
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。 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状

況（平成２７年４月末時

点） 

◇第二種電気工事士筆

記試験受験対策講習会 

◇「国土交通大臣登録

木造耐震診断資格者講

習」「木造住宅の耐震改

修技術者講習会」開催の

ご案内 

◇JIS認証制度ｾﾐﾅｰ２

０１５開催のお知らせ 

◇平成２７年度第二期

一級・二級木造建築

士定期講習受講のご

案内 

◇第２４回ﾏﾝｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ試験に備えて

「設計製図試験対策講

座」のご案内 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年４月分） 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年４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 

 

 
 本講習は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」（平成12年法律第149号）及び同法施行規則（平

成13年国土交通省令第110号）に基づき、当協会が国土交通大臣の登録を受けて実施する講習です。  

 管理業務主任者試験の合格者及び管理業務主任者移行講習会修了者で、管理業務主任者証の交付を受け

ようとする方（試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする方を除く。）、管理業務

主任者証の有効期限切れで資格が失効したため新たに管理業務主任者証の発行を希望される方及び管理業

務主任者証の有効期間の更新を受けようとする方が受講対象者になります。 

 

 

日時：  平成２７年７月２３日（木）９：３０～１７：００  ※締切 平成２７年７月２日（木） 

 

会場：  天神ビル （福岡市中央区天神２－１２－１） 

 

受講料：  ９，４５０円（消費税込み） 

 

 

案内書の配布場所： 九州支部 〒810-0001 福岡市中央区天神3-7-31 N天神ビル3F  

 

郵送による取得宛先： 本部  〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-13-3 虎ノ門東洋共同ビル2F 

                           （一社）マンション管理業協会係 行き 

 

         科 目            時 間           内 容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

                       TEL 03-3500-2721 

 

 

マンションの管理の適正化の推進

に関する法律 その他関係法令 
1時間30分 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

の章及び節ごとの概要並びに最近の改正内容等

の解説 

建物の区分所有等に関する法律その他関係法令

で管理事務に関係する規定の概要及び最近の改

正内容等の解説 

 

管理事務の委託契約 1時間 

マンション標準管理委託契約書及びマンション

標準管理規約の概要並びに最近の改正内容等の

解説  

管理事務の委託契約に関する最近の紛争事例等

の解説 

管理組合の会計の収入及び支出の

調定並びに出納 
1時間30分 

管理組合の会計処理の概要及び最近の実務動向

の解説 

マンションの建物及び附属設備の

維持又は修繕に関する企画又は実

施の調整 2時間 

マンションの建物及び附属施設の点検及び検査

の概要並びに最近の実務動向の解説  

長期修繕計画の作成方法及び大規模修繕の実施

方法の概要並びに最近の実務動向の解説 

◆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 

◇平成２７年度第１回福

岡ﾏﾝｼｮﾝ管理基礎ｾﾐﾅｰ 

◇「２０１５年版建築物

の構造関係技術基準

解説書」講習会のご案

内 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会H２６年度

研修等助成制度につい

て 

http://www.f-sumai.org/
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習」「木造住宅の耐震改
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◇平成２７年度第二期

一級・二級木造建築

士定期講習受講のご
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◇JIS認証制度ｾﾐﾅｰ２
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◆ 平成２７年度第１回 福岡マンション管理基礎セミナー 

 

 
日時：  平成２７年６月２０日（土） １３：００～１５：３０（開場１２：３０～） 

 

場所：  福岡市立中央市民センター ３階ホール 

          福岡市中央区赤坂２丁目５番８号 

 

定員：  ３００名（先着順）              ※入場無料 

 

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） 

 

■開 会 主催者あいさつ･･･････････････････････････････････････････････････････････････13:00～13:05 

■講演１ 「マンション管理運営のポイントとトラブル予防策」･･13:10～14:10（60分） 

          ～具体的なトラブル事例を交えて～ 

  講師：(一社)福岡県マンション管理士会 

     マンション管理士・弁護士 原田 康太郎（はらだ こうたろう）氏 

■講演２ 「管理組合と管理会社との役割分担」について････････14:20～14:50（30分） 

  講師：(一社)マンション管理業協会 

     末永 修（すえなが おさむ）氏 

■講演３ 「マンション共用リフォーム融資等」について･･････････14:55～15:25（30分） 

  講師：(独)住宅金融支援機構九州支店 

     まちづくり推進担当グループ長 山下 暢彦（やました のぶひこ）氏 

■お知らせ 福岡市からのお知らせ等･････････････････････････････････････････････15:25～15:30（予定） 

 

申込・問合せ先：   URL  http://fkjc.or.jp/news/pdf/H27man.pdf 

 

【福岡市内にお住まいの方】 

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】 

（一財）福岡県建築住宅センター 

企画情報部 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 
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◆ 「２０１５年版建築物の構造関係技術基準解説書」講習会のご案内 

 

 
 「2007 年版建築物の構造関係技術基準解説書」は、発行後８年が経過しましたが、同解説書編集委員 

会において、この間に制定または改正された構造関係規定とその解説を盛り込むこと、最新の知見を反映 

させること、表現をより判りやすくすることなどを中心に作業を進め、このたび、「2015 年版建築物の構造関係技術

基準解説書」として編集されました。この「2015 年版建築物の構造関係技術基準解説書」が発行されるのに伴

い、編集委員がその内容について改訂部分を中心に解説する講習会を開催いたします。 

 建築構造設計実務に携わる方はもとより、確認検査や構造計算適合性判定業務に携わる方々には是非 

ご受講されますようご案内申し上げます。 

 

 

開催日：  平成２７年７月６日（月） 

   ※締切 各会場開催日1週間前（郵送の場合、開催日10日前の消印有効）定員になり次第 

 

会場：  福岡県中小企業振興センター 大ホール 

 

定員：  ３００人          受講料：  ９，７２０円（税込、テキスト代別） 

 

  ✿講習科目･講師  （講師等の都合により変更となる場合があります。 講師は編集委員) 

 (１) 開会 

 (２) 構造関係規定の全体概要、構造細則、荷重外力等（9:50～11：50） 

 (３) 保有水平耐力計算等の構造計算（考え方、鉄筋コンクリート造等） （12:50～14:50） 

 (４) 保有水平耐力計算等の構造計算（鉄骨造、木造、その他）、限界耐力計算、許容応力度・材料強 

度等（15:00～16:40） 

 

  ✿テキスト及びテキスト代 

 ●テキスト： 「2015 年版建築物の構造関係技術基準解説書」 

 ●テキスト代： 受講者特価 7,776 円（税込）（定価 8,640 円（税込）） 

 

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

files/2015/05/009638cb994513fd9e42eca66266f96a.pdf 

 

     サンパートナーズ株式会社八王子情報センター 講習会 受付係 TEL 042-628-9560 

          ＜郵送先＞ サンパートナーズ株式会社八王子情報センター 

           〒192-0042 東京都八王子市中野山王1-21-1 講習会 受付係 
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日時：  第２回  平成２７年８月８日（土）～９日（日） 

               ９：００～１７：００ 

 

定員：  50名（定員になり次第締切） 

 

受講料：  １２，３００円（消費税込み） 

     ※問題集が必要な方は、別途問題集代（1,400円）が必要となります。 

     ※受講料支払い後に、取消または当日欠席されても受講料の払い戻しはいたしません。 

 

  ✿テキスト 『2015年版 第二種電気工事士 筆記問題集』（日本電気協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.kea.gr.jp/capacity/kousyu_31.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 
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            「木造住宅の耐震改修技術者講習会」開催のご案内 

 
１.受講資格 

 ①国土交通大臣登録 木造耐震診断資格者講習 

  一級建築士、二級建築士、木造建築士 

 ②木造住宅の耐震改修技術者講習会 

  国土交通大臣登録 木造耐震診断資格者講習を受講修了された方 

２.申込みに必要な書類 

 ①国土交通大臣登録 木造耐震診断資格者講習 

  ・受講申込書 

  ・建築士免許証または建築士免許証明書（以下、建築士免許証）の写し 

  ・二級・木造建築士の方は、建築士登録証明書（原本） 

  ・運転免許証または日本国パスポートの写しなど（詳細は、6.申込みに必要な書類 参照） 

 ②木造住宅の耐震改修技術者講習会 

  ・受講申込書 

  ・国土交通大臣登録 木造耐震診断資格者講習の受講修了証明書の写し。（ただし、耐震診断資格者講習と  

耐震改修技術者講習会を２日間連続して受講する場合は不要。） 

 

日時：   

 一日目・・・平成２７年８月４日（火）（木造耐震診断資格者講習）   定員２００名 

 二日目・・・平成２７年８月５日（水）（木造住宅の耐震改修技術者講習会）  定員２００名 

    ※締切、各会場開催日の３週間前の消印有効（但し、定員になり次第締切） 

 

受講料： 一日目・・・１６，２００円（テキスト代別、科目免除受講者 １２，９６０円） 

       二日目・・・８，６４０円（テキスト代別、税込） 

 

会場：  九州ビル ９Fホール （福岡市博多区博多駅南１－８－３１） 

 

       ✿テキスト✿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込・問合せ先： URL http://www.kenchiku-bosai.or.jp/files/2015/04/W20152.pdf 

 

            サンパートナーズ株式会社 八王子情報センター 

             〒192-0042 東京都八王子市中野山王1-21-1 

                      TEL 042-628-9560 

◇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 

◇平成２７年度第１回福

岡ﾏﾝｼｮﾝ管理基礎ｾﾐﾅｰ 

◇「２０１５年版建築物

の構造関係技術基準

解説書」講習会のご案

内 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会H２６年度

研修等助成制度につい

て 

◇第２４回ﾏﾝｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ試験に備えて

「設計製図試験対策講

座」のご案内 

http://www.f-sumai.org/
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/files/2015/04/W20152.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。 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状

況（平成２７年４月末時

点） 

◇第二種電気工事士筆

記試験受験対策講習会 

◇「国土交通大臣登録

木造耐震診断資格者講

習」「木造住宅の耐震改

修技術者講習会」開催の

ご案内 

◆平成２７年度第二期

一級・二級木造建築

士定期講習受講のご

案内 

◇JIS認証制度ｾﾐﾅｰ２

０１５開催のお知らせ 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年４月分） 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年４月末時点） 

◆ 平成２７年度第二期一級・二級木造建築士定期講習受講のご案内 

 
●８月分（会場コード ８A－０１） 

講習日：  平成２７年８月６日（木） 

          ※受付期間 ５月１９日～７月２４日 ９：３０～１６：３０（土日祝除く） 

 

受講料：  １２，９６０円（消費税・テキスト代込み）    定員：  ２００名 

 

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 

 

●９月分（会場コード ８A－５２） 

講習日：  平成２７年９月１６日（水） 

          ※受付期間 ５月１９日～８月３１日 ９：３０～１６：３０（土日祝除く） 

 

受講料：  １２，９６０円（消費税・テキスト代込み）   定員：  ５０名 

 

会場：  久留米ビジネスプラザ会議室C 

        久留米市宮の陣４－２９－１  TEL ０９４２－３１－３１０４ 

 

※講習の受付は申込受付順とし、受講申込者数が定員に達した場合、または極端に受講申込者が

少ない場合は、希望する講習地及び講習日で受講ができない場合があります。  

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.jaeic.jp/kteiki-form_download.htm 

 

               （一社）福岡県建築士事務所協会 

            〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3－14－18 

                  TEL 0 9 2（ 4 7 3） 7 6 7 3 

 

 

                    受講申込書関係書類配布場所 

                             ↓ 
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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。 

◇第二種電気工事士筆

記試験受験対策講習会 

◇「国土交通大臣登録

木造耐震診断資格者講

習」「木造住宅の耐震改

修技術者講習会」開催の

ご案内 

◇JIS認証制度ｾﾐﾅｰ２

０１５開催のお知らせ 

◇平成２７年度第二期

一級・二級木造建築

士定期講習受講のご

案内 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年４月末時点） 

◆第２４回ﾏﾝｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ試験に備えて

「設計製図試験対策講

座」のご案内  

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年４月分） 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年４月末時点） 

◆ ～第２４回マンションリフォームマネージャー試験に備えて～ 

       平成２７年度「設計製図試験対策講座」のご案内 

 

 
 平成27年10月4日（日）に実施される「第24回マンションリフォームマネジャー試験」の設計製図に 

備えて、合格に必要な重要ポイントの解説を独自テキストで行います。また、作図の基礎から試験本

番さながらの4課題の演習と個別添削指導も行い、直前対策に効果的な講座です。 

 ※「マンションリフォームマネジャー試験」は、（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターが主催

いたします。 

 

 

日時：  第１日  平成２７年８月４日（火） １０：００～１７：３０（受付開始９：３０） 

      第２日  平成２７年９月４日（金） １０：００～１７：３０（受付開始９：３０） 

 

定員：  ２０名（先着順、定員になり次第締切） 

 

受講料：  【会員企業各社に所属する方】  20,000円（税込） 

        【一般の方】  30,000円（税込） 

 

 

■ 当日必携品 

①受講票 ②直定規（30cm） ③三角スケール（1/50か、1/500の縮尺があるもの）15cm～30cm程度  

④三角定規 ⑤テンプレート円定規（直径 ～40㎜程度） ⑥字消板 ⑦製図用テープ（貼ってはがせる

テープ）⑧卓上計算機 ⑨筆記用具（製図用シャープペン：B、マーカー） ⑩消ゴム ⑪刷毛（消しゴム

屑の吹き払い用）⇒重要：製図用具は必ず持参して下さい。毎年忘れる方がおりますのでご注意くだ

さい。 また、マーカーは出題文のポイントをマークするために必要です。 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.repco.gr.jp/event/0142.pdf 

 

            一般社団法人 マンションリフォーム推進協議会 

           〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-4 宮ビル 8F 

               TEL 03-3265-4899  FAX 03-3265-4861 

 

  

 

 

 

◇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 

◇平成２７年度第１回福

岡ﾏﾝｼｮﾝ管理基礎ｾﾐﾅｰ 

◇「２０１５年版建築物

の構造関係技術基準

解説書」講習会のご案
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◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会H２６年度

研修等助成制度につい

て 

http://www.f-sumai.org/
http://www.repco.gr.jp/event/0142.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。 

◆ JIS認証制度セミナー２０１５開催のお知らせ 

 

 
日時：  平成２７年７月２９日（水）  ※申込締切７月１５日（水） 

 

定員：  ２４０名            ★参加費用無料 

 

会場：  クローバープラザ（クローバーホール） 

 

参加資格：  建材試験センターの認証取得事業者様 

 

 

  ✿セミナーの主な内容✿ 

 

 (1)『JIS制度の最近の状況について』 

 (2) JIS審査での気づき 

 (3) 事前質問事項への回答 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.jtccm.or.jp/biz/_4126/_3897.html 

 

 

            一般財団法人 建材試験センター 製品認証本部 

             TEL:03－3808－1124 ／ FAX:03－3808－1128 
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◇平成２７年度第二期

一級・二級木造建築

士定期講習受講のご

案内 

◆JIS認証制度ｾﾐﾅｰ

２０１５開催のお知ら

せ 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況
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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４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 

◇平成２７年度第１回福

岡ﾏﾝｼｮﾝ管理基礎ｾﾐﾅｰ 

◇「２０１５年版建築物

の構造関係技術基準

解説書」講習会のご案

内 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会H２６年度

研修等助成制度につい

て 

◇第２４回ﾏﾝｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ試験に備えて

「設計製図試験対策講

座」のご案内 
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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。 

◇第二種電気工事士筆

記試験受験対策講習会  

◇「国土交通大臣登録

木造耐震診断資格者講

習」「木造住宅の耐震改
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一級・二級木造建築

士定期講習受講のご
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◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年４月末時点） 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年４月分） 

◆省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年４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４月末時点） 

 

 
 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４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４月               累計 

 （1）新築※          １１，５６２ 戸            １３，７５０ 戸 

 （2）リフォーム        １９，９５３ 戸            ２４，０９０ 戸 

 （3）合計            ３１，５１５ 戸            ３７，８４０ 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４月       累計                  

 （1）新築※         ５，４１８ 戸       ５，５８５ 戸    （内、福岡県分） ２６４戸 

 （2）リフォーム      １０，７３６ 戸      １０，８８４ 戸               ２０９戸 

 （3）合計         １６，１５４ 戸       １６，４６９ 戸               ４７３戸 

  ※予約申請を含む 

 

 

        詳細： http://shoenejutaku-points.jp/implement/1504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ★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/ 

◇平成２７年度管理業

務主任者証の交付に
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◇第二種電気工事士筆
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◇「国土交通大臣登録
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習」「木造住宅の耐震改

修技術者講習会」開催の

ご案内 

◇平成２７年度第二期
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案内 

◇JIS認証制度ｾﾐﾅｰ２

０１５開催のお知らせ 
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◆ 木材利用ポイントの実施状況（平成２７年４月末時点） 

  

 

 平成２７年４月末時点での木材利用ポイントの実施状況が公表されましたのでお知らせ致します。 

 

● 木材利用ポイントの申請状況 

                                  H２７年４月計                  累計 
                              集計期間H２７年４／１～３０     集計期間H２５年７／１～H２７年４／３０ 
                                 件数                    件数 

  ポイントの申請                 １２，８９７     １００．００％      １８７，５１２     １００．００％ 

 ・木造住宅（棟別申請）内装・外装木質化     １２，６０５     ９７．７４％       １７４，８９２      ９３．２７％ 

   ・木材製品 ストーブ                    ２９２       ２．２６％       １２，６２０       ６．７３％ 

    

 

         詳細： http://mokuzai-points.jp/implement/1504.html 
            （木材利用ポイントの発行・交換状況等&木造住宅/内装・外装木質化都道府県別ポイント発行状況） 
 

 

 

      ★木材利用ポイントに関する専用の問い合わせ先は、以下の通りです。★ 

 

  ＜専用のコールセンター＞ 

 

     電話番号   ０５７０－６６６－７９９（有料） 

              ０３－６７０１－３２７０（PHS・IP電話からの場合） 

 

     受付時間   ９：００～１７：００（土日祝日含む） 

 

 

  ＜木材利用ポイント事務局ホームページ＞ 

 

                 URL  http://mokuzai-points.jp 

 

 

 

 

※ 木材利用ポイント事業については、今後、一部変更等がありうることを御承知おきください。変更

があった場合に上記のホームページ等で周知します。 

 

 

 

◇平成２７年度第１回福

岡ﾏﾝｼｮﾝ管理基礎ｾﾐﾅｰ 

◇「２０１５年版建築物

の構造関係技術基準

解説書」講習会のご案

内 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会H２６年度

研修等助成制度につい

て 

◇第２４回ﾏﾝｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ試験に備えて

「設計製図試験対策講

座」のご案内 

http://www.f-sumai.org/
http://mokuzai-points.jp/implement/1504.html
http://mokuzai-points.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。 

◇第二種電気工事士筆

記試験受験対策講習会 

◇「国土交通大臣登録

木造耐震診断資格者講

習」「木造住宅の耐震改

修技術者講習会」開催の

ご案内  

◇平成２７年度第二期

一級・二級木造建築

士定期講習受講のご

案内 

◇JIS認証制度ｾﾐﾅｰ２

０１５開催のお知らせ 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年４月末時点） 

◆福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会H２６年度

研修等助成制度につい

て 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年４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 

◇平成２７年度第１回福

岡ﾏﾝｼｮﾝ管理基礎ｾﾐﾅｰ 

◇「２０１５年版建築物

の構造関係技術基準

解説書」講習会のご案

内 

◆ 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会 

                   H２６年度研修等助成制度について  募集中 

 
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。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ✿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 

＊助成対象研修（以下のすべてに該当すること） 
 ①研修会等の参加者が１０人以上であること 

 ②当該研修会等について、他機関からの助成を受けていないもの又は受ける

予定のないもの 

 ③参加者から参加費等を徴収しないもの 

 ④当該年度内（６月末）に終了するもの 

＊助成対象経費 
 研修会等の実施に必要な直接経費（会場使用料、講師謝金、講師旅費等） 

＊助成金額 
 １件につき５万円を上限に助成します（予算に達し次第終了） 

＊助成金交付の流れ 

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

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年４月分） 

◇第２４回ﾏﾝｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ試験に備えて

「設計製図試験対策講

座」のご案内 

http://www.f-sumai.org/
mailto:sumaikyo-1952@fukuoka.email.ne.jp
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◇第二種電気工事士筆

記試験受験対策講習会 

◇「国土交通大臣登録

木造耐震診断資格者講

習」「木造住宅の耐震改

修技術者講習会」開催の
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一級・二級木造建築

士定期講習受講のご
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◇JIS認証制度ｾﾐﾅｰ２

０１５開催のお知らせ  

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年４月末時点） 

◆ 新設住宅着工     

統計（平成２７年４月分） 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年４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 

◇平成２７年度第１回福

岡ﾏﾝｼｮﾝ管理基礎ｾﾐﾅｰ 

◇「２０１５年版建築物

の構造関係技術基準

解説書」講習会のご案

内 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会H２６年度

研修等助成制度につい

て 

◇第２４回ﾏﾝｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ試験に備えて

「設計製図試験対策講

座」のご案内 

新設住宅着工戸数（４月分） 

福岡県の4月の住宅着工戸数は3,446戸、前年度同月戸数

を8.3％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1,413 戸、前年度比‐5.6％、貸家系（貸家と給与住宅を

足したもの）は2,033戸、前年度比で+20.7％となっています。 

また、全国の4月の住宅着工戸数は75,617戸で、前年同月

戸数を0.4％上回りました。 

持ち家系では44,414戸、前年度比で+2.1％、貸家系31,203

戸で、前年度比-1.8％となっています。 

4月の新設住宅着工戸数 

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

