
健やか住まい方のわかる本
練習問題集

■本部・セミナースペース
大阪市淀川区西中島5‐7‐19 第7新大阪ビル 601
TEL 06-6390-8561   FAX 06-6390-8564

さらに知識を深めたい、活用したい方へ（上位資格のご紹介）

合格への道筋

健康住宅アドバイザー試験テキスト

健康住宅アドバイザー試験

多忙な日々の中でいつでも、
どこでも、空いた時間を見つ
け、携帯電話を利用しての
健康住宅アドバイザーの学
習も出来る様になりました。

WEBによる
受験対策講座

① 健康住宅アドバイザー資格試験の傾向と対策について（0.5H）
②テキスト主要部分の解説（2.5H）

講座カリキュラム

③模擬試験（1H）

健康ネットへの入会

協会ホームページを開く

携帯Eラーニングのバナーをクリック

練習問題（記述パターン）6問・30解答
を掲載しておりますので

空いた時間を見つけてトライする。

携帯Eラーニング
受講料5,000円

※取得無料(通信費は発生)

健康ネット
無料入会受付中

【 発行・販売：NPO法人 日本健康住宅協会 】

定価 3,000円

全国で約12,000人の
“暮らしのカウンセラー”が活躍しています。

私たちは健やか住まい方で健康長寿の実現を目指しています
NPO法人日本健康住宅協会は、特定非営利活動にて住まい手に寄り添う活動集団です

受験案内・要項・願書

健康住宅
アドバイザー
資格のご案内

受験対策用の公式テキストをNET販売しております。詳細はNPO法人日本健
康住宅協会のホームページをご覧いただくか、本部までお問合せください。

日本健康住宅協会では、健康住宅アドバイザーを目指す方々へ種々のレクチャー類をご用意しております。

公式テキスト

受験対策用の練習問題集をNET販売しております。
詳細はNPO法人日本健康住宅協会のホームペー
ジをご覧いただくか、本部までお問合せください。

練習問題集

定価 1,000円
爽やかな空気の住まい

穏やかな温熱の住まい

和やかな光視の住まい

静やかな音振動の住まい

堅実な防露の住まい

安心な防カビの住まい

健全な防虫の住まい

第１章

第２章

第３章

第４章

第５章

第６章

第７章

化学物質が室内空気を汚染し人へ与える影響やその予防法

ヒートとコールドの両面から見たダメージや建物の温熱性能

照明・自然光が持つ人への有用性や良くない影響やその計画

人が不快音と感ずるメカニズムや解消する為の基礎知識

断熱性能に起因しない生活由来による結露の捉え方と防止法

カビ発生の根本原因から人に優しいカビ防止法と腐朽菌知識

建物内に存在する微小虫の同定と防虫法と床下シロアリ対策

章　立 内　容

健康住宅アドバイザーの資格試験は住まい環境に関する幅広い
知識が出題されます。建築知識を持たれていない方や普段の業務
が忙しく集中して学習出来ない方のために講座を用意しておりま
す。講座開催は公開試験前約1カ月となります。

健康住宅
ディレクター

健康住宅
スペシャリスト

健康住宅
アドバイザー

ハウスメンテナー資格制度
健康住宅アドバイザー研修関連の講師役ができる制
度です。企業や地域で健康住宅アドバイザーを養成
したり、協会主催の各種健康セミナーの開催なども
できます。

４つの住環境にリノベーションを加えた５つの専門資
格です。健康配慮住宅認証制度に資格者として
記名押印ができます。

健やか住まい方を、提案や指導するための資格です。
協会が保有する各種サービスが無償で利用できます。

「健康住宅協会」は
特定非営利活動法人日本健康住宅協会の登録商標です。
健康住宅協会：登録第5339103号

「健康住宅アドバイザー」は
特定非営利活動法人
日本健康住宅協会の登録商標です。
健康住宅アドバイザー：
登録第5133381号

「健康住宅アドバイザー」は
特定非営利活動法人
日本健康住宅協会の登録商標です。
健康住宅アドバイザー：
登録第5133381号

資格のマスター

住環境の診断士

暮らしのカウンセラー



有害物質による
不慮の中毒及び
有害物質への曝露

39.8%
23.5%

17.6%

2.0%
5.3%

不慮の溺死
及び溺水

その他の
不慮の窒息

転倒・転落・墜落

その他

煙、火及び
火災への暴露

※警察省統計、厚生労働省人口動態調査結果（2020年）

約57%が住環境悪化に関係しており、
健康住宅アドバイザーの指南範囲です。
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※警察省統計、厚生労働省人口動態調査結果をもとに作成

※この人数には熱中症
　は含まれません。家庭内の不慮の事故

による死亡者数 13,708人

2,839 人

道路交通事故
による死亡者数

4.8倍

※

家屋内事故の死因内訳 家屋内事故と道路交通事故の死亡者数比較

建築知識を住まい方の知恵に変える
健康住宅アドバイザー資格。
ビジネスに役立てることは勿論、
自身の住まい方の改善にも繋がります。
他にもこんなメリットが・・・・。

※2022年10月現在の数値です。

■職種分布

28%

2%
7%

46%
15%

2%

営業系 技術系 事務系

顧客サービス系

住宅・建設・設計

設備・建材・内装

公務員・教員・学生
専門職

その他

営業系が46%で、次に技術系が28%で顧客サービス系も15%
を占めています。

■業種分布
住宅・建設が最多の65%で、その他には、住宅設備、建材など
多種多様な業種の方が取得しています。

65%15%

2０%

住宅メーカーの中では「健康住
宅アドバイザー」を社内推奨資
格として取り上げています。

健康住宅アドバイ
ザーが住まい手へ
環境配慮の意識付
けを目的とした体
験型ミニイベント。
（7分野を用意）

人へのダメージ＆ストレス影響メカニズム

ダメージ ストレス 原因物質や原因要素

DNA 環 境

食環境
（食育）

住環境
（住育）

ヒヤリハットの原則を引用すれば、住環境での
29件のダメージと300件のストレスが住環境悪
化を招き、重篤な1件に繋がっています。これは
総事故件数の6割を超す割合となっています。こ
のダメージやストレスを招いている原因物質が化
学物質、埃、カビ、ダニ、などであり、要因要素が
換気不足、暑寒、騒音、明暗やグレアになります。

健康住宅アドバイザーとは
健康長寿へ向けての相応しい住まい方が学べます
「健康住宅」を健康に住み続ける事の出来る“性能”や“設備”を備え、住む人が健
やかな住まい方をしている住宅と定義し、健康住宅アドバイザー資格はその住ま
い方を包括してます。

あらゆる角度から人の健康をアドバイス出来ます
空気、温熱、光視、音振動の４つの住環境に加え、防露、防カビ、防虫の3つの防除
対策を最新情報からコンパクトにまとめた知識が広い視野をもたらしてくれます。

技術や性能の本質を健やかな住まい方にまとめてます
住宅は省エネ法や品確法の改訂に伴い、性能や設備が高性能化しています。そ
の変遷に伴う相応しい住まい方を研究、研鑽し、住まい手に届ける事で、提供し
た商品やサービスの価値を最大限活用してもらえる事にもなります。これは今も
なお増え続けて止まない住宅内での事故を抑制する事にも繋がります。

家屋内事故を減らすことが急務

幅広い業種・分野の方が資格を取得されています。

日常の悩みを解決
健やか住まい方は知恵でした・・・！

畑違いの資格ではと思いましたが
人の健康はあらゆる仕事に繋がってました。

 

ATC株式会社
事業推進
安岡 節也 さん

ミサワホーム株式会社
商品開発部
石塚 禎幸 さん

大阪ガスマーケティング
開発企画室 開発企画チーム
茂木 拓斗 さん

タオルで顔をマスクし、カビ取り剤を散布、
汗だくになってお風呂掃除してたのが我が
家の恒例行事。それでもカビの脅威には勝
てませんでした。健康住宅アドバイザーの
資格試験にトライしたところ、換気の在り方
やカビの成長過程など具体的な知識が書か
れてました。普段の生活で勘違いしていた
事も多く、嫌だと思っていたことが健康を害
する要因にもなっていました。資格証を身
に着けてから、商品の説明も少しは論理的
で、使う人の健康を気遣う言葉も織り込める
様になりました。それが自分自身の健康に
も役立つのであれば、本当に有難い事です。

法人営業部門のスタッフとして、新築住宅を
建築される事業者に対し、住設機器やエネ
ルギーなどをご採用頂ける様、販売計画の
策定などを行っております。建築事業主に
とって、住まい手の生活が如何に快適で安
心して暮らせるかは最大の関心事では無い
でしょうか。健康住宅アドバイザーにはふ
んだんに健やか住まい方が含まれており、住
宅や設備の性能や使い方だけに留まらない
提案が可能になりました。この資格を取得
した事により、「健康」を視野に入れた販売
施策の立案が出来、建築事業者の実績拡大
にも貢献出来ていると思います。

住まい手の健康を考えるのは、
設計の本質・・・。

私は住宅の企画・開発を担当しています。日
頃の開発においては開発者目線だけでの商
品開発にならないよう、入居者目線での取り
組みを考える必要があります。健康住宅ア
ドバイザーの学習を通して、様々な住環境が
ある中で総合的かつ具体的に健康に関わる
要素について習得することができたと思いま
す。特に空気環境、温熱環境など発生要因
として目に見えないものについては、住宅や
設備の性能に加え正しい住まい方の啓発が
非常に大切だと実感しています。今後の商
品開発にここで得た知見を活かしていきた
いと思います。

合格者の皆さんの声

資格取得のメリット

2021年の交通事故死者数は2,636人で統計開
始以来最小となりました。一方2020年の家屋
内事故死者数は13,708人（家屋内熱中症は含
まれず）となっており、一向に減っていく兆しが見
られません。

住環境悪化を招かない暮らし

病症はDNAと環境が大きく関係します。ここで
いう環境は、食環境と住環境の二つに大別でき
ます。食環境の改善は特定検診などでの検査結
果から、栄養士や保健士から指導を受けます。住
環境悪化を招いている暮らし方も改善するには
食環境改善と同等な仕掛けが必要になります。

健康住宅アドバイザー資格証

登 録 番 号

氏 　 　 名

登録年月日

第000-000000
健住  太郎

20ｘｘ年0月0日

NPO法人 日本健康住宅協会

19ｘｘ年 0月0日 生

20ｘｘ年12月31日まで有効

交付年月日 20ｘｘ年0月0日

① 資格登録をビジュアルアピール出来ます
 顔写真入りのカード型資格証を発行、名刺へ資格登録番号の記載など

② 資格者として記名押印が出来ます
 各種認証制度の配慮事項説明書、住まい環境評価書など

③ 協会が持つ様々なシステムが無償活用出来ます
 健康ネットの活用、健康フォーラムの開催など

④ フォローアップ制度も充実しています
 メルマガの受領、健康イベントの参加、スキルUP見学会など

⑤ ハウスメンテナー資格制度で更なるチャレンジが出来ます
 健康住宅スペシャリスト⇒診断/測定
 健康住宅ディレクターｰ⇒講師/執筆

⑥ 協会本部の健康住宅相談窓口の活用が出来ます
健康フォーラムの開催風景


