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■■  「再開発事業関係説明会「再開発事業関係説明会((福岡福岡))」開催のお知らせ」開催のお知らせ  
 

概 要：  (社)再開発コーディネーター協会では、「再開発事業関係説明会」を開催します。 

      午前にはマンション建替え事業、午後には再開発事業に関する、今年度の 新施策等の説明 

      が行われます。 

 

日  時： 平成２３年６月１６日(木曜日) ９：３０～１７：００ 

 

場  所： パピヨン２４(３階１０・１１号会議室) 

       《福岡市博多区千代１－１７－１ ※右記参照》 

 

 

講師・説明会：  

 

午前：マンション建替え事業関連説明会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後：再開発事業関連説明会 

 

参加費： (午前)マンション建替え事業関連 一般：6,000円、  会員：5,000円 

       (午後)再開発事業関連       一般：15,000円、 会員：13,000円  ※当日支払い 

 

申込み方法： ホームページより申込書をダウンロードし、ご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み下さい。 

 

申込先： ＦＡＸ ０３－３４３２－８９０８ 

 

リ ン ク： http://www.urca.or.jp/setsumeikai/230616fukuoka.pdf 
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講 習 会 

【お問い合せ】 

 

(社)再開発コーディネーター協会 

 

ＴＥＬ ０３－３４３７－０２６１(事業課 林) 

９：３０～ 開会挨拶 

９：３５～ 

１０：２５ 

H２３年度のマンション建替え政策、予算、 

法改正およびそのポイントについて 
国土交通省担当官 

１０：３５～ 

１１：５５ 

マンション建替え事業等に関する講義 

マンション建替え事業の 新事例紹介 

(株)シティコンサルタンツ 

取締役 山田 尚之 氏 

１３：００～ 

１４：２０ 
近の再開発事業関係新規施策等について 国土交通省担当官 

１４：３０～ 

１５：５０ 

持続可能な市街地構築に向けた 

市街地再開発事業の新たな展開 

筑波大学大学院システム情報工学研究科 

教授 大村 謙二郎 氏 

１６：００～ 

１７：００ 

再開発事業の新しい手法について 

－ 事例を中心として － 

日 建 設 計コーポレート部門 

副代表 黒澤 俊彦 氏 
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おやどまり さとる 

 あびる さとる 

■■  平成２３年度 第１回福岡マンション管理基礎セミナーのお知らせ平成２３年度 第１回福岡マンション管理基礎セミナーのお知らせ 

 

日  時： 平成２３年６月２５日(土曜日) １３：００～１６：００ 
 
場  所： 福岡市健康づくりセンター「あいれふ」(１０階ホール) 

       《福岡市中央区舞鶴２－５－１ ※右記地図参照》 
 
講演テーマ： ①「管理規約を見直し、よりよいマンションライフを」 
          
         (講師)日本マンション管理士会連合会 会長 親泊 哲 氏 

 

         ②「西方沖地震で学んだコミュニケーションの大切さ」 
          
         (講師)天神ロイヤルガーデン管理組合 防災担当特任理事 阿比留 哲 氏 
 
対 象： 福岡市及び近郊にお住まいの方 

      (マンション管理組合役員・区分所有者・マンション管理業者など) 
 
定 員： ３００名(申込み先着順、定員になるまで受け付けます。) 
 
申込方法： 電話・ファックス・はがき・Eメールにて、お名前・住所・電話番号をご記入の上、また複数で 

        お申し込みの場合は、代表者のお名前・参加人数・住所・電話番号をご記入の上、 

        お申し込み下さい。 

        FAXでお申し込みされる場合、リンク先より用紙をダウンロードして必要事項をご記入の上、 

        送信して下さい。お申し込み先は、下記の青枠を御覧下さい。 
 
リ ン ク： http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/5576/1/110625_chirashi.pdf 

☆ マンション管理無料相談会 ☆ も実施されます。 
 

日 時： 平成２３年６月２５日(土)  ①１１：００～１１：５０ 

                         ②１１：５０～１２：４０ 
 
場 所： 福岡市健康づくりセンター 「あいれふ」１０階講堂 
 
相談内容： 分譲マンションの管理運営・維持保全等に関すること 
 
対 象： 福岡市及び近郊にお住まいの方 

      (マンション管理組合・区分所有者など) 
 
定 員： １２件(申込み先着順、定員になり次第締め切ります。) 
 
申込方法： 電話のみの受付となっております。下記の電話番号へお申し込み下さい。 

        ※その際に、簡単な相談内容をお聞かせ下さい。 
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【福岡市内にお住まいの方のお申し込み先】 

 

福岡市住宅都市局住宅部住宅計画課 宛 

〒８１０－８６２０ 

福岡市中央区天神１－８－１ 

ＴＥＬ：０９２－７１１－４７７６ 

ＦＡＸ：０９２－７３３－５５８９ 

E-mail：m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp 

【福岡市外にお住まいの方のお申し込み先】 

 

(財)福岡県建築住宅センター企画情報部住情報課 宛 

〒８１０－０００１ 

福岡市中央区天神１－１－１ 

ＴＥＬ：０９２－７８１－５１６９ 

ＦＡＸ：０９２－７１５－５２３０ 

E-mail：kikaku@fkjc.or.jp 

 １件の相談につき、

５０分までとします。 

【お申し込み・お問い合せ先】 

 

福岡市住宅都市局 住宅計画課 

ＴＥＬ ０９２－７１１－４７７６ 
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■■  「平成２３年度 構造設計一級建築士講習」実施のお知らせ「平成２３年度 構造設計一級建築士講習」実施のお知らせ 

概   要：  平成２０年１１月２８日に施行された新建築士法により、平成２１年５月２７日以降、一定規模以上の 

        建築物の構造設計については、原則として、構造設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは構造  

        設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられました。 

        構造設計一級建築士の資格を取得するには、原則として、一級建築士として５年以上構造設計の業 

        務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとさ 

        れております。(財)建築技術教育普及センターでは、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関と 

        して、構造設計一級建築士講習を実施いたします。講習は、テキストを使用した２日間の講義と１日  

        の修了考査の構成により実施されます。  

 

講習日程： 平成２３年９月２７日(火)～９月２８日(水) 

 

修了考査： 平成２３年１０月２３日(日) 

        ※修了考査の講習地は、原則として、講義を受けた講習地と同じです。 

 

【受講手数料（税込）】(受講資格審査手数料及びテキスト代、修了考査手数料(申込区分４を除く)を含む。) 

・申込区分１：５２，５００円 

・申込区分２：４２，０００円 

・申込区分３：４７，２５０円 

・申込区分４：１５，７５０円 

 

【受講申込関係書類の頒布】 

・頒布期間：平成２３年５月３０日(月)～６月２４日(金)（土曜日、日曜日は除く） 

・頒布時間：９：３０～１６：３０(但し、６月２４日は１５：００まで) 

・頒布場所：(財)建築技術教育普及センター九州支社及び(社)福岡県建築士会 

・頒布価格：１セット１，０５０ 円（消費税含む） 

 

【受講申込書の受付】 

・受付期間 平成２３年６月６日(月)～６月２４日(金)（受付締切日の消印のあるものまで有効） 

・申込方法 (財)建築技術教育普及センター本部宛に郵送（簡易書留） 

 

【修了考査の結果通知】 

平成２３年１２月２１日(水)頃、本人に通知予定 

 

※申込区分等、詳細についてはリンク先を参照してください。 

 

リ  ン ク： http://www.jaeic.or.jp/s1k-kosyu110509.pdf  
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【お申込み先】 

(財)建築技術教育普及センター本部 

〒１０４－００３１ 

東京都中央区京橋２－１４－１ 

 

【お問い合せ】 

・(財)建築技術教育普及センター本部 

 ０３－５５２４－３１０５ 

・(財)建築技術教育普及センター九州支社 

 ０９２－４７１－６３１０ 
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■■  「平成２３年度 設備設計一級建築士講習」実施のお知らせ「平成２３年度 設備設計一級建築士講習」実施のお知らせ  
 

概  要： 平成２０年１１月２８日に施行された新建築士法により、平成２１年５月２７日以降、一定規模以上の 

      建築物の設備設計については、原則として、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備 

      設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられることとなりました。 

      設備設計一級建築士の資格を取得するには、原則として、一級建築士として５年以上設備設計の業   

      務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとさ  

      れています。 

       (財)建築技術教育普及センターは、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関として、設備設計一 

      級建築士講習を実施します。講習は、テキストを使用した３日間の講義と１日の修了考査の構成により 

      実施されます。 

 

講習日程： 平成２３年８月３０日(火)～９月１日(木) 

 

修了考査： 平成２３年１０月２日（日） 

 
【受講手数料（税込）】 

・申込区分１：６３，０００円 

・申込区分２：４２，０００円 

・申込区分３：５２，５００円 

・申込区分４：４２，０００円 

・申込区分５： ２，１００円 

 

【受講申込関係書類の頒布】 

・頒布期間：平成２３年５月３０日(月)～６月２４日(金)（土曜日、日曜日は除く） 

・頒布時間：９：３０～１６：３０（ 終日の６月２４日は１５：００まで） 

・頒布場所：(財)建築技術教育普及センター九州支部、(社)福岡県建築士会 

・頒布価格：１セット１，０５０ 円（消費税含む） 

 

【受講申込書の受付】 

・受付期間：平成２３年６月６日(月)～６月２４日(金)（受付締切日の消印有効） 

・申込方法：(財)建築技術教育普及センター本部宛に郵送（簡易書留） 

 

【修了考査の結果通知】 

平成２３年１２月１４日（水）頃、本人に通知予定。 

※申込区分等、詳細についてはリンク先を参照して下さい。 

 

リンク：http://www.jaeic.or.jp/b1k-kosyu110509.pdf  
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【受講に関する問い合わせ】 

 

■(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 

ＴＥＬ ０９２－４７１－６３１０ 

 

【受講申込関係書類頒布場所】 

 

■(財)建築技術教育普及センター九州支部 

住所・電話番号同上 

 

■(社)福岡県建築士会 

〒８１２－００１３ 

福岡市博多区博多駅東３－１４－１８ 福岡建設会館 

ＴＥＬ ０９２－４４１－１８６７ 
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■■  平成２４年度「大工育成塾平成２４年度「大工育成塾  事前相談会」実施のお知らせ事前相談会」実施のお知らせ  

 
概要： 大工育成塾は、日本の職人文化・ものづくり文化の再興を担う人材を育成し、技と心の両面からの人づく   

    りを図るため、伝統構法を活かした木造軸組住宅づくりを担う大工技能者の育成を国家プロジェクトとして  

    推進するものです。 

     このたび、平成２４年度第１０期生の募集開始に伴い、事前相談会が開催されます。 

    １８歳以上２５歳以下(入塾時)の方で木造軸組住宅のプロ「大工」の技術習得に興味があれば、どなたでも  

    参加できます。  

 

日時： 平成２３年６月３０日(木) 、７月７日(木) 、７月１４日(木)  

      

     いずれも、１６：００から開始 

 

会場： 一般社団法人 大工育成塾 福岡事務所 

     〒８１２－００１１ 

     福岡市博多区博多駅前２－１２－１２ 第５グリーンビル４階 

 

リンク： http://www.daiku.or.jp/aboutus/info/jizensodan.html 

 

 

 

 

  

  

■■  平成２４年度「大工育成塾平成２４年度「大工育成塾  入塾説明会」の開催のお知らせ入塾説明会」の開催のお知らせ  
 

概要： 一般社団法人大工育成塾では、真の大工職人の育成を図るため、「大工育成塾」を開校しています。 

    「大工育成塾」は、日本の職人文化・ものづくり文化の再興を担う人材を育成し、技と心の両面からの 

    人づくりを図るため、伝統構法を活かした木造住宅づくりを担う大工技能者の育成を国家プロジェクトとして  

    推進するものです。 

     このたび、平成２４年度第１０期生の募集が開始されました。 

    「大工棟梁を目指す(１８～２５歳まで)方」に向けた入塾説明会が開催されます。 

 

日時： 平成２３年７月２８日(木)  １４：００～ 

 

会場： 福岡商工会議所 

 

申込締切： 平成２３年７月２２日(金) ※消印有効 

 

申込方法： ホームページより申込書をダウンロードし、 寄の塾に郵送またはFAXにてお申し込み下さい。 

 

リンク： http://www.daiku.or.jp/aboutus/info/setsumeikai.html  
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【お申し込み＆お問い合せ】 
 

一般社団法人 大工育成塾 福岡事務所 

〒８１２－００１１ 

福岡市博多区博多駅前２－１２－１２ 

第５グリーンビル４階 
 
ＴＥＬ ０９２－４７７－５５６１ 

ＦＡＸ ０９２－４７７－５５０５ 

【お申込み＆お問い合せ】 

 

福岡塾 

TEL ０９２－４７７－５５６１ 

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


☆★過去の住まいの伝言板は ～住まいネット～ に掲載されております★☆ 

★ ★ ★
 
★
 

★   
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【平成２２年度事業との主な相違点】 
 
◆平成２２年度事業第２回募集分における事業登録申請より、補助対

象となる住戸の戸数を登録されている事業者は、当該登録戸数との

合計で５戸を上限としました。 

（手続きマニュアルＰ．２ 「２．対象住宅」参照） 

◆住宅の建設地が東北地方太平洋沖地震の大規模被災地県内 

（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県）にお

いては、申請枠及び期限を別途設けました。 

（手続きマニュアルＰ．４ 「５．２ エントリー兼補助金交付申請受付期

間」参照） 

◆実績報告は事業が完了した住宅毎に提出することとしました。 

（手続きマニュアルＰ．１０ 「１０．１ 実績報告の方法」参照) 

◆ 実績報告の延長手続きの制度は無くなりました。 

（手続きマニュアルＰ．１１ 「１０．２ 実績報告の受付締切日」参照） 

■■  平成２３年度 木のいえ整備促進事業の募集開始について平成２３年度 木のいえ整備促進事業の募集開始について 

 
    平成２３年度木のいえ整備促進事業実施支援室において、平成２３年度「木のいえ整備促進事業」の募集が開始され  

   ておりますのでお知らせします。  

 

１．対象となる住宅  

（1）一般型 

     中小住宅生産者により供給される次の全ての要件を満たす木造住宅の建設を行う事業  

    ・所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受け、建築着工前であること 

    ・補助事業の実績報告を行うまでに、一定の住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること 

    ・建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと 

 

（2）地域資源活用型 

  (１)の一般型の要件に加えて、次の全ての要件を満たす長期優良住宅の建設を行う事業 

    ・都道府県の認証制度等により産地証明等がなされている木材を使用すること 

    ・構造材（柱・梁・桁・土台）の過半において上記の木材を使用していること 

 

   ２．補助金交付申請受付期間 

     平成２３年５月１０日(火)から平成２３年８月３１日(水)まで（必着） 

     ※ 受付は先着順とし、申請の状況により、期限よりも前に受付を停止すること、 

       または、追加で募集することがあります。この際は支援室ホームページにてお知らせいたします。 

 

   ３．対象者 

     申請者は、以下の要件を全て満たす事業者です。 

     ・年間の新築住宅供給戸数が５０戸程度未満の住宅供給事業者 

     ・建築主と住宅の建設工事請負契約を締結（又は買主と売買契約を締結）し、かつ当該住宅の建設工事を自ら行う者 

     ※建設業と宅地建物取引業を兼ねる者が、住宅の建設工事を行い、かつその販売を自ら行う場合についても 

       本事業の対象事業者となります。 

 

   ４．補助額 
     対象住宅の建設に要する費用の１割以内の額で、かつ一般型の対象住宅１戸当たり１００万円、地域資源 

     活用型の対象住宅１戸当たり１２０万円が上限となります。申請受付期間内で補助を受けることのできる 

     住宅の戸数は、一般型と地域資源活用型の対象住宅の合計戸数で、一の事業者あたり５戸が上限となり 

     ます。また、平成２２年度木のいえ整備促進事業第２回募集分における事業登録申請により、補助対象 

     となる住宅の戸数を登録されている事業者は、当該登録戸数との合計で５戸を上限とします。 

     なお、補助金相当額は、住宅の建築主又は買主に還元される必要があります。 

 

   ５．応募方法等の詳細 

     本ホームページに今後掲載する「手続きマニュアル」に基づき、必要な書類を当支援室に提出していただきます。 

     事業の詳細は、「手続きマニュアル」を参照して下さい。 
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募 集 

【応募に関する問合せ先・応募書類の入手先・提出先】 
 

※問合せについては、原則として電話でお願いします。 

 

平成２３年度 木のいえ整備促進事業実施支援室 

 

〒１６２－０８２５  

東京都新宿区神楽坂一丁目１５番地神楽坂１丁目 ビル６階 

ＴＥＬ ０３－５２２９－７６４３ 

    ０３－５２２９－７６４４ 

受付 月～金曜日（祝日、年末年始を除く） ９：３０～１７：００ 

http://www.f-sumai.org/
http://www.cyj-shien23.jp/01_hojoseido/dlf/manual_0509.pdf
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  ■■  平成２３年度 福岡県快適な住まいづくり推進助成制度平成２３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を交付する事業が実施されています。 

  自ら居住するために、今後、福岡県内で一定の建設基準に適合する住宅を新築・購入する方が対象です。 

対象者 

 

  ●耐久性や省エネルギー性、維持保全の容易性等を確保するため、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概ね７０％以上を県内加工材の利用すること 

 ●住宅内部の可変性を確保するため、以下の①又は②に適合すること 

   ①以下の(a)から(d)までの基準のいずれか２以上に適合すること 

   (ａ)居室間に存する間仕切り壁のうち１以上を、床勝ち・天井勝ちとすること 

  (b)主な就寝室及び居間の床面積は１３㎡（８畳相当）以上とすること 

  (c)階段の幅員および勾配等を、所定の基準に適合させること 

  (d)廊下の幅員を、所定の基準に適合させること 

 ②３世代（親、子、孫）世帯が居住するものとして以下の(a)から(c)までの基準に適合すること 

  (a)住戸専用面積が、原則として以下の式で算出される面積であること 

   ２５㎡ × （世帯人員） ＋ ２５㎡ 

 (b)各居室間の移動が屋内で可能であること。 

 (c)居住室（居間、食事室、寝室）が４室以上あり、うち１室は高齢者用であること 

 ●バリアフリー性能に関する基礎要件（評価方法基準※高齢者等配慮対策等級３相当）に適合すること 

   ※評価方法基準：住宅の品質確保の促進等に関する法律第３条第１項に規定するもの 

 建設基準 

○住宅着工前に、添付図書を添えて、県に認定申請書を提出してください。 

※詳細は、県のホームページを御覧ください。 

(注意)本事業は，国土交通省が行う「住宅エコポイント制度」等とは併用できません。 

手続きについて 

①床面積１㎡当たり ２，５８７円（千円未満切り捨て、限度額４７万円）の助成が受けられます。 

②県産木材（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）の使用量に応じて次のとおり①の助成金の額に上乗せされます。 

・～ ５m3未満       … ２９千円 

・５m3～１０m3未満 … ８８千円 

助成の内容 

【申込・問い合わせ先】 
福岡県建築都市部住宅計画課民間住宅係 

〒８１２-８５７７ 福岡市博多区東公園７－７ 

ＴＥＬ ０９２－６４３－３７３１ 

※詳しい内容はホームページをご覧ください 

 

福岡県建築都市部住宅計画課ホームページ 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a12/23-kaitekinasumaidukuri.html 

お 知 ら せ 

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


■ エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業（住宅エコポイント事業）の■ エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業（住宅エコポイント事業）の  

                                              ポイントが発行される工事の対象期間の短縮についてポイントが発行される工事の対象期間の短縮について  
 

１．内容 

 

  エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業（住宅エコポイント事業）は、対象となるエコ住宅の新築

及びエコリフォームのポイントが発行される工事の対象期間を本年１２月末までに着工・着手したものとなっており

ましたが、想定を上回る多くの利用があったことから、工事の対象期間を５ヶ月短縮し、平成２３年７月末までとな

りました。 

  なお、ポイントの申請期限及び交換期限は変更ありません。 

  詳細は住宅エコポイント事務局のホームページ（http://jutaku.eco-points.jp/）をご覧ください。 

 

 

２．お問い合わせ先（住宅エコポイント全般） 

 

   住宅エコポイント事務局 

   ・ＨＰ http://jutaku.eco-points.jp/ 

   ・電話 ０５７０－０６４－７１７ （有料） （９：００～１７：００、土日祝含む） 

   ※IP電話・PHSからのお問い合わせ 

    申請前の方：０３－５９１１－７８０３（有料） 

    申請後の方：０３－５９１１－７８０４（有料）  
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工事の種類 建物の種類 

ポイントが発行される 

工事の対象期間 

【短縮】 

ポイントの申請期限※ 

【変更なし】 

ポイントの交換期限※ 

【変更なし】 

新築 

一戸建ての住宅 

 

共同住宅等（階数が10以下） 

 

共同住宅等（階数が11以上） 

（変更前）平成23年12月31日 

までに着工した新築工事 

↓ 

（変更前）平成23年7月31日 

までに着工した新築工事 

平成24年6月30日 

 

平成24年12月31日 

 

平成25年12月31日 

 

 

 

 

 

平成26年3月31日 

リフォーム 一戸建ての住宅・共同住宅等 

（変更前）平成23年12月31日 

までに着工したリフォーム工事 

↓ 

（変更前）平成23年7月31日 

までに着工したリフォーム工事 

平成24年3月31日  

お問い合わせ先 

 

国土交通省住宅局住宅生産課 
 
ＴＥＬ ０３－５２５３－８１１１ （内線３９－４３１） 

http://www.f-sumai.org/
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■■  長期優良住宅認定状況長期優良住宅認定状況((平成２３年４月末時点平成２３年４月末時点))  
 

 この度、全国の所管行政庁の平成２３年４月の認定状況について国土交通省において、調査した結果がとり

まとまっておりますので、お知らせします。 また、平成２３年４月１５日に発表された認定状況について、一部修

正がありますので、併せてお知らせします。 

 

１．平成２３年４月の実績 

 

（１）一戸建ての住宅   ６，７９９戸              （内福岡県分）       ３３５戸 

（２）共同住宅等         ２３戸                                ２戸 

（３）総戸数         ６，８２２戸                              ３３７戸 

 

 

２．制度運用開始からの累計 

 

（１）一戸建ての住宅  １６４，５７９戸             （内福岡県分）     ６，９９８戸 

（２）共同住宅等       ２，９０２戸                             ３３７戸 

（３）総戸数        １６７，４８１戸                            ７，３３５戸 

 

 

平成２３年２月修正分については以下の通り。 

 

１．平成２３年２月の実績 

                                 （修正） 

（１）一戸建ての住宅    ７，２７９戸    →    ７，２４０戸  

（２）共同住宅等          ２６戸    →       ２８戸 

（３）総戸数          ７，３０５戸    →    ７，２６８戸 

 

２．制度運用開始からの累計 

 

（１）一戸建ての住宅  １４９，２４０戸    →  １４９，２０１戸 

（２）共同住宅等       ２，８４０戸    →    ２，８４２戸 

（３）総戸数        １５２，０８０戸    →  １５２，０４３戸 

 

 

※ 東日本大震災の影響により、岩手県・宮城県・福島県については未集計のため、平成２３年４月の実績値

および制度運用開始からの累計値については暫定値となっております。今後、両県の実績値を確認できた段

階で、追って確定値を公表する予定です。  

 

《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、長期優良住宅法関連情報ホームページを 

 ご覧ください。 

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

 

●国土交通省ホームページに資料が添付されています。 

 http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000241.html 
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【問い合わせ】 

 

国土交通省 住宅局住宅生産課 

 

TEL ０３－５２５３－８１１１ 

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


☆★過去の住まいの伝言板は ～住まいネット～ に掲載されております★☆ 
★ ★ ★

 

★   
★ 

■■  住宅エコポイント実施状況住宅エコポイント実施状況((４月末時点４月末時点))  
 

 平成２３年４月末時点での同事業の実施状況について国土交通省において公表されておりますので、お知らせし

ます。 

 

 １．住宅エコポイントの申請状況 

    （1）平成２３年４月の合計 

      新築           ５５，８６５件          

      リフォーム        ２９，３０件 

       合計           ８５，１６６件 

 

    （2）申請受付開始からの累計 

      新築          ３２５，３７６件 

      リフォーム      ３７９，２１５件 

      合計           ７０４，５９１件 

 

 

   ２．住宅エコポイントの発行状況 

    （1）平成２３年４月の合計 

       新築           ５４，０６８件       (内福岡県分)     ２，１８９件   

       リフォーム       ３１，３４８件                     １，１６８件  

       合計            ８５，４１６件                    ３，３５７件   

 

     （2）申請受付開始からの累計 

       新築         ２９９，３７９件       (内福岡県分)    １０，１０９件     

       リフォーム       ３５９，８０８件                   １１，０５９件    

       合計         ６５９，１８７件                    ２１，１６８件   
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【問い合わせ】 

 

国土交通省住宅局住宅生産課 

  

TEL （０３）-５２５３－６１１１１ （内線３９－４３１） 

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


新設住宅着工戸数（４月分） 

４月の新設住宅着工戸数 

福岡県の４月の住宅着工戸数は2,574戸、前年度同月戸数を

1.9％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

1,248戸、前年度比で-3.6％、貸家系（貸家と給与住宅を足したも

の）は1,326戸、前年度比で-0.3％となっています。 

また、全国の４月の住宅着工戸数は66,757戸で前年同月とほぼ

変わらず、前年度比で＋0.3％となっています。 

持ち家系では43,877戸、前年度比で＋5.5％、貸家系で22,880

戸、前年度比-8.4％となっています。 
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