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 平成２６年８月５日（火）、福岡県自治会館において平成２６年度福岡県ゆとりある住まいづくり 

協議会総会が開催されました。 

 

～総会次第～ 

Ⅰ．第１部 総会 

 

 第１号議案 平成２５年度事業実施報告について 

 第２号議案 平成２５年度収入支出決算について 

 第３号議案 規約の改正（案）について 

 第４号議案 平成２６年度事業実施計画（案）について 

 第５号議案 平成２６年度収入支出予算（案）について 

 表彰選考結果について 

 《参考資料》 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会会員名簿 

 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会規約（案） 

 

Ⅱ．第２部 表彰 

 

 １．会長挨拶 

 ２．表彰状授与 

 ３．受賞者挨拶 

 

Ⅲ．第３部 講演会 

 

 演台： 「超高齢社会における住まいと住まい方」 

 

 講師： 明治大学理工学部建築学科教授 

      園田 眞理子 氏 

 

☆ 総会 ☆ 
出席者３５名、委任状１３３通の提出により、 総会成立の確認がなされた後、議長として松本福岡建

築都市部長を選出し、議事が進められました。平成２５年度事業報告及び収入支出決算、並びに平

成２６年度事業計画案及び収入予算案が事務局より提案され、全て原案通り承認されました。 

 

☆ 表彰 ☆ 
当協議会は、「県民の住まいに関する関心を高め、良質な住宅の供給及び良好な住環境の整備を 

促進することにより、生活の豊かさを実感できるゆとりある住まいづくりの推進に寄与する」ことを目的

に活動しています。その一環として、住宅建設の促進や維持、管理に功績があった個人、団体、建設

業者の方々を表彰いたしました。 

 

◆公共団体職員…２名 

◆団地内居住者…７名 

◆建設請負業者…３社 

 

 

問い合わせ： 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会 

TEL ０９２－６４３－３７３２ 

E-MAIL sumaikyo-1952@fukuoka.email.ne.jp      

〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７－７ 福岡県建築都市部住宅計画課内 

◇平成２６年度JIS

認証定期ｾﾐﾅｰ開催

のご案内  

http://www.f-sumai.org/
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◆ 平成２６年度高齢者住宅担当者研修会開催のご案内 
            みらい都市大牟田から２０２５年モデルを発信する 

        ～住宅と福祉の連携による地域包括ケアの推進を目指して～ 

 

開催概要 

日   時： 

1日目： 現地視察/平成26年10月23日(木)13:00～16:30 (※2コース選択制、先着順) 

     (班によって集合・終了時間が異なります。) 

     懇親会/視察終了後、18:00～(1時間半～2時間程度予定) 

      (★別途事前申込要!定員100名程度、先着順。参加費2,000円当日現金払い) 

2日目： 講 義/平成26年10月24日(金)9:30～16:00(予定) 

 

会   場： 

1日目: 現地視察 

     (1)地域密着型サービスコース(小規模多機能型居宅介護事業所等) 

     (2)福祉拠点併設型公営住宅コース(福祉・交流拠点併設の市営住宅等) 

2日目: 講 義     大牟田文化会館 大ホール (大牟田市不知火町2-10-2)  

 

参加対象：  地方公共団体住宅・福祉部局担当者、都市再生機構・地方住宅供給公社、社会福祉

協議会、地域包括支援センター、高齢者住宅・福祉関連事業者、コンサルタント、研究者等  

 

募集人数： 2日間参加/150名程度(最大200名まで) 

講義のみ参加/会場定員まで(600名程度) 

※1日目視察のみの応募は受付けておりません。 

 

参 加 費： 2日間参加/ 地方公共団体、財団賛助会員･出捐団体 10,000円 / 一般 15,000円 

講義のみ参加/ 一律 6,000円 

※両日とも、昼食代は含まれておりません。 

※1日目懇親会参加者は別途費用2,000円、当日現地払いのみとなります。 

 

主   催： 一般財団法人 高齢者住宅財団、大牟田市居住支援協議会 

共   催： 大牟田市、大牟田市社会福祉協議会、一般財団法人福岡県建築住宅センター、住宅市

場活性化協議会 

後   援： (予定) 厚生労働省、国土交通省、福岡県、人にやさしい建築・住宅推進協議会、（一社）

高齢者住宅推進機構 

 

＜ お申込み方法 ＞ 

申込用紙（PDFファイル、WORDファイル）に必要事項をご記入の上、当財団宛にFAX、またはメール

に添付の上、お申込下さい。 

※受付後、参加費振込先等の手続きのご案内を、FAXまたはEmail等でお送りいたします。 

※振込手数料は振込人負担となりますのでご了承ください。 

※お申込み後1週間以上経過しても、当財団より何のご連絡もない場合は、FAXまたはEmailが不達

の可能性もありますので、お手数ですが下記調査研究部までお問合せください。 

 

 

お問合せ先：   一般財団法人 高齢者住宅財団 調査研究部 担当:落合・藤井・洒井 

          TEL 03-6672-7227(直通) TEL 03-3206-6437(代表) FAX 03-3206-5256 

            〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-20-9 京橋第八長岡ビル4F 

           E-Mail kenshukai@koujuuzai.or.jp   URL  http://www.koujuuzai.or.jp 
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【対象建築物】 

日本国内に存する建築関係法令に適合するもの。募集締め切り日から遡り概ね２年以内に竣工又は増改築・

改修等の工事が完了したもの。応募日現在継続的に居住の用に供されているもの。 

 

【応募部門】 

（１）新築部門 

（２）改修部門 

 

【応募資格・条件】 

（１）原則として建築主、設計者及び施工者の三者の連名とします。（但し、都合により二者連名又はいずれか単

独となっても結構です。その場合、予め関係者の了解を取ったうえで応募してください。） 

（２）応募責任者１名を定め、応募してください。 

 

【応募資料】 

《提出資料》 

（１）第６回サステナブル住宅賞応募申請書     

（２）建築物計画説明書 

（３）建築図面（付近見取図、配置図、各階平面図、立面図（２面以上）矩計図（主要部位）設備図 

（４）住宅の長寿命化、省エネルギー省資源など住宅のサステナブル性を示す資料 

（５）居住者の生活実感等を記入した書面      

（６）全景写真等 

（７）建築工事費、設備工事費のおおよその内訳がわかる資料（外構工事費を除く。） 

（８）確認済証の写し、検査済証の写し、及び工事の完了日を証する書面 

（９）CASBEE評価結果シート（新築部門のみ。提出は任意ですが、審査の参考資料とします。） 

 

 

【日程】 

（１）応募受付期間 

平成２６年９月３日（水）～平成２６年１０月３日（金） （当日消印有効） 

（２）入賞作品の発表 

平成２７年２月初旬（予定） 

（３）表彰式 

平成２７年２月中旬に東京で開催（予定） 

 

【応募資料提出先・問い合わせ】 

〒１０２－００８３ 

東京都千代田区麹町３－５－１ 全共連ビル麹町館 

（一財）建築環境・省エネルギー機構 IBECサステナブル住宅賞事務局 

電話 ０３－３２２２－６６８８  ＦＡＸ ０３－３２２２－６６９６ 

ホームページ http://www.ibec.or.jp  

 

【リンク（詳細）】 

        http://www.ibec.or.jp/hyosyou/housing/6th_index.html 
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◆ 平成２６年度マンション維持修繕技術専門課程研修のご案内 

 
 

 この研修は、マンション管理組合等の委託に基づき修繕工事実施へ向けての企画、調査診断、修

繕設計、施工監理並びに長期修繕計画書見直し等の業務を実際に遂行しうる知識をもつ方を育成

することを目的としており、管理会社の技術部門の方々初め改修工事に携わる皆様に奮ってご参加

いただきますようお願い申し上げます。なお、東京以外の会場での研修は、東京会場での研修を録

画したものを放映して行いますので、予めご承知おき下さい。 

 

日時： 平成２６年１１月５日（水）、６日（木）  ２日間研修 

      ※申込み締め切り 平成２６年１０月１５日（水）当日消印有効 

 

場所： 福岡県中小企業振興センター 

       （福岡市博多区吉塚本町９－１５） 

 

募集人数： ５０名（定員になり次第締切、但し申込人数が５名に満たない場合中止の可能性有り） 

 

受講料： 一般・・・２８，０８０円（受講料１７，２８０円・２日間＋テキスト代１０，８００円すべて税込） 

   協会会員・・・２４，８４０円（受講料１４，０４０円・２日間＋テキスト代１０，８００円すべて税込） 

 ※テキストは（株）オーム社発行の（一社）マンション管理業協会編「マンション維持修繕技術ハンドブック（平

成２５年度版）を使用します。テキスト不要の方は受講料だけ振込下されば結構です。 

 

申込方法： 別途申込書に必要事項を記入し、受講料の振込書の写しを貼付の上、協会事務局まで

必ず郵送でお申し込み下さい。 

      URL  http://www.kanrikyo.or.jp/kensyu/data/iji_h26moshikomi.pdf 

 

    振込先： 三井住友銀行 東京公務部（店番号０９６） 

          普通預金  No．０１６３２９３ 

          口座名義  一般社団法人マンション管理業協会修繕専門課程研修口 

    送付先： 〒１０５０００１ 東京都港区虎ノ門１－１３－３（虎ノ門東洋共同ビル２階 

           一般社団法人マンション管理業協会 専門課程研修係   

 

問い合わせ先： 一般社団法人マンション管理業協会試験研修部 担当 高野・川崎 

        TEL ０３－３５００－２７２０  FAX ０３－３５００－１２６１                   
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◆ 平成２６年度 マンション管理士試験受験案内 

 

 
試験日： 平成２６年１１月３０日（日） 午後１時～３時  

              入室開始午前１１時４５分～ 注意事項説明午後０時３０分～ 

 

受験手数料： ９，４００円      受験資格： 年齢、性別、学歴、国籍、経験など一切問わない 

 

受験申込受付期間： 平成２６年９月１日～３０日 

 

配布場所： 福岡市博多区東公園７－７ 福岡県庁建築都市部 住宅計画課 計画係 

※郵送・宅急便・全国主要書店・HPからも入手可能 

 

受験申込方法： 受験手数料を、公益財団法人マンション管理センターが指定する払込用紙を用い郵

便振替又は銀行振込により納付し受験申込書類を平成２６年９/１～３０（当日消印有効）までの間に

公益財団法人マンション管理センターへ郵送する。 

 

 

★想定されるマンション管理士試験の内容 

 
(1)マンションの管理に関する法令及び実務に関すること 

建物の区分所有等に関する法律、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法、マンションの建替えの円

滑化等に関する法律、民法（取引、契約等マンション管理に関するもの）、不動産登記法、マンション標準管理規

約、マンション標準管理委託契約書、マンションの管理に関するその他の法律（建築基準法、都市計画法、消防

法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等） 等 

(2)管理組合の運営の円滑化に関すること 

管理組合の組織と運営（集会の運営等）、管理組合の業務と役割（役員、理事会の役割等）、管理組合の苦情対

応と対策、管理組合の訴訟と判例、管理組合の会計 等 

(3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること 

マンションの構造・設備、長期修繕計画、建物設備の診断、大規模修繕 等 

(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等 

 

 

 

申込・問い合わせ： 公益財団法人 マンション管理センター 

          URL： http://www.mankan.org/index.html 

   〒１０１０００３ 東京都千代田区一ツ橋２－５－５ 岩波書店一ツ橋ビル７F 

         TEL ０３－３２２２－１６１１（試験案内専用電話） 

大阪支部 

   〒５４１００４２ 大阪府中央区今橋２－３－２１ 藤浪ビル３F 

         TEL ０６－４７０６－７５６０ 

 

９ 住まいの伝言板 月号 
すまいの伝言板は  ～福岡県すまいネット～  に掲載しております。 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会総会

実施報告 

◇平成２６年度高齢者

住宅担当者研修会開

催のご案内 

◇第６回サステナブ

ル住宅賞 

◇平成２６年度マン

ション維持修繕技術専

門課程研修のご案内 

◆平成２６年度マン

ション管理士試験受験

案内 

◇福岡県住宅省ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ設計技術講習

会について 

◇労働安全衛生特別

教育講習会（低圧電

気取扱者）   

◇平成２６年度第３

期建築士定期講習

受講について 

◇木材ポイントの実施

状況（平成２６年７月

末時点）  

◇住宅エコポイント実

施状況について（平成

26年７月分）  

◇新設住宅着工 

統計（平成26年７月

分） 

◇平成２６年度JIS

認証定期ｾﾐﾅｰ開催

のご案内 

http://www.mankan.org/index.html
http://www.f-sumai.org/


◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会総会

実施報告 

◇第６回サステナブ

ル住宅賞 

◇平成２６年度マン

ション維持修繕技術専

門課程研修のご案内 

◆福岡県住宅省ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ設計技術講習

会について 

◇平成２６年度第３

期建築士定期講習

受講について  

◇労働安全衛生特別

教育講習会（低圧電

気取扱者）   

◇住宅エコポイント実

施状況について（平成

26年７月分）  

◇新設住宅着工     

統計（平成26年７月

分） 

◇平成２６年度高齢者

住宅担当者研修会開

催のご案内 

◇木材ポイントの実施

状況（平成２６年７月

末時点）  

９ 住まいの伝言板 月号 
すまいの伝言板は  ～福岡県すまいネット～  に掲載しております。 

◇平成２６年度マン

ション管理士試験受験

案内 

◆ 福岡県住宅省エネルギー設計技術講習会について 

 
 

 国土交通省では、新築住宅における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

的としています。そのため住宅の省エネルギー化を推進するための体制を強化する事業として、木造

住宅・木造建築物の性能及び生産向上等とため「住宅省エネルギー施工技術講習会」を本年度も開

催することとなりました。 

 

 

講習会カリキュラム： ９：１０～受付開始  ９：３０～１７：００ 

 

 

☆ 福岡会場 

    天神チクモクビル （福岡市中央区天神３－１０－２７  TEL ０９２－７１５－３２５０） 

    開催日：  平成２６年１０月１８日（土）・１２月１０日（水） 

           平成２７年１月２４日（土） 

 

 

☆ 久留米会場 

    久留米ビジネスプラザ （久留米市宮ノ陣４－２９－１１  TEL ０９４２－３１－３１０４） 

    開催日：  平成２６年９月２０日（土） 

 

 

☆ 北九州会場 

    真鶴会館 （北九州市小倉北区真鶴１－５－１５  TEL ０９３－５７１－７８６１） 

    開催日：  平成２６年１１月２２日（土） 

 

 

受講料： １，０００円 

        賞状型修了証・・・２，０００円 （受講料１，０００円・発行手数料１，０００円） 

        カード型修了証・・・３，０００円 （受講料１，０００円・発行手数料２，０００円） 

 

定員： 各日５０名 

 

 

申込み・問い合わせ先： 

          URL  http://www.f-shikai.org/info/info.html?id=2682 

 

          福岡県地域木造住宅生産体制強化地域協議会 事務局 

             （一社）福岡県木造住宅協会   担当：小林 

        TEL ０９２－６２１－７４００    FAX ０９２－６２１－５７８８ 

 

◇平成２６年度JIS

認証定期ｾﾐﾅｰ開催

のご案内 

http://www.f-sumai.org/
http://www.f-shikai.org/info/info.html?id=2682


◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会総会

実施報告 

◇第６回サステナブ

ル住宅賞 

◇平成２６年度マン

ション維持修繕技術専

門課程研修のご案内  

◇福岡県住宅省ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ設計技術講習

会について 

◇平成２６年度第３

期建築士定期講習

受講について 

◆労働安全衛生特別

教育講習会（低圧電

気取扱者） 

◆ 労働安全衛生特別教育講習会（低圧電気取扱者） 
 

 

日 時：   【H２６年度 第４回】 平成２６年１０月 ９日（木）  ８：５５～１８：００       

       【H２６年度 第５回】 平成２６年１２月１０日（水）      〃 

     

会 場： 福岡商工会議所 

 

定 員： 各回６８名 （定員になり次第締切） 

 

受講料： 一般社団法人 日本電気協会会員  ８，２００円 

      協賛団体、後援団体の会員又は「電気と九州」年間購読者  ９，３００円 

      上記会員以外  １１，３００円 

      ※ テキスト代、消費税含む 

 

教育科目 

 ・ 低圧の電気に関する基礎知識（１時間） 

 ・ 低圧の電気設備に関する基礎知識（２時間） 

 ・ 低圧用の安全作業用具に関する基礎知識（１時間） 

 ・ 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法（２時間） 

 ・ 関係法令（１時間） 

 ・ 実技（１時間） 

 

申込み・問い合わせ先：  

           〒８１０－０００４ 

             福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 電気ビル北館１０階 

              一般社団法人 日本電気協会 九州支部 技術部 

               TEL ０９２－７７１－２５９６ ／ FAX ０９２－７８１－５７７４ 

 

           URL   http://www.kea.gr.jp/kousyu/kousyu_16.html 

◇住宅エコポイント実

施状況について（平成

26年７月分）  

◇ 新設住宅着工     

統計（平成26年７月

分） 

◇平成２６年度高齢者

住宅担当者研修会開

催のご案内 

◇木材ポイントの実施

状況（平成２６年７月

末時点） 

９ 住まいの伝言板 月号 
すまいの伝言板は  ～福岡県すまいネット～  に掲載しております。 

◇平成２６年度マン

ション管理士試験受験

案内 

◇平成２６年度JIS

認証定期ｾﾐﾅｰ開催

のご案内 

http://www.kea.gr.jp/kousyu/kousyu_16.html
http://www.f-sumai.org/


◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会総会

実施報告  

◇第６回サステナブ

ル住宅賞 

◇平成２６年度マン

ション維持修繕技術専

門課程研修のご案内 

◇福岡県住宅省ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ設計技術講習

会について 

◆平成２６年度第３

期建築士定期講習

受講について 

◇労働安全衛生特別

教育講習会（低圧電

気取扱者） 

◇住宅エコポイント実

施状況について（平成

26年７月分）  

◇ 新設住宅着工     

統計（平成26年７月

分） 

◆ 平成２６年度第３期建築士定期講習（有料）受講について   

 

                                          

福岡会場講習日： 平成２６年１１月５日（水） ９：３０～１７：３０ 

 

受講申込受付期間： 平成２６年８月１８日～１０月２０日 ９：３０～１６：３０ 

                  ※ただし土日祝日は除く 

 

受講手数料： １２，９６０円（テキスト代、消費税込み） 

 

定員： ２００名 （講習の受付は申込受付順とし受講申込者数が定員に達した場合または極端に受

講申込者が少ない場合は希望する講習地及び講習日で受講できない場合あり） 

 

福岡会場講習会場： 福岡建設会館７階会議室 

             福岡市博多区博多駅東３－１４－１８ 

 

申込・問い合わせ：  公益社団法人 福岡県建築士会 

       URL： http://www.f-shikai.org/info/info.html?id=2857 

        福岡市博多区博多駅東３－１４－１８ 福岡建設会館６階 

       TEL ０９２－４４１－１８６７    HP： http://www.jaeic.jp/ 

 

 

 

         

◇平成２６年度高齢者

住宅担当者研修会開

催のご案内 

◇木材ポイントの実施

状況（平成２６年７月

末時点）  

９ 住まいの伝言板 月号 
すまいの伝言板は  ～福岡県すまいネット～  に掲載しております。 

◇平成２６年度マン

ション管理士試験受験

案内 

◇平成２６年度JIS

認証定期ｾﾐﾅｰ開催

のご案内 
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◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会総会

実施報告  

◇第６回サステナブ

ル住宅賞 

◇平成２６年度マン

ション維持修繕技術専

門課程研修のご案内 

◇福岡県住宅省ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ設計技術講習

会について 

◇平成２６年度第３

期建築士定期講習

受講について 

◇労働安全衛生特別

教育講習会（低圧電

気取扱者） 

◇住宅エコポイント実

施状況について（平成

26年７月分）  

◇ 新設住宅着工     

統計（平成26年７月

分） 

◆ 平成２６年度JIS認証定期セミナー開催のご案内 

 
 当セミナーは、JIS 認証に係る最新情報や品質管理のポイント等を提供するとともに、認証工場と

GBRC のコミュニケーションを図ることを目的として、定期的に開催しているものです。今回のセミナー

では、JIS マークの誤表示防止や、審査における指摘事項の事例について紹介致します。工場におけ

る品質管理に重要な内容となっておりますので、GBRC でJIS 認証を取得された工場の皆様は奮って

ご参加下さいますよう、お願い申し上げます 

                                            
                                            

開催日： 平成２６年１１月２８日（金）        定員： ２００名 

 

会場： 福岡県自治会館                        参加費： 無料 

     （福岡市博多区千代４－１－７） 

 

対象工場： GBRCでJIS認証を取得された工場（コンクリート系及び建材系の全ての認証工場） 

 

★プログラム 

JIS 認証定期セミナー 

10：00～11：40 

時 間 プログラム 

① 10：00～10：10 主催者挨拶 

② 10：10～10：50 JIS マークの誤表示防止について 

③ 10：50～11：30 認証審査における指摘事項の事例 

④ 11：30～11：40 質疑応答 

 

申込・問い合わせ：  一般財団法人 日本建築総合試験所 製品認証センター（担当 衣笠
きぬがさ

） 

     URL： http://www.gbrc.or.jp/contents/jis/JIS2/jis_seminar.html 

      〒５４０００２６ 大阪市中央区内本町２－４－７ 大阪U２ビル６F 

        TEL ０６－６９６６－５０３２   FAX ０６－４７９０－８６３１ 

                       E-MAIL： pcc02@gbrc.or.jp 

 

 

 

 

◇平成２６年度高齢者

住宅担当者研修会開

催のご案内 

◇木材ポイントの実施

状況（平成２６年７月

末時点）  

９ 住まいの伝言板 月号 
すまいの伝言板は  ～福岡県すまいネット～  に掲載しております。 

◇平成２６年度マン

ション管理士試験受験

案内 

◆平成２６年度JIS

認証定期ｾﾐﾅｰ開催

のご案内 

http://www.gbrc.or.jp/contents/jis/JIS2/jis_seminar.html
mailto:pcc02@gbrc.or.jp
http://www.f-sumai.org/


◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会総会

実施報告  

◆ 木材利用ポイントの実施状況（平成２６年７月末時点） 

  

 

 平成２６年７月末時点での木材利用ポイントの実施状況が公表されましたのでお知らせ致します。 

 

● 木材利用ポイントの申請状況 

                                  H２６年７月計                       累計 
                              集計期間H２６年７／１～３１         集計期間H２５年７／１～H２６年７／３１ 
                              件数                         件数 

  ポイントの申請                 １４，２９７     １００．００％              ９２、２３１     １００．００％ 

 ・木造住宅（棟別申請）内装・外装木質化    １３，６３０     ９５．３３％               ８４，６５４      ９１．７８％ 

   ・木材製品 ストーブ                   ６６７       ４．６７％               ７，５７７       ８．２２％ 

    

         詳細： http://mokuzai-points.jp/implement/1407.html 
            （木材利用ポイントの発行・交換状況等&木造住宅/内装・外装木質化都道府県別ポイント発行状況） 
 

 

 

 

      ★木材利用ポイントに関する専用の問い合わせ先は、以下の通りです。★ 

 

  ＜専用のコールセンター＞ 

 

     電話番号   ０５７０－６６６－７９９（有料） 

              ０３－６７０１－３２７０（PHS・IP電話からの場合） 

 

     受付時間   ９：００～１７：００（土日祝日含む） 

 

 

  ＜木材利用ポイント事務局ホームページ＞ 

 

                 URL  http://mokuzai-points.jp 

 

 

 

 

※ 木材利用ポイント事業については、今後、一部変更等がありうることを御承知おきください。変更

があった場合に上記のホームページ等で周知します。 

 

 

 

◇平成２６年度高齢者

住宅担当者研修会開
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◇第６回サステナブ
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状況（平成２６年７月
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26年７月分） 
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分） 
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◇平成２６年度マン
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http://mokuzai-points.jp/implement/1407.html
http://mokuzai-points.jp
http://www.f-sumai.org/


統 計 

◆ 住宅エコポイント実施状況について （平成２６年７月分） 
 

 平成２６年７月末時点での住宅エコポイント及び復興支援・住宅エコポイントの実施状況についてと

りまとめられましたのでお知らせいたします。 

 

 １．住宅エコポイントの申請状況 

   (１) 平成２６年７月の合計 

      [１]新築         ７８６戸 

      [２]リフォーム       ０戸 

      [３]合計         ７８６戸 

 

   (２) 申請受付開始からの累計 

      [１]新築         １，０８７，５４５戸 

      [２]リフォーム       ７９７，６９４戸 

      [３]合計         １，８８５，２３９戸 

 

 ２．住宅エコポイントの発行状況 

   (１) 平成２６年７月の合計 

      [１]新築          ６７７戸       （内福岡県分）  ２ 戸 

      [２]リフォーム        ０戸                  ０ 戸 

      [３]合計          ６７７戸                  ２ 戸 

 

   (２) 申請受付開始からの累計 

      [１]新築         １，０８５，７３２戸        （内福岡県分）  ３５，４７９戸 

     [２]リフォーム       ７９３，０９７戸                   ２３，７７７戸 

     [３]合計         １，８７８，８２９戸                   ５９，２５６戸 

 

 

リンク： http://jutaku.eco-points.jp/newsrelease/140815_1.html 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会総会

実施報告 

◇第６回サステナブ

ル住宅賞 

◇平成２６年度マン

ション維持修繕技術専

門課程研修のご案内    

◇福岡県住宅省ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ設計技術講習

会について 

◆住宅エコポイント実

施状況について（平成

26年７月分） 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成26年７月

分） 

◇労働安全衛生特別

教育講習会（低圧電

気取扱者）   

◇平成２６年度第３

期建築士定期講習

受講について 

◇平成２６年度高齢者

住宅担当者研修会開

催のご案内 

◇木材ポイントの実施

状況（平成２６年７月

末時点） 

９ 住まいの伝言板 月号 
すまいの伝言板は  ～福岡県すまいネット～  に掲載しております。 

◇平成２６年度マン

ション管理士試験受験

案内 

◇平成２６年度JIS

認証定期ｾﾐﾅｰ開催

のご案内 

【お問い合せ】 

 

住宅エコポイント事務局 

 

ＴＥＬ  ０５７０－０６４－７１７ 

ＵＲＬ http://jutaku.eco-points.jp/ 

http://jutaku.eco-points.jp/newsrelease/140815_1.html
http://www.f-sumai.org/
http://jutaku.eco-points.jp/


◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会総会

実施報告  

◇平成２６年度高齢者

住宅担当者研修会開

催のご案内 

◇第６回サステナブ

ル住宅賞 

◇平成２６年度マン

ション維持修繕技術専

門課程研修のご案内 

◇福岡県住宅省ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ設計技術講習

会について  

◇労働安全衛生特別

教育講習会（低圧電

気取扱者） 

◇平成２６年度第３

期建築士定期講習

受講について 

◇木材ポイントの実施

状況（平成２６年７月

末時点）  

◇住宅エコポイント実

施状況について（平成

26年７月分）  

９ 住まいの伝言板 月号 
すまいの伝言板は  ～福岡県すまいネット～  に掲載しております。 

◇平成２６年度マン

ション管理士試験受験

案内 

 

 

 

  

◆  新設住宅着工 

統計（平成２６年７月

分）   

新設住宅着工戸数（７月分） 

◇平成２６年度JIS

認証定期ｾﾐﾅｰ開催

のご案内 

福岡県の７月の住宅着工戸数は2,520戸、前年度同月戸

数を30.4％下回りました。 

利用関係別では、持ち家系（持家と分譲住宅を足したも

の）は1,312戸、前年度比-36.4％、貸家系（貸家と給与住宅

を足したもの）は1,208戸、前年度比で‐22.4％となっていま

す。 

また、全国の７月の住宅着工戸数は72,880戸で、前年同

月戸数を14.1％下回りました。 

持 ち 家 系 で は 43,566 戸、前 年 度 比 で -18.1％、貸 家 系

29,314戸で、前年度比-7.3％となっています。 

７月の新設住宅着工戸数 

http://www.f-sumai.org/

