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◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇平成２７年度「建築

物石綿含有建材調査

者」講習会について 

◇平成２７年度「管理

業務主任者証の交付

に係る講習」のご案内 

◇「防火設備検査員に

関する講習」ご案内 

◇ﾏﾝｼｮﾝ建替え・耐震化

ｾﾐﾅｰと無料相談会のお

知らせ 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年１０月末時点） 

◆ 平成２７年度 第四期「一級・二級・木造建築士定期講習」のご案内 

 平成20 年11 月28 日に改正された建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二

級建築士又は木造建築士は、3 年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、一級建築

士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習（以下「建築士定期講習」という。）を受講

することが義務付けられています。 

講習日：  平成２８年２月９日（火） 

※受付期間  平成２７年１２月１日（火）～平成２８年１月２１日（金） 

会場：  福岡建設会館７F 

福岡市博多区博多駅東３－１４－１８ 

定員：  ２００名（定員になり次第締切） 

受講料：  １２，９６０円（テキスト代・消費税込み） 

受付場所：  （公社）福岡県建築士会　事務局  

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

※土日祝日除く９：３０～１２：００、１３：００～１６：３０の間 

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

  (一社)福岡県建築士事務所協会 事務局 

福岡市博多区博多駅東3-14-18 福岡建設会館5階 【TEL：092-473-7673】

（公社）福岡県建築士会事務局（TEL　０９２－４４１－１８６７）
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統計（平成２７年１０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 
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の賃貸借関係をめぐるﾄ
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◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術
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関する講習」ご案内 

◇ﾏﾝｼｮﾝ建替え・耐震化

ｾﾐﾅｰと無料相談会のお

知らせ 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年１０月末時点） 

◆ 平成２７年度 第四期「管理建築士講習」のご案内 

 

 
 平成20 年11 月28 日に改正された建築士法の規定により、建築士事務所を管理する建築士（以下

「管理建築士」という。）は、建築士として3 年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事し

た後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士

でなければならないと定められています。 

 ※管理建築士講習を一度修了されている方は、再度受講する必要はありません。 

 

 

講習日：  平成２８年１月２１日（木） ※臨時講習 

         （受付期間  平成２７年１１月１６日（月）～平成２８年１月８日（金）） 

 

定員：  １６名(定員になり次第締切） 

 

会場：  東福第２ビル５階会議室 

        福岡市博多区博多駅東２－９－１ 

 

受付場所：  （公財）建築技術教育普及センター （TEL ０３－６２６１－３３１０） 

 

 

 

 

講習日：  平成２８年３月２３日（水） 

         （受付期間  平成２７年１１月１８日（水）～平成２８年２月２９日（金）） 

 

定員：  ２８名（定員になり次第締切） 

 

会場：  福岡建設会館７０２会議室 

        福岡市博多区博多駅東３－１４－１８ 

 

受付場所：  （一社）福岡県建築士事務所協会 

       福岡市博多区博多駅東3-14-18 福岡建設会館5階 【TEL：092-473-7673】 

        ※土日祝日除く、９：３０～１２：００、１３：００～１６：３０の間受付 

 

受講料：  １６，２００円（テキスト代・消費税込み） 

 

 

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

 

                （一社）福岡県建築士事務所協会 

          福岡市博多区博多駅東3－14－18 福岡建設会館5F 

                   TEL 0 9 2（ 4 7 3） 7 6 7 3 
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◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術
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◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年１０月末時点） 

◆ 平成２７年度 福岡県被災建築物応急危険度判定講習会のご案内 

 

  
 地震により被災した建築物の二次災害を防止するために、余震等によるその建築物の倒壊や落下物の危険性

の判定を行うことを「応急危険度判定」と言い、その判定資格者を「応急危険度判定士」と呼んでいます。  

平成7年の阪神・淡路大震災において、この応急危険度判定は本格的に実施され、平成17年3月の福岡県西方

沖地震、平成19年7月の新潟県中越沖地震、平成20年6月の岩手・宮城内陸地震、平成23年3月の  

東北地方太平洋沖地震においても実施されました。 今年度は下記のとおり、被災建築物応急危険度判定士を養

成するための講習会を開催いたします。 皆様方のご参加、ご協力をお待ちしております。  ※参加無料 

 

 

  福岡会場  

  定員150名    平成28年1月21日（木）14:00～16:40（13:30開場）  

          アクロス福岡 7階 大会議室（福岡市中央区天神1-1-1）  

 北九州会場  

  定員100名    平成28年1月28日（木）14:00～16:40（13:30開場）  

          小倉興産ＫＭＭビル 4階 第4会議室（北九州市小倉北区浅野2-14-1）  

 

 

 ✿受講資格✿ 

 建築士（建築士法第２条第１項）または特殊建築物等調査資格者（福岡県内に在住または在勤

している方） （※新規に判定士登録される方が対象です。過去に受講された方は再受講の必要

はありません。）  

 

 

 ✿講義内容・講師✿ 

「 応急危険度判定マニュアルについて 」   江﨑 文也 氏（元 福岡大学工学部教授） 

 

 

申込・問合せ先： URL  http://fkjc.or.jp/news/pdf/h27okyu.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  

          〒810-0001 福岡市中央区天神１－１－１ アクロス福岡 東棟３階  

 

 

 

主催 ： 福岡県／北九州市／福岡市／久留米市／大牟田市  

共催 ： 福岡県被災建築物・宅地応急危険度判定協議会  

後援 ： (公社)福岡県建築士会／(一社)福岡県建築士事務所協会／(一社)福岡県建設業協会 福岡

県建設業協同組合／(公社)日本建築家協会九州支部／(一社)日本建築構造技術者協会九州支部  

 

 

                 ◆◇◆ 判定制度の問い合わせ先 ◆◇◆  

      福岡県 建築都市部 建築指導課（福岡市博多区東公園７－７ TEL：092-643-3721）  
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案内 
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災建築物応急危険度判

定講習会のご案内 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年１０月

分） 

◆ 住宅省エネルギー技術講習会 CPD認定講習会 

 

 

✿設計者講習会✿（受講料１，０００円） 

 
 本講習会では、講習会受講者に対し考査を行い、合格者には「住宅省エネルギー［設計］技術者講習修了証」

を発行します。修了証には、賞状タイプとカードタイプが選択いただけます。（修了証の発行は任意ですので、希

望する方には、発行手数料として賞状タイプ1,000円、カードタイプ2,000円をご負担いただきます） 

 

日時：  平成２７年１２月１６日  １３：００～１７：３０ 

会場：  久留米ビジネスプラザ  久留米市宮ノ陣4丁目29-11  

日時：  平成２８年１月１６日  １３：００～１５：３０ 

会場：  真鶴会館（北九州市総合労働会館） 北九州市小倉北区真鶴1丁目5-15  

定員：  各５０人               講師：  未定 

 

 

✿施工技術者講習会✿（受講料１，０００円） 

 
 本講習会では、平成25年省エネ基準に基づく省エネ住宅の必要性や考え方を理解いただくために、省エネ施

工に関する映像も用いながら、分かりやすい講義を半日で行います。本講習会の受講に際し、受講料1,000円

が必要です。省エネ施工技術の理解を深めるために、施工者だけではなく、設計者の受講もおすすめします。 

 また本講習会では、講習会受講者に対し考査を行い、合格者には「住宅省エネルギー［施工］技術者講習修

了証」を発行します。修了証には、賞状タイプとカードタイプが選択いただけます。（修了証の発行は任意です

が、希望する方には、発行手数料として賞状タイプ1,000円、カードタイプ2,000円をご負担いただきます） 

 

 

日時：  平成２８年１月９日  １３：００～１７：３０ 

会場：  筑豊ハイツ（庄内温泉筑豊ハイツ）  飯塚市仁保8-30  

定員：  ５０人                   講師：  未定 

日時：  平成２８年１月２７日  １３：００～１７：３０ 

会場：  久留米ビジネスプラザ  久留米市宮ノ陣4丁目29-11  

定員：  ５０人                   講師：  未定 

日時：  平成２８年２月３日  ９：００～１７：００ 

会場：  TNC放送会館  福岡市早良区百道浜2-3-2ＴＮＣ放送会館3Ｆ 

定員：  ５０人                   講師：  未定 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.shoene.org/seminar/search.php?p=40&a= 

 

            福岡県地域木造住宅生産体制強化地域協議会  

             事務局 一般社団法人 福岡県木造住宅協会 

             福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-3-4 

               電話 092-621-7400  FAX 092-621-5788 
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◆ 平成２７年度「建築物石綿含有建材調査者」講習会について 

 

 
 2014年、石綿に関する法律が改正され、事業者の建物調査・説明責任や工事管理の強化、建物所

有者の責任が重くなるなど、石綿対策の重要性は増してきています。対策の要となる建物調査を担う

人材の育成が急がれています。本講習は、国土交通省が唯一、調査能力を認めた「建築物石綿含有

建材調査者」を育成する資格講習です。 

 

 

■受講対象 

    建築・建設業、解体工事業、環境調査・分析業、石綿除去業、行政担当者など 

 

 

 ≪福岡会場≫ 

   【講義】 

開催日時  平成28年1月21日（木）、1月22日(金） 

場 所   リファレンス大博多 （福岡市博多区博多駅前2丁目20-1大博多ビル11F） 

 

   【実地研修】（グループワーク） 

開催日時  平成28年1月23日(土）※グループごとに、3時間程度実施。 

場 所   日本環境衛生センター 西日本支局（福岡県大野城市白木原３－５－１１） 

 

   【口述試験】 

開催日時  平成28年2月8日（月）※各受講者20分程度実施。 

場 所   日本環境衛生センター 西日本支局 （福岡県大野城市白木原３－５－１１） 

 

   【筆記試験・調査票試験】 

開催日時  平成28年3月28日(月） 

場 所    日本環境衛生センター 西日本支局（福岡県大野城市白木原３－５－１１） 

 

 

申込締切：  平成28年1月7日（木） ※定員になり次第締め切り 

 

受講料：  １１８，８００円（テキスト代・消費税込み） 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.jesc.or.jp/training/tabid/129/Default.aspx 

 

     一般財団法人日本環境衛生センター 研修広報部 研修事業課 石綿講習チーム 

             〒210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6 

                  TEL:044-288-4919 FAX:044-288-4952 

 

 

◇平成２７年度第四期

「一級・二級・木造建

築士定期講習」のご案

内 

◇平成２７年度第四期

「管理建築士講習」のご

案内 

◇平成２７年度福岡県被

災建築物応急危険度判

定講習会のご案内 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年１０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 

◇２０１６「民間賃貸住宅

の賃貸借関係をめぐるﾄ

ﾗﾌﾞﾙ相談対応研修会」 

http://www.f-sumai.org/
http://www.jesc.or.jp/training/tabid/129/Default.aspx


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。 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇平成２７年度「建築

物石綿含有建材調査

者」講習会について 

◆平成２７年度「管理

業務主任者証の交付

に係る講習」のご案内 

◇「防火設備検査員に

関する講習」ご案内 

◇ﾏﾝｼｮﾝ建替え・耐震化

ｾﾐﾅｰと無料相談会のお

知らせ  

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年１０月末時点） 

◆ 平成２７年度「管理業務主任者証の交付に係る講習」のご案内 

 

 
  ✿受講対象者✿ 

 ・主任者証の有効期間の更新を受けようとする方 

 ・主任者証が既に失効し、新たに主任者証の交付を希望する方 

 ・試験合格日より１年を過ぎて、初めて主任者証の交付を希望する方 

  （試験合格日１年以内に交付申請をする場合は、受講不要です） 

 ※注意：事前に管理業務主任者の登録手続きが必要です。 

 

 

開催日：  平成２８年２月１７日（水）９：３０～１７：００  ※申込締切日 平成２８年１月２８日（木） 

 

 

会場：  福岡県中小企業振興センター 

         福岡市博多区吉塚本町９－１５ 

 

 

受講料：  ９，４５０円（消費税込み） 

 

 

  ✿申込方法✿ 

 「講習案内」に掲載の下記の書類を簡易書留郵便で郵送して下さい。 

  （宛先等は「講習案内」に記載しています。） 

・受講申込書 

・受講整理票 

・管理業務主任者証交付申請書等 

  講習修了後、当協会を通じて交付申請書の提出（代行提出）を希望する方は受講申込の際に、 

  交付申請書等も同封可能です。 
  ※修了直後にご自身で地方整備局担当部局に交付申請する方が １週間程度早くなります 

   （登録手続期間は約１ヶ月。）。 よって、有効期限が講習会開催日より１４日程度以内の方や主任者証の 

   交付を急ぐ方はご自身で手続きして下さい。 また、住所等登録事項の変更が済んでいない場合も、 

   ご自身で 交付申請をして下さい。 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/koufu_h27/kousyu.html 

 

             一般社団法人 マンション管理業協会試験研修部 

        〒105−0001 東京都港区虎ノ門1−13−3 虎ノ門東洋共同ビル２Ｆ 

                     ＴＥＬ：03−3500−2720 

        午前９時〜午後５時（土・日曜日、祝日、年末年始等の休日を除く。） 

◇平成２７年度第四期

「一級・二級・木造建

築士定期講習」のご案

内 

◇平成２７年度第四期

「管理建築士講習」のご

案内 

◇平成２７年度福岡県被

災建築物応急危険度判

定講習会のご案内 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年１０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 

◇２０１６「民間賃貸住宅

の賃貸借関係をめぐるﾄ

ﾗﾌﾞﾙ相談対応研修会」 

http://www.f-sumai.org/
http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/koufu_h27/kousyu.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。 

◆ 「防火設備検査員に関する講習」ご案内 

 

 
 建築基準法の改正により、平成28年６月の施行が予定されている新たな「定期報告制度」においては、「防火

設備検査員」が位置付けられ、原則、法定講習の修了者に対して資格者証が交付されることとされています。 

この制度の円滑な開始には、施行前に一定数の方に防火設備検査員になっていただく必要があることから、本

協会では、国土交通省の協力のもとに事前講習として「防火設備検査員に関する講習」を開催することといたし

ました。この講習は学科講習と実技講習とで構成されています。「防火設備検査員に関する講習」の修了者は、

法施行後に実施される「登録防火設備検査員講習」の修了者と同等に扱われ、国土交通大臣より防火設備検査

員の資格者証が交付される予定です。 

 

 

          開催日                  定員（※定員になり次第締切） 

  第１回  平成２８年１月１３日、１４日      ５００名 

  第２回  平成２８年１月２６日、２７日      ５００名 

  第３回  平成２８年２月８日、９日        ５００名 
      

                                  

受講料：  ３２，４００円（消費税・テキスト代込み） 

 

 

 

    ✿プログラム✿ 

             １日目                             ２日目 

  時 間           科 目               時 間             科 目 
 8:45～       （受付開始）                   8:45～       （受付開始） 

 9:30～11:30   建築学概論※１                 9:30～10:30  火設備概論（連動機構に関するもの） 

 11:30～12:20   （昼食休憩）                  10:40～11:40  防火設備に関する維持保全 

 12:20～13:20  防火設備定期検査制度総論        １1:40～12:30  （昼食休憩） 

 13:30～14:30  防火設備に関する建築基準法令      12:30～14:30   防火設備定期検査業務基準 

 14:40～16:40  防火設備概論（防火戸等に関するもの）  14:50～15:00  （修了考査における注意事項説明） 

                                     15:00～16:30  修了考査 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://kenchiku-bosai.or.jp/files/2015/10/kousyuannai.pdf 

 

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

               （一財）日本建築防災協会 防火設備講習 係  

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

 

 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇平成２７年度「建築

物石綿含有建材調査

者」講習会について 

◇平成２７年度「管理

業務主任者証の交付

に係る講習」のご案内 

◆「防火設備検査員に

関する講習」ご案内 

◇ﾏﾝｼｮﾝ建替え・耐震化

ｾﾐﾅｰと無料相談会のお

知らせ 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年１０月末時点） 

◇平成２７年度第四期

「一級・二級・木造建

築士定期講習」のご案

内 

◇平成２７年度第四期

「管理建築士講習」のご

案内 

◇平成２７年度福岡県被

災建築物応急危険度判

定講習会のご案内 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年１０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 

◇２０１６「民間賃貸住宅

の賃貸借関係をめぐるﾄ

ﾗﾌﾞﾙ相談対応研修会」 

http://www.f-sumai.org/
http://kenchiku-bosai.or.jp/files/2015/10/kousyuannai.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。 

◆ マンション建替え・耐震化セミナーと無料相談会のお知らせ（参加無料） 

 

 
開催日：  平成２８年１月２９日（金） 

 

場所：  パピヨン２４ 

        福岡市博多区千代１－１７－１ パピヨン２４ ２階第１４会議室 

 

    ✿セミナー✿ １３：００～１６：００ 

        

   ✿無料相談会✿  １６：００～１７：００ （予約制・申込期限１月１５日） 
 

 マンション建替え・耐震改修等についての相談、またマンション建替え等の検討に伴い想定される諸

問題（進め方や合意形成等）について、再開発コーディネーター協会認定のURCAマンション建替えア

ドバイザーが対応します。 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.urca.or.jp/mansion/pdf/160129fukuoka.pdf 

 

                （一社）再開発コーディネーター協会 

       〒１０５００１４ 東京都港区芝２－３－３ 芝二丁目大門ビルディング７階 

           TEL ０３－６４００ー０２６１  FAX ０３－３４５４－３０１５ 

 

 

 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇平成２７年度「建築

物石綿含有建材調査

者」講習会について 

◇平成２７年度「管理

業務主任者証の交付

に係る講習」のご案内 

◇「防火設備検査員に

関する講習」ご案内 

◆ﾏﾝｼｮﾝ建替え・耐震化

ｾﾐﾅｰと無料相談会のお

知らせ 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年１０月末時点） 

◇平成２７年度第四期

「一級・二級・木造建

築士定期講習」のご案

内 

◇平成２７年度第四期

「管理建築士講習」のご

案内 

◇平成２７年度福岡県被

災建築物応急危険度判

定講習会のご案内 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年１０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 

◇２０１６「民間賃貸住宅

の賃貸借関係をめぐるﾄ

ﾗﾌﾞﾙ相談対応研修会」 

http://www.f-sumai.org/
http://www.urca.or.jp/mansion/pdf/160129fukuoka.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。 

◆ ２０１６「民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談対応研修会」 

 

 
 民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブルに係る相談対応について、ADR機関、消費生活セン 

ター、不動産関連の業界団体及び地方公共団体住宅担当部局等の相談窓口担当者の皆様の知識 

及び相談対応の向上への支援を行うことを目的に、平成27年度国土交通省の補助事業の一環とし 

て、「民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談対応研修会」を全国７か所で開催します。 

 各研修会は、全国どの地域でも無料でご参加いただけます。なお、研修会参加には事前のお申込 

みが必要となります。 

 

 

開催日：  平成２８年３月１１日（金） １３：００～１６：３０ 

 

会場：  エルガーラホール（福岡市中央区天神１－４－２） 

 

定員：  １００名 

 

 

 ●プログラム（研修時間：13:00～16:30/約３時間30分を予定） 

      研修内容 

①「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(改訂版)」の解説 

②「賃貸住宅標準契約書(改訂版)」の解説 

③「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の解説 

 ●研修会講師 

 ●研修会参加者によるグループ討議（16:30～17:00/約30分を予定） 

研修会参加者が日頃の相談業務において抱える課題等を解決するとともに、講義終了後に相談業務

に携わる方（組織）が、お互いに情報交換し、気軽に相談できるような環境づくりの一環として、消費

生活センター・自治体職員、賃貸住宅の管理・仲介者、法律の専門家等によるグループ討議（意見交

換）を実施します。 

  ※各会場20名（金沢会場のみ10名）、事前のお申込みが必要です。グループ討議への参加は各

所属機関１名に限定させていただきます。 

 

  ✿研修会講師✿ 

 

■升田 純 弁護士・・・中央大学法科大学院教授、賃貸借トラブル相談対応研究会座長 

                原状回復ガイドライン検討委員会委員長 

■犬塚 浩 弁護士 ・・・原状回復ガイドライン検討委員会委員長代理、賃貸住宅標準契約書改訂委員会座長 

■佐藤 貴美 弁護士・・・ 賃貸住宅標準契約書改訂委員会副座長 

■伊藤 浩 行政書士・・・ 前・行政書士ADRセンター東京 センター長、賃貸借トラブル相談対応研究会委員 

■近藤 総一 行政書士 ・・・東京都行政書士会 賃貸住宅問題特別委員会副委員長 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.shaku-ken.co.jp/ 

 

              株式会社 社会空間研究所（担当：斉藤、山西） 

                 Tel 03-3465-9401 Fax 03-3485-2751 

 

 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇平成２７年度「建築

物石綿含有建材調査

者」講習会について 

◇平成２７年度「管理

業務主任者証の交付

に係る講習」のご案内 

◇「防火設備検査員に

関する講習」ご案内 

◇ﾏﾝｼｮﾝ建替え・耐震化

ｾﾐﾅｰと無料相談会のお

知らせ 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年１０月末時点） 

◇平成２７年度第四期

「一級・二級・木造建

築士定期講習」のご案

内 

◇平成２７年度第四期

「管理建築士講習」のご

案内 

◇平成２７年度福岡県被

災建築物応急危険度判

定講習会のご案内 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年１０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 

◆２０１６「民間賃貸住宅

の賃貸借関係をめぐるﾄ

ﾗﾌﾞﾙ相談対応研修会」 

http://www.f-sumai.org/
http://www.shaku-ken.co.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。 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇平成２７年度「建築

物石綿含有建材調査

者」講習会について 

◇平成２７年度「管理

業務主任者証の交付

に係る講習」のご案内 

◇「防火設備検査員に

関する講習」ご案内 

◇ﾏﾝｼｮﾝ建替え・耐震化

ｾﾐﾅｰと無料相談会のお

知らせ 

◆省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年１０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１０月末時点） 

 

 ポイント発行・予約申請の受付は、平成27年10月21日で終了しました。 

 
 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１０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１０月               累計 

 （1）新築※          ５７，８１２ 戸             ２０２，７０６ 戸 

 （2）リフォーム        ５４，００９ 戸             ２３８，３１３ 戸 

 （3）合計           １１１，８２１ 戸            ４４１，０１９ 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１０月       累計                  

 （1）新築※         ４６，４１６戸     １７５，１０９ 戸    （内、福岡県分） １，８１５戸 

 （2）リフォーム      ３５，３６９ 戸     ２０３，２３０ 戸                 ９６６戸 

 （3）合計          ８１，７８５ 戸     ３７８，３３９ 戸               ２，７８１戸 

  ※予約申請を含む 

 

 

        詳細： URL http://shoenejutaku-points.jp/implement/1510 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ★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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新設住宅着工戸数（１０月分） 

福岡県の10月の住宅着工戸数は3,056戸、前年度同月

戸数を5.2％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1,698 戸、前年度比+28.9％、貸家系（貸家と給与住

宅を足したもの）は1,567戸、前年度比で-28.8％となってい

ます。 

また、全国の10月の住宅着工戸数は77,153戸で、前年

同月戸数を2.5％下回りました。 

持 ち 家 系 で は 43,668 戸、前 年 度 比 で -3.1％、貸 家 系

33,485戸で、前年度比-1.8％となっています。 

１０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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★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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