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 比較的地震が少ないといわれてきた福岡県で福岡県西方沖地震が発生したのは平成17 年3 月の

ことで、多くの建築物が被害を受けました。今年も、一般県民の方々を対象に、耐震改修の必要性や現

状について知っていただくため、耐震改修セミナーを開催いたします。皆様のご参加をお待ちしており

ます。 

 

 

◆木造住宅のリフォームに合わせた住まいの耐震化について 

講師：川﨑 薫 （(一社)日本建築構造技術者協会 九州支部木造部会 会長） 

◆木造住宅の耐震改修に関する補助制度のご紹介 

     

 

  ✿大 牟 田 会 場 ✿               

日時：平成27 年11 月17 日(火) 14:00～16:00（13:30 開場）  
            

会場：イオンモール大牟田 イオンホール（大牟田市岬町3番4）      
 アクセス：西鉄大牟田駅西口乗り場からバスで6 分 

        
       

  ✿行 橋 会 場✿ 

日時：平成27 年11 月27 日(金)14:00～16:00（13:30 開場） 

 

会場：コスメイト行橋 視聴覚室（行橋市中央１丁目9−3） 

アクセス：JR 日豊本線「行橋駅」より徒歩15 分 太陽交通バス「市役所前」より徒歩5 分 

 

 

 

募集人数：  各４０名（定員になり次第締切）   ※参加無料 

 

 

申込・問合せ先： URL  http://fkjc.or.jp/news/pdf/H27semi.pdf 

 

             （一財）福岡県建築住宅センター 企画情報部 

          TEL ０９２－７８１－５１６９  FAX ０９２－７１５－５２３０ 

 

    《 主催：福岡県／北九州市／福岡市／大牟田市／久留米市 》 
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 比較的地震が少ないといわれてきた福岡県で福岡県西方沖地震が発生したのは平成17 年 

3 月のことで、多くの建築物が被害を受けました。今年も、一般県民の方々を対象に、耐震改修

の必要性や現状について知っていただくため、耐震改修セミナーを開催いたします。皆様のご参

加をお待ちしております。 

 

 

◆ 鉄筋コンクリート造（RC 造）建築物の耐震診断・耐震改修等 

・耐震改修の必要性から耐震診断の流れ、耐震改修の事例 

・耐震改修促進法の概要 

講師：原 英基（(一社)日本建築構造技術者協会 九州支部 副支部長） 

◆ 各市における建築物耐震化促進の取り組みと、耐震診断・耐震改修の 

補助制度のご紹介 

 

  ✿北 九 州 会 場 ✿ 

日時：平成27 年11 月25 日(水)  14:00～16:20（13:30 開場）  

 

会場：パークサイドビル ９階 中会議室 （北九州市小倉北区堺町1-6-13） 
 アクセス：JR 小倉駅北口より徒歩10 分 

 

  ✿福 岡 会 場✿ 

日時：平成27 年12 月 1 日(火) 14:00～16:20（13:30 開場） 

 

会場：都久志会館 ４階 401～404 号室（福岡市中央区天神4-8-10） 
 アクセス：地下鉄「天神駅」下車徒歩7 分（12 番出口） 

 

 

募集人数：  各１２０名（定員になり次第締切）  ※参加無料 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://fkjc.or.jp/news/pdf/H27semi.pdf 

 

             （一財）福岡県建築住宅センター 企画情報部 

          TEL ０９２－７８１－５１６９  FAX ０９２－７１５－５２３０ 
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◆ 建築物省エネ法の概要説明会の開催について（事業者向け） 

 

 
 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、

建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー

消費性能基準への適合義務の創設や、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置

を講ずる「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（建築物省エネ法）が平成27年7月8日

に公布されました。 本説明会では、建築物の事業に携わる方々を対象に、段階的に施行予定の建

築物省エネ法の概要説明や、今後開催予定の申請のための実務講習会のスケジュール等について

国土交通省担当官よりご案内を致します。 是非この機会に、参加されることをお奨め致します。 

 

 

  対象・・・建築・設備の設計・施工、設備機器製造業、エネルギー供給業、その他、 

                建築物の事業に関連する業界の方々 
 

 

日時：  平成２７年１１月２０日（金）・１２月１６日（水） １０：３０～１３：００ 

 

会場：  南近代ビル貸会議室（福岡市博多区博多駅南４－２－１０） 

 

定員：  各２００名（定員になり次第締切）     ※参加無料 

 

申込・問合せ先：  URL  https://krs.bz/kentikubutsu-shoeneho/m/shinsei-gaiyousetsumei 

 

           建築物省エネ法の概要説明会・実務講習会受付窓口 

             受付時間 ： 9:00 ～ 18:00 （土・日・祝除く） 

             TEL: 0120-771-266  FAX： 0120-252-936  
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✿設計者講習会✿（受講料１，０００円） 

 
 本講習会では、講習会受講者に対し考査を行い、合格者には「住宅省エネルギー［設計］技術者講習修了証」

を発行します。修了証には、賞状タイプとカードタイプが選択いただけます。（修了証の発行は任意ですので、希

望する方には、発行手数料として賞状タイプ1,000円、カードタイプ2,000円をご負担いただきます） 

 

日時：  平成２７年１１月２１日、１２月２日  ９：３０～１７：００ 

会場：  天神チクモクビル  福岡県福岡市中央区天神３丁目10-27  

日時：  平成２７年１２月１６日  １３：００～１７：３０ 

会場：  久留米ビジネスプラザ  久留米市宮ノ陣4丁目29-11  

日時：  平成２８年１月１６日  １３：００～１５：３０ 

会場：  真鶴会館（北九州市総合労働会館） 北九州市小倉北区真鶴1丁目5-15  

定員：  各５０人               講師：  未定 

 

 

✿施工技術者講習会✿（受講料１，０００円） 

 
 本講習会では、平成25年省エネ基準に基づく省エネ住宅の必要性や考え方を理解いただくために、省エネ施

工に関する映像も用いながら、分かりやすい講義を半日で行います。本講習会の受講に際し、受講料1,000円

が必要です。省エネ施工技術の理解を深めるために、施工者だけではなく、設計者の受講もおすすめします。 

 また本講習会では、講習会受講者に対し考査を行い、合格者には「住宅省エネルギー［施工］技術者講習修

了証」を発行します。修了証には、賞状タイプとカードタイプが選択いただけます。（修了証の発行は任意です

が、希望する方には、発行手数料として賞状タイプ1,000円、カードタイプ2,000円をご負担いただきます） 

 

 

日時：  平成２７年１１月２８日  １３：００～１７：３０ 

会場：  コンプレート堺町   北九州市小倉北区堺町1-9-6 コンプレート堺町６Ｆ  

日時：  平成２７年１２月９日  １２：００～１７：００ 

会場：  久留米リサーチパーク  久留米市百年公園1番1号  

日時：  平成２８年１月９日  １３：００～１７：３０ 

会場：  筑豊ハイツ（庄内温泉筑豊ハイツ）  飯塚市仁保8-30  

定員：  各５０人                   講師：  未定 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.shoene.org/seminar/search.php?p=40&a= 

 

            福岡県地域木造住宅生産体制強化地域協議会  

             事務局 一般社団法人 福岡県木造住宅協会 

             福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-3-4 

               電話 092-621-7400  FAX 092-621-5788 
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日時：  平成２７年１２月１６日（水） 

 

会場：  福岡建設会館７階 ７０３会議室 

       福岡市博多区博多駅東３－１４－１８ 

 

定員：  ８０名 

 

 

  参加費（テキスト代含む）  

 １．日本建築学会会員 13,000円  

 ２．後援団体会員 15,000円  

 ３．上記以外 18,000円  

 

 

テキスト ※テキストの一般販売は最終会場終了後となります  

     『壁式鉄筋コンクリート造設計・計算規準・同解説』  

 

 

 ✿プログラム✿         

   時間       13:00～15:00           15:10～16:30        16:30～17:00  

    内容      主旨説明、本文・解説    付.2 設計例2-1，2-2    付.1，付.3～付.7  

   司会        稲井 栄一             岡部 喜裕         向井 智久   

             （山口大学）          （(有)力体工房）       （建築研究所） 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2015/1512_bm00.pdf 

 

               一般社団法人 日本建築学会 事業G 

                〒108-8414 東京都港区芝5-26-20 

           TEL：03-3456-2057(事業G直通  FAX：03-3456-2058 
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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。 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状

況（平成２７年９月末時

点） 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇講習会「壁式鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ造設計・計

算基準」 

◆平成２７年度「管理

業務主任者証の交付

に係る講習」のご案内 

◇「防火設備検査員に

関する講習」ご案内 

◇ 住宅市場活性化

協議会講演会 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年９月末時点） 

◆ 平成２７年度「管理業務主任者証の交付に係る講習」のご案内 

 

 
  ✿受講対象者✿ 

 ・主任者証の有効期間の更新を受けようとする方 

 ・主任者証が既に失効し、新たに主任者証の交付を希望する方 

 ・試験合格日より１年を過ぎて、初めて主任者証の交付を希望する方 

  （試験合格日１年以内に交付申請をする場合は、受講不要です） 

 ※注意：事前に管理業務主任者の登録手続きが必要です。 

 

 

開催日： 平成２７年１２月１９日（土）９：３０～１７：００ ※申込締切日 平成２７年１１月２６日（木） 

       平成２８年２月１７日（水）      〃        〃     平成２８年１月２８日（木） 

 

 

会場：  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 

 

 

受講料：  ９，４５０円（消費税込み） 

 

 

  ✿申込方法✿ 

 「講習案内」に掲載の下記の書類を簡易書留郵便で郵送して下さい。 

  （宛先等は「講習案内」に記載しています。） 

・受講申込書 

・受講整理票 

・管理業務主任者証交付申請書等 

  講習修了後、当協会を通じて交付申請書の提出（代行提出）を希望する方は受講申込の際に、 

  交付申請書等も同封可能です。 
  ※修了直後にご自身で地方整備局担当部局に交付申請する方が １週間程度早くなります 

   （登録手続期間は約１ヶ月。）。 よって、有効期限が講習会開催日より１４日程度以内の方や主任者証の 

   交付を急ぐ方はご自身で手続きして下さい。 また、住所等登録事項の変更が済んでいない場合も、 

   ご自身で 交付申請をして下さい。 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/koufu_h27/kousyu.html 

 

             一般社団法人 マンション管理業協会試験研修部 

        〒105−0001 東京都港区虎ノ門1−13−3 虎ノ門東洋共同ビル２Ｆ 

                     ＴＥＬ：03−3500−2720 

        午前９時〜午後５時（土・日曜日、祝日、年末年始等の休日を除く。） 

◇H２７年度建築物

耐震改修ｾﾐﾅｰ（木

造編） 

◇H２７年度建築物耐震

改修ｾﾐﾅｰ（RC造編） 

◇建築物省ｴﾈ法の概

要説明会の開催につ

いて（事業者向け） 

◇長期優良住宅認定

状況（平成２７年９月

末時点） 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年９月分） 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会平成２７

年度研修事業について 

◇「福岡県住まいネット」

がﾘﾆｭｰｱﾙしました！ 

http://www.f-sumai.org/
http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/koufu_h27/kousyu.html


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。 

◆ 「防火設備検査員に関する講習」ご案内 

 

 
 建築基準法の改正により、平成28年６月の施行が予定されている新たな「定期報告制度」においては、「防火

設備検査員」が位置付けられ、原則、法定講習の修了者に対して資格者証が交付されることとされています。 

この制度の円滑な開始には、施行前に一定数の方に防火設備検査員になっていただく必要があることから、本

協会では、国土交通省の協力のもとに事前講習として「防火設備検査員に関する講習」を開催することといたし

ました。この講習は学科講習と実技講習とで構成されています。「防火設備検査員に関する講習」の修了者は、

法施行後に実施される「登録防火設備検査員講習」の修了者と同等に扱われ、国土交通大臣より防火設備検査

員の資格者証が交付される予定です。 

 

 

          開催日                  定員（※定員になり次第締切） 

  第１回  平成２８年１月１３日、１４日      ５００名 

  第２回  平成２８年１月２６日、２７日      ５００名 

  第３回  平成２８年２月８日、９日        ５００名 
      

                                  

受講料：  ３２，４００円（消費税・テキスト代込み） 

 

 

 

    ✿プログラム✿ 

             １日目                             ２日目 

  時 間           科 目               時 間             科 目 
 8:45～       （受付開始）                   8:45～       （受付開始） 

 9:30～11:30   建築学概論※１                 9:30～10:30  火設備概論（連動機構に関するもの） 

 11:30～12:20   （昼食休憩）                  10:40～11:40  防火設備に関する維持保全 

 12:20～13:20  防火設備定期検査制度総論        １1:40～12:30  （昼食休憩） 

 13:30～14:30  防火設備に関する建築基準法令      12:30～14:30   防火設備定期検査業務基準 

 14:40～16:40  防火設備概論（防火戸等に関するもの）  14:50～15:00  （修了考査における注意事項説明） 

                                     15:00～16:30  修了考査 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://kenchiku-bosai.or.jp/files/2015/10/kousyuannai.pdf 

 

          〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-3-20 虎ノ門YHKビル3階 

               （一財）日本建築防災協会 防火設備講習 係  

                 TEL 03-5512-6451 FAX 03-5512-6455 
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造編） 

◇H２７年度建築物耐震

改修ｾﾐﾅｰ（RC造編） 

◇建築物省ｴﾈ法の概

要説明会の開催につ

いて（事業者向け） 

◇長期優良住宅認定

状況（平成２７年９月

末時点） 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年９月分） 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会平成２７

年度研修事業について 

◇「福岡県住まいネット」

がﾘﾆｭｰｱﾙしました！ 

http://www.f-sumai.org/
http://kenchiku-bosai.or.jp/files/2015/10/kousyuannai.pdf


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。 

◆ 住宅市場活性化協議会講演会 

         講演Ⅰ 「老朽空室ビルをビンテージビルへ醸成」 

       講演Ⅱ 「空き家の魅力的な再生が、街を元気にする」 

 

 
日時：  平成２７年１１月２６日（木）  １３：２０～１６：３０（開場１２：５０） 

 

会場：  ソラリア西鉄ホテル ８F 彩雲（雪） 

       福岡市中央区天神２－２－４３ 

 

定員：  １５０名（定員になり次第締切）      ※入場無料 

 

 

✿講演Ⅰ✿  吉原 勝己氏 

  「老朽空室ビルをビンテージビルへ醸成 

     ～経年賃貸住宅の革新的経営がもたらすまちの活性化」 

 

✿講演Ⅱ✿  嶋田 洋平氏 

  「空き家の魅力的な再生が、街を元気にする」 

 

✿クロストーク✿ 

  吉原 勝己氏  （吉原住宅(有)・(株)スペースRデザイン代表取締役） 

  嶋田 洋平氏  （(株)らいおん建築事務所代表取締役） 

  松山 真介  （(株)アポロ計画代表取締役リノベエステイト代表） 

 

 

【主催】  住宅市場活性化協議会 

【共催】  福岡県・（一財）福岡県建築住宅センター・福岡県ゆとりある住まいづくり協議会 

 

 

申込・問合せ先： URL  http://fkjc.or.jp/kikaku/date/fkjc_flyer.pdf 

               E-mail  kenshu@fkjc.or.jp 

 

           （一財）福岡県建築住宅センター 企画情報部 

        TEL ０９２－７８１－５１６９ FAX ０９２－７１５－５２３０ 

 

 

 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇講習会「壁式鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ造設計・計

算基準」 

◇平成２７年度「管理

業務主任者証の交付

に係る講習」のご案内 

◇「防火設備検査員に

関する講習」ご案内 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年９月末時点） 

◆住宅市場活性化

協議会講演会 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年９月末時点） 

◇H２７年度建築物

耐震改修ｾﾐﾅｰ（木

造編） 

◇H２７年度建築物耐震

改修ｾﾐﾅｰ（RC造編） 

◇建築物省ｴﾈ法の概

要説明会の開催につ

いて（事業者向け） 

◇長期優良住宅認定

状況（平成２７年９月

末時点） 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年９月分） 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会平成２７

年度研修事業について 

◇「福岡県住まいネット」

がﾘﾆｭｰｱﾙしました！ 

http://www.f-sumai.org/
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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。 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇講習会「壁式鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ造設計・計

算基準」 

◇平成２７年度「管理

業務主任者証の交付

に係る講習」のご案内 

◇「防火設備検査員に

関する講習」ご案内 

 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年９月末時点） 

◇住宅市場活性化

協議会講演会 

◆省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年９月末時点） 

 ◆ 省エネ住宅ポイントの実施状況について（平成２７年９月末時点） 

 

 ポイント発行・予約申請の受付は、平成27年10月21日で終了しました。 

 
 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９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９月               累計 

 （1）新築※          ３５，９２８ 戸            １４４，８９４ 戸 

 （2）リフォーム        ３４，２１３ 戸            １８４，３０４ 戸 

 （3）合計           ７０，１４１ 戸            ３２９，１９８ 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９月       累計                  

 （1）新築※         ３１，０５７戸     １２８，６９３ 戸    （内、福岡県分） １，０８４戸 

 （2）リフォーム      ３２，６３６ 戸     １６７，８６１ 戸                 ９２１戸 

 （3）合計         ６３，６９３ 戸     ２９６，５５４ 戸               ２，００５戸 

  ※予約申請を含む 

 

 

        詳細： URL http://shoenejutaku-points.jp/implement/1509 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ★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/ 

◇H２７年度建築物

耐震改修ｾﾐﾅｰ（木

造編） 

◇H２７年度建築物耐震

改修ｾﾐﾅｰ（RC造編） 

◇建築物省ｴﾈ法の概

要説明会の開催につ

いて（事業者向け） 

◇長期優良住宅認定

状況（平成２７年９月

末時点） 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年９月分） 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会平成２７

年度研修事業について 

◇「福岡県住まいネット」
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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。 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇講習会「壁式鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ造設計・計

算基準」 

◇平成２７年度「管理

業務主任者証の交付

に係る講習」のご案内 

◇「防火設備検査員に

関する講習」ご案内 

 

◆木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年９月末時点） 

◇住宅市場活性化

協議会講演会  

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年９月末時点） 

◇H２７年度建築物

耐震改修ｾﾐﾅｰ（木

造編） 

◆ 木材利用ポイントの実施状況（平成２７年９月末時点） 

  

 

 平成２７年９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９月計                  累計 
                              集計期間H２７年９／１～３０     集計期間H２５年７／１～H２７年９／３０ 
                                 件数                    件数 

  ポイントの申請                    ４４     １００．００％      １９７，４１３     １００．００％ 

 ・木造住宅（棟別申請）内装・外装木質化        ４０     ９０．９１％       １８４，４３８      ９３．４３％ 

   ・木材製品 ストーブ                     ４       ９．０９％       １２，９７５       ６．５７％ 

    

 

         詳細： http://mokuzai-points.jp/implement/1509.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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◇「防火設備検査員に

関する講習」ご案内 

 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年９月末時点） 

◇住宅市場活性化

協議会講演会  

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年９月末時点） 

◇H２７年度建築物

耐震改修ｾﾐﾅｰ（木

造編） 

◇H２７年度建築物耐震

改修ｾﾐﾅｰ（RC造編） 

◇建築物省ｴﾈ法の概

要説明会の開催につ

いて（事業者向け） 

◆長期優良住宅認定

状況（平成２７年９月

末時点） 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年９月分） 

◆ 長期優良住宅認定状況 （平成２７年９月末時点） 
 

 

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅建築等計画の認定制度に 

ついては、平成２１年６月４日より制度運用を開始しています。 

 

◎平成２７年７月～９月の認定実績 

 
                  平成２７年７月   平成２７年８月   平成２７年９月 

  （１）一戸建ての住宅         ９，１４６       ７，９９４      ８，６９１ 

  （２）共同住宅等               ４７         ６０６         ４５ 

  （３）総戸数               ９，１９３       ８，６００      ８，７３６ 

 

◎制度運用開始からの累計（平成２７年９月末時点） 

 
                          累計 

  （１）一戸建ての住宅        ６２６，１２４ 

  （２）共同住宅等            １６，７９７ 

  （３）総戸数              ６４２，９２１ 

 

◎福岡県の長期優良住宅の認定実績（平成２７年７月～９月） 

 
             平成２７年７月  平成２７年８月  平成２７年９月  平成２７年度計    累計 
 （１）一戸建ての住宅      ４０９       ３３０        ３４５      ２，０１５   ２５，９７８ 

 （２）共同住宅等           ５         ３          ３         １４      ５７６ 

 （３）総戸数            ４１４       ３３３        ３４８      ２，０２９   ２６，５５４ 

 

 

【参考】 

●「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の詳細については、長期優良住宅関連情報ホーム

ページをご覧下さい。 

 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html 

 

●記事の添付資料が掲載されておりますので、ご覧下さい。 

    

 http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000631.html 

 

 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

  ★詳細・問い合わせ窓口★ 

 

国土交通省住宅局住宅生産課 

TEL ０３－５２５３－８１１１ 

FAX ０３－５２５３－１６２９ 

 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会平成２７

年度研修事業について 

◇「福岡県住まいネット」

がﾘﾆｭｰｱﾙしました！ 

http://www.f-sumai.org/
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000631.html
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◇長期優良住宅認定

状況（平成２７年９月

末時点） 

◆ 新設住宅着工     

統計（平成２７年９月分） 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会平成２７

年度研修事業について 

◇「福岡県住まいネット」

がﾘﾆｭｰｱﾙしました！ 

新設住宅着工戸数（９月分） 

福岡県の9月の住宅着工戸数は3,145戸、前年度同月戸数を

0.5％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1,578 戸、前年度比+2.9％、貸家系（貸家と給与住宅を足した

もの）は1,567戸、前年度比で-3.7％となっています。 

また、全国の9月の住宅着工戸数は77,872戸で、前年同月戸

数を2.6％上回りました。 

持ち家系では43,458戸、前年度比で-3.2％、貸家系34,414戸

で、前年度比+11.1％となっています。 

９月の新設住宅着工戸数 

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


◆ 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会 

                  H２７年度研修事業について     

福岡県ゆとりある住まいづくりぼしゅ 
 住まい協では、県民のゆとりある住生活の向上に資することを目的に、住まい協会員が主催

する住まいに関する研修会・勉強会等に対して経費の一部の助成を行っています。 

集 中！ 

 

   H修事t 

      Ｔ 
         

         福岡県ゆとりある住まいづくり協議会事務局（福岡県庁住宅計画課内） 

    TEL ：０９２－６４３－３７３２ / FAX ：０９２－６４３－３７３７ 
            E-mail sumaikyo-1952@fukuoka.email.ne.jp 

業につ 
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★住まいづくりに関する研修会等への助成 
 研修会等の開催に係る経費（会場費、印刷費、講師謝金、現地調査費等）に 

 ついて、１件あたり１０万円を上限に助成します。（予算に達し次第終了） 

★現地視察の開催 
 住宅や住環境に関する先進事例の現地視察（県内予定）を行います。 

（詳細が決まり次第ご案内致します。） 

 

★助成金交付の流れ 
 

  
 

福
岡
県
ゆ
と
り
あ
る
住
ま
い
づ
く
り
協
議
会

研
修
会
等
主
催
者

①「研修会等助成申請書」の提出

②「助成決定通知書」の通知

③・「研修会等実績報告書兼助成 金請求書」

・「研修会等決算報告書」 を提出

・証拠書類（領収書等）

④助成金の交付

研修会等終了後

◆福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会平成２７

年度研修事業について 

◇「福岡県住まいネット」

がﾘﾆｭｰｱﾙしました！ 

mailto:sumaikyo-1952@fukuoka.email.ne.jp
http://www.f-sumai.org/
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 『福岡県住まいネット』が 

            リニューアルしました！  

 

 

 

 

  福岡県ゆとりある住まいづくり協議会のＨＰ「福岡県住まいネット」が 

  新しくなりました。 

  これまでの住まいの関連イベント等の情報に加えて、資料集のダウンロ 

  ード、国や市町村等の住宅関連補助制度のご案内、さらに公告中の県一 

  般競争入札情報（建築一式工事）を検索できる機能の追加等、より充 

  実した内容になっています。 

  また、会員の皆様がお持ちのイベント等の情報を掲載できる場所もあり 

  ますので、ぜひ御活用ください！ 

            

         （ＨＰ）http://www.f-sumai.org/ 

補助制度 

資料集 

ＴＯＰページ 

◆「福岡県住まいネット」

がﾘﾆｭｰｱﾙしました！ 

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

