
◆ 平成３０年度 気密測定技能者養成講習・試験のご案内 

 
 

 省エネルギー性能の高い住宅を建設する際には住宅の気密性能を高めることが必要です。  

この講習は、「ＪＩＳ Ａ２２０１ 送風機による住宅等の気密性能試験方法」に基づく測定方法やその原

理を習得していただくもので、その測定結果は、気密性能を要求される住宅の工程管理やお客様へ

の住宅の品質証明としても活用されています。平成３０年度は、平成２９年１２月にＪＩＳ Ａ２２０１が改

正されたことをうけ、改正ＪＩＳに対応した内容として、５月～７月に全国主要都市８会場で開催しま

す。  

 

開催日：  平成３０年６月２９日（金）   ※締切６月２２日（金） 

 

会場：  天神クリスタルビル （福岡市中央区天神） 

 

定員：  ５０名 ※定員になり次第締切 

 

 
 

✿受講料✿ 

①平成30年度受講・受験者  

H30年度初めて受講される方、及びH29年度以前に受講された方で、試験が「未受験」または「不合

格」の方・・・ 16,200円（税込）／人  

②登録を失効された方  

以前登録されていた気密測定技能者で、事情により「更新」の登録ができなかった方 ・・・10,800円

（税込）／人 （試験は免除）  

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.ibec.or.jp/seminar/files/h30_airtight.pdf 

 

            一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 建築環境部  

                    気密測定技能者養成事業事務局  

           〒102-0083 東京都千代田区麹町3－5－1全共連ビル麹町館  

                       Tel： 03－3222－0537 

 

 

時 間  講義内容  

１０：３０～１０：３５  ガイダンス  

１０：３５～１１：４５  講義（午前の部）  

１１：４５～１２：４５  昼食休憩  

１２：４５～１５：１５  講義（午後の部） ※途中適宜休憩含む  

１５：１５～１５：２０  講習後の手続きについて ※失効者はここまでで終了  

１５：２０～１５：３５  休憩  

１５：３５～１５：４５  試験説明  

１５：４５～１６：４５  筆記試験  

◆平成３０年度気密

測定技能者養成講

習・試験のご案内 

◇平成３０年一級建

築士試験案内 

◇平成３０年度 「国土

交通大臣登録鉄筋コンク

リート造耐震診断資格者

講習」及び「鉄筋コンク

リート造耐震改修技術者

講習」 

◇平成３０年度 「国土交

通大臣登録 木造耐震診

断資格者講習」「木造耐

震改修技術者講習」開催

のご案内  

◇平成３０年度ｲﾝﾃﾘｱ

ﾌﾟﾗﾝﾅｰ試験案内 

◇平成３０年度「福岡県

既存住宅流通・多世代居

住ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」   

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集  

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年２月分）   

◇平成３０年二級建築

士・木造建築士試験

案内 

◇「既存住宅状況調

査技術者講習会」開

催のご案内  

◇ 平成３０年度福岡県

快適な住まいづくり推進

助成制度   

http://www.ibec.or.jp/seminar/files/h30_airtight.pdf


◆ 平成３０年 一級建築士試験案内 

 

 
学科の試験日：  平成３０年７月２２日（日） 

設計製図の試験日：  平成３０年１０月１４日（日） 

 

受験手数料：  １９，７００円 

 

インターネットによる受験申込の受付： 平成30年４月９日（月）午前10時～４月16日（月）午後４時 

 

郵送による受付期間：  平成30年４月16日（月）～５月１日（火） 

郵送先：  〒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一級建築士試験受付係  

 

✿受付窓口における配布✿ 

配布期間： 平成30年４月６日（金）～５月14日（月）（ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。なお、

５月12日（土）、13日（日）は受験申込書の受付を行う所定の受付会場に限って配布を行います。） 

配布時間： 午前９時30分～午後５時（ただし、５月14日（月）は午前９時30分～午後４時） 

 

受験申込書配布場所： (公社)福岡県建築士会  

            福岡市博多区博多駅東３－14－18福岡建設会館６階 TEL 092(441)1867 

久留米県土整備事務所 久留米市新合川１－７－27  TEL 0942(44)5222 

北九州県土整備事務所  北九州市八幡西区則松３－７－１八幡総合庁舎内 TEL 093(691)2761 

 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/index.html 

 

 

受付場所における受付期間： 平成30年５月10日（木）～５月14日（月）（土・日曜日を含む。） 

                            受付時間 午前10時～午後５時 

受付場所：  福岡建設会館703 会議室 福岡市博多区博多駅東３－14－18 

 

 

 

 

◇平成３０年度気密

測定技能者養成講

習・試験のご案内 

◆平成３０年一級建

築士試験案内   

◇平成３０年度 「国土

交通大臣登録鉄筋コンク

リート造耐震診断資格者

講習」及び「鉄筋コンク

リート造耐震改修技術者

講習」  

◇平成３０年度 「国土交

通大臣登録 木造耐震診

断資格者講習」「木造耐

震改修技術者講習」開催

のご案内  

◇平成３０年度ｲﾝﾃﾘｱ

ﾌﾟﾗﾝﾅｰ試験案内  

◇平成３０年度「福岡県

既存住宅流通・多世代居

住ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」   

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集 

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年２月分）   

◇平成３０年二級建築

士・木造建築士試験

案内 

◇ 「既存住宅状況調

査技術者講習会」開

催のご案内  

◇ 平成３０年度福岡県

快適な住まいづくり推進

助成制度   

http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/index.html


◆ 平成３０年 二級建築士・木造建築士 試験案内 

 

 
二級建築士試験（学科）： 平成３０年７月１日（日） 

   〃      （設計製図）： 平成３０年９月９日（日） 

木造建築士試験（学科）： 平成３０年７月２２日（日） 

   〃      （設計製図）： 平成３０年１０月１４日（日） 

 

✿受験申込書受付窓口における配布✿ 

配布期間 ： 平成３０年４月２日（月）～４月２３日（月）（ただし、土・日曜日、祝日は除く。また、４月２

１日（土）、２２日（日）は受験申込書の受付を行う所定の受付会場に限って配布を行います。） 

配布時間 ： 午前９時３０分～午後５時（ただし、４月２３日（月）は午前９時３０分～午後４時） 

インターネットによる受験申込の受付期間：  平成３０年４月９日（月）午前１０時～４月１６日（月） 

                                                        午後４時 

 

✿受験申込書の受付✿ 

郵送による受付： （｢過去の二級・木造建築士試験の受験票（原本）｣又は｢合否の通知書（原本）｣を

受験申込書に貼付できる者に限ります。ただし、離島在住者・勤務者で直接申込書が持参できない

等やむを得ない事情がある場合、勤務先の証明書（直接持参できない旨を証明したもの）又は住民

票を添付する者は、この限りではありません。） 

受付期間 ： 平成３０年４月２日（月） ～ ４月１６日（月） 

郵 送 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・問合せ先：  URL  http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/index.files/h30-2kmk-shikenannai.pdf 

 

 

受付場所における受付： （初めて受験する者及び過去の二級・木造建築士試験の受験票（原本）又

は合否の通知書（原本）を受験申込書に貼付できない者は、受付場所において受験申込を行って下

さい。） 

受付期間：  平成３０年４月１９日（木）～４月２３日（月）（土・日曜日を含む。） 

受付場所：  住所地の都道府県建築士会が指定する場所（住所地の都道府県以外の受付場所で

は一切受け付けません。） 

 
 

 

◇平成３０年度気密

測定技能者養成講

習・試験のご案内 

◇平成３０年一級建

築士試験案内  

◇平成３０年度 「国土

交通大臣登録鉄筋コンク

リート造耐震診断資格者

講習」及び「鉄筋コンク

リート造耐震改修技術者

講習」 

◇平成３０年度 「国土交

通大臣登録 木造耐震診

断資格者講習」「木造耐

震改修技術者講習」開催

のご案内 

◇平成３０年度ｲﾝﾃﾘｱ

ﾌﾟﾗﾝﾅｰ試験案内  

◇平成３０年度「福岡県

既存住宅流通・多世代居

住ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」   

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集 

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年２月分）   

◆平成３０年二級建

築士・木造建築士試

験案内 

◇「既存住宅状況調

査技術者講習会」開

催のご案内  

◇ 平成３０年度福岡県

快適な住まいづくり推進

助成制度   

http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/index.files/h30-2kmk-shikenannai.pdf


◆ 平成３０年度 「国土交通大臣登録 鉄筋コンクリート造耐震診断資格者

講習」及び「鉄筋コンクリート造耐震改修技術者講習」 

 

 

✿鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習（１日目）✿  

開催日：  平成３０年７月１１日（水）  

会場：  九州ビル 5F大会議室 福岡市博多区博多駅南1-8-31  

定員：  １８０人  ※受付期間５月１日、但し定員になり次第締切 

受講資格：  一級建築士、二級建築士  

受講料（テキスト代別） ：  19,440円（科目一部免除受講者 16,200円）（税込）  

※構造設計一級建築士は、希望により「建築物の耐震診断総論」及び「例題演習」の科目を一部免

除することが出来ます。  

 

✿鉄筋コンクリート造耐震改修技術者講習（２日目）✿  

開催日：  平成３０年７月１２日（木）  

会場：  九州ビル 5F大会議室 福岡市博多区博多駅南1-8-31  

定員：  １８０人  

受講資格 ：  一級建築士、二級建築士  

受講料（テキスト代別）：  9,720円（税込） ※既納の受講料は、当方都合の場合を除き、受講票送

付後についてはご返金いたしません。  

 

 

テキスト代： 「2017年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐震改修設計指針・

同解説」（第２刷） （３分冊（以下のRC-1、RC-2及びRC-3））（平成29年7月1日発行） 15,120円（税

込） ※ただし、１日目の診断講習のみの受講で、RC-2が不要の場合のテキスト代 11,880円（税込）  

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.kenchiku-bosai.or.jp/nwcon017/wp-content/

uploads/2018/03/RC2018.pdf 

 

          〒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 耐震講習係  

               TEL  03-5512-6451/FAX  03-5512-6455  

 

 

 

◇平成３０年度気密

測定技能者養成講

習・試験のご案内 

◇平成３０年一級建

築士試験案内   

◆平成３０年度 「国土

交通大臣登録鉄筋コンク

リート造耐震診断資格者

講習」及び「鉄筋コンク

リート造耐震改修技術者

講習」 

◇平成３０年度 「国土交

通大臣登録 木造耐震診

断資格者講習」「木造耐

震改修技術者講習」開催

のご案内 

◇平成３０年度ｲﾝﾃﾘｱ

ﾌﾟﾗﾝﾅｰ試験案内  

◇平成３０年度「福岡県

既存住宅流通・多世代居

住ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」   

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集 

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年２月分）   

◇平成３０年二級建築

士・木造建築士試験

案内   

◇「既存住宅状況調

査技術者講習会」開

催のご案内  

◇ 平成３０年度福岡県

快適な住まいづくり推進

助成制度   

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/nwcon017/wp-content/uploads/2018/03/RC2018.pdf
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/nwcon017/wp-content/uploads/2018/03/RC2018.pdf


◆ 平成３０年度  「国土交通大臣登録 木造耐震診断資格者講習」  

「木造耐震改修技術者講習」開催のご案内  

 
 

✿木造耐震診断資格者講習（１日目）✿  

開催日：   平成３０年６月２７日（水）  

会場：  九州ビル9階ホール  福岡市博多区博多駅南1-8-31  

定員：  ２００人   ※締切５月１日（但し定員になり次第締切） 

受講資格：  一級建築士、二級建築士、木造建築士  

受講料（テキスト代別）：  16,200円（科目免除受講者 12,960円）  

※構造設計一級建築士は、希望により「建築物の耐震診断総論」及び「例題演習」の科目を一部免

除することが出来ます。 ※既納の受講料は、当方都合の場合を除き、受講票送付後についてはご

返金いたしません。  

 

✿木造耐震改修技術者講習（２日目）✿  

開催日：  平成３０年６月２８日（木）  

会場：  九州ビル9階ホール  福岡市博多区博多駅南1-8-31  

定員：  ２００人  

受講資格：  一級建築士、二級建築士、木造建築士  

受講料（テキスト代別）：  8,640円（税込） ※既納の受講料は、当方都合の場合を除き、受講票送

付後についてはご返金いたしません。  

 

 

テキスト代： ○W-1「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」（2分冊） 

                       （平成25年5月24日発行 初版第３刷） 7,200円（税込）  

○W-2「木造住宅の耐震補強の実務」（平成26年7月2日発行 初版第５刷） 4,114円（税込）  

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.kenchiku-bosai.or.jp/nwcon017/wp-content/

uploads/2018/03/W2018.pdf 

 

          〒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 耐震講習係 

                 TEL 03-5512-6451/FAX 03-5512-6455  

 

 

◇平成３０年度気密

測定技能者養成講

習・試験のご案内  

◇平成３０年一級建

築士試験案内 

◇平成３０年度「国土交

通大臣登録鉄筋コンク

リート造耐震診断資格者

講習」及び「鉄筋コンク

リート造耐震改修技術者

講習」  

◆平成３０年度  「国土

交通大臣登録 木造耐震

診断資格者講習」  

「木造耐震改修技術者

講習」開催のご案内 

◇平成３０年度ｲﾝﾃﾘｱ

ﾌﾟﾗﾝﾅｰ試験案内 

  

◇平成３０年度「福岡県

既存住宅流通・多世代居

住ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」   

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集  

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年２月分）   

◇平成３０年二級建築

士・木造建築士試験

案内 

◇「既存住宅状況調

査技術者講習会」開

催のご案内  

◇ 平成３０年度福岡県

快適な住まいづくり推進

助成制度   

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/nwcon017/wp-content/uploads/2018/03/W2018.pdf
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/nwcon017/wp-content/uploads/2018/03/W2018.pdf


◆ 平成３０年度 インテリアプランナー試験案内 

 

 

 

 

 

 

 
受験手数料：  「学科試験」 9,720円(うち消費税額720円) 

           「設計製図」 16,200円(うち消費税額1,200円) 

 

✿受験申込書の受付等（前期）✿ 

●対象：「学科試験」又は「設計製図試験」（経過措置による受験を含む。）の受験申込者 

受験申込書の頒布期間：  平成30年3月16日(金曜)～4月20日(金曜) 

・総合案内書とセットで頒布場所又は郵送により頒布します。 

 ・頒布時間…午前9時30分～午後4時30分まで 

 ・頒布価格…1セット1,080円（うち消費税額80円） 

受験申込書の受付期間：  平成30年3月19日（月曜）～4月20日（金曜） 

受験申込方法： （公財）建築技術教育普及センター本部へ郵送による。 

 

✿受験申込書の受付等（後期）✿ 

●対象：「設計製図試験」（経過措置による受験を含む。）の受験申込者 

受験申込書の頒布期間： 平成30年8月31日(金曜)～9月28日(金曜) 

平成30年度の学科試験の合格者は、学科試験の合格通知書とともに設計製図試験の申込書を送

付します。 

 ・総合案内書とセットで頒布場所又は郵送により頒布します。 

 ・頒布時間…午前9時30分～午後4時30分まで 

 ・頒布価格…1セット1,080円（うち消費税額80円） 

受験申込書の受付期間： 平成30年9月3日（月曜）～9月28日（金曜） 

受験申込方法： (公財)建築技術教育普及センター本部へ郵送による。 

 

受験申込みに必要な書類 

（1）受験申込書（所定の用紙） 

（2）写真2枚（縦4.5cm×横3.5cmの証明写真） 

（3）受験手数料払込受付証明書（所定の用紙） 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.jaeic.or.jp/shiken/ip/ip-shiken-annai-h30/index.html 

 

              (公財)建築技術教育普及センター 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 

 

 

◇平成３０年度気密

測定技能者養成講

習・試験のご案内 

◇平成３０年一級建

築士試験案内   

◇平成３０年度 「国土

交通大臣登録鉄筋コンク

リート造耐震診断資格者

講習」及び「鉄筋コンク

リート造耐震改修技術者

講習」 

◇平成３０年度 「国土交

通大臣登録 木造耐震診

断資格者講習」「木造耐

震改修技術者講習」開催

のご案内 

◆平成３０年度ｲﾝﾃﾘｱ

ﾌﾟﾗﾝﾅｰ試験案内 

◇平成３０年度「福岡県

既存住宅流通・多世代居

住ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」   

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集  

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年２月分）   

◇平成３０年二級建築

士・木造建築士試験

案内   

◇「既存住宅状況調

査技術者講習会」開

催のご案内  

試験日 試験の区分 時間 

平成30年6月17日(日曜) 学科試験 12時30分～15時（2時間30分） 

平成30年11月18日(日曜) 設計製図試験 11時～17時（6時間） 

◇ 平成３０年度福岡県

快適な住まいづくり推進

助成制度   

http://www.jaeic.or.jp/shiken/ip/ip-shiken-annai-h30/index.html


◆ 「既存住宅状況調査技術者講習会」開催のご案内 

 
 

【移行講習】 

福岡会場  日 時：  平成３０年４月２６日（木） 

受付／12：30～  講習・終了考査／13：00〜17：45 

会 場：  福岡建設会館６階会議室 

定 員：  50名（定員に達し次第締切） 

 

※受講対象者は、国土交通省の長期優良住宅化リフォーム推進事業のインスペクターとして 

講習登録団体に登録されている建築士となります。 

受講料：  WEB申込16,740円／郵送申込17,280円(税込、テキスト・登録料を含む） 

 

 

【新規講習】 

福岡会場  日 時：  平成３０年６月１３日（水） 

受付／9：30～  講習・終了考査／10：00〜17：50 

会 場：  福岡建設会館６階会議室 

定 員：  ６０名（定員に達し次第締切） 

 

※受講者は、建築士（一級・二級・木造）が対象になります。 

受講料：  WEB申込21,060円／郵送申込21,600円(税込、テキスト・登録料を含む） 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.kenchikushikai.or.jp/koshukai/kizonjyutakujyokyochosa.html 

 

    公益社団法人 日本建築士会連合会「既存住宅状況調査技術者講習本部」 

              108-0014 東京都港区芝5-26-20 建築会館5階  

                        TEL 03-3456-2061 

 

 

◇平成３０年度気密

測定技能者養成講

習・試験のご案内 

◇平成３０年一級建

築士試験案内 

◇平成３０年度 「国土

交通大臣登録鉄筋コンク

リート造耐震診断資格者

講習」及び「鉄筋コンク

リート造耐震改修技術者

講習」 

◇平成３０年度 「国土交

通大臣登録 木造耐震診

断資格者講習」「木造耐

震改修技術者講習」開催

のご案内 

◇平成３０年度ｲﾝﾃﾘｱ

ﾌﾟﾗﾝﾅｰ試験案内  

◇平成３０年度「福岡県

既存住宅流通・多世代居

住ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業」   

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集  

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年２月分）   

◇平成３０年二級建築

士・木造建築士試験

案内 

◆「既存住宅状況調

査技術者講習会」開

催のご案内  

◇ 平成３０年度福岡県

快適な住まいづくり推進

助成制度   

http://www.kenchikushikai.or.jp/koshukai/kizonjyutakujyokyochosa.html


◆ 平成３０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 

 

 受付開始日 

平成３０年４月２日  ※予算がなくなり次第、受付を終了します。 

 事業目的 

 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。 

 補助要件等 

・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30年度は70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  

 

◇平成３０年度気密

測定技能者養成講

習・試験のご案内  

◇平成３０年一級建

築士試験案内 

◇平成３０年度 「国土

交通大臣登録鉄筋コンク

リート造耐震診断資格者

講習」及び「鉄筋コンク

リート造耐震改修技術者

講習」  

◇平成３０年度 「国土交

通大臣登録 木造耐震診

断資格者講習」「木造耐

震改修技術者講習」開催

のご案内 

◇平成３０年度ｲﾝﾃﾘｱ

ﾌﾟﾗﾝﾅｰ試験案内 

◆平成３０年度「福岡県

既存住宅流通・多世代

居住ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事

業」  

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集  

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年２月分）   

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 

◇平成３０年二級建築

士・木造建築士試験

案内 

◇「既存住宅状況調

査技術者講習会」開

催のご案内  

◇ 平成３０年度福岡県

快適な住まいづくり推進

助成制度   

http://www.fkjc.or.jp/kikaku/renove/hojo.html
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/1501413/


◆ 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会 新規会員募集  

 

 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会は、県民の住まいに対する関心を

高め、良質な住宅の供給及び良好な住環境の整備を促進することによ

り、生活の豊かさを実感できるゆとりある住まいづくりの推進に寄与す

ることを目的に活動している協議会です。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会   長…福岡県知事  

 副会長…北九州市長、福岡市長、（一社）福岡県建設業協会会長 

 会員…行政、公共団体、建築工事業者、設備工事業者、識別工事業者、設計事務所など 
 

 

 

 

・活動内容、年会費等のお問い合わせ先 → E-mail sumaikyo-1952@fukuoka.email.ne.jp  

                             TEL ０９２－６４３－３７３２  

・申込、詳細 → http://www.f-sumai.org/bosyu.html  

 

〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７－７  

福岡県建築都市部 住宅計画課内  

福岡県ゆとりある住まいづくり協議会  

 

 

◇平成３０年度気

密測定技能者養成

講習・試験のご案

内  

◇平成３０年一級

建築士試験案内 

◇平成３０年度 「国土

交通大臣登録鉄筋コン

クリート造耐震診断資

格者講習」及び「鉄筋コ

ンクリート造耐震改修

技術者講習」 

◇平成３０年度 「国土

交通大臣登録 木造耐

震診断資格者講習」

「木造耐震改修技術者

講習」開催のご案内 

◇平成３０年度ｲﾝﾃﾘ

ｱﾌﾟﾗﾝﾅｰ試験案内 

◇平成３０年度「福岡県

既存住宅流通・多世代

居住ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事

業」   

◆福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会新規

会員募集  

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年２月

分）   

◇平成３０年二級建

築士・木造建築士試

験案内 

◇「既存住宅状況調

査技術者講習会」開

催のご案内  

◇ 平成３０年度福岡県

快適な住まいづくり推

進助成制度   

毎年、公営住宅の建設及び団地

の自治活動に功労があった方々

の表彰を行っています。 

毎年、住宅や住環境に

関する先進事例の現地

視察を行います。 

福岡県が発注する工事の入札

情報を、会員の方々随時メー

ルでお知らせしています。 

毎年、住宅に関する

講習会、講演会を開

催しています。 

住宅関連等に関する説明会や技術講

習会、イベントなどの情報を毎月

メールマガジンにて配信し、ホーム

ページに「住まいの伝言版」を掲載

しております。 

住まいづくりに関する研修会

等への助成、１件あたり１０

万円を上限に助成します。 

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


◆平 成 ３０ 年 度 福 岡 県 快 適 な 住 ま い づ く り 推 進 助 成 制 度  
 

 

 福岡県では、県産木材を活用し、環境にやさしく耐久性にも優れた優良な木造住宅の普及促進を図

るため、一定の基準を満たした木造住宅を新築又は購入する方に対して、予算の範囲内で助成金

（補助金）を交付します。 

 

 

✿対象者✿ 

自ら居住するために、今後、福岡県内で県の定める建設基準に適合する住宅を新築又は購入する方 

 

 

✿主な基準✿ 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条にもとづく認定を受けていること 

一戸建ての木造軸組構造であること 

使用する木材のうち７０パーセント以上を県内加工材とすること 

バリアフリー性能に関する一定の基準に適合すること 等 

 

 

✿助成内容✿ 

床面積１平方メートル当たり２，５８７円（千円未満を切捨、限度額４７万円）の助成が受けられます。 

県産木材の使用量に応じて、次のとおり上記１の助成金の額に上乗せされます。（この県産木材と

は、福岡県産木材供給体制推進協議会の県産木材認証事業体又は福岡県産木材供給連絡協議会

が発行する証明書があるものを言います）  

 

５立法メートル未満・・・２７千円  

５立法メートル以上１０立法メートル未満・・・８２千円  

１０立法メートル以上１５立法メートル未満・・・１３７千円 

１５立法メートル以上・・・１６５千円   

 

 

 

 

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

 

 

         申込先： 〒812-8577福岡市博多区東公園7番7号 

           福岡県建築都市部 住宅計画課 民間住宅係宛  

            Tel： 092-643-3731   Fax： 092-643-3737  

◇平成３０年度気

密測定技能者養成

講習・試験のご案

内 

◇平成３０年一級建

築士試験案内 

◇平成３０年度 「国土

交通大臣登録鉄筋コン

クリート造耐震診断資格

者講習」及び「鉄筋コン

クリート造耐震改修技術

者講習」  

◇平成３０年度 「国土
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既存住宅流通・多世代
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◇福岡県ゆとりある住ま
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員募集  

◆ 平成３０年度福岡県

快適な住まいづくり推進

助成制度   

◇平成３０年二級建

築士・木造建築士試

験案内 

◇「既存住宅状況調

査技術者講習会」開

催のご案内  

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年２月分）   

https://www.flat35.com/index.html
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新設住宅着工戸数（２月分） 

２月の新設住宅着工戸数 

福岡県の２月の住宅着工戸数は3,422戸、前年度同月戸数を 

2.9％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 

1,605戸、前年度比＋12.7％、貸家系(貸家と給与住宅を足した 

もの)は1,817戸、前年度比で－13.4％となっています。 

 また、全国の2月の住宅着工戸数は69,071戸で、前年同月戸数 

を2.6％下回りました。 

 利用関係別では、持家系では39,036戸、前年度比で-1.7％、貸 

家系では30,035戸で、前年度比-3.7％となっています。 


