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◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成
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◆ ２０１５年度日本建築学会支部共通事業 

  「建築工事標準仕様書・同解説JASS５鉄筋コンクリート工事」改定講習会 

 

 
２009年に建築工事標準仕様書JASS5鉄筋コンクリート工事を大幅に改定して6年が経過しました。この間、建築

を取り巻く社会・経済情勢の変化や技術の進歩が起こるとともに、関連するJISや指針なども改正・改定されまし

た。JASS5は、標準仕様書という形をとっていますが、社会的には法令を補完するものとして扱われております。 

 本会では、会員ならびに鉄筋コンクリート造建築物の設計・施工に携わるすべての技術者各位に広くその趣旨

および内容をご理解いただき、それぞれの専門領域において役立てていただくために、本講習会を開催するこ

とといたしました。本会会員ならびに鉄筋コンクリート造建築物に関連する技術者各位におかれましては、奮っ

てご参加下さいますようご案内申し上げます。 

 

 

日時： 平成２７年８月３日（月） 

           ９：４０～１６：３０ 

 

会場：  福岡建設会館 

         福岡市博多区博多駅東３－１４－１８ 

 

定員：  ２５０名 

 

参加費（テキスト代込み）： ①日本建築学会会員・・・ 16,000円  

                  ②後援団体会員・・・ 18,000円 

                  ③会員外（1,2以外）・・・21,000円 

 

 ✿テキスト✿ 

   建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事）、B5判、約900頁 

    ※テキストの一般販売は最終会場終了後となります。 

 

 

申込・問合せ先： URL http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2015/jass5.pdf 

 

                   日本建築学会九州支部 

        〒８１００００１ 福岡市中央区天神４－７－１１ クレアビル５F 

                  TEL ０９２－４０６－２４１６ 
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 非住宅建築物（ビル等）の省エネルギー基準は、平成25 年1 月に改定され、平成27 年4 月から外皮の 

評価「PAL＊」と設備の評価「一次エネルギー消費量」による届出が、経過措置を終了して完全施行されて 

います。 本講習会は、5000㎡以下の建築物における省エネ措置の届出が円滑に実施されることを目的

に、簡易な評価法「モデル建物法入力支援ツール」を用いた算定法を中心に解説致します。是非この機会に

受講されることをお薦め致します。 

 （注：本講習会は、平成26 年９月～11 月に実施した 「建築物の改正省エネルギー基準/モデル建物法に

よる届出講習」と同じ内容です） 

 

 

日時：  平成２７年７月２７日（月） 

       ※申込締切 開催日の７日前（定員になり次第締切） 

 

定員：  １００名           参加費：  無料 

 

会場：  福岡国際会議場 

        福岡市博多区石城町２－１     TEL ０９２－２６２－４１１１ 

 

対象： 非住宅建築物の建設業、建築・設備設計事務所、設備メーカー、エネルギー関連業界、 

     その他非住宅建築物事業に関連する業界の方々 

  

 

 ✿プログラム✿ 

   3時間 

  13:00   開会 事務局説明 （5分） 

  13:05   改正省エネルギー基準（非住宅建築部分）の概要 （25分） 

  13:30   「 モデル建物法入力支援ツール」によるPAL＊及び一次エネルギー 

        消費量の算定〜入力操作のデモ〜 （130分：途中休憩10分を含む） 

  15:40 届出書の書き方 （20分） 

  16:00 閉会 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.jsbc.or.jp/seminar/2015/pdf/hojojigyo_model_seminar.pdf 

 

 

      一般社団法人 日本サステナブル建築協会 非住宅建築担当（平日9:30～17:30） 

     ●講習の申込・手続等に関するお問合せ：講習会受付係 TEL: 042-620-5175 

     ●講習内容に関するお問合せ TEL: 03-3222-6391 
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 建築物の性能や資産価値を維持・向上させるためには、建築物の仕上（内外装）について、建築基準法第8 

条の建築物を常時適法な状態に維持するという要請にとどまらず、経年劣化、社会経済環境の変化、技術の進

展等に対応して、適切に維持保全を図ることが欠かせません。「建築仕上診断技術者」は、このようなニーズに

対応して、「建築仕上診断業務指針」を標準として建築物の仕上（内外装）の物理的劣化、社会的劣化などを総

合的に診断し、建築物の適正な維持保全に資する技術者です。「建築仕上診断技術者」の資格は、建築物の仕

上とその診断に関して体系的にカリキュラムが組まれた本講習を受講し、講習の修了が認められた者で、公益

社団法人ロングライフビル推進協会に資格登録された者に与えられます。建築仕上に関する業務を行う皆様に

おかれましては、本講習をぜひ受講いただきますよう、御案内申し上げます。 

 

 

日時：  平成２７年１０月１４日（水）～１６日（金） 

       ※申込受付期間 平成２７年７月１日（水）～８月３日（月） 

 

定員：  １７０名（定員になり次第締切） 

 

受講料：  ５１，８４０円（消費税、テキスト代込み） 

 

会場：  福岡朝日ビル 

        福岡市博多区博多駅前２－１－１ 

 

 

 ● 講習時間（予定）：  １ 日目 9 : 5 0 ～ 1 7 : 3 0 、 ２ 日目 9 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0 、 

                ３ 日目 9 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0 

 ● 本講習は、厚生労働省の「キャリア形成促進助成金」制度の適用の見込みです。 

 ● 本講習は、「建築士会継続能力開発制度（ C P D ）」の認定単位となります。 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.belca.or.jp/shiage27.pdf 

 

         公益社団法人 ロングライフビル推進協会（BELCA）  資格推進部 

      〒１０５-００１３  東京都港区浜松町２ -１ -１ ３  芝エクセレントビル ４ 階 

       電 話 ： ０ ３ -５ ４ ０ ８ -９ ８ ３ ０ 、 FAX： ０ ３ -５ ４ ０ ８ -９ ８ ４ ０ 
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日時：  第２回  平成２７年８月８日（土）～９日（日） 

               ９：００～１７：００ 

 

定員：  50名（定員になり次第締切） 

 

受講料：  １２，３００円（消費税込み） 

     ※問題集が必要な方は、別途問題集代（1,400円）が必要となります。 

     ※受講料支払い後に、取消または当日欠席されても受講料の払い戻しはいたしません。 

 

  ✿テキスト 『2015年版 第二種電気工事士 筆記問題集』（日本電気協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.kea.gr.jp/capacity/kousyu_31.html# 

 

       〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号 電気ビル北館10階 

                一般社団法人 日本電気協会 九州支部 

                TEL：092-771-2596 FAX：092-781-5774 
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 【試験の基準及び内容】  

宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。（宅建業法

施行規則第7条） 試験の内容は、おおむね次のとおりです。（同第8条） 

 

 ①土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 

 ②土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 

 ③土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 

 ④宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 

 ⑤宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 

 ⑥宅地及び建物の価格の評定に関すること。 

 ⑦宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 

      

  

日時：  平成２７年１０月１８日（日） １３時～１５時  （登録講習修了者１３：１０～１５：００） 

        

受験手数料：  ７，０００円          受験資格：  特になし 

 

 
■受付事項（郵送受付の場合 ※簡易書留郵便） 

 
 

※持参受付不可 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.retio.or.jp/exam/index.html 

 

               （一財）福岡県建築住宅センター 

               電話：092-737-8013（試験専用） 

 

               （一財）不動産適正取引推進機構 

               電話：03-3435-8181（試験部） 

 

 

 

 

 受付期間： 平成27年7月1日（水）〜平成27年7月31日（金）当日消印有効 

 送付先 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡3F 

（一財）福岡県建築住宅センター 宅地建物取引士資格試験係 

 送付書類： 受験申込書（写真、受験手数料払込書貼付）  

講習修了者証明書（登録講習修了受験者） 
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◆ 平成２７年度第二期一級・二級木造建築士定期講習受講のご案内 

 
●８月分（会場コード ８A－０１） 

講習日：  平成２７年８月６日（木） 

          ※受付期間 ５月１９日～７月２４日 ９：３０～１６：３０（土日祝除く） 

 

受講料：  １２，９６０円（消費税・テキスト代込み）    定員：  ２００名 

 

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 

 

●９月分（会場コード ８A－５２） 

講習日：  平成２７年９月１６日（水） 

          ※受付期間 ５月１９日～８月３１日 ９：３０～１６：３０（土日祝除く） 

 

受講料：  １２，９６０円（消費税・テキスト代込み）   定員：  ５０名 

 

会場：  久留米ビジネスプラザ会議室C 

        久留米市宮の陣４－２９－１  TEL ０９４２－３１－３１０４ 

 

※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ができない場合があります。  

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.jaeic.jp/kteiki-form_download.htm 

 

               （一社）福岡県建築士事務所協会 

            〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3－14－18 

                  TEL 0 9 2（ 4 7 3） 7 6 7 3 

 

 

                    受講申込書関係書類配布場所 

                             ↓ 
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◆ 第２４回 平成２７年度「マンションリフォームマネージャー試験」について 

 

 
 

日時：  平成２７年１０月４日（日）  １０：２０～１６：３０ 

      ※受験申込受付 平成２７年７月２１日（火）～８月３１日（月）必着 

      ・受験の手引き・受験申込書は7月1日（水）からダウンロードできます。 

 

 

受験料：  １４，０００円（消費税込み） 

・なお、前年度または前々年度に、学科試験または設計製図試験の一方に合格している場合は、 

 申請により10,800円(消費税込み)  

・一旦納入された受験料は、理由のいかんを問わず返還いたしません。 

 

 

受験資格： どなたでも受験できます。マンションリフォーム（専有部分）に関する専門的・体系的な 

        知識の獲得に幅広くご活用いただけます。 

 

 

  【試験内容】 

 ・学科試験［４肢択一式］（50問：120分） 

 マンションリフォームに関する専門知識 

 （出題分野：計画・基礎知識、法規・規約・制度、マネジメント、住戸内各部のリフォーム、設備の 

  リフォーム） 

 

 ・設計製図試験：マンションリフォームのプランニング（1問：180分） 

 マンション専有部分に係るリフォームの設計図書の作成（平面図および留意事項説明） 

 

  【合格発表】 

 平成27年12月11日（金）予定 

・受験者全員に、合否結果および試験結果を郵送により、お知らせする予定です。 

・合格者には、合格証（カード）を発送いたします。 

・学科試験と設計製図試験の両方に合格した方は、マンションリフォームマネジャーの称号を使用でき

ます。  

・なお、一部合格者とは、学科試験または設計製図試験のいずれか一方にのみ合格した方をいい、

平成28年度および平成29年度の再受験の際、申請により当該一部合格した試験について免除されま

す。 

 

申込・問合せ先：  URL http://mrm.chord.or.jp/landing/ 

 

      公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 業務課 春名・岡田 

      〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目1番7号 九段センタービル3階 

               TEL 03-3261-4567 FAX 03-3261-9357 
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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２７年度建築物の省エネルギー基準講習会 

 

 
 本講習会では、簡易な評価法である「モデル建物法」を取り上げ、その入力方法について設計図面とWeb入力

フォームを対比させながら分かりやすく解説します。さらに実務での活用例として、基本計画（省エネルギー計

画）における評価と設計へのフィードバック方法等の解説を行う予定です。また、省エネルギー基準に関する政

策動向など概要についてもご説明します。設備設計者、意匠設計者、計算代行サービスを行っているコンサル

タントなど、日頃より建築物の省エネルギー措置の届出に従事している方々、技術的・専門的実務を担っている

方々に幅広くご参加いただくことのできる内容となっております。 

 

 

日時：  平成２７年９月１１日（金）  １０：００～１６：００ 

 

会場：  福岡国際会議場 

        福岡県福岡市博多区石城町2番1号 

 

定員：  １００名 

 

受講料：  使用テキスト購入の場合・・・１８，０００円（税込） 

        使用テキスト持参の場合・・・１７，０００円（税込） 

 

 

  ✿プログラム（予定）✿ 

 

  開会・挨拶 

 ① 建築物の改正省エネルギー基準の概要について 

 ② モデル建物法による省エネルギー措置の届出（評価方法）の流れ 

 ③ モデル建物法入力支援ツールの入力方法解説 

 ④ 省エネ措置の届出について 

 ⑤ モデル建物法の応用的な使われ方と省エネケーススタディ試算事例 

 ⑥ モデル建物法による改修効果の評価事例 

  閉会 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.ibec.or.jp/kousyu/27/kenchiku_shouene.pdf 

 

             主催   IBEC （一財）建築環境・省エネルギー機構 
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 ◆ 省エネ住宅ポイントの実施状況について（平成２７年５月末時点） 

 

 
 平成27年3月10日より受付を開始した省エネ住宅ポイントについて、平成27年５月末時点での実施

状況について公表します。   
 
 1.ポイント申請受付状況 

 

                 平成２７年５月               累計 

 （1）新築※          １６，９４５ 戸            ３０，６９５ 戸 

 （2）リフォーム        ２５，４４２ 戸            ４９，５３２ 戸 

 （3）合計            ４２，３８７ 戸            ８０，２２７ 戸 

  ※予約申請を含む 

 

 

 ２．ポイント発行状況 

  審査の結果、発行したポイント数及び戸数は下表の通り。 

 

                平成２７年５月       累計                  

 （1）新築※        １４，１９３ 戸      １９，７７８ 戸    （内、福岡県分） ８８５戸 

 （2）リフォーム      ２４，６７７ 戸      ３５，５６１ 戸               ９５５戸 

 （3）合計         ３８，８７０ 戸      ５５，３３９ 戸              １，８４０戸 

  ※予約申請を含む 

 

 

        詳細：  http://shoenejutaku-points.jp/implement/1505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ★詳細・問い合わせ窓口★ 

 

  省エネ住宅ポイント事務局 

 ＴＥＬ：０５７０－０５３－６６６    

ＵＲＬ：http://shoenejutaku-points.jp/ 
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◆ 木材利用ポイントの実施状況（平成２７年５月末時点） 

  

 

 平成２７年５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 

                                  H２７年５月計                  累計 
                              集計期間H２７年５／１～３１     集計期間H２５年７／１～H２７年５／３１ 
                                 件数                    件数 

  ポイントの申請                  ７，１０５     １００．００％      １９４，６１７     １００．００％ 

 ・木造住宅（棟別申請）内装・外装木質化      ６，７９９     ９５．６９％       １８１，６９１      ９３．３６％ 

   ・木材製品 ストーブ                    ３０６       ４．３１％       １２，９２６       ６．６４％ 

    

 

         詳細： http://mokuzai-points.jp/implement/1505.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。 
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新設住宅着工戸数（５月分） 

福岡県の5月の住宅着工戸数は3,016戸、前年度同月戸数

を4.0％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1,236 戸、前年度比‐10.2％、貸家系（貸家と給与住宅を足

したもの）は1,780戸、前年度比で+0.7％となっています。 

また、全国の5月の住宅着工戸数は71,720戸で、前年同月

戸数を5.8％上回りました。 

持ち家系では43,136戸、前年度比で+8.6％、貸家系28,584

戸で、前年度比+1.8％となっています。 

５月の新設住宅着工戸数 

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

