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創立10周年記念表彰について

一般社団法人住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会

会 長　齊 藤  広 子

　当協議会は国土交通省、学識者及び、住宅関係者のお力添えをいただき、住宅履歴情報

整備検討委員会を経て、2010年5月に設立されました。

　創立以来、会員の皆様、関係各位には多大なるご協力をいただいてまいりましたことに

心からお礼申し上げます。本当にありがとうございます。

　本年度は当協議会をとりまく環境、特に住宅政策におきまして大きな転換が 2つございま

した。一つは新たな住生活基本計画が閣議決定されたことです。これにより住宅政策は既存

住宅へ軸足を移し、益々住宅履歴情報が重要となってきております。もう一つは、住宅の質

の向上及び、円滑な取引環境の整備のために、長期優良住宅の益々の普及を目指し、長期優

良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正されたことです。これにより、長期優良住

宅法にあわせて、住宅品確法、住宅瑕疵担保履行法の3本が改正いたしました。ここにおい

ても、住宅履歴情報は、安心安全な暮らし、資産価値の維持向上等においてはなくてはなら

ないもので、住宅履歴情報の蓄積が法律で位置づけられております。

　こうして、住宅履歴情報は私たちの暮らしになくてはならないものとなっており、その

ための活動を協議会は行ってまいりました。会員の皆様のご協力により、住宅履歴情報の

普及・活用が確実に増加してきております。こうした住宅履歴情報の普及の発展は、一人

ひとりの施主様に対して優れた住宅設計・建築技術と長く安心に住める未来を見据えた良

質なサービスを提供し続けてきた工務店、設計者、不動産業者、その他関連事業者の皆様

のおかげでございます。

　そこで、こうした皆様のご尽力を讃え、創立10年という節目に感謝の気持ちを込めて表彰

することにいたしました。受賞されます皆様に感謝状をお贈りさせていただきます。

　これからも皆様と共に、豊かな暮らし、社会資産として価値のある住宅の実現を目指して

努力してまいりたいと存じております。皆様、引き続き、ご指導・ご協力をお願い申し上げ

ます。
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▶協議会の設立経緯・設立目的

　2006年の住生活基本施行を受け、07年度～ 09年度にかけて、住宅履歴情報整備検討委員会（議長：

野城智也東京大学教授）において、学識経験者及び住宅の供給・維持管理・流通等に係る多様な関係者

等の参画により、住宅市場において標準として必要となる共通の仕組みづくりを目指し「住宅履歴情報

の蓄積・活用の指針」等がまとめられました。

　住宅履歴情報サービスの共通の業務ツールの整備、公正なサービスの実施等、社会資産としての住宅

の適切な維持管理及び既存住宅の適正な流通の実現に寄与し、国民の豊かな住生活の実現に貢献して

いくことを目的して、当協議会は2010年5月10日に設立されました。

▶協議会の活動・目指すもの

　協議会は、個々の住宅に唯一の番号である共通 IDを付ける体制を作り、会員の皆様に普及・活用を

進めていただいております。

　これにより、住宅履歴情報が災害時の緊急対応、復旧工事への対応、さらに日常的な維持管理、住宅

の効率的な経営管理、資産価値の向上に貢献することが可能となります。

　私たちは、住宅をつくる時代から、守り育てる時代の実現、さらには社会資産としての認知がなさ

れた社会の実現を目指していきます。

▶会員構成（2021年6月1日現在）

正 会 員　42機関

賛助会員　8機関（社団・財団）

情報会員　7機関（自治体）

▶役員　（2021年６月30日現在）　13名

会長1名　　副会長2名　　業務執行理事1名　　理事7名　　監事2名

一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会について
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加 盟 会 員 名 簿

正　会　員

株式会社アキュラホーム 特定非営利活動法人Smile住宅安心ネットワーク

旭化成ホームズ株式会社 住友林業株式会社

株式会社アステックペイント 積水化学工業株式会社

安心計画株式会社 積水ハウス株式会社

株式会社家価値サポート 一般社団法人全国住宅産業協会

いえとまち株式会社 大和ハウス工業株式会社

INDI株式会社 株式会社タチ基ホーム

株式会社インテグラル 一般財団法人中小建設業住宅センター

株式会社エー・エス・ディ 株式会社日本戸建管理

株式会社エプコ 株式会社日本住宅保証検査機構

株式会社FPコーポレーション 日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合

価値住宅株式会社 株式会社ハウスジーメン

株式会社クロダ ハウスプラス住宅保証株式会社

株式会社構造計画研究所 株式会社フォーラム・ジェイ

一般社団法人JBN・全国工務店協会 福井コンピュータアーキテテクト株式会社

ジャパン建材株式会社 プロパティオン株式会社

株式会社住宅あんしん保証 一般財団法人ベターリビング

一般社団法人住宅長期支援センター 一般財団法人北海道建築指導センター

住宅品質保証株式会社 株式会社マイハウス

株式会社しらかばハウジング ミサワホーム株式会社

スマイル・コミュニケーションズ株式会社 三井ホーム株式会社

賛助会員

一般財団法人住宅金融普及協会 一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会

一般社団法人住宅生産団体連合会 一般社団法人日本木造住宅産業協会

一般社団法人新都市ハウジング協会 一般社団法人輸入住宅産業協会

一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会 一般社団法人リビングアメニティ協会

情報会員

大阪市 大阪府 東京都 長野県 兵庫県 神戸市 北海道

（五十音順）
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

・登録住宅いえかるては利用年数12年
・住宅情報の蓄積利用戸数は総蓄積数900戸以上（戸建注文住宅）
・長期優良住宅認定など区別なく全戸の住宅に活用している
・支援センターの点検案内を利用してアフターメンテナンスを実施している
・点検の報告やリフォーム等の情報は全て自社で蓄積し、維持管理に必要な修繕や次回のリフォームに役立て活用し
ている

・遺産相続、不動産売買などによる名義変更も積極的にサポートしている

　当支援センターの事業を大いに支え、また長年にわたり「登録住宅いえかるて」をご利用頂き誠にありがとうござ
います。貴社が登録頂きました戸建て注文住宅の総数は2020年度末で総蓄積数875戸となり今年度も既に40戸以上
登録頂き900戸を超えました。

　毎年、どの会員よりも「登録住宅いえかるて」を活用し当センターの事業を大きく推進していただきました。
　2009年から現在まで総蓄積戸数900戸以上と長年の実績と蓄積数、活用の取り組み、及び維持保全の取組みを
称え推薦いたします。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

アイ・ホーム株式会社 宮崎県

推薦者名

一般社団法人住宅長期支援センター

フ ル オ ー ダ ー の 家 づ く り 。  
そ れ は 、資 産 価 値 の 高 い  
快 適 な 住 ま い づ く り 。
私たちアイ・ホームは、家づくりとは生活づくりだと考えます。
家族それぞれに個性があるように、また、一人一人の夢や想いに
かなうような理想の家が建てられるように、私たちはフルオーダー
の家づくりに対し、多くを語り合い真摯に向き合いながら真剣に
取り組んでいます。
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　新築には全棟に「住宅履歴情報（いえかるて）」の登録をしており、オーナー様にはその説明を行っています。住宅
履歴情報については社内においてアフターサービス部へ繋げリフォーム事業に活用しています。また、最近では大規
模リフォームに関して、あらたに履歴保管を初めています。

　2010年より872件のご契約をいただき、ありがとうございます。また、ARCHITRENDシリーズをはじめ福井
コンピュータアーキテクト製品をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

　2010年より新築戸建て物件において全棟に当社の住宅履歴情報保管サービスである「住宅履歴保管庫」を装着して
いること。「住宅履歴保管庫」の開設も872件の実績があり、運用面においても新築部からアフターサービス部へと繋
げ、履歴情報の管理を行っていること等を高く評価し、推薦させて頂きます。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

あなぶきホーム株式会社 香川県

推薦者名

福井コンピュータアーキテクト株式会社

住宅履歴システム

あなぶきホームでは「住宅履歴情報」システムを導入しています。

これは引き渡し後の住宅の構造、設備、改修工事、維持保全といった「住宅

履歴情報」を管理するためのシステムです。メンテナンスやリフォーム工事

がスムースになる他、長期に渡る住宅の管理が可能になります。
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

・2012年に「いえかるて」による住宅履歴情報の蓄積をスタートされました。
・2012年以降、毎年110件以上のご利用を続け、累計991件となりました。

　住宅履歴制度の創設から約10年が経過しますが、業界への浸透・普及は未だ途上です。そのような状況下で、
宇都宮アイフルホーム様の履歴情報蓄積における取り組みは制度の浸透・普及の一助となっております。蓄積され
たデータを有効に活用されるのはこれからになると思いますが、更なる普及の一助となるよう、是非先導的な活用
事例を創造して頂けますよう引き続きご助力をお願いします。

　長期優良住宅の認定取得条件に則って活用されている住宅会社様が多い中で、履歴制度を単体で活用し続けている
点を評価いたしました。住宅履歴制度の普及促進をしている一機関として感謝の意を表し、推薦いたします。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

宇都宮アイフルホーム株式会社 栃木県

推薦者名

株式会社日本住宅保証検査機構

最長30年保証
アイフルホームはより快適に、安心してお住まい
いただくために、最長30年の保証長期継続点検
を実施しています。

長期継続点検
建築後も定期的に維持管理を行います。お客様と
ともに歩み、資産をお守りいたします。

住宅履歴書
住宅履歴情報で、住宅の設計・施工図面、維持管
理の履歴などの情報をデータ保管。保管された情
報は、お客様がいつでもパソコン上で閲覧が可能
です。

建てたあとも寄り添う

最長60年の
点検を実施

30年間の
履歴情報蓄積

10年間の
ロングサポート

長期継続点検 住宅履歴情報 すまいの設備機器保証

家を完成させることだけが私たち
の仕事ではありません。建物の資
産価値を永く保つためにも、お引
渡し後長期にわたりご契約された
アイフルホーム加盟店がお住まい
の健康状態を点検いたします。お
客様のご希望によって、幅広い範
囲で定期的に点検を行い、ライフ
スタイルの変化によるリフォーム
などのご相談にも応じてまいりま
す。

住まいの資産価値向上、及びリ
フォーム時の円滑対応のため、住
宅の設計・施工図面、維持管理の
履歴等の情報をお引渡し後30年
間にわたりデータ保管いたします。
情報は、お客様がいつでもパソコ
ン上で閲覧が可能。お引渡し後ア
フターメンテナンスやリフォーム
なども含め、生涯にわたってお客
様とのお付き合いをしてまいりま
す。

長期間の使用を前提とした住宅設
備機器において、メーカー保証終
了後も万が一の故障・不具合に対
し無償修理を提供するサービスで
す。

10年サポート

24時間365日

コールセンターで簡単手続き

修理代0円

期間中何度で
も
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

・アプリとの連携を構築し、社内の図面や、やり取りをすべてアプリで行うシステムとしてそのアプリ内の最終図面
データをスムーズに「いえかるて」へ保存している。

・図面が「いえかるて」に保存されている事により、検索が楽になったことと、その分の書庫スペースが空くことにより、
業務の効率化が行えている。

・「TECHNICAL BOOK」にて、「いえかるて」を掲載。

　家の価値を将来にわたり保存し活用できるという優れた住宅履歴の仕組みを他社に先じて見出し、社内体制を整備し、
システムに不慣れな関係会社も含めて運用。その結果として全住協いえかるての積極的な活用をしていただいており、
誠にありがとうございます。全住協の他社の模範ともいえます。

　積極的に住宅履歴の蓄積をしていただき、協会の住宅履歴件数は断トツ3,000件超であるため。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

株式会社ウンノハウス 山形県

推薦者名

株式会社全国住宅産業協会



11

取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　長期優良住宅普及開始時よりJBNでも地域工務店への認知含めた講習等を行う際、いち早く取り組んだ事例を元に
住宅履歴活用を交え、九州エリアにて活動に貢献いただいた経緯がある。

　長期優良住宅の普及開始当初より地域工務店への住宅履歴活用の取り組み、情報配信・直接的訴求には定評があり
影響力も大きく、貴社が利用することで全国の地域工務店への普及に貢献いただいた。九州のみならずエコワークス
が実施していることは、常に先進的且つ目標とする会員も多い中で、その役割を担っていただけたことは大きな功績
とする。

　当協会履歴サービス開始時より活用。各種住宅の種類に関わらず利用。昨今の省エネ関連を除いては基本的に長期
優良住宅の施工。特に長期の施工当初5年間の件数は圧倒的に多い。当時は工務店が維持管理含め施主に引渡し後も
継続するサービスがなく、建設するののみの職人的思考の強い地域工務店において、インターネットの普及が加速す
る中で住宅履歴サービスへの取り組み等を行うことで、施主と継続的に接し、また、家守りにつながる安心材料の提
供になること等、工務店目線での解説は後に地域工務店利用者増加へつながった。また、当協会だけでなく、住宅あ
んしん等の他のサービス事業者からの利用もされており、住宅履歴への理解の深さがうかがえる。当協会での登録件
数は400件弱であるが維持保全点検実施の登録及び利用時のお施主様への説明等も詳しくしていただいており、協会
としても学ぶべきところが多い。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

エコワークス株式会社 福岡県

推薦者名

一般社団法人JBN・全国工務店協会
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

・登録住宅いえかるては利用年数18年間
・住宅情報の蓄積利用戸数は総蓄積数641戸（戸建注文住宅）
・センターの点検案内を利用して自社の継続点検事業を実施
・維持管理や次回のリフォーム工事に役立て活用している
・遺産相続、不動産売買などによる名義変更も積極的にサポートしている

　当支援センター前身のNPO法人発足時からお力添えを頂き、長年「登録住宅いえかるて」をご活用頂きありがとう
ございます。貴社が手掛けてきた総戸数は640戸を超え、そのうち10年以上蓄積の「いえかるて」活用戸数は400戸
以上に達しており、今後も変わらず「登録住宅いえかるて」のご利用をお願いします。

　当センターの発足時より設立メンバーとして「いえかるて」事業を強力に推進頂きました。当初はCD-ROMでのデー
タ蓄積から始まり、現在は当センターのWEBシステムをご活用頂いております。「登録住宅いえかるて」のご活用は
19年目となり、長期優良住宅認定の如何にかかわらず全戸無料点検保証を実施し、維持保全の取り組みを当センター
の開始と同時に実施されてきました。長年の「いえかるて」のご貢献と戸建て住宅の登録数の実績、維持保全の取り
組みを称え、推薦いたします。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

カメヤグローバル株式会社 大阪府

推薦者名

一般社団法人住宅長期支援センター

住宅用制震ダンパー 「MIRAIE」
耐震構造に「耐震装置」を加え、更なる安心へ。
住友ゴム工業（株）が開発した画期的な制震ダンパー
「MIRAIE」を当社は推奨しています。

引渡し11年後以降 - 長期継続点検保証

住宅性能表示制度において一定以上の等級を満たしていると診断された住宅に対して、長期に渡って主要構造部を保証する制度です。引渡しの日から10年目
以降、5年毎の無料点検と当社が必要と認めた有償のメンテナンス工事を受けて頂くことを条件に、最長で50年間の長期継続点検をご利用頂けます。カメヤグロー
バルでは、住宅性能表示制度をご利用にならない場合も、最長50年の点検保証制度をご利用頂けます。

長期優良住宅認定のためには必須である住宅履歴保存ですが、当社は18年前から一般社団法人住宅長期支援センターと共に、

お客様の住宅の設計図書の保管と快適に住み続けて頂くために継続点検を行ってまいりました。

関西では登録数ではトップになっています。また、平成22年4月お引渡し分からは履歴情報をWEB上で管理しております。

 ※リフォームを行う時、売却を考えられた時にも効果を発揮します。
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　榑林建設株式会社は過去6年間に亘り年間平均10棟の長期優良住宅の情報を「いえかるて」に登録しており、各棟
平均200枚の情報登録を行っている。また、定期点検後のチェックシートの登録、蓄積も非常に優れています。

　いつも、長期優良住宅、ゼロエネルギー住宅等、たくさん「いえかるて」で登録いただき、感謝しています。履歴
情報への理解とお取組をありがたく存じます。

　「いえかるて」への総登録数60棟。1棟あたりの平均登録枚数200枚。30年間の情報管理・蓄積期間中に7回の
定期点検を行い、点検チェックシートの登録を行っている。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

榑林建設株式会社 静岡県

推薦者名

株式会社フォーラム・ジェイ

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー

優秀賞6回受賞
2014・2015・2017・2018・2019・2020

優秀企業賞  受賞
2019

省エネ住宅優良企業賞  受賞
2020
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

・住宅履歴件数　1700件超

　家の価値を将来にわたり保存し活用できるというい優れた住宅履歴の仕組みを他社に先じて見出し、「全住協いえ
かるて」の立ち上げ時に協力していただいたお陰で、今日の「全住協いえかるて」があります。また、長きにわたり
住宅履歴の蓄積にも貢献していただき、ありがとうございます。これからも宜しくお願い致します。

　当協会の住宅履歴件数に貢献しているため推薦いたします。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

兼六土地建物株式会社 東京都

推薦者名

一般社団法人全国住宅産業協会
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推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　郡山塗装様は、地域一番店として、多くの塗装工事を手掛けられていらっしゃいます。工事品質を徹底的に追及され、
施工会社としての義務と責任がこのいえかるての取り組みに繋がっていらっしゃると感じます。これまで、約7年間、
いえかるての取り組みにご協力頂き、多くの建物にいえかるてのご提案と、採用を頂いて頂きました。郡山塗装様自
体の取り組みと、いえかるての存在意義が非常にマッチした結果だと感じています。これからも、いえかるての取り
組みを普及していくために、お力添えを頂き、ともに事業の普及を進めていく関係性を深めていきたいと思っています。

　郡山塗装様は、福島県内の施工実績にて、1位を取るなど、多くの実績をあげられている会社様です。その会社様が、
住宅履歴情報蓄積と活用に対し、賛同していただき、これまで、多くの施工物件にていえかるてをご提案、活用頂い
てまいりました。その数は、2014年から2021年6月までで、1,155件となります。これまでの、普及活動への取り
組み、多大なる実績に感謝させて頂くために、今回推薦させて頂きました。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

株式会社郡山塗装 福島県

推薦者名

株式会社アステックペイント
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　長年にわたり新築住宅及び再生住宅について、設計図書を始め工事写真、住宅性能に係るデータなどの住宅情報を、
（一財）北海道建築指導センターが運営する「きた住まいるサポートシステム」に蓄積、保管し、住宅の引き渡し時には、
当センター発行の「戸建て住宅維持管理ガイドブック」を使って住宅履歴情報を活用した定期点検や維持管理のメリッ
トを建築主に伝えております。また、アフターメンテナス実施情報についても保管し、住宅の価値及び改修して住み
継いでいくために必要な情報を住宅履歴に保管推進しております。

　住宅履歴情報の蓄積や活用の意義に賛同いただき、長年にわたり当センターが運営する「きた住まいるサポートシ
ステム」に多くの新築住宅の履歴情報を蓄積してきたほか、住宅の引き渡し時にそれらを使った定期点検や維持管理
について建築主に丁寧に説明するなど、住宅事業者として住宅履歴の蓄積・活用に積極的かつ継続的に取組んだ功績
は非常に大きく、大変感謝しております。

　株式会社札都様は当センターが運営する「きた住まいるサポートシステム」がスタートして以来、当システムを活
用して新築する全ての住宅について設計図書など住宅履歴情報の蓄積を行っています。また、当該事業者は「建てる
だけの建築ではなく、建てた後の住まい方、暮らし方を大切にする建築へ」をモットーに、住宅の引渡し時に「戸建
て住宅維持管理ガイドブック」を使って、住宅履歴と定期点検、維持管理の大切さを丁寧に説明するなど、履歴情報
の活用に向けて取り組んでいます。こうした住宅履歴情報の蓄積と活用に対する積極的で地道な取り組みを評価いた
します。以上のことから、表彰にふさわしい事業者であり、推薦いたします。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

株式会社札都 北海道

推薦者名

一般財団法人北海道建築指導センター

くらしの安全と
次世代に継がる家づくり
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取り組み

推薦者からのコメント

　平成24年の設立以来、地域の大きな寒暖差に適応した冬の温度のバリアフリー性能、夏の日差し遮蔽性能を重視
した地域型住宅を建築。栃木県の豊富な森林資源を活用し、住まい手に心安らぐ木の住まいを提供すること、また大
谷石（内装・外装等）・烏山和紙（照明器具・壁紙等）・益子焼（洗面ボウル、タイル、ドアの取っ手等）他、栃木県及
び近県の伝統工芸品を取り入れることにより、地域経済の活性化にも貢献しています。構成員の知識向上を目指し、
年2回にわたり住宅業界に関する研修会等も開催しており、またグループの認知活動の一環として、地域財利用促進
のイベントに毎年参加し、地域型住宅グリーン化事業の説明と取り組みについて、幅広い層にアピールしてエンドユー
ザーとのコミュニケーションを図っています。施工会員様は第三者機関の「いえかるて」住宅履歴情報管理システム
に年1回以上のお施主訪問の結果と指定箇所の点検結果内容を登録します。

　日頃より住宅履歴の蓄積・活用においてご理解頂きまして誠にありがとうございます。栃木県木材業協同組合連合
会様がグループ代表を務めていらっしゃる「SIP下野いい家プロジェクト協議会」様は、地域の大きな寒暖差に適応し
て、冬の温度のバリアフリー性能、夏の日射遮蔽性能を重視し、省エネルギー基準における外皮熱貫流率と冷房期の
平均日射熱取得率を計算し、断熱等級3地域、4地域、5地域それぞれ建築する地域の省エネルギー基準を満たした
建築を手掛けておられます。また、東日本大震災で被害を受けた地域であるため、耐震性能を重視されていらっしゃ
います。以前から木に親しみ、木を使うことの大切さを学ぶ場を提供するため、主に子どもたちを対象にした木工教
室を開いたり、「とちぎのMOKUフェス」と銘打ったイベントを開催し、木工教室、無垢材で作った積み木遊び体験、
リフォーム講座などの各種イベントを通して、エンドユーザーに対して、とちぎ材の魅力やとちぎ材を使った家づく
りの情報を発信されていらっしゃる素晴らしい団体様です。今後も「いえかるて」に年1回以上のお施主訪問の結果と
指定箇所の点検結果のご登録を宜しくお願い致します。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

下野いい家
SIP下野いい家プロジェクト協議会 栃木県

推薦者名

プロパティオン株式会社
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

・協会の会員（工務店等）に向けて、「いえかるて」の普及・啓発活動を行っている
　今年のいえかるての蓄積件数は147件で、協会会員数は123社、うち「いえかるて」を利用している会員数は26社
・引渡し後の維持管理サービス「どんどん」の普及活動を行っている

　日々、「いえかるて」の普及活動に尽力していただき、感謝しております。また、引渡し後の維持管理サービス「ど
んどん」についてや、「いえかるて」についてのセミナーも定期的に開催していただき、住宅所有者の方にも広く浸透
していると実感しています。

　一般社団法人住宅管理・ストック推進協会は平成23年10月に設立され、123社の会員で構成されています。2006年
に住生活基本法、その後、長期優良住宅法などが施行され、住宅業界はこれまでの作っては壊すというフロー型から、
建てた住宅を維持管理し、次世代へ引き継いでいくという『ストック循環型社会』の実現を、住宅という観点から地域
工務店、不動産店、住宅産業者が住宅所有者と共に目指していくことを目的とした団体です。
　運営内容は、工務店への住宅管理及び住宅維持についてのアドバイス、住宅業界に必要な知識と技術を備えた「住
生活スキルマスター」、「ホームインスペクター」の認定など養成を目的とした民間資格・試験の運営などを行ってい
ます。また、いえとまち株式会社と協力して「いえかるて」のセミナーや、住宅維持管理サービスの企画・開発も行っ
ています。　
　協会の会員様などを含め、「いえかるて」の普及に尽力いただきましたので、協会全体で貢献していただいたという
意味でも一般社団法人住宅管理・ストック推進協会を推進したいと思います。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

一般社団法人
住宅管理・ストック推進協会 福岡県

推薦者名

いえとまち株式会社
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推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　当協会住宅履歴サービス開始時より今日に至るまで、早期での長期優良住宅への取り組み新築登録物件数だけで
なく、引き渡し後の10年未満の年度定期点検（維持管理）実施記録の保管に至るまで実施いただく数少ない工務店
であり、鑑となる工務店である。様々な各種サービスがオンライン上にある中、安定して継続利用いただけている。

　2009年当協会履歴サービス開始時より利用。年度ごとの補助事業、先導モデル、木のいえ、ブランド化、グリー
ン化のみならず、長期優良住宅や一般住宅においても、住宅履歴を利用し、維持保全、半年・3年・5年点検の記録
の登録まで実施登録いただいております。件数は例年安定し、当協会でも2014年度の当協会全国大会にて住宅履歴
部門で表彰。件数は500件近くと他に比べ圧倒的に多い。　県下では、履歴利用モデルケースとなっており、工務店
の履歴登録の重要性、地域工務店が実施できる施工から維持管理までの一貫実施付帯サービスとして活用できること
を、情報認知に時間の要する四国エリアにて事例を交え広めた功績がある。四国エリアではこの会社は基幹的役割を
担っているため影響力は多大である。公に表彰いただくことによって、改めてこのエリアの地域工務店での履歴活用
普及につなげていく機会として選出いたします。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

新日本建設株式会社 愛媛県

推薦者名

一般社団法人JBN・全国工務店協会

新 日 本 に し か で き な い こ と

四国で唯一の天然乾燥のJAS認定工場を保持

3つの工場（製材、加工、家具）を自社で所有

すべての家が耐震等級3の安心構造です

1級建築施工管理技士の安心管理体制

すべての家が長期優良住宅です
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　年間約10棟平均で「いえかるて」登録を行い、長期優良住宅については必ず登録しています。また、30年間の情報
管理・蓄積期間中に合計8回の定期点検を行い各回に報告書・写真・図面を登録蓄積しています。

　2010年から11年にわたり、長期優良住宅の建設図書を登録下さり、たいへん感謝しています。

　登録総数は82棟で、1棟平均160枚のデータ資料を保管していることを評価し、推薦いたします。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

株式会社水建 山口県

推薦者名

株式会社フォーラム・ジェイ
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　アイフルホーム本部と協力して、早くから住宅履歴蓄積に取り組まれております。地域に根差す企業として、お客
様との関わりを特に大切にされており、引渡をしてからのお付合いにおける重要項目として、アフターハウス点検と
住宅履歴を採用されております。アフターハウス点検は、引渡し後の20年間で8回の点検を行っており、細やかな不
安も残らないようフォローをされ、その結果もきっちりデータ保管をされております。住宅履歴は住まわれるお客様
にとって、どのようなものであるか？何になるのか？いつ活用するのか？の説明から、お客様に対してしっかり行わ
れています。2013年以降1,079件の蓄積と活用があります。

　いつもお忙しい中、新しい事を始められるのは大変なことだと思います。しかしながらお客様のためになることだと、
早くから全社を挙げて住宅履歴の活用推進の新しい事に取り組まれる姿勢は、地域のリーディングカンパニーとして
素晴らしい姿勢だと思います。

　アイフルホーム本部との協議で導入が決まると、いち早く取組を行うべく社内説明会の依頼を頂きました。弊社
担当者からSAFE担当者様へ利用内容や蓄積方法など説明させて頂くと、積極的な質問などが飛び交い、非常に前
向きに取り組んで頂きました。説明後は自社での運用に落とし込みを行い、非常に早い立上げをされております。
以来、どのお客様に対しても欠かすことなく継続してご利用頂いた結果、大きな成果を築き上げられました。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

株式会社SAFE 島根県

推薦者名

株式会社日本住宅保証検査機構

安全性能
使用する建築材の基準、接合の基準など、アイフル
ホームが定める安全性能をご紹介いたします。

耐久性能
外壁や屋根に求める美しさと高いレベルの防水性、
耐風性、耐候性などの耐久性能をご紹介いたします。

快適性能
こども目線、こども基準から、住宅の安全性と快適性
を見つめる、快適性能をご紹介いたします。

断熱性能
外気の影響を抑え快適な室内環境をつくる断熱性能を
ご紹介いたします。
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　新築物件だけでなく、リフォーム工事の履歴も弊社サービス「図面データバンク」に住宅履歴を蓄積されております。
新築物件の引き渡し時には、住宅 IDが記載された住宅履歴証明書と図面データバンクの IDパスワードをセットに
してお施主様にお渡しし、住宅履歴情報の認知に貢献していただいております。

　2019年12月の「図面データバンク」ご利用開始から数えて住宅 ID発行物件数は100棟になります。今後も住宅 ID
が付与された物件が150棟、200棟と増えていかれることと思います。また、定期点検の履歴情報もお施主様に公開
されておりますので引渡し時だけに限らず、5年、10年、15年、20年と節目節目に過去の点検状況や、引渡し時の
契約書や図面など住宅履歴に触れることになり、住宅履歴蓄積の利便性や大切さをお施主様に広めることに貢献して
いただいていると感じております。

　契約から引渡しまでのどの書類、どの図面をどの課が登録するのか？など住宅履歴蓄積を社内できちんとルーティン
ワーク化されており、住宅履歴蓄積の取り組みをしっかり行われております。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

株式会社高砂建設 埼玉県

推薦者名

スマイル・コミュニケーションズ株式会社
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　年間6棟あまりのいえかるて登録を行っており、その内容も平均240枚（1棟当たり）と充実している。また、維持
管理書類である定期点検記録書類の蓄積に力を入れており、各回、登録枚数は平均15～ 20枚、内容もチェックシート
写真多数、図面と非常に熱心な取り組みを行っており、長い継続が期待される。

　特に維持管理書類の蓄積と活用を活発に行っている。

　1棟あたりの登録枚数平均240枚。維持管理書類、1回の定期点検に平均20枚を登録。特に維持管理において、
当社でお取引のある500社の中でも、一番積極的に蓄積を行っている。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

株式会社寺田工務店 静岡県

推薦者名

株式会社フォーラム・ジェイ
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　「50年長期点検サポートシステム」をご用意しており、「構造耐力上重要な部分」の20年保証をはじめ、業界でも
トップクラスの初期保証、点検プログラムによる保証期間の延長で末永く暮らしていけるようサポートしています。

　2011年より3225件のご契約を頂いておりましてありがとうございます。また、ARCHITRENDシリーズをはじめ
福井コンピュータアーキテクト製品をご愛顧頂き誠にありがとうございます。住宅履歴情報のサービスが開始された
当初より取り組んでおられ、現在に至るまでの実績を称え推薦させて頂きます。

　2011年より新築戸建て物件において全棟に住宅履歴保管庫を装着していること。保管庫の開設も3225件の実績が
あり、定期点検・アフターサービス・メンテナンス等スピーディーに対応できる体制が整えられており、履歴情報の
管理を行っている。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

東宝ホーム株式会社 福岡県

推薦者名

福井コンピュータアーキテクト株式会社

  家は財産。
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取り組み

推薦者からのコメント

　伝統を受け継ぎながらも、部材の接合部にボルトやプレートといった補強金物を使用し、強度や耐震性能を高めて
いるのがこの会社の特徴です。長く住み続けられるように、構造躯体が3世代（75年～ 90年程度）使用可能である
ことを基準とした耐久性の高い家を追求されています。床下や壁面の中に配管の隠れる部分が少ないくなるので、配
管の交換や点検といったメンテナンスの容易性も向上させています。また、20年地盤保障、30年無料点検、60年定
期点検プログラムを実施。太陽光発電等で電力を創出することで、建築・居住から解体・廃棄に至るまでに排出する
CO2の収支をライフサイクル全体でマイナスとする「LCCM住宅」の最高ランクを東日本で初めて取得されました。
2002年からは全国で継続して耐震展示会を開催され、来所者数累計210万人を超えるなど、安心安全で命を守る住
まいのご提供と啓蒙活動をされている会社様です。「いえかるてロゴマークの表示」も住宅事業部様及び資材事業部様
のホームページにご掲載いただいています。

　日頃より、住宅履歴の蓄積・活用においてご理解頂きまして誠にありがとうございます。ナイス様は全棟長期優良
住宅仕様、全棟「いえかるて」を標準装備頂き、さらに新築分譲マンションにおいても、「いえかるて」をご採用頂い
ております。管理会社様による既存物件へのご導入にも積極的で300を超える組合様に「いえかるて」をご採用頂き
ました。エンドユーザー様のお住まいを資産と捉え、維持管理情報、点検結果の保存など、ユーザー様とのフェーズ
フリーコミュニケーションツールとして「いえかるて」を活動の主軸に位置付けて頂いております。プロパティオン
は今年LINE連携致しました。今後もより良いサービスをご提供できるよう進化し続けたく存じます。ご利用者様に
おかれましては、引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

ナイス株式会社 神奈川県

推薦者名

プロパティオン株式会社
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

・住宅履歴の蓄積に関する取り組み
・長期優良住宅の計画申請や引渡し後の維持保全等に
関する取り組み

　住宅業者として工事記録を「いえかるて」に保存し、
累計49件
https://nanaho.co.jp/craftsmanship/qa/  

（抜粋）
アフターメンテナンスについては、Craftsmanshipは
終身メンテナンスを目指しています。
お引越し後、半年点検、1年点検、2年点検、5年点検、10年点検、20年点検を行います。そして点検時の工事
或いは点検外に発生したすべての工事記録を「あんしんいえかるて」に保存します。
Craftsmanshipのメンテナンスは、そのお住まいが生涯を終えるまで行うとういうのが哲学です。

・住宅履歴の普及・啓蒙に関する取り組み
　　今後の住宅市場の展望を考慮し、住宅取得者へのアフターメンテナンスとともに住宅履歴を蓄積することの重要性
を啓蒙。住宅履歴の取次をしただけでも累計300件超の実績。

　日頃より、住宅履歴の普及・啓蒙活動にご尽力いただき、ありがとうございます。中古・リフォーム市場の拡大や、
長期優良住宅の更なる普及の一助、さらには災害時等の迅速な対応等、「住宅履歴の蓄積」は大きな役割があることを
ご理解いただいております。そして、今後の住宅市場の展望を考慮しながら、住宅取得者へのアフターメンテナンス
の重要性から、住宅事業者へ「工務店サポート」の一環としても住宅履歴の蓄積をすることについて啓蒙活動を行っ
ていただいています。引き続き、住宅事業者と共に地域住文化の発展に貢献いただける会社様であると実感しており
ます。

　住宅事業者による住宅所有者への生涯メンテナンスの一環や、長期優良住宅の維持管理計画への活用の為、「住宅
履歴の蓄積」を行うことを自らの住宅部門が率先して行い、他の住宅事業者へも「住宅履歴の蓄積」に関する重要性
を啓蒙し、普及に努めておられます。山梨県の地域住文化の発展のために「住宅履歴の蓄積」を普及した件数は累計
で300件超。蓄積したことのある住宅事業者は30社超になります。（うち、蓄積累計件数が10件以上の住宅事業者
は7社）

総合貢献賞
受賞者名 所在地

株式会社七保 山梨県

推薦者名

株式会社住宅あんしん保証
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会様は、平成20年度の国土交通省の第1回超長期住宅先導的モデル事業
において維持管理・流通等のシステム整備事業として「既存木造住宅の超長期利用のための維持管理システム」が採
択されて業界に先駆けてリフォーム住宅履歴に取り組まれてきました。また、平成25年度の国土交通省の住宅ストッ
ク活用・リフォーム推進事業において「性能向上リフォームのためのインスペクション基準」の策定、平成26年度の
同事業では「性能向上リフォームガイドライン」を策定されてきました。住宅履歴情報の普及促進の為、当協会の賛
助会員にもなっておられます。　
　平成30年度からは安心Ｒ住宅の登録団体となり、良質住宅の流通促進においても住宅履歴の活用をされています。
令和元年度からは住宅ストック維持・向上促進事業において「性能向上プレミアム住宅　つながリノベ®」では性能向
上リフォームにより良質の住宅ストックを作り、次世代に資産価値を継承していく活動に取り組まれています。住宅
履歴情報は資産価値を証明する情報として無くてはならないものとなっています。

　既存住宅においては、インスペクションで既存住宅の性能を正しく評価することから始まります。しかしながら非
破壊で診断できないこともあり、解体後のリフォーム計画はとても重要になります。日本の住宅ストック6,000万
戸のうち、性能向上リフォームが求められている住宅は約50%を占めています。新築着工棟数が減少していく中で、
既存住宅ストックを良質な住宅にリフォームする需要は益々増加してくると思っています。生活者に良質な住環境を
提供していくため今後とも継続して帆走させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

　日本の既存住宅流通の課題となっている売手と買手の情報非対称「レモンの原理」この情報ギャップを解消するの
が住宅履歴情報の役割であると思っています。生活者にとって真正性のある住宅履歴情報の提供に努めている点を推
薦理由とさせていただきます。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

一般社団法人
日本住宅リフォーム産業協会 東京都

推薦者名

株式会社エー・エス・ディ



28

取り組み

推薦理由の詳細など

推薦者からのコメント

　外壁塗装、屋根リフォームにおける診断、見積もり、契約書、施工の各工程、工事完了報告書の内容を住宅履歴に残し、
お客様の資産価値の維持向上を目的としていえかるてを活用しています。また、いえかるての提案、登録をCSR活動
の一環と考え取り組んでおります。
　特に、屋根、外壁の施工面積をいえかるてに残しておくことが、定期的におこなうメンテナンスの一助となり、
リフォーム業界のコンプライアンス向上にもつながると考えています。

　プロタイムズ総合研究所様は住宅の外装リフォームを主たる事業とし、東京都府中市に本社を構え、東京、神奈川、
千葉で計8店舗を運営する会社様です。同社は、『既成概念にとらわれない本質的なサービスを社会に提供すること』
をサービス理念とし、職人の技術向上や資格取得、品質管理を徹底されており、工事の本質的価値である『品質』に
こだわりを持っています。
　その品質の証として、お客様に対していつどのような工事がおこなわれたのかを、建物診断書・見積書・工事請負
契約書・工事完了報告書等の書面をお客様にお渡しすると共に、いえかるてによるデジタル保管をおこなっています。
　同社は現在（2021年7月現在）に至るまで8,798件の ID登録をされており、住宅履歴情報サービス機関である当社
の中で最も多くの ID登録をしていることが推薦の大きな理由です。

　プロタイムズ総合研究所様は、当社が住宅履歴情報サービス機関となり、いえかるての事業を開始した当初から、
お客様への積極的なご提案をおこなっていただきました。元々不動産取引経験が豊富な社員様が多く在籍し、お客様
の大切な資産の価値を守るという消費者メリットを中心に、いえかるての価値を共に創造していただき、お客様向け
のリーフレットや提案トークの構築にもご協力いただきました。
　そして、主事業である外壁塗装工事のほぼ全てのお客様へのご提案をいただき、登録数は累計8,798件となり、
弊社のお取引会社様の中でも突出した数となっています。
　今後もいえかるての活用をよろしくお願いいたします。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

株式会社
プロタイムズ総合研究所 東京都

推薦者名

株式会社アステックペイント

お客様の 10年後のご満足のために

「いえかるて」を活用しています
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

・住宅履歴件数　1,700件超
・お客様のログイン率　約4割

　家の価値を将来にわたり保存し活用できるという優れた住宅履歴の仕組みを他社に先じて見出し、全住協いえかる
ての立上げ時に音頭をとっていただいたお陰で、全住協いえかるての今日があります。開始当初より住宅履歴の蓄積
にも貢献し、またお客様へログインを誘導し、いえかるての活用をしていただいき、ありがとうございます。これか
らもよろしくお願いいたします。

・当協会の住宅履歴件数に貢献及びログイン率が高いため推薦いたします。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

株式会社細田工務店 東京都

推薦者名

一般社団法人全国住宅産業協会

スムーズなメンテナンスを

施工図データの保管

より正確に素早く、お客さまのご要望にお応えするために、
お客さまの住まいの施工当時の設計図面と情報は、データ
化し一元管理しています。細田工務店が所属している、全
住協が管理・運営する住宅履歴の蓄積・保管サービス「全住
協いえかるて」を導入しています。

※施工図データの保管は、一部の住宅では対応しておりません。

24時間365日いつでもサポート

24時間電話受

細田工務店のアフターメンテナンス
24時間365日、住まいに関するご相談を受付ける24時間
電話受付、住宅業界に先駆けて実施している定期巡回点検
システム、確かな安心をお届けするための35年保証システ
ム、施工時の住まい情報を一元管理し、お客さまのご要望
に素早くお応えするためのアフターメンテナンスシステム
など、よりお客さまのご期待に添えるためのアフターメン
テナンスを提供しています。

専任スタッフが住まいの点検を

定期巡回点検システム
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　北海道・南幌町等と連携し、定住促進や北方型住宅の普及を目指した「きた住まいるヴィレッジ」事業、国庫補助
事業の地域型住宅グリーン化事業などへ取り組み、新築住宅に「いえかるて」と連携する推薦者が運営する「きた住ま
いるサポートシステム」に住宅履歴情報を蓄積・保管、長期優良住宅の維持保全計画の作成、入居後の定期点検の実
施等、履歴情報を維持管理において活用するなど、次代に住み継がれる良質な住宅ストック形成を推進しています。

　受賞者は上記取り組みにおいて、数多くの事業者をとりまとめ、当センターが運営する「きた住まいるサポートシ
ステム」への住宅履歴情報の蓄積、住宅の維持管理における活用推進に率先して取り組むほか、セミナー等によりそ
の普及に努める等、事業者団体として積極的かつ継続的に取り組まれた功績は大きく、大変感謝しています。

　地方公共団体と連携した地域の定住促進への取り組み及び国庫補助事業で新築する全てについて履歴情報保管、維
持保全計画の作成、定期点検の実施に取り組む等、前身の事業者団体時も含め、長年にわたり住宅履歴情報の蓄積・
活用の推進に貢献してきました。また、当センターが実施する良質な住宅のストック形成に向けた講習会等の開催に
積極的に協力頂き、その影響力や貢献度は非常に高いものと評価します。
　以上のことから、表彰にふさわしい住宅建築団体であり、推薦いたします。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

一般社団法人
北海道ビルダーズ協会 北海道

推薦者名

一般財団法人北海道建築指導センター
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　2012年に長期優良住宅の全棟採用とともに「いえかるて」による住宅履歴情報の蓄積をスタートされました。
2012年以降755件と毎年80件超の蓄積と活用。

　いつも瑕疵担保責任保険だけでなく、長期優良住宅技術的審査と住宅履歴サービスをご利用頂きありがとうござい
ます。三宅工務店様は、長年地域に密着し、時代に沿って住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会の性能・品質やサービ
スを向上させ、毎年多くの新築住宅を供給されております。地元に愛され、幅広いお客様に選ばれている三宅工務店
様は、今後益々成長されるものと感じております。弊社も色々な場面で貴社の発展に貢献できるよう努めて参ります。
今後とも変わらぬご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

　お客様に寄り添いながら一緒に新築住宅を建てるだけでなく、住宅の完成・引渡後のアフターサポート体制も整え
られております。これこそ長期優良住宅のあるべき姿であり、地域の住宅業界において先導的役割を担っておられる
事業者様であることから推薦したく思います。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

株式会社三宅工務店 兵庫県

推薦者名

株式会社日本住宅保証検査機構

家を長持ちさせる耐久性
アイフルホームでは、高いお金をかけて建てた住宅をより長く良い状態に保っておく
ため、激しい雨風、太陽の熱光に晒されても美しさを維持する、高いレベルの防水性、
耐風性、耐候性を備えた外壁や屋根を採用しています。

さらに、地震に対する耐震や、快適に過ごす断熱性、維持管理の配慮など、あらゆる
項目で、最高水準としており、「長期優良認定住宅」100％の実績を誇ります。

「長期優良認定住宅」は、補助金や金利の引き下げ、税の特例や地震保険料の割引など、
お金の面でも優遇されます。
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取り組み

推薦者からのコメント

推薦理由の詳細など

　2009年より、住宅履歴情報の蓄積・活用を本格的に開始。2009年以降の新築住宅はもとより、既存供給住宅を含
めると約9,200戸の住宅履歴情報を管理している。供給する住宅は認定長期優良住宅を標準としており、請負契約を
行うお客様、リフォーム等のメンテナンスを実施するお客様に、住宅履歴情報「いえかるて」の普及・啓発を行っている。
普及・啓発にあたっては、いえかるてロゴマーク入りのパンフレットの配布、自社ホームページ内から住宅履歴情報
管理サービスへのリンク等の仕組みを整備、営業プロセスに組み込んでおり、新築顧客のほぼ100％がお客様自身の
意思で住宅履歴情報管理サービスへ申し込み、料金を支払っている。

　足掛け12年の永きにわたり、住宅履歴情報「いえかるて」の普及・啓発に取り組み頂き、誠にありがとうございま
す。貴社の素敵な家と共に、多くのお客様に住宅履歴情報「いえかるて」をご利用いただいている事、大変嬉しく思っ
ております。初期にご登録いただいた住宅に関しましては、新築時の情報をもとに本格的な維持管理の時期が訪れて
参りました。当社の住宅履歴情報サービスも「SMILE ASP」から「SMIC(SMILE Inspection Cloud)」へ新築時情報の
蓄積から維持管理までの活用へと、進化してまいります。これからも家守りとして、貴社が行う維持管理サービスの
中で、貴社と関連事業者様、お客様を“つなぐ”住宅履歴情報「いえかるて」をご活用ください。

　お客様へ維持管理の重要性や、維持管理の主体がお客様自身である事など、住宅履歴情報「いえかるて」の普及・
啓発活動。認定長期優良住宅の引渡後のトレースにおける特定行政庁との連携やお客様のサポート、新築を供給して
いる山根木材ホームに加えて、山根木材ライフパートナー（維持管理）、山根木材リモデリング（リフォーム）等、グ
ループ全体にて、引渡後のお客様対応における情報活用、対応結果情報の生成・蓄積を行っている事。また単に生産
者情報としての蓄積・活用ではなく、維持管理の計画や結果をお客様がいつでも参照可能な様に整備・運用している等、
多岐にわたる住宅履歴情報「いえかるて」の利活用が推薦理由の詳細です。

総合貢献賞
受賞者名 所在地

山根木材グループ 広島県

推薦者名

株式会社構造計画研究所


