
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。 

◇よくわかる住まいの耐

震セミナー 

◇安藤忠雄講演会

「地方都市の生き残り

をかけて」 

◇長期優良住宅（増改

築）認定制度等に関する

説明会の開催について 

◇「開設者・管理建築士

等のための建築士事務

所の管理研修会」受講の

ご案内 

◆ 電験三種 基礎講習会   

 

 

【このような方におすすめ】 

 ・今から第三種電気主任技術者試験の受験勉強を始める方 

 ・受験に必要な基礎数学を勉強したい方 

 ・電気理論や機械（電動機・変圧器等）について基礎から勉強したい方 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場：  福岡商工会議所 ４０６～４０７会議室 

        福岡市博多区博多駅前２－９－２８ー４階 

 

定員：  ８０名（定員になり次第締切） 

 

 

受講料：  両日・・・１３，４００円       １日のみ・・・７，５００円 

           （インターネットで申込の場合、消費税込み） 

 

1日目（基礎数学）受講で、テキストが必要な方は、別途テキスト代（2,370円）が必要となります。 

テキストは当協会で準備できますが、当日会場渡しとなります。事前に学習を進めたい方は、別途購

入されることをお薦めします。    

       テキスト『電験三種 合格の数学（第2版）』（日刊工業新聞社） 石井 理仁・著 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.kea.gr.jp/capacity/kousyu_0301.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 

◆電験三種基礎講

習会 

◇建築物省ｴﾈ法に係る

性能向上計画認定、認

定表示制度の申請実務

講習会 

◇労働安全衛生特別

教育（低圧電気）講習

会 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年１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 

◇平成２８年建築設

備士試験の案内 

日時 内容 
備

考 

4月16日（土） 

9：00〜17：00 

【1日目】 

・電験三種受験に必要な基礎数学 

（三角関数・ベクトル・モーメント・複素数など） 
 

4月17日（日） 

9：00〜17：00 

【2日目】 

・電気理論の基礎（静電気・磁気・回路計算など） 

・機械の基礎（電動機・発電機・変圧器・論理回路など） 
 

◇平成２８年二級建築

士試験及び木造建築

士試験の実施につい

て 

http://www.f-sumai.org/
http://www.kea.gr.jp/capacity/kousyu_0301.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。 

◇よくわかる住まいの耐

震セミナー 

◇安藤忠雄講演会

「地方都市の生き残り

をかけて」 

◇「開設者・管理建築士

等のための建築士事務

所の管理研修会」受講の

ご案内 

◆ 建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、認定表示制度の 

                           申請実務講習会（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。 「【事業者向け】建築物省エネ法の概要説明会」（平成27年11月4日から12月18

日）に続き、この度、法施行から1年以内施行の誘導措置である性能向上計画認定、認定表示制度や

その申請方法に重点を置いた「【事業者向け】建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、認定表示

制度の申請実務講習会」を以下のとおり開催することといたしました。 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    ※参加無料 
 

 

開催日： 平成２８年３月１７日（木） １３：３０～１６：００ 

               ※申込締切は開催日前日まで。但し定員になり次第締切 

 

 

会場：  福岡国際会議場 多目的ホール （福岡市博多区石城町２－１） 

 

 

定員：  各５８０名 

 

 

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

 

           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  

 

 

 

 

 

◇電験三種基礎講

習会 

◆建築物省ｴﾈ法に係る

性能向上計画認定、認

定表示制度の申請実務

講習会 

◇労働安全衛生特別

教育（低圧電気）講習

会 

◇ 新設住宅着工    

統計（平成２８年１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 

◇平成２８年建築設

備士試験の案内 

◇長期優良住宅（増改

築）認定制度等に関する

説明会の開催について 

◇平成２８年二級建築

士試験及び木造建築

士試験の実施につい

て 

http://www.f-sumai.org/
https://krs.bz/kentikubutsu-shoeneho/m/shinsei-nintei


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。 

◇よくわかる住まいの耐

震セミナー 

◇安藤忠雄講演会

「地方都市の生き残り

をかけて」 

◇長期優良住宅（増改

築）認定制度等に関する

説明会の開催について 

◇「開設者・管理建築士

等のための建築士事務

所の管理研修会」受講の

ご案内 

◆ 労働安全衛生特別教育（低圧電気）講習会 

 

 
日程： 第１回  平成２８年４月１５日（金）  ９：００～１８：００ 

     第２回  平成２８年６月１３日（月）      〃 

 

 

場所：  福岡商工会議所 

        福岡市博多区博多駅前２－９－２８ 

 

 

定員：  各回６４名（定員になり次第締切） 

 

 

 ✿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） 

 

 

 

 ✿受講料（消費税込）✿ 

一般社団法人 日本電気協会の会員（会員会社/団体の従業員を含む）・・・8,200円（8,400円） 

協賛団体、後援団体の会員（会員会社/団体の従業員を含む）・・・9,300円（9,500円） 

上記会員以外・・・11,300円（11,500円） 

 

※テキスト代・消費税込み 

※（  ）内は、FAX・郵便でお申込みの場合の受講料【平成28年度開催分から】 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.kea.gr.jp/capacity/kousyu_16.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 

 
 

 
 

◇電験三種基礎講

習会 

◇建築物省ｴﾈ法に係る

性能向上計画認定、認

定表示制度の申請実務

講習会 

◆労働安全衛生特別

教育（低圧電気）講習

会 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年１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 

◇平成２８年建築設

備士試験の案内 

◇平成２８年二級建築

士試験及び木造建築

士試験の実施につい

て 

http://www.f-sumai.org/
http://www.kea.gr.jp/capacity/kousyu_16.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。 

◆よくわかる住まいの

耐震セミナー 

◇安藤忠雄講演会

「地方都市の生き残り

をかけて」 

◇長期優良住宅（増改

築）認定制度等に関する

説明会の開催について 

◇電験三種基礎講

習会 

◇建築物省ｴﾈ法に係る

性能向上計画認定、認

定表示制度の申請実務

講習会 

◇労働安全衛生特別

教育（低圧電気）講習

会 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年１月分） 

◆ よくわかる住まいの耐震セミナー   ～参加費無料～ 

 
日時：  平成２８年３月１８日（金） １４：００～１７：００ （受付１３：００～） 

 

会場：  天神ビル１１階 １０号会議室 

        福岡市中央区天神２－１２－１ 

 

募集人員：  １５０名（申込先着順） 

 

✿セミナーの主な内容✿ 

      司会：徳永玲子 

 

「阪神淡路大震災に思う」 

（日本木造住宅耐震補強事業者協同組合    理事長：小野 秀男） 

 

「行政の耐震についての取り組みについて 

～警固断層と耐震改修工事の補助金制度～」 

（福岡市 建築指導部 建築物安全推進課 耐震化促進係） 

 

「木造住宅の耐震診断と補強方法」 

（福岡市耐震推進協議会    会長：白水 秀一 / 一級建築士） 

  ★防災グッズ等 抽選会                       ※当日 個別相談 耐震診断 受付けます 

 

申込・問合せ先：  URL http://fkjc.or.jp/kikaku/images/yokuwakaru.pdf 

 

                                   （一社）福岡市耐震推進協議会 

                    TEL ０９２－７２４－７７４４  FAX ０９２－７３９－６３８０ 

                                    E-mail   taishin@q-fukuoka.com 

                           （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 

                                    E-mail  kenshu@fkjc.or.jp 

 

 

 

 
◇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 

◇平成２８年建築設

備士試験の案内 

◇「開設者・管理建築士

等のための建築士事務

所の管理研修会」受講の

ご案内 

◇平成２８年二級建築

士試験及び木造建築

士試験の実施につい

て 

http://www.f-sumai.org/
http://fkjc.or.jp/kikaku/images/yokuwakaru.pdf
mailto:taishin@q-fukuoka.com
mailto:kenshu.fkjc.or.jp


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。 

◇よくわかる住まいの耐

震セミナー 

◆安藤忠雄講演会

「地方都市の生き残り

をかけて」 

◇長期優良住宅（増改

築）認定制度等に関する

説明会の開催について 

◇「開設者・管理建築士

等のための建築士事務

所の管理研修会」受講の

ご案内 

◆ 安藤忠雄講演会「地方都市の生き残りをかけて」   

 

 
日時：  平成２８年３月１９日（土）  １４：４５開場 １５：３０開演 

 

場所：  みやこ町犀川体育館 

         みやこ町犀川本庄６４１－１ 

 

定員：  １０００名 （締切平成２８年３月１０日（木））     ※入場無料   

 

主催：  みやこ町・みやこ町教育委員会 

 

 

安藤 忠雄建築家 
大阪生まれ。 独学で建築を学び、1969年に安藤忠雄 

建築研究所を設立。 

代表作に 

 ■ 六甲の集合住宅 

 ■ 光の教会 

 ■ FABRICA（ ベネトンアートスクール） ： イタリア 

 ■ ピューリッツァー美術館 ： アメリカ 

 ■ 地中美術館 

 ■ 表参道ヒルズ（ 同潤会青山アパート建替計画） 

 ■ プンタ・デラ・ドガーナ ： イタリア 

 ■ 上海保利大劇場：中国 など 

 

 

 

 

 
          

 

                        

                    みやこ伊良原学園（設計：安藤忠雄建築研究所） 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.town.miyako.lg.jp/kyouiku/andou-tadao-kouenkai.html 

 

                 〒824－0892 みやこ町勝山上田９６０番地 

             みやこ町教育委員会学校教育課 安藤忠雄講演会事務局 

                TEL 0930ー32ー6005 FAX 0930ー32ー6015 

                 MAIL gakkou-koubo@town.miyako.lg.jp 

 

 

 

 

◇電験三種基礎講

習会 

◇建築物省ｴﾈ法に係る

性能向上計画認定、認

定表示制度の申請実務

講習会 

◇労働安全衛生特別

教育（低圧電気）講習

会 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年１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 

◇平成２８年建築設

備士試験の案内 

◇平成２８年二級建築

士試験及び木造建築

士試験の実施につい

て 

http://www.f-sumai.org/
http://www.town.miyako.lg.jp/kyouiku/andou-tadao-kouenkai.html
mailto:gakkou-koudo@town.miyako.lg.jp


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。 

◇よくわかる住まいの耐

震セミナー 

◇安藤忠雄講演会

「地方都市の生き残り

をかけて」 

◆長期優良住宅（増改

築）認定制度等に関する

説明会の開催について 

◇「開設者・管理建築士

等のための建築士事務

所の管理研修会」受講の

ご案内 

◆ 長期優良住宅（増改築）認定制度等に関する説明会の開催について 

 

 
 平成28年４月より運用を開始する予定である増改築に係る長期優良住宅の認定制度、及びあわせ

て見直しを行う住宅性能表示制度について、以下のとおり説明会を開催することとしました。 

 

 

日時：  平成２８年３月１７日（木） １０：００～  ２時間程度を予定（開始３０分前に開場） 

 

 

会場：  福岡国際会議場（福岡コンベンションセンター） 

           福岡市博多区石城町２－１ 

 

 

対象者：  主に事業者向け  ※参加無料 

 

 

主な内容 ：    「長期優良住宅に係る認定基準技術解説（案）」を用いた増改築に係る認定基準の

説明、「長期優良住宅認定申請書作成の手引き（案）」を用いた増改築認定に関する申請方法の説

明、住宅性能表示制度の見直し概要の説明など 

 

 

講師：  国土交通省担当官等 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000646.html 

 

               国土交通省住宅局住宅生産課 谷山、西村 

    TEL：03-5253-8111 （内線39-453、39-431） 直通 03-5253-8510 FAX：03-5253-1629 

 

 

◇電験三種基礎講

習会 

◇建築物省ｴﾈ法に係る

性能向上計画認定、認

定表示制度の申請実務

講習会 

◇労働安全衛生特別

教育（低圧電気）講習

会 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年１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 

◇平成２８年建築設

備士試験の案内 

◇平成２８年二級建築

士試験及び木造建築

士試験の実施につい

て 

http://www.f-sumai.org/
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000646.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。 

◆ 「開設者・管理建築士等のための建築士事務所の管理研修会」 

                                       受講のご案内 

 

 
開催日：  平成２８年３月１８日（金） ９：３０～１６：１５（受付９：００～） 

           ※締切日、開催の２日前まで。（郵送の場合必着） 

 

 

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 

 

 

定員：  １５０名（定員になり次第締切） 

 

 

テキスト：  『新しい建築士事務所の業務と展望』(全239 ページ)  

                   編集･発行/(一社) 日本建築士事務所協会連合会 

 

 

受講料： 事務所協会会員／後援団体会員 …１３，０００円（消費税込み、テキスト代4,320 円を含む） 

       一般（上記以外）… １６，０００円（消費税込み、テキスト代4,320 円を含む） 

 

 

◆ 受講対象者 

①平成２８年４月1 日から平成２９年３月３１日までに建築士事務所の更新・新規登録予定の建築士

事務所の開設者、管理建築士及び所属建築士 

②平成２７年度中に建築士事務所の新規・登録更新された方で、昨年の研修会を未受講の方 

③この研修会の受講を希望される建築士事務所の開設者、管理建築士及び所属建築士 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.f-aa.jp/news/kaisetusya_kosyu.html 

 

       〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3 丁目14 番18 号 福岡建設会館5 階 

                  一般社団法人 福岡県建築士事務所協会  

                    TEL092-473-7673・FAX092-473-7278 
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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２８年建築設備士試験の案内 

 

受験申込関係書類頒布期間： 平成28年2月22日(月曜)～ 3月25日(金曜) (土日日は除く。) 

                   （頒布時間 9：30～4：30(ただし、3月25日については午後3時まで。) 

 

頒布場所： (一社)日本電設工業協会九州支部 （福岡市中央区平尾2 - 1 4 - 1 0） 

        (一社)日本空調衛生工事業協会九州沖縄支部 （福岡市中央区大名2 - 9 - 2 9） 

        (一社)福岡県設備設計事務所協会 （福岡市中央区天神2 - 3 - 1 0） 

 

受付期間：  平成28年2月29日(月)～ 3月25日(金)    ※「第一次試験」(学科)免除の場合も同様 

                ※.受付場所  (公財)建築技術教育普及センター 本部 

 

受験手数料：  ３５，６４０円（税込） 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.jaeic.or.jp/shiken/bmee/bmee-annai-h28/index.html 

 

本部 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3－6 紀尾井町パークビル 電話：03-6261-3310 

九州支部 〒812-0013福岡市博多区博多駅東2－9－1 東福第2ビル 電話：092-471-6310 

 

 

◇よくわかる住まいの耐

震セミナー 

◇安藤忠雄講演会

「地方都市の生き残り

をかけて」 

◇長期優良住宅（増改

築）認定制度等に関する

説明会の開催について 

◇「開設者・管理建築士

等のための建築士事務

所の管理研修会」受講の

ご案内 

◇電験三種基礎講

習会 

◇建築物省ｴﾈ法に係る

性能向上計画認定、認

定表示制度の申請実務

講習会 

◇労働安全衛生特別

教育（低圧電気）講習

会 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年１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 

◆平成２８年建築設

備士試験の案内 

試験の区分 試験日 時間割 

「第一次試験」 

(学科) 
6月19日(日曜) 

9時45分～10時(15分) 注意事項等説明 

10時～13時(3時間) 建築一般知識、建築法規 

13時～14時(1時間) 休憩 

14時～14時10分(10分) 注意事項等説明 

14時10分～17時10分(3時間) 建築設備 

「第二次試験」 

(設計製図) 
8月21日(日曜) 

10時45分～11時(15分) 注意事項等説明 

11時～16時30分(5時間30分) 建築設備基本計画、建築設備基本設計製図 

実務経験として

認められるもの 

設計事務所、設備工事会社、建設会社、維持管理会社等での建築設備の設計・工事監理(その補

助を含む)、施工管理、積算、維持管理(保全、改修を伴うものに限る)の業務 

官公庁での建築設備の行政、営繕業務 

大学、工業高校等での建築設備の教育・研究 

大学院、研究所等での建築設備の研究(研究テーマの明示を必要とします) 

設備機器製造会社等での建築設備システムの設計業務 

実務経験として

認められないも

の 

建築物の設計・工事監理、施工管理等を行っていたが、このうち建築設備に関する業務に直接

携わっていなかった場合 

単なる作業員としての建築設備に関する業務(設計図書のトレース、計器類の監視・記録、機器

類の運転、その他工事施工における単純労働等) ◇平成２８年二級建築

士試験及び木造建築

士試験の実施につい

て 

http://www.f-sumai.org/
http://www.jaeic.or.jp/shiken/bmee/bmee-annai-h28/index.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。 

◆ 平成２８年 二級建築士試験及び木造建築士試験の実施について 

 
１ 試験日 

 
 

２ 試験会場 

 
 

３ 受験申込書の配布 

 

（１）郵送による配布 

＜請求期間＞ ２月２９日（月曜日）午前１０時～３月１８日（金曜日）午後５時 

＜配布期間＞ ３月７日（月曜日）～３月２５日（金曜日） （着払いにより郵送） 

＜請求方法＞ 

・（公財）建築技術教育普及センターのホームページにおいて請求 

・（公財）建築技術教育普及センターに対しファックスにより請求 

 宛先 （公財）建築技術教育普及センター受験申込書配布係  FAX： 042-628-3550 

 

（２）窓口における配布 

＜申込書配布期間＞ ３月７日（月曜日）～４月１１日（月曜日） （ただし、土・日、祝日は除く。） 

 午前９時３０分～午後５時（ただし、４月１１日（月曜日）は午前９時３０分～午後４時） 

＜申込書配布場所＞ （公社）福岡県建築士会、県の各県土整備事務所建築指導課 

＜受験申込受付期間＞ ４月７日（木曜日）～４月１１日（月曜日）   午前１０時～午後５時 

＜受験申込受付場所＞ 福岡建設会館７０２会議室（福岡市博多区博多駅東3-14-18） 

 

✿郵送による受験申込✿ 

＜受験申込期間＞ ３月１４日（月曜日）～３月２９日（火曜日） 

＜受験申込方法等＞ 

 （公財）建築技術教育普及センター指定の振込用紙によりあらかじめ受験手数料を納付したのち、

指定の封筒を使用し、必ず簡易書留で下記の宛先まで郵送してください。 

 

＜宛先＞ 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6  紀尾井町パークビル  

              （公財）建築技術教育普及センター 本部 

 

申込・詳細：  URL  http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2kmk-annai.html 

 

             （公財）建築技術教育普及センター本部  03-6261-3310 

             （公社）福岡県建築士会             092-441-1867 

種類 学科試験 設計製図試験 所管行政庁 

二級建築士試験 H２８年７月３日（日） H２８年９月１１日（日） 福岡県 

木造建築士試験 H２８年７月２４日（日） H２８年１０月９日（日） 福岡県 

種類 学科試験 設計製図試験 

二級建築士試験  九州産業大学 福岡商工会議所九州ビル 

木造建築士試験  西南学院大学 九州産業大学 
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新設住宅着工戸数（１月分） 

福岡県の1月の住宅着工戸数は2,723戸、前年度同

月戸数を9.8％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1,055戸、前年度比-29％、貸家系（貸家と

給与住宅を足したもの）は1,668戸、前年度比で+8.7％

となっています。 

また、全国の1月の住宅着工戸数は67,815戸で、前

年同月戸数を0.2％上回りました。 

持ち家系では39,167戸、前年度比で-2.9％、貸家系

28,648戸で、前年度比+4.6％となっています。 

１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 
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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。 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年１月分） 

★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 
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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
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