
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。 
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◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会共催地域

包括ｹｱと高齢者住まい

の未来を考えるｼﾝﾎﾟｼﾞｳ

ﾑinおおむた 

◇足場の設置が困難な

高所作業での墜落防止

対策に関する研修会 

◆CLTを用いた建築

物の設計施工ﾏﾆｭｱﾙ

講習会 

◇平成２８年度住まい

の耐震化教室 
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向け長寿命化ﾘﾌｫｰﾑｾ

ﾐﾅｰ 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年９月分） 

◇平成２８年度「福岡既

存住宅流通・多世帯居住

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」 

◇長期優良住宅認定状

況（平成２８年９月末時

点） 

◇最旬のﾆｰｽﾞを知ること

が次の一手のはじまりに

なる！ 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会H２８

研修事業について 

◆ CLTを用いた建築物の設計施工マニュアル講習会 

 

 
 日本CLT協会および日本住宅・木材技術センターでは、CLTを用いた一般的な設計法等に関する建

築基準法に基づく告示解説書の講習会を6月～9月にかけて開催しました。この時の講習会では告示

の内容を中心に解説を行いましたが、今回の講習会では設計法の技術的背景や、より実務に近い試

設計の解説、燃えしろの考え方、耐久性、施工等について「2016年版 CLTを用いた建築物の設計施

工マニュアル」をテキストに用いて講習します。 

 

 

日時：  平成２８年１１月２５日（金）   １３：００～１７：３０ 

       ※締切、開催日一週間前 

 

 

会場：  パピヨン２４ ２階 １４号会議室 

        福岡市博多区千代１－１７－１ 

 

 

参加費用：  会員9,000円/人（税込）     その他一般10,000円/人（税込） 

 

 ●会員対象者は日本CLT協会会員、日本住宅・木材技術センター賛助会員および建築士事務所 

  協会会員、日本建築構造技術者協会会員です。 

 ●上記費用には書籍「CLTを用いた建築物の設計施工マニュアル」（（公財）日本住宅・木材技術 

  センター発行、国土交通省国土技術政策総合研究所・（国研）建築研究所監修予定）の代金が 

  含まれます。 

 

 

定員：  ６０名（定員になり次第締切） 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://clta.jp/events/3301/ 

 

            一般社団法人 日本CLT協会 本部（事務局） 

           〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-15-5 2F 

             TEL：03-5825-4774  FAX：03-5825-4775 
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◇建築物省ｴﾈ法の詳

細説明会（申請者向

け） 

◇足場の設置が困難な

高所作業での墜落防止

対策に関する研修会 

◆ 平成２８年度 住まいの耐震化教室（木造戸建て住宅） 

 
 

 平成17年3月20日の福岡県西方沖地震発生から10年が経ちました。比較的地震が少ないといわれて

いた福岡県を突然襲ったこの地震で多くの建物が被害を受けました。また、今年4月には熊本県におい

ても大地震が発生しました。いつ起こるかもしれない地震に備えて、建物の耐震化を図っていくことは

大変重要なことです。 今回、耐震改修の必要性や現状について、改めて知っていただくため、住まいの

耐震化教室を開催いたします。皆様、お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。 ※参加無料 

 

 

 

 ◆ 木造住宅の耐震診断と耐震補強方法について（70分）  

     講師： 白水  秀一 氏 （一般社団法人 福岡市耐震推進協議会  会長）  

 

◆ 木造住宅の耐震改修に関する補助制度の紹介（20分）  

     一般財団法人 福岡県建築住宅センター 企画情報部  

 

✿日時・会場✿ 

平成２８年１１月２日（水）※受付終了 

  １０：３０～１２：００  福岡県豊前総合庁舎 大会議室 

  １４：３０～１６：００  福岡県行橋総合庁舎 大会議室 

平成２８年１１月９日（水） 

  １０：３０～１２：００  福岡県八女総合庁舎 大会議室（八女市本村25 ） 

  １４：３０～１６：００  福岡県柳川総合庁舎 大会議室A（柳川市三橋町今古賀8-1 ） 

平成２８年１１月１７日（木） 

  １０：３０～１２：００   福岡県 宗像総合庁舎 大会議室Ａ・Ｂ （宗像市東郷1-2-1 ） 

  １４：３０～１６：００   福岡県 朝倉総合庁舎 大会議室 （朝倉市甘木2014-1 ） 

平成２８年１１月２４日（木） 

  １０：３０～１２：００   福岡県 直方総合庁舎 502会議室 （直方市日吉町9-10）  

  １４：３０～１６：００   福岡県 田川県土整備事務所 大会議室 （田川市大字伊田4543-1 ） 

 

 

 

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

 

                （一財）福岡県建築住宅センター企画情報部 

               電話：092-781-5169     FAX：092-715-5230  
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◇足場の設置が困難な

高所作業での墜落防止

対策に関する研修会 

◆ 平成２８年度事業者向け 長寿命化リフォームセミナー 

 

 
 既存住宅を社会資産として長期にわたり活用し続けるストック型社会へと移行する中、「住宅をきち 

んと手入れして、長く大切に使う」ためのリフォームの重要性が高まっています。当協議会では、ストッ

ク型社会にふさわしいリフォームを「長寿命化リフォーム」と呼び、先進的な事例の調査・研究を行って

きました。本セミナーではその調査結果を基に、「長寿命化リフォーム」の実践事例をご紹介すると共

に、住宅リフォームの減税制度等について解説します。※参加無料 

 

日時：  平成２９年１月１１日（水）  １３：３０～１７：００（開場１３：００） 

 

会場：  福岡県中小企業振興センター ３階 ３０１室 

 

●講義内容 

 １．住宅の「長寿命化リフォーム」について 

 ２．住宅リフォームの減税制度について 

●配布テキスト(無料で配布します） 

 １．「長寿命化リフォーム」の提案Ⅶ 

 ２．住宅リフォームの税制の手引き 

 ３．住宅リフォームガイドブック 

 ４．住宅リフォーム減税制度リーフレット 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.j-reform.com/event/seminar_choju.html#jigyosha 

 

              福岡県リフォーム推進ネットワーク協議会 

          ☎ ：０１２０ー７８２ー７８３   ＦＡＸ：０９２ー６２１ー７０３８ 
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◇足場の設置が困難な

高所作業での墜落防止

対策に関する研修会 

◆ 建築物省エネ法の詳細説明会（申請者向け） ※参加無料 

 
 

 建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「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。 建築物省エネ法では、大規模非住

宅の省エネ基準適合義務（建築基準関係規定）等の規制措置を平成29年4月施行予定としていま

す。 本説明会では、建築物省エネ法の規制措置によって手続きが変わる建築確認及び完了検査に

重点を置いた説明を行います。 是非この機会に参加されることをおすすめ致します。 

 

 

●対象●   建築物の事業に携わる方 （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）  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

お申込み期間：  平成28年10月11日～開催日前日まで  ※FAXの場合は、開催日3日前まで 

              (受付期間内でも定員になり次第受付終了とさせていただきます。) 

 

 

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

shousaisetsumei#select_fukuoka 

 

             【申請者向け】建築物省エネ法の詳細説明会 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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都市 開催日 開催時間 会場名 室名 定員数 

福岡 11/24(木) 13:30～16:30 福岡県自治会館 2F・大会議室 200 

北九州 11/25(金) 13:30～16:30 毎日西部会館 
5F・〔1〕

〔2〕〔3〕 
160 

北九州 1/10(火) 13:30～16:30 毎日西部会館 
5F・〔1〕

〔2〕〔3〕 
160 

福岡 1/12(木) 13:30～16:30 福岡県自治会館 2F・大会議室 200 

久留米 2/7(火) 13:30～16:30 久留米ビジネスプラザ 大ホール 160 

北九州 2/14(火) 13:30～16:30 毎日西部会館 
5F・〔1〕

〔2〕〔3〕 
160 

福岡 2/15(水) 13:30～16:30 福岡県自治会館 2F・大会議室 200 

http://www.f-sumai.org/
https://krs.bz/kentikubutsu-shoeneho/m/shinsei-shousaisetsumei#select_fukuoka
https://krs.bz/kentikubutsu-shoeneho/m/shinsei-shousaisetsumei#select_fukuoka
https://www.kaigishitu.com/detail/00300021001/
http://mai-b-seibukaikan.com/
http://mai-b-seibukaikan.com/
https://www.kaigishitu.com/detail/00300021001/
http://www.kurumebp.jp/
http://mai-b-seibukaikan.com/
https://www.kaigishitu.com/detail/00300021001/
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◆ 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会共催 

  地域包括ケアと高齢者住まいの未来を考えるシンポジウムinおおむた 

 
 全国的に空き家問題が注目されていますが、本市においても例外ではありません。空き家の増加に

よる、まちの空洞化や地域コミュニティの低下などの社会問題が生じています。 大牟田市居住支援

協議会では、地域の空き家を高齢者や低所得者など住宅確保が困難な人に、低家賃で提供できる仕

組みづくりや「地域サロン」への利活用などに取り組んでいます。 また、高齢者への福祉系住宅・施

設等の情報提供などの取り組みも進めています。 これらの取り組みを知ってもらうため、毎年、シン

ポジウム等を開催しており、第5回目となる今年は、全国各地で取り組まれている「地域善隣事業」を

キーワードに、空き家再生の可能性や高齢期の住まい方について提案します。高齢者が地域で安心

して住み続けられるまちづくりについて、一緒に考えましょう。 医療・福祉関係者、自治体関係者や

地域のまちづくりに興味をお持ちの人は、是非、参加してください。 

 

開催日：  平成２８年１１月２４日（木） １３：００～１６：５０（１２：３０開場） 

 

会場：  大牟田文化会館 小ホール （大牟田市不知火町２－１０－２） 

 

定員：  ５００名  ※参加無料・申込不要 

 

 ✿プログラム✿（予定） 

13：00  開 会 

13：05  第1部 【鼎談(ていだん)】 

      地域包括ケアシステムと地域善隣事業 

14：10  第2部 【リレートーク】 

      地域善隣事業の解説と事例紹介 

      事例紹介(1) 大分県豊後大野市 

      事例紹介(2) 福岡県福岡市 

      事例紹介(3) 京都府京都市 

      ☆大牟田からの情報発信 

15：25  第3部 【フリーディスカッション】 

      地域包括ケアと地域善隣事業と空き家活用の可能性について 

16：50  閉 会   

 

 ✿講演者✿ 

● 医療法人社団小串医院 院長 小串輝男氏 

 まちづくりに寄り添った活動を続けている医師に贈られる「日本医師会赤ひげ大賞」受賞 

● （一財）高齢者住宅財団 理事長 髙橋紘士氏 

● 明治大学建築学科 教授 園田眞理子氏 

● 東北大学大学院法学研究科 教授 白川泰之氏 他 

 

■主 催 大牟田市居住支援協議会、NPO法人大牟田ライフサポートセンター 

■共 催 大牟田市、大牟田市社会福祉協議会、（一財）高齢者住宅財団、 

       福岡県ゆとりある住まいづくり協議会 

■後 援 （予定）厚生労働省、国土交通省、福岡県 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.city.omuta.lg.jp/kouhou-web/16-11-01/tokusyu_28.htm 

 

                   大牟田市居住支援協議会事務局 

           （大牟田市社会福祉協議会内 電話０９４４－５７－２５１９） 

 

◇CLTを用いた建築

物の設計施工ﾏﾆｭｱﾙ

講習会 

◇平成２８年度住まい

の耐震化教室 

◇平成２８年度事業者

向け長寿命化ﾘﾌｫｰﾑｾ

ﾐﾅｰ 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年９月分） 

◇平成２８年度「福岡既

存住宅流通・多世帯居住

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」 

◇長期優良住宅認定状

況（平成２８年９月末時

点） 

◇足場の設置が困難な

高所作業での墜落防止

対策に関する研修会 

◇最旬のﾆｰｽﾞを知ること

が次の一手のはじまりに

なる！ 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会H２８

研修事業について 

◇平成２８年度「福岡県

子育て支援賃貸住宅供

給促進ﾓﾃﾞﾙ事業」の募

集について 

http://www.f-sumai.org/
http://www.city.omuta.lg.jp/kouhou-web/16-11-01/tokusyu_28.htm


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。 

◆ 厚生労働省委託事業  

    足場の設置が困難な高所作業での墜落防止対策に関する研修会 

 

 
 本研修会は、厚生労働省の委託事業で、低層住宅等の屋根上からの墜落災害の増加を 防止する

ため、足場の設置が困難な場所において、「適切な安全帯取り付け設備設置の促進」、「墜落時に人

体への衝撃が少ないハーネス型安全帯の普及等」を目的としています。 

 

 

✿北九州✿   平成２８年１２月６日（火）  １３：３０～１６：３０   

          会場・・・小倉商工会館（北九州市小倉北区魚町２－６－１） 

 

✿福岡✿     平成２８年１２月７日（水）  １３：３０～１６：３０ 

          会場・・・TNC放送会館（福岡市早良区百道２－３－２） 

 

 

定員：  各会場５０名  ※締切開催日の１０日前、但し定員になり次第締切 

 

 

参加費：  無料 

 

 

研修内容は、一回当たり3時間程度で行い、屋根上での作業における安全帯取付設備、ハーネス型

安全帯等の使用方法を、テキストや視聴覚教材を用い、実技も交えて、分かりやすく解説します。 

 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.planex00.com/product/?id=1466644823-314436 

 

                      株式会社 プラネックス 

              労働局長登録教習機関 住建センター株式会社 

                〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-14-7 

                 TEL 03-5638-3370 FAX 03-5638-3374 
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ﾑinおおむた 

◆足場の設置が困難な
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◇ 新設住宅着工     
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存住宅流通・多世帯居住

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」 

◇長期優良住宅認定状

況（平成２８年９月末時

点） 

◇最旬のﾆｰｽﾞを知ること
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いづくり協議会H２８研修

事業について 

◇平成２８年度「福岡県
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http://www.f-sumai.org/
http://www.planex00.com/product/?id=1466644823-314436


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。 

 

◇建築物省ｴﾈ法の詳

細説明会（申請者向

け） 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会共催地域

包括ｹｱと高齢者住まい

の未来を考えるｼﾝﾎﾟｼﾞｳ

ﾑinおおむた 

◇足場の設置が困難

な高所作業での墜落

防止対策に関する研

修会 

◇CLTを用いた建築物

の設計施工ﾏﾆｭｱﾙ講

習会 

◇平成２８年度住まい

の耐震化教室 

◇平成２８年度事業者

向け長寿命化ﾘﾌｫｰﾑｾ

ﾐﾅｰ 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年９月分） 

◇平成２８年度「福岡既

存住宅流通・多世帯居住

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」 

◆ 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会共催 住宅市場活性化協議会講演会 

       最旬のニーズを知ることが、次の一手のはじまりになる！ 

 
 

日時：  平成２８年１１月３０日（水） １４：００～１６：１５ 

 

会場：  ソラリア西鉄ホテル ８F 北斗 

        福岡市中央区天神２－２－４３ 

 

定員：  １００名（定員になり次第締切）   ※入場無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.fkjc.or.jp/news/pdf/1130flyer.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 

◇長期優良住宅認定状

況（平成２８年９月末時

点） 

◆最旬のﾆｰｽﾞを知ること

が次の一手のはじまりに

なる！ 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会H２８研修

事業について 

◇平成２８年度「福岡県

子育て支援賃貸住宅供

給促進ﾓﾃﾞﾙ事業」の募

集について 

http://www.f-sumai.org/
http://www.fkjc.or.jp/news/pdf/1130flyer.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。 

◇建築物省ｴﾈ法の詳

細説明会（申請者向

け） 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会共催地域

包括ｹｱと高齢者住まい

の未来を考えるｼﾝﾎﾟｼﾞｳ

ﾑinおおむた 

◇足場の設置が困難

な高所作業での墜落

防止対策に関する研

修会 

◇CLTを用いた建築物

の設計施工ﾏﾆｭｱﾙ講

習会 

◇平成２８年度住まい

の耐震化教室 

◇平成２８年度事業者

向け長寿命化ﾘﾌｫｰﾑｾ

ﾐﾅｰ 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年９月分） 

◇平成２８年度「福岡既

存住宅流通・多世帯居住

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」 

◆長期優良住宅認定状

況（平成２８年９月末時

点） 

◇最旬のﾆｰｽﾞを知ること

が次の一手のはじまりに

なる！ 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会H２８研修

事業について 

◇平成２８年度「福岡県

子育て支援賃貸住宅供

給促進ﾓﾃﾞﾙ事業」の募

集について 

◆ 長期優良住宅認定状況 （平成２８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２８年７月～９月の認定実績 

 
                  平成２８年７月   平成２８年８月   平成２８年９月 

  （１）一戸建ての住宅         ８，９４３      ９，０９９       ９，０６８ 

  （２）共同住宅等               ２９         ６４          ３１ 

  （３）総戸数               ８，９７２      ９，１６３       ９，０９９ 

 

◎制度運用開始からの累計（平成２８年９月末時点） 

 
                          累計 

  （１）一戸建ての住宅        ７３１，７０４ 

  （２）共同住宅等            １７，６３３ 

  （３）総戸数              ７４９，３３７ 

 

◎福岡県の長期優良住宅の認定実績（平成２８年７月～９月） 

 
             平成２８年７月  平成２８年８月  平成２８年９月  平成２８年度計  累計 
 （１）一戸建ての住宅      ３８９       ３３４        ３７９     １，９８２   ３０，１４５ 

 （２）共同住宅等           ０         ２          １         ３      ５９２ 

 （３）総戸数            ３８９       ３３６        ３８０     １，９８５   ３０，７３７ 

 

 

 

 

【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_000699.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 

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_000699.html


◆ 平成２８年度「福岡県既存住宅流通・多世代居住リノベーション推進事業」 

！ 
若年世帯※１又は子育て世帯※２が行う既存住宅の子育て仕様へのリノベーション工事や親世帯と子世

帯が近居・同居を行うためのリノベーション工事に係る費用の一部を補助する新たな「リノベーション

推進事業補助金」を開始します。 

 ※１ 若年世帯：配偶者（婚姻の予約者等を含む）との年齢の合計が８０歳以下である世帯 

 ※２ 子育て世帯：同居者に１８歳未満の者又は妊娠している者がいる世帯 

詳細HP （一財）福岡県建築住宅センター http://www.fkjc.or.jp/kikaku/renove/hojo.html 

 
平成２８年６月１０日 金曜日 ※予算がなくなり次第、受付を終了します。 

 
 既存住宅の流通を促進するとともに、若年世帯・子育て世帯に対して住宅取得に係る経済的支援を行

い、高齢者、子育て世帯等が共に安心して暮らすことができる多世代居住を促進することを目的として

います。 

 
・下表に示すリノベーション工事で、かつ県内の事業者が請負う工事費３０万円以上の工事を対象とし

ます。 

   ※１ （１）、（２）の既存住宅は、建物検査「住まいの健康診断」を実施していることが要件 

※２ 子育て対応改修とは、居住性向上改修、長寿命化改修、省エネルギー改修、防犯性向上改修 

※３ 高齢化対応改修とは、バリアフリー対応改修 

・対象地域 

 県が認める住宅支援策を実施する市町村内 

・補助対象者 

 若年世帯又は子育て世帯（（２）、（３）の場合は、親世帯も可） 

・適用期間 

 平成28年度から平成３０年度まで 

・補助戸数 

 平成２８年度は８０戸（予定） 

 

このページに関するお問い合わせ先 

住宅計画課 

住環境整備係  Tel：092-643-3734 Fax：092-643-3737 

jukeikaku@pref.fukuoka.lg.jp 

受付開始日 

事業目的 

補助要件等 
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包括ｹｱと高齢者住まい

の未来を考えるｼﾝﾎﾟｼﾞｳ

ﾑinおおむた 

◇足場の設置が困難

な高所作業での墜落
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物の設計施工ﾏﾆｭｱﾙ
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◇平成２８年度住まい

の耐震化教室 

◇平成２８年度事業者

向け長寿命化ﾘﾌｫｰﾑｾ

ﾐﾅｰ 

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９月分） 

◆平成２８年度「福岡既

存住宅流通・多世帯居

住ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」 

◇長期優良住宅認定状

況（平成２８年９月末時

点） 

◇最旬のﾆｰｽﾞを知ること

が次の一手のはじまりに

なる！ 

補助区分 補助対象工事 補助率・限度額 

（１）流 通 型 子

育て  リノベー

ション 

既存住宅※1購入後に、若年世帯・子

育て世帯が行う子育て対応改修※2工

事 

【子育て対応改修】 
補助率1/3、限度額30万円 

（２）流 通 型 近

居・同居  リノ

ベーション 

既存住宅※1購入後に、若年世帯・子

育て世帯が親世帯との近居・同居の

ために行う子育て対応※2改修及び高

齢化対応改修※3工事 
※近居は、親世帯居住地の市区町村

又は15kmの範囲内 

【子育て対応改修】 
補助率1/3、限度額30万円 
【高齢化対応改修】 
補助額1/3、限度額20万円 
《最大限度額50万円》 

（３）持 家 型 同

居  リ ノ ベ ー

ション 

若年世帯・子育て世帯が同居するた

めに、親世帯の住宅に行う子育て対

応改修※2工事 

【子育て対応改修】 
補助率1/3、限度額30万円 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会H２８

研修事業について 

◇平成２８年度「福岡県

子育て支援賃貸住宅供

給促進ﾓﾃﾞﾙ事業」の募

集について 

http://www.fkjc.or.jp/kikaku/renove/hojo.html
file:///C:/Users/user/Documents/Justsystems
mailto:jukeikaku@pref.fukuoka.lg.jp
http://www.f-sumai.org/


◆ 平成２８年度「福岡県子育て支援賃貸住宅供給促進モデル事業」の募集について 

 

 

平成２８年度の募集について（先着順で随時採択） 
応募期間を延長し、随時募集を行います。予算の範囲内において、先着順で随時採択いたします。 

 既存住宅を子育て世帯、新婚世帯へ配慮した住宅に改良（リノベーション）して、子育て世帯・

新婚世帯へ賃貸されるオーナー様に予算の範囲内で補助金を交付します。 

 

福岡県子育て支援賃貸住宅とは 
 当事業は国土交通省が行っている「地域優良賃貸住宅制度」を利用した事業です。なお、当事業

は地域優良賃貸住宅制度の中から子育て世帯・新婚世帯へ向けた支援を目的とする地域優良賃貸住

宅（子育て支援タイプ）の住宅に対し補助を行うものです。 

  

        

受付期間： 平成２８年９月１日～１１月３０日 

 

 

補助対象地域： 
本事業の補助対象地域は北九州市、福岡市、久留米市の区域を除く、福岡県内すべての地域です。 

 

補助限度額： 
住宅の改良に係る費用の２／３かつ、国土交通省で定めた一定の額のどちらか低い方 

※２階建て木造住宅の場合最大約１８０万円／戸    

 

選考基準： 
 選考基準としては、福岡県地域優良賃貸住宅子育てに配慮した改良項目評価基準（以下、改良項

目基準という。）の配点を基本としますが、選考の際に以下の点も考慮します。 

 

 ・改良項目評価基準以外で子育てに配慮（工夫）した内容 

    配点限度は提出された改良項目基準の平均点の10％を上限として配点する 

 ・応募が募集戸数以上の場合は、地域的なバランス 

   （福岡、北九州、筑後、筑豊の４生活圏のバランス） 

    配点限度は提出された改良項目基準の平均点の7％を上限として配点する 

 ・立地がより子育てしやすい周辺環境 

    配点限度は提出された改良項目基準の平均点の3％を上限として配点する 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bosyuu-kosodate.html 

 

                  福岡県庁 住宅計画課 民間住宅係 

           TEL ０９２－６４３－３７３１  FAX ０９２－６４３－３７３７ 

◇建築物省ｴﾈ法の詳

細説明会（申請者向

け） 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会共催地域

包括ｹｱと高齢者住まい

の未来を考えるｼﾝﾎﾟｼﾞｳ

ﾑinおおむた 

◇足場の設置が困難な

高所作業での墜落防止

対策に関する研修会 

◇CLTを用いた建築

物の設計施工ﾏﾆｭｱﾙ

講習会 

◇平成２８年度住まい

の耐震化教室 

◇平成２８年度事業者

向け長寿命化ﾘﾌｫｰﾑｾ

ﾐﾅｰ 

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９月分） 

◇平成２８年度「福岡既

存住宅流通・多世帯居住

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」 

◇長期優良住宅認定状

況（平成２８年９月末時

点） 

◇最旬のﾆｰｽﾞを知ること

が次の一手のはじまりに

なる！ 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会H２８

研修事業について 

◆平成２８年度「福岡県

子育て支援賃貸住宅供

給促進ﾓﾃﾞﾙ事業」の募

集について 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bosyuu-kosodate.html
http://www.f-sumai.org/


◇建築物省ｴﾈ法の詳

細説明会（申請者向

け） 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会共催地域

包括ｹｱと高齢者住まい

の未来を考えるｼﾝﾎﾟｼﾞｳ

ﾑinおおむた 

◇足場の設置が困難な

高所作業での墜落防止

対策に関する研修会 

◇CLTを用いた建築物

の設計施工ﾏﾆｭｱﾙ講

習会 

◇平成２８年度住まい

の耐震化教室 

◇平成２８年度事業者

向け長寿命化ﾘﾌｫｰﾑｾ

ﾐﾅｰ 

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H２８

研修事業について 

◇平成２８年度「福岡

既存住宅流通・多世

帯居住ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進

事業」 

◇長期優良住宅認定状

況（平成２８年９月末時

点） 

◇最旬のﾆｰｽﾞを知ること

が次の一手のはじまりに

なる！ 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年９月分） 

◆ 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会 H２８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！ 
★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 ※すまいネット→住まい協の事業 より申請書ダウンロード可能 
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申込・問合せ先 
 

    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 

 
 

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

◇平成２８年度「福岡県

子育て支援賃貸住宅供

給促進ﾓﾃﾞﾙ事業」の募

集について 

http://www.f-sumai.org/
http://www.f-sumai.org/jigyou.html
mailto:sumaikyo-1952@fukuoka.email.ne.jp


 

 

 

  

◇建築物省ｴﾈ法の詳

細説明会（申請者向

け） 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会共催地域

包括ｹｱと高齢者住まい

の未来を考えるｼﾝﾎﾟｼﾞｳ

ﾑinおおむた 

◇足場の設置が困難な

高所作業での墜落防止

対策に関する研修会 

◇CLTを用いた建築物

の設計施工ﾏﾆｭｱﾙ講

習会 

◇平成２８年度住まい

の耐震化教室 

◇平成２８年度事業者

向け長寿命化ﾘﾌｫｰﾑｾ

ﾐﾅｰ 

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９月分） 

◇平成２８年度「福岡

既存住宅流通・多世

帯居住ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進

事業」 

◇長期優良住宅認定状

況（平成２８年９月末時

点） 

◇最旬のﾆｰｽﾞを知ること

が次の一手のはじまりに

なる！ 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会H２８

研修事業について 

◇平成２８年度「福岡県

子育て支援賃貸住宅供

給促進ﾓﾃﾞﾙ事業」の募

集について 

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3,261戸、前年度同月戸数を

3.7％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

1,642戸、前年度比+4.1％、貸家系（貸家と給与住宅を足したもの）

は1,619戸、前年度比で+3.3％となっています。 

また、全国の９月の住宅着工戸数は85,622戸で、前年同月戸数

を10.0％上回りました。 

持ち家系では46,912戸、前年度比で+7.9％、貸家系38,710戸で、

前年度比+12.5％となっています。 

９月の新設住宅着工戸数 

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

