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Ⅰ 建築確認・検査事業 

１ 建築確認・検査事業 

消費税増税の駆け込みの反動等により、平成 26 年度は建築確認が 19.7％、検査

が 16.4％の落ち込みとなった。今年の３月は、昨年同月に比べ、確認は７％の増と

なったが、検査は、22％の減少となっている。 

○ 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25年度 平成26年度 前年比(%) 

500 ㎡以内の建築物 18,897 15,016 79.5 

500 ㎡を超え 

2,000 ㎡以内の建築物 
468 472 100.9 

2,000 ㎡を越える建築物 98 83 84.7 

建築確認 

工作物 等 926 800 86.4 

計 20,389 16,371 80.3 

中間検査 建築物 14,712 11,614 78.9 

建築物 17,491 15,246 87.2 
完了検査 

設備等 764 706 92.4 

建
築
確
認
・
検
査 

計 32,967 27,566 83.6 

合  計 53,356 43,937 82.3 

※ 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、行政庁との連携を密に図る必要か

ら常に各事務所と管内行政庁との情報交換に努めている。 

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、適切な判断による審

査を実施する様に取り組んでいる。 

    今後も、「日本建築行政会議」や「静岡県建築行政連絡会議」等に積極的に参加

し、判断基準の統一化や行政情報の早期入手に努め業務に反映させていく。 

  (2) 研修会の開催 

    確認審査の技術向上の為、社内で研修会を開催している。月一回、技術検討会

として開催している。今年度になってからは、６月施行の改正法の研修会を開催

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、又評価、

保険等の技術講習会へ積極的に参加させた。更に日常的なミーティングによる検

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 - 

(4) 確認・検査の危機管理対策等 

問題が発生した場合、早期に解決出来るよう対応に努めると共に、再発防止策

を職員に周知させている。 

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

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

な業務執行体制を整備している。 

(5) 新規業務 

平成 26 年の 10 月より、「既存建築物等の建築基準適合状況調査業務」及び「確

認不要な建築物の法適合審査業務」を開始した。平成 26 年度は、各々４件の申

請があった。 

 

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 確認申請等の事務及び手数料収納事務を電算化し、合理的な事務処理及び統

計作業を目的としたシステム「アルク」の改修を行い、より効率的なシステム

による業務の向上を目指す。 

② 平成 27 年６月より電子申請の運用開始を目指し、システム（MARCS 等）の改

修を行っている。 

  (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、かつ３ヵ月ごとに保存

図書のチェックを実施することにより厳格化を図っている。 

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 小限に押さえるよう努めている。 

 

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。又、「支援機

構」と連携して事業の普及啓発に努める。 

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

業 務 の 区 分 平成 25 年度 平成 26 年度 前年比(%) 

設計審査 1,065 898 84.3 
一戸建て 

中間･竣工現場検査 1,291 1,230 95.3 

※新築＋中古住宅とする。 
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Ⅲ 住宅性能評価機関事業 

１ 住宅性能評価業務 

平成 26 年度は、消費税増税後の新築住宅着工数の大幅な減少に伴い、戸建てで

約７％の減少となった。確認申請の減少幅に比べ 小にとどまったのは、大手プレ

ファブメーカーの比率がもともと大きかったためと考えられる。共同住宅について

は平成 25 年度の数が、かなり多かった為、平成 26 年度の戸数が適正な数と思われ

る。今後の景気回復と、平成 29 年４月の消費税率 10％への駆込み需要に注視して

いく必要がある。 

平成 25 年度 平成 26 年度 年度・種別 

区 分 一戸建 共同住宅等 一戸建 共同住宅等 

設計申請の受付件数 1,795 戸 26 件（663 戸） 1,664 戸 35 件（467 戸） 

建設申請の受付件数 1,776 戸 23 件（545 戸） 1,640 戸 22 件（284 戸） 

 

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」の受付件数は、

微増の傾向にあったが、平成 25 年度には、性能の向上や維持管理保全などの認定

条件がコスト増加につながることもあってか、前年を下回り、平成 26 年度につい

ては消費税増税の駆け込み需要の反動から約９％の減となった。税制優遇措置拡充

などもあり、今後の申請件数の回復を期待している。一方、当センターの県内シェ

アの確保を目指して、当センターへの申請を促進する対策を実施していく。 

平成 25 年度 平成 26 年度 年度・種別 

区 分 一戸建 共同住宅等 一戸建 共同住宅等 

技術的審査依頼受付件数 2,464 戸  10 件（11 戸） 2,258 戸  8 件（8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、住宅において平成 25 年１月 25 日から業

務を開始した。平成 25 年度は 13 戸の申請を受付け、26 年度は、15 戸にとどまっ

た。長期優良住宅とのメリットを比較しても今後、大幅な増は見込めない。 

平成 25 年度 平成 26 年度 年度・種別 

区 分 一戸建 共同住宅等 一戸建 共同住宅等 

技術的審査依頼受付件数 13 戸    － 15 戸    － 

 

４ その他業務の状況 

(1) 耐震性能評価業務 

この業務は、金融庁告示における「地震保険料率」のうち「耐震等級割引率」

の算定根拠となる「既存住宅の耐震性能評価」業務で、既存の戸建住宅のみを対
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象として平成 14 年８月より実施してきた。これまでは毎年 10 数件程度の申請受

付であったが、震災による影響で地震保険への加入が促進されたことや、平成 26

年 11 月に保険料率の引き上げが実施されたことなどを受け、平成 26 年度の申請

受付件数は大幅増加の 77 件となった。 

(2) 「静岡県住宅省エネリフォーム支援事業」受託事業 

平成 24 年度と 25 年度に静岡県から受託していた「住宅リフォーム支援事業費

補助金制度」の事務事業に替わり、平成 26 年度は「住宅の省エネリフォームに

対する助成制度」の事務事業を受託した。申込受付及び補助金申請・実績報告審

査を行ない、件数は 1,663 件となった。 

(3) 贈与税の非課税措置にかかる住宅性能証明業務 

平成 24 年４月から、贈与税の非課税措置として、住宅の耐震性能や省エネル

ギー性能が一定の要件を満たす場合には非課税額を加算できることとなり、その

証明書発行業務を平成 24 年 11 月５日から行っている。平成 25 年度は 113 件の

受付だったが、平成 26 年度は 134 件となった。 

(4) 「地域型住宅ブランド化事業」の事務等受託事業（国土交通省） 

この事業は、地域の在来木造住宅を手掛ける工務店等と木材供給を行う木材流

通事業者が加わって、グループで地域型の長期優良住宅を建設することを主題と

し、採択されたグループの事業の実施に要する費用の一部を国費で補助する制度。

平成 24 年度、25 年度に引き続き、補助金申請等に当たっての支援窓口業務を「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 25 年度採択分

の事業を本年度に繰り越して実施し、26 年度の実績は 26 グループ 265 戸となっ

た。平成 26 年度採択分も 27 年度に繰り越して業務を行なうこととなり、27 グル

ープ 234 戸を予定している。 

(5) 「木材利用ポイント事業」の事務等受託事業（林野庁） 

この事業は、地域材（木材）供給事業者や住宅施工事業者による地域木材の需

要拡大を喚起する対策として、木材利用に対してポイントを付与し、地域産業ひ

いては経済全体への波及効果を目的としたもので、全国事務局（国土緑化推進機

構）から、静岡県における事務業務の窓口（静岡県地域木造住宅生産体制強化地

域協議会の木材利用ポイント事務局）として平成 25 年度に受託し、平成 26 年度

も継続して行った。住宅施工業者の追加認定を２回で 48 件行ない、木材利用ポ

イントの付与対象となる対象工法推薦の協議会開催を１回行なった。 

(6) 「すまい給付金制度」にかか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３日から開始し

た。給付金の申請は平成 26 年４月からであるため、平成 25 年度は１件の受付の

みであったが、平成 26 年度は 82 件の申請があった。 

(7）「省エネ住宅ポイント対象住宅証明書」発行業務 

平成 26 年度補正予算による景気対策として「省エネ住宅ポイント制度」が始
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まることとなった。そのための証明書業務を平成 26 年２月より開始した。26 年

度の実績としては 131 件だったが、予算も少なく短期的な制度の為、27 年度前半

は大幅に申請が増えると思われる。 

 

５ 広報普及活動等の状況 

(1) 営業活動の継続 

これまでの利用者の確実な確保と、新たな利用者の拡大に向け積極的な営業活

動を行なうことにより、顧客からのサービスや料金に関する要望を聞きだし、そ

の内容を業務に反映させた。 

(2) システム開発 

住宅性能評価や長期優良住宅等の申請及び審査は、手間や時間がかかる上、当

センターでは本所のみで集中審査を行っていることによるタイムラグについて、

これまでも利用者からたびたびご意見があった。電子申請のためのガイドライン

が出たため、平成 27 年１月より電子申請（マークス）をスタートさせた。今後

は、さらに利用者を増やし、また利用者の要望を順次取り入れながら、できるだ

け申請での手間の削減と時間短縮が図れるように進めて行きたい。 

(3) 広報および情報提供 

ますます増えていく住宅関連の新しい制度や仕組みについては、できるだけ積

極的に情報収集を行い、利用者にいち早く情報発信するようにセミナーの開催や、

まちセンメール配信などを行った。また、法改正に伴う技術基準の内容について

は、当センターの職員の研修も必要となり、いち早く講習等を受講し内部研修で

理解を深めるように努めた。また、26 年度は消費税増税に伴う制度や減税措置、

助成制度等に関して、一般消費者や住宅事業者向けの情報提供を心掛けた。 

 

Ⅳ 住宅かし保険受託事業 

１ 住宅かし保険事業 

平成 26 年度は消費税増税後の新築住宅着工戸数の大幅な減少に伴い、新築の住

宅瑕疵保険申込戸数も大幅に減少した。受託先の５保険法人は、受注比率や減少幅

に多少の変動はあるものの、申込戸数は前年に比べ大きく減少している。 大の委

託元である住宅保証機構㈱の減少傾向は続いており、加えて㈱住宅あんしん保証と

ハウスプラス住宅保証㈱も比率が下降している。一方、㈱日本住宅保証検査機構

（JIO）については、受注戸数自体は前年に比べ他法人同様に減少していると見ら

れるものの、県内における受注比率は増加していると推察される。しかしながら、

当センターへの保険検査依頼件数は従前と変わらないことから、全体の受注戸数の

一定比率を当センターへ配分しているものと推察される。保険申込に係る手数料収

入も申込戸数の大幅減少に伴い大きく減少した。 
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○ 住宅瑕疵保険の実績表（保険申込受付戸数）    （単位：戸） 

 保 険 法 人 名 平成 25 年度 平成 26 年度 

住宅保証機構㈱ 3,533 2,540 

㈱住宅あんしん保証 919 669 

㈱日本住宅保証検査機構 854 744 

ハウスプラス住宅保証㈱ 269 198 

㈱ハウスジーメン 257 281 

戸

建

住

宅 

計 5,832 4,432 

住宅保証機構㈱ 782 623 

㈱住宅あんしん保証 175 195 

㈱日本住宅保証検査機構 841 397 

ハウスプラス住宅保証㈱ 10 9 

㈱ハウスジーメン 137 207 

共

同

住

宅 

計 1,945 1,431 

合   計 7,777 5,863 

 

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 

国が誘導に力を入れているリフォームや既存（中古）住宅の活用については、

新築住宅の減少に伴い増加の兆しがあるものの、申込事業者が限定されており実

態は増えていないのが実状である。しかし、リフォームや既存（中古）住宅の長

期優良住宅認定、中古住宅のインスペクション制度などが具体化されつつあり、

それに伴っての保険商品の充実や保険料等の見直しによる今後の保険需要に期

待したい。 

(2) 完成保証制度 

○ 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 届出事業者数 申込件数 届出事業者数 

平成 25 年度 10 34 
（宅建型）：4 

（個人型）：0 
10 

平成 26 年度 13 51 
（宅建型）：15 

（個人型）：0 
16 

○ 住宅保証機構㈱ 

平成 25 年度 平成 26 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） 

41 5 35 2 
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３ 広報普及活動の状況 

住宅保証機構㈱の登録事業者の囲い込み及び保険受注比率アップのため、「しず

おか安心すまい協議会」（保証機構団体Ⅱの認定）設立。また、国が推し進めるリ

フォームや既存（中古）住宅の流通活性化を図るため、任意保険である「リフォー

ム保険」、「既存住宅保険」、「大規模修繕保険」等の情報提供を積極的に行うことに

加え、「ふじの国リフォーム支援センター」等と連携して、団体登録や保険の活用

を事業者、消費者へ啓発する。 

 

Ⅴ 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日付で改めて「公共工事発注者支援機関」として認定を受けた。

（有効期間は平成 30年３月５日まで） 

なお、平成 26 年度は公共団体からの支援依頼の実績はなかった。 

 

Ⅵ 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 26 年度における県民の利用状況は、資料閲覧の 30 件を含め、合計 702

件となった。この中でマイホームに関して建築士、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 251 件と、25 年度と比べ 20

件増加している。 

このうち 23 年度から始めた県内 11 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（８月は台風の影響で中止）には 101 件の相談が

あり、専門家相談全体の 40・2％を占めている。また、来室や電話、メールで

の相談も 421 件あり、相談の合計は 672 件であった。 

また、本年度からは、新たにリフォームの専門家相談を開始し、相談件数全

672 件の内、リフォームに関する相談は 115 件であった。 

② 相談の内容は、ミーナ葵での相談では、工事上の瑕疵等の相談が一番多く、

次に契約、リフォーム、法律が続いており、トラブルに関係した相談が多い。 

一方、家づくり無料相談でも、工事上の瑕疵等が一番多いが、税務、ローン、

法律と続き、これからマイホームを建設しようとしている県民からの相談が多

くなっている。 
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○ 専門家相談件数                                           （単位：件） 

相 談 種 別 ミーナの相談 家づくり相談 合 計 

建物困った相談 

（耐震診断、補強の相談を含む） 
44 23 67 

宅地建物売買等に関する相談 9 7 16 

税務関係相談 6 22 28 

法律相談 44 27 71 

リフォーム相談 14 - 14 

建設資金関係相談 - 13 13 

建築関係制度等の何でも相談 - 9 9 

専 

門 

家 

相 

談 

アフター５相談 33 - 33 

計 150 101 251 

インターネット相談 8 - 8 

電話相談 383 - 383 

その他来室相談 30 - 30 

計 421 - 421 

合   計 571 101 672 

(2) セミナー事業 

これからマイホームを建設しようとする県民のため 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①「住

まいづくりの基礎知識」②「各種制度基礎知識」、「住宅ローンで考えること」な

ど、住まいづくりに役立つ基礎的な知識を知ってもらう内容で開催、合計 78 名

が受講した。セミナー終了後には個別の相談にも応じた。 

また、事務所レイアウトの変更が完了した 10 月、あんしん建物相談室“ミー

ナ葵”の存在を、これから住まいを必要とする親子に知ってもらうため、２回の

イベントをセミナースペースで開催、大人 12 名、子供 10 名の参加があった。 

(3) 広報事業 

SBS マイホームセンターを会場に開催した「家づくり無料相談」や「簡単！家

づくり講座」を県民に周知するため、会場ごとに静岡新聞（SBS マイホームセン

ターからの出稿）やバス車内で告知広告を掲載したほか、協力団体や一部自治体

などによりホームページ、広報紙で紹介された。 

 

２ 利用者への情報の提供等 

(1) 講習会の開催 

平成 26 年度は、下記の４テーマで講習会を開催し、合計 459 名が受講した。 
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○ 平成 26 年度開催                                           （単位：人） 

タイトル 開 催 日 場   所 出席数 

平成 26年６月 10日 

平成 26年６月 12日 

平成 26年６月 17日 

平成 26年６月 19日 

中部・本部大会議室 

 12 

 10 

 11 

 10 

平成 26年６月 17日 

平成 26年６月 19日 

平成 26年６月 24日 

平成 26年６月 26日 

東部・東部事務所 

   8 

   6 

   8 

   8 

住宅営業に役立つ実務 

セミナー 

平成 26年６月 24日 

平成 26年６月 26日 

平成26年７月 １日 

平成26年７月 ３日 

西部・西部事務所 

14 

14 

13 

13 

平成 26年６月 18日 

平成 26年６月 20日 
中部・本部大会議室 

5 

4 

平成 26年６月 25日 

平成 26年６月 27日 
東部・東部事務所 

10 

8 

若手現場技術者に役立

つ実務セミナー 

平成 26年７月 16日 

平成 26年７月 18日 
西部・西部事務所 

9 

11 

平成 27年２月 10日 中部・本部大会議室 15 

平成 27年２月 12日 東部・東部事務所 13 

平成 27年２月 17日 西部・西部事務所 16 

平成 27年２月 19日 藤枝・藤枝支所 10 

平成 27年２月 24日 富士・富士支所 14 

26 年度補正～27 年度の

住宅関連制度セミナー 

平成 27年２月 26日 袋井・袋井商工会議所 16 

平成 27 年３月５日 中部・ペガサート 65 

平成 27 年３月９日 
西部・アクトシティ 

浜松 
63 

改正省エネ法に伴う省

エネ基準解説研修 

平成 27年３月 11日 東部・プラザヴェルデ 73 

(2) 「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建築基準法、都市計画法等

の情報を提供している。 

現在、2,476 名となった会員へ、「センターからのお知らせ」が 45 件、「行政や

関係団体からのお知らせ」が 85 件など、合計 132 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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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。 

(2) 建築物の定期調査・検査資格者の技術向上対策 

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。 

○ 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 24 日 静岡市 75 

６月 25 日 浜松市 58 

６月 27 日 伊東市 27 

７月１日 沼津市 

建築・建築設備 

79 

計 239 

 

４ 静岡県住まい博住宅展への出展 

“見つけに行こう！わたしの住まい”のテーマで、平成 26 年９月 13 日(土)､14

日(日)、15 日(月、祝)の３日間、静岡市駿河区のツインメッセ静岡で開催された『静

岡県住まい博 2013』に出展した。住まい博には、３日間で約 32,000 人が入場した。 

当センターのブースでは、「住まいのリフォーム」をテーマに、来場者に参加型

のクイズゲームで楽しんでもらいながら静岡県住宅リフォーム支援事業補助金制

度を中心に住宅瑕疵担保責任保険、住宅性能評価、長期優良住宅等の制度内容や新

たに設置した「ふじの国リフォーム支援センター」を、来場者に広報した。 

また、前年度に続き、独立行政法人住宅金融支援機構、静岡県安心安全リフォー

ム協議会が隣接して出展、間仕切り等も取り払い、住宅資金をはじめとする住宅に

関係する制度や住まいのリフォームについて、共同で県民からの相談に応じた。 

 

５ 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、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 15

団体が参加して新たに設置し、その後、浜松建築業組合、一般社団法人富士建築

士会、一般社団法人志太建築士会が新たに加わり 17 団体で組織している。 
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(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 89 社（サポートメンバー69 社、マイページメンバー20 社）

が登録され、サイトには 37,842 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６月号と 10 月号に掲載したほか、静岡県住まい博に

出展し、ＰＲ活動を展開、また、SBS ラジオの生放送番組「中村こずえの smile for 

you」で、平成 26 年６月５日から平成 26 年 11 月 13 日までの毎週木曜日、午前

10 時 45 分から 10 時 55 分の９分間、全 24 回にわたり、消費者の方が安心してリ

フォーム工事を進めることができるためのアドバイスを放送した。 

さらに県下のバス路線での車内広告や Web 広告、チラシ等の市町、消費生活セ

ンターへの提供等の広報活動を展開した。広報活動は、平成 27 年度も強化してい

く。 


