記者発表資料（投げ込み資料）】 

記者発表資料 3枚 

平成２６年 ８月１１日 

福島県土木部建築指導課 

 

｢ふくしまみんなの住宅フェア(郡山会場)｣を開催します 
 

東日本大震災による被災者等の住宅再建をはじめ、県民の居住の安定を確保していくため、県

と建築関係団体等が連携し、本フェアを開催することとしており、このたび、下記のとおり郡山

会場の詳細が決まりましたのでお知らせします。 

このフェアは、住まいに関する様々な情報の発信や個別の住宅相談等について、行政や金融機

関、地域住宅関連業者が協働して取り組むものであり、被災者等を含む県民の住まいの安全・安

心を確保するとともに、地域産業・経済の活性化と本県の復興につなげていくことを目的とする

ものです。 

記 

1 開催日時 

  平成 26年  8月 23日(土)  11:00～17:00、8月 24日(日)   10:00～16:00 

郡山市「ビッグパレットふくしま」 

2 開催内容等 

   別紙チラシによる。 

3 問い合わせ先 

   ふくしま復興住宅フェア実行委員会 

事務局：福島県耐震化・リフォーム等推進協議会（福島県居住支援協議会） 

            電話 ０２４－５６３－６２１３  FAX ０２４－５２９－５２７４ 

         ホームページ http://fukushima-kyojushien.jp/ 

構成員：福島県/福島県耐震化・リフォーム等推進協議会（福島県居住支援 

協議会）/(一社)福島県建築士事務所協会・建築復興支援センター/ 

福島県地域型復興住宅推進協議会/(一財)ふくしま建築住宅センター/ 

(一財)福島県建築安全機構 

    協 賛：福島県電力活用推進協議会 

4 その他 

  平成２６年度「ふくしまみんなの住宅フェア」の全体概要は別添資料のとおり。 

なお、南相馬、福島、いわき会場の詳細については、決まり次第お知らせします。 

 

                                                 
【問い合わせ先】 

 土木部 建築指導課 

 （担当者）主幹 新関 永 

電話 024-521-7522 内線 3667 

FAX024-521-7955 



各種融資補助制度
(住宅金融支援機構)

●資金計画等

●住宅情報展示
地域型復興住宅事業者展示等

●不動産情報
借家・売家・土地等

●被災した住宅の再建
新築・増改築リフォーム

税制優遇等

2014

入場無料

ビッグパレットふくしま場所

～248/23 土 日
11:00～17:00 10:00～16:00

●賃貸住宅等の空き家の改善・活用
●リフォームの補助制度

I H
クッキング

ヒーター調理実演

IH
クッキング

ヒーター調理実演
「ゴジてれChu!」
出演の佐藤先生
がやってくる!
両日共 11:30 ～

射的・輪投げ

わた菓子

〒960-8061福島市五月町４-25　福島県建設センター５階（福島県耐震化・リフォーム等推進協議会内） 
TEL：024-563-6213　FAX：024-529-5274 http://fukushima-kyojushien.jp/

主催：ふくしま復興住宅フェア実行委員会
協賛：福島県電力活用推進協議会

福島県地域型復興住宅推進協議会／（一社）福島県建築士事務所協会／建築復興支援センター／
福島県耐震化・リフォーム等推進協議会（福島県居住支援協議会）／（一財）ふくしま建築住宅センター／（一財）福島県建築安全機構／福島県（ ）

お問い合わせ

▲

抽選券は裏面をご覧ください。

風船の国のアリス風船の国のアリス
バルーンショーバルーンショー

菅野　恵♪LIVE 菅野　恵♪LIVE 

大抽選会

来場者プレゼント来場者プレゼント

ふっこうマンふっこうマン

写真はイメージです。写真はイメージです。

空クジ
なし !

東京でライブ活動を展開す
る福島市出身のシンガーソ
ングライター。透明感のあ
る歌声に心が癒されます。

ステージいっぱいに広がる
バルーンアートの世界。お
子様とご一緒にお楽しみ下
さい。

日

アリスバルーンショー 1回目 13:00 ～
菅野　恵　LIVE                   14:00 ～
アリスバルーンショー 2回目 15:00 ～24日

土23日

木工教室木工教室 木工クラフト教室木工クラフト教室

ミニ縁日コーナー!ミニ縁日コーナー!

ソフトクリーム
無料

裏面のアンケートをご記入の上
お持ち下さい。
裏面のアンケートをご記入の上
お持ち下さい。

住まいに関する
情報がいっぱい!!

ペットと暮らす
リフォームもあるよ!



５．今回のフェアではどのような動機で来られましたか？（複数回答可） 

アンケートをご記入の上、大抽選会場へお持ちください。
アンケートと引き換えにお1人様1回、抽選いただけます。

★当てはまる項目の番号に○を付けて下さい。１．あなたの性別等をおしえてください。
1. 男 　2. 女
3. 10代 　4. 20代　　　5. 30代 　6. 40代 　7. 50代　　　8. 60代以上

２．あなたの職業等をおしえてください。          

３．お住まいについておしえてください。          
1. 持家(戸建)　　  2. 持家(マンション)　  3. 賃貸(戸建)　  4. 賃貸(マンション)　   5.  賃貸(アパート)   6. 社宅      
7. 仮設住宅　　　 8. 借り上げ住宅　      9. その他(　　　　　　　　　　   ）

４．お住まいの場所についておしえてください。          
1. 郡山市内　　　2. 県内(市町村名：　　　　　　　　　   )　　3. 県外(県名：　　　　　　　　　　　)

６．当フェアは何で知りましたか？（複数回答可）

1. 会社員・公務員(住宅・リフォーム以外)　2. 会社員・公務員(住宅・リフォーム関係)　3. 自営業　　4. 主婦　　
5. 設計事務所　　6. 無職　　7. 建材メーカー　　8. 不動産　　9. 学生      10. その他(　　　　　　　　　　　　)

1. 市町村広報など　　2. 市町村公民館等施設　　3. 新聞(新聞名：　　　　　　　　　　)　　　
4. チラシ(出展事業者からのお知らせ)　　　5. チラシ(ポスティング)　   6. テレビＣＭ　　　7. インターネット　　
8. フリーペーパー　　9. 会場内の広告・呼び込み　　
10. 他（具体的におしえてください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  
７．イベントで興味があったもの、楽しかったものを教えてください。（複数回答可） 

８．当フェアについてご意見をお聞かせください。

1. 大抽選会　2. バルーンショー&ミニライブ　　3. こども縁日コーナー　　4. 木工教室・クラフト教室　　5. 菅野　恵LIVE   　　
6.料理実演

ありがとうございました。

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　)

出 展 者

(             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

● 新築に関すること　　
1. 住宅の新築（増改築）を考えている
● 住宅のリフォームを考えている。（どのようなリフォームをお考えですか？）
　　2. 屋根・外装　3. 耐震　4. 断熱・省エネ　5. バリヤフリー　6. 内装・畳　7. キッチン　8. 風呂　9. トイレ　10. 太陽光発電
　　11. その他(      　　　　　　）
● 不動産情報を求めている
　　12. 土地　　13. 建て売り住宅（戸建て・集合マンション）　　14. 中古住宅　   15. 賃貸住宅（戸建て・集合マンション）　
● 助成制度を知りたい　　
16. リフォームの減税制度、かし保険制度を知りたい　　17. 補助金について知りたい
● イベントへの参加　　
18. 大抽選会　　19. アリスのバルーンショー　　20. こども縁日コーナー　　21. 木工教室・クラフト教室    22. 菅野　恵LIVE
23.佐藤先生料理実演　　
● その他　　24.その他(具体的に教えてください:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①㈱増子建築工業
②(一社)福島県建築大工業協会
③福島県瓦工事組合連合会
④ディ・シー・ツー有限責任事業組合
⑤(公社)全日本不動産協会福島県支部
⑥(公社)福島県宅地建物取引業協会
⑦全建総連福島(福島県建設労働組合連合会)
⑧FPの家ふくしま
⑨地球と家族を考える会
⑩ふくしま家づくり研究会
⑪ふくしま家づくりネットワーク
⑫福島優良住宅建設協会
⑬みんなで「ふくしまの家」つくる会

⑭ふくしま・地域と自然連環の家プロジェクト
⑮福島スマートハウス推進協会
⑯福島県木材協同組合連合会
⑰福島県林業振興課
⑱(一社)東北再生可能エネルギー協会
⑲日本ベクレル㈱
⑳四国化成工業㈱
㉑ブリジストン化工品東日本㈱
㉒福島ジョイ・コス倶楽部
㉓福島スーパーウォールスター会
㉔ばんだい東洋建設㈱
㉕㈲吉成建築
㉖アイジー工業㈱

㉗㈲テクノス
㉘～35福島県電力活用推進協議会
クリナップ(株)･CORONA･ダイキンHVACソリュー
ション東北(株)･TOSHIBA･Panasonic･日立アプライア
ンス(株)･(株)フジノス･三菱電機住環境システムズ(株)
36八光建設㈱
37住まいの市場
38ビイック㈱
39住宅金融支援機構東北支店
40実行委員会事務局
福島県地域型復興住宅推進協議会／（一社）福島県建築士事務
所協会／建築復興支援センター／福島県耐震化・リフォーム等
推進協議会（福島県居住支援協議会）／（一財）ふくしま建築住
宅センター／（一財）福島県建築安全機構／福島県
ペット関連も対応



２ 南相馬会場 平成26年9月20日（土）～21日（日） 南相馬ジャスモール

福島県、福島県耐震化･リフォーム等推進協議会（福島県居住支援協議会）＜事務局＞、（一財）福島県建築安全機構

(社)福島県建築士事務所協会・建築復興支援センター、福島県地域型復興住宅推進協議会、(一財)ふくしま建築住宅センター

＜主 催＞
ふくしま復興住宅
フェア実行委員会

福島県電力活用
推進協議会

１ 郡山会場 平成26年8月23日（土）～24日（日） ビッグパレットふくしま

協
賛

平成２６年度 ふくしまみんなの住宅フェア開催日程（予定）

地域住宅生産者等の連携
→地域産業・経済を活性化

住宅に関する情報発信と相談
→住まいを考える機会を確保

開催内容

ふくしま
復興住宅
フェア 資料

提供
等

情報
展示

住宅
相談

開催目的

東日本大震災による被災者等
の住まいの再建を支援！ ○住宅再建等全般、○民間賃貸物件

○各種融資・補助制度 ○行政相談等

○土地・建物物件等
○各種融資、補助制度
○地域住宅生産者情報等

○各種パンフ・カタログ等の配布 ○来場者向けイベント等

住宅相談

情報展示

資料配布・イベント

平成
26
年度

開催
日程
(予定)

４ いわき会場 平成26年11月1日（土）～ 2日（日） いわき市平体育館

３ 福島会場 平成26年10月4日（土）～ 5日（日） ウィル福島（福島卸商団地)

H25年度の開催状況（ビックパレットふくしま）


