
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６月末時
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◇戸建住宅対象平成２７

年度第１６回CASBEE戸

建評価員講習 

◇労働安全衛生特別教

育講習会（低圧電気取扱

者） 

◇第２４回平成２７年

度「ﾏﾝｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑﾏﾈｰ

ｼﾞｬｰ試験」について 

◇平成２７年度管理業

務主任者試験の実施

について 

◇長期優良住宅認定

状況（平成２７年６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６月末時点） 

◆ 平成２７年「構造計算適合判定資格者検定」受験案内 

 
 この資格者検定は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第５条の４の規定に

基づいて行われるものです。検定の実施に関する事務は、法第５条の５の規定に基づき、国土交通

大臣から指定構造計算適合判定資格者検定機関として指定を受けた一般財団法人日本建築防災協

会が行います。 

 

 

 

  

会場：  TKPガーデンシティ博多アネックス 

        福岡市博多区博多駅前４－１１－１８ ホテルサンライン福岡博多駅前２F 

 

申込締切：  平成２７年８月１０日（月）～３１日（月）の消印有効 

 

受験手数料：  ３４，０００円 

 

申込・問合せ先： URL http://www.kenchiku-bosai.or.jp/kozotekihan-guide.html 

 

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

          一般財団法人 日本建築防災協会 企画部 構造適判検定係 

                         TEL 03（5512）6451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆平成２７年「構造

計算適合判定資格

者検定」受験案内 

◇平成２７年度「JIS認証

定期ｾﾐﾅｰ」開催のお知

らせ 

◇特殊建築物等調査

資格者講習 

◇平成２７年度建築物の

省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準講習会 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年６月分） 

検定期日 時 間 区 分 内 容 

11月12日

（木） 

午前10時00分 

～12時00分（２時間） 
考査A 多肢択一式問題 法第６条の３第１項に規定

する特定構造計算基準及び

特定増改築構造計算基準に

関する知識 
午後1時00分 

～4時00分（３時間） 
考査B 記述式問題 

http://www.f-sumai.org/
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２７年６月末時点） 

◆ 平成２７年度「JIS認証定期セミナー」開催のお知らせ 

 
 認証工場の皆様を対象とした、平成27年度のJIS認証定期セミナーを開催します。開催場所、開催

日、会場、プログラム等の詳細については、以下をご覧下さい。なお、今年度より新たに姫路会場を

追加しました。 

 

●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） 

●時間：10：00～12：30（全会場共通） 

 

開催日：  平成２７年９月１１日（金） 

 

会場：  福岡県自治会館 

 

定員：  ２００名 

 

【プログラム：参加費 無料】 

   時 間             プログラム 

 ① 10：00～10：10       主催者挨拶 

 ② 10：10～10：55       最近のJIS 認証の動向について 

 ③ 10：55～11：05       休憩 

 ④ 11：05～11：50       認証審査の事例について 

 ⑤ 11：50～12：00       質疑応答 

 ⑥ 12：00～12：30       技術情報の提供【コンクリート試験について】 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.gbrc.or.jp/contents/jis/JIS2/jis_seminar.html 

 

      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） 

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

            E-MAIL：  seihin@gbrc.or.jp   URL  http://www.gbrc.or.jp 

◇平成２７年「構造

計算適合判定資格

者検定」受験案内 
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統計（平成２７年６月分） 
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◆ 特殊建築物等調査資格者講習 

 
開催日：  平成２７年１０月２０日（火）～２３日（金） 

         ※申込締切 ９月１８日 

 

定員：  １２０名 

 

受講料：  ５０，７６０円（テキスト代、消費税込み） 

 

会場：  福岡中小企業振興センター４階会議室 

        福岡市博多区吉塚本町９－１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.kenchiku-bosai.or.jp/reports/tokuken.html 

 

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

        一般財団法人 日本建築防災協会 特建講習会係(業務開発部) 

                        Tel: 03-5512-6453   

 

 

 

                      

◇平成２７年「構造
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講 習 科 目 時 間 

第1日目 

・特殊建築物等定期調査制度総論 

・建築学概論 
1時間 

5時間 

第2日目 

・建築基準法令の構成と概要 

・特殊建築物等の維持保全 

・建築構造 

1時間 

1時間 

4時間 

第3日目 

・防火・避難 

・その他の事故防止 

6時間 

1時間 

第4日目 

・特殊建築物等調査業務基準等 

・修了考査 

4時間 

2時間 

http://www.f-sumai.org/
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◆ 戸建住宅対象 平成２７年度 第１６回 CASBEE戸建評価員講習 

 
 CASBEEは、平成24年12月施行の「都市の低炭素化の促進に関する法律」における「低炭素建築物

の認定基準」で、「低炭素化に資する措置の総合的な評価」のしくみとしてとりあげられ、「LCCM住宅認

定」の評価基準にもなっている、現在注目の環境性能評価システムです。ぜひこの機会に受講されま

すよう、お勧めいたします。 

 

日時：  平成２７年９月１４日（月） １０：３０～１７：００（受付９：４５～） 

       ※申込締切 ９月３日（木）   定員３０名 

 

会場：  天神クリスタルビル 

        福岡市中央区天神４－６－７ 

 

 

 戸建評価員登録までの費用 

  ★受験料・・・８，１００円 

  ★受験料・・・１５，６６０円 

  ★登録料・・・１０，２６０円 

    合計   ３４，０２０円（要別途テキスト代） 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.ibec.or.jp/CASBEE/index.htm 

 

 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構（IBEC） CASBEE 評価員センター 戸建評価員係 

         TEL：03-3222-6714（平日9：30 ～ 17：30） FAX：03-3222-6100 

         〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-1 全共連ビル麹町館 
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◆ 労働安全衛生特別教育講習会（低圧電気取扱者） 
 

 

日 時：   【H２７年度 第４回】  平成２７年１０月８日（木）  ８：５５～１８：００       

     

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/capacity/kousyu_16.html 

http://www.f-sumai.org/
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試験開催日時：  平成２７年１２月６日（日） 午後１時～３時 

      ※試験会場は受験票の発送（11月上旬頃）をもってお知らせいたします。 

 

受験申込案内書配布期間：  平成２７年８月３日（月）～９月３０日（水） 

 

●配布場所での配布（冊子※） 

  配布場所：一般社団法人マンション管理業協会 本部・支部  国土交通省本省、各地方整備局等      

都道府県庁、政令指定都市市役所  全国指定書店 

●当協会ホームページに電子データで掲載（各自で印刷） 

    平成27年8月3日(月)より受験申込案内書（PDF形式）を掲載します。 

    受験申込書等はそちらを印刷してご利用いただけます。 

●郵送・宅配便によるお取り寄せ（冊子※） 

    平成27年8月3日（月）より依頼書を掲載し、FAXにてご依頼を 

    受け付けます。 

    ※郵送または宅配便においての送料はご依頼者負担となります。 

    ※受験申込案内書（冊子）は無料です。 

 

 

受験申込受付期間：  平成２７年９月１日（火）～９月３０日（水） 当日消印有効 

 

●受験申込方法【簡易書留郵便】 

 上記期間内に受験料を振込の上、案内書に記載の宛先に、簡易書留郵便にて受験申込書等を郵

送してください。 

 ※簡易書留郵便は郵便局窓口からの発送となります（ポスト投函不可）。 

 

 

受験手数料：  ８，９００円（非課税） 

 

合格発表等・・・・・ 平成28年1月22日（金）に、一般社団法人マンション管理業協会から試験の全受験

者あてに合否通知を発送し、当協会ホ－ムペ－ジ上に合格者の受験番号、合格基準点、試験問題の

正解を掲載いたします｡合格者については、合格証書及び合格証明書を併せて送付するほか、同日

付けの官報で公告いたします。 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h27/jisshi.html 

 

            一般社団法人マンション管理業協会当協会本部 試験研修部 

           TEL：03-3500-2720  （9:00～17:00 土・日・祝休日・年末年始を除く） 
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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。 

◆ 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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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。 

◇戸建住宅対象平成２７

年度第１６回CASBEE戸

建評価員講習  

◇労働安全衛生特別教

育講習会（低圧電気取扱
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実施状況について（平成

２７年６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６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６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６月               累計 

 （1）新築※          ２５，６９５ 戸            ５６，３９０ 戸 

 （2）リフォーム        ３４，９９４ 戸            ８４，５２６ 戸 

 （3）合計           ６０，６８９ 戸            １４０，９１６ 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６月       累計                  

 （1）新築※        ２４，７７８ 戸      ４４，５５６ 戸    （内、福岡県分） ７７２戸 

 （2）リフォーム      ３３，６７４ 戸      ６９，２３５ 戸              １，１１２戸 

 （3）合計         ５８，４５２ 戸      １１３，７９１ 戸             １，８８４戸 

  ※予約申請を含む 

 

 

        詳細： http://shoenejutaku-points.jp/implement/1506 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ★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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http://www.f-sumai.org/
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 平成２７年６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６月計                  累計 
                              集計期間H２７年６／１～３０     集計期間H２５年７／１～H２７年６／３０ 
                                 件数                    件数 

  ポイントの申請                  ２，２７４     １００．００％      １９６，８９１     １００．００％ 

 ・木造住宅（棟別申請）内装・外装木質化      ２，２４９     ９８．９０％       １８３，９４０      ９３．４２％ 

   ・木材製品 ストーブ                     ２５       １．１０％       １２，９５１       ６．５８％ 

    

 

         詳細： http://mokuzai-points.jp/implement/1506.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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について 
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ｼﾞｬｰ試験」について 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年６月末時点） 

◆長期優良住宅認定
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◇平成２７年「構造

計算適合判定資格

者検定」受験案内 
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らせ 

◇特殊建築物等調査

資格者講習 

◇平成２７年度建築物の

省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準講習会 

◆ 長期優良住宅認定状況 （平成２７年６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４月～６月の認定実績 

 
                  平成２７年４月   平成２７年５月   平成２７年６月 

  （１）一戸建ての住宅         ６，４９９       ７，６３５      １０，１７９ 

  （２）共同住宅等               ８８          ３４          ３５ 

  （３）総戸数               ６，５８７       ７，６６９      １０，２１４ 

 

◎制度運用開始からの累計（平成２７年６月末時点） 

 
                          累計 

  （１）一戸建ての住宅        ６００，２５８ 

  （２）共同住宅等            １６，０９５ 

  （３）総戸数              ６１６，３５３ 

 

◎福岡県の長期優良住宅の認定実績（平成２７年１月～３月） 

 
             平成２７年４月  平成２７年５月  平成２７年６月  平成２７年度計    累計 
 （１）一戸建ての住宅      ２５０       ２６２        ４１９       ９３１    ２４，８９４ 

 （２）共同住宅等           ２         ０          １         ３       ５６５ 

 （３）総戸数            ２５２       ２６２        ４２０       ９３４    ２５，４５９ 

 

 

【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_000606.html 

 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年６月分） 

  ★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 

 

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_000606.html
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◇平成２７年度建築物の

省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準講習会 

◆ 新設住宅着工     

統計（平成２７年６月分） 

新設住宅着工戸数（６月分） 

福岡県の6月の住宅着工戸数は4,630戸、前年度同月戸

数を28.7％上回りました。 

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2,281 戸、前年度比+36.0％、貸家系（貸家と給与住

宅を足したもの）は2,349戸、前年度比で+22.3％となってい

ます。 

また、全国の6月の住宅着工戸数は88,118戸で、前年同

月戸数を16.3％上回りました。 

持ち家系では52,132戸、前年度比で+17.7％、貸家系

35,986戸で、前年度比+14.3％となっています。 

６月の新設住宅着工戸数 

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



