
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。 

◇平成２８年度気密測

定技術者養成講習・
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内 

◇新テキスト温暖地版

自立循環型住宅設計

講習会 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会視察

研修会のお知らせ 

◆ 平成２８年 一級建築士試験案内 

 

試験日：   ① 学科の試験・・・平成２８年７月２４日（日） ９：３０～ 

        ② 設計製図の試験・・・平成２８年１０月９日（日） １０：４５～ 

 

受験手数料：  １９，７００円（別途振込手数料） 

 

✿インターネットによる受験申込受付期間✿  

   平成２８年４月８日（金）１０：００～４月１８日（月）１６：００ 

✿郵送による受付期間✿ 

   平成２８年４月４日（月）～４月１８日（月） ※当日消印有効 

   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業務部一級建築士試験受付係 

✿受付場所における受付期間✿ 

   平成２８年５月１２日（木）～５月１６日（月） ※土日祝日を含む １０：００～１７：００ 

 受付場所・・・ 住所地の都道府県建築士会が指定する場所（住所地以外の受付場所では一切受け

付けません。） なお、センター指定の払込用紙により、あらかじめ受験手数料を納付したのち、受験

申込書を受付場所に持参して下さい。（証明書類等の確認を行いますので、原則として、本人が持参

して下さい。） 

 

必ず提出する書類：  

 ①受験申込書 

 ②振替払込受付証明書 

 ③写真2枚（無帽・無背景・正面上3分身を写し、本人のみを写し、試験時に本人確認ができる鮮明

な写真【縦5.5センチメートル、横4.0センチメートルで、受験申込前6カ月以内に撮影したもの】） 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-annai-h28/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 
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◇平成２８年度気密測
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◇平成２８年度インテ
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◇福岡県ゆとりある住
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◆ 平成２８年度設備設計一級建築士定期講習 

 
 

講習日：  平成２８年６月８日（水） ９：５０～１７：３０     

 

定員：  ５０名 （会場コード GA） 

 

受講手数料：  １６，２００円（テキスト代、消費税込み） 

 

受講申込書受付： 

(1) 受付期間 平成28 年4 月4 日(月)～各講習日の1 週間前まで(ただし、定員になり次第締め切り。) 

(2) 受付場所 公益財団法人 建築技術教育普及センター本部 

 

 

講習会場： 福岡県建設会館703 会議室 （福岡市博多区博多駅東3-14-18） 

 

 

(1) 受講申込み 

受講申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、当センター指定の封筒を使用し、簡易書

留郵便により郵送して下さい。 

(2) 受講申込みに関する注意事項 
 ①受講申込書等における記載内容の不備なもの必要書類のそろっていないものは受付できません。 

 ②受講申込みにより提出した書類については、返還しません。 

 ③受講に際し、車椅子を利用される方や介護等の措置が必要な方は、当センター本部業務第二課(電話03- 

6261-3310)へお申し出下さい。ただし、障害の程度、会場の都合により希望する措置を受けられない場合があ

ります。 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/b1kteiki/

b1kteikikoshujoho28.files/b1k-koshu-jyukoyouryo2016.pdf 

 

               （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 
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定技術者養成講習・
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◆ 労働安全衛生特別教育（低圧電気）講習会 

 

 
日程：  第２回  平成２８年６月１３日（月）  ９：００～１８：００     

 

 

場所：  福岡商工会議所 

        福岡市博多区博多駅前２－９－２８ 

 

 

定員：  各回６４名（定員になり次第締切） 

 

 

 ✿教育科目✿ 

・低圧の電気に関する基礎知識（1時間） 

・低圧の電気設備に関する基礎知識（2時間） 

・低圧用の安全作業用具に関する基礎知識（1時間） 

・低圧の活線作業及び活線近接作業の方法（2時間） 

・関係法令（1時間） 

・実技（1時間） 

 

 

 

 ✿受講料（消費税込）✿ 

一般社団法人 日本電気協会の会員（会員会社/団体の従業員を含む）・・・8,200円（8,400円） 

協賛団体、後援団体の会員（会員会社/団体の従業員を含む）・・・9,300円（9,500円） 

上記会員以外・・・11,300円（11,500円） 

 

※テキスト代・消費税込み 

※（  ）内は、FAX・郵便でお申込みの場合の受講料【平成28年度開催分から】 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.kea.gr.jp/capacity/kousyu_16.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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 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

しても活用されております。本年度は下記のとおり、６月～７月に全国主要都市８会場で開催しますのでご案内

致します。 

 

 

開催日：  平成２８年６月２２日（水） ※締切６月１５日（水） 

 

定員：  ５０名（先着順、定員になり次第締切） 

 

会場：  天神クリスタルビル （福岡市中央区４－６－７） 

 

 

  ✿プログラム✿ 

    時   間               講 義 内 容 

 １０：３０～１０：４０             ガイダンス 

 １０：４０～１１：４５    住宅等の気密性能計測に関する事項（その１） 

 １１：４５～１２：４５             昼食休憩 

 １２：４５～１５：２０    住宅等の気密性能計測に関する事項（その２） 

 １５：２０～１５：３０             質疑応答 

 １５：３０～１５：４０         講習後の手続きについて 

 １５：４０～１５：５０               休憩 

 １５：５０～１６：００             試験説明 

 １６：００～１７：００             筆記試験 

   ※ 受付は１０：１０から開始し、１０：４５で締め切ります。 

 

 

 ✿受講料及び受験料✿ 

①平成28年度新規受講者（今年度初めて受講される方）・・・１６，２００円（税込）／人 
                                           （受講料及び筆記試験の受験料） 

②平成27年度「追加開催」受講済者（昨年27年度「追加開催」受講された方で、試験が未受験 

                または「不合格」の方）・・・８，１００円（税込）／人（受講料及び筆記試験の受験料） 

③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（受講料のみ） 

④平成27年度「前期」受講済者 （昨年27 年度「前期」受講された方で、試験が未受験 または「不合格」 

                                 の方）・・・５，４００円（税込）／人（筆記試験の受験料） 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.ibec.or.jp/seminar/files/h28_airtight.pdf 

 

            一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 住宅研究部 

                    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 （平日10：00～12:00、13：00～17：00） 
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◆ 平成２８年度 インテリアプランナー試験案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

前期受験申込書の受付期間： 平成28年3月22日（火曜）～4月22日（金曜） 

後期受験申込書の受付期間： 平成28年9月1日（木曜）～9月30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。 

  （本部・関東支部 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3－6 紀尾井町パークビル） 

 

受験手数料：  「学科試験のみ」・・・９，７２０円（税込） 

           「設計製図試験」・・・１６，２００円（税込） 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.jaeic.or.jp/shiken/ip/ip-annai-h28/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 
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試験日 試験の区分 時間 

平成28年6月19日(日) 学科試験 12時30分～15時（2時間30分） 

平成28年11月20日(日) 設計製図試験 11時～17時（6時間） 

インテリア

プランナー

試験 

(1)学科試験及び設計製図試験により構成し、原則として、学科試験に合格した者が設計製図試験を

受けることができます。ただし、アソシエイト・インテリアプランナー、建築士（一級・二級・木

造）は、学科試験が免除されます。 

(2)学科試験は、年齢制限はなくなり、誰でも受験できます。 

(3)学科試験の出題数が30問から50問に変わります（試験時間2時間30分）。 

(4)設計製図試験は、当該年度及び前4年度（平成24～27年度）の学科試験の合格者、アソシエイ

ト・インテリアプランナー、建築士（一級・二級・木造建築士）が受験できます。 

インテリア

プランナー

登録 

(1)設計製図試験に合格し、所定の登録要件を満たす者は、登録を受けることにより＜インテリアプ

ランナー＞の称号が付与されます。 

(2)登録要件の実務経験年数が「0年又は一律2年」に緩和されます。 

(3)原則として、設計製図試験を合格してから5年以内に登録しなければ称号が付与されませんが、

所定の講習を修了することにより遅延登録を受けることができます。 

(4)登録の有効期間は5年で、更新の登録をするためには更新講習を修了しなければなりませんが、

有効期間を過ぎて登録が抹消された場合であっても、所定の講習を修了して、所定の登録要件を満

たすことにより再登録を受けることができるようになります。 

アソシエイ

ト・ 

インテリア

プランナー 

登録 

(1)学科試験に合格してから5年以内に登録を受けることにより＜アソシエイト・インテリアプラン

ナー＞（准インテリアプランナー）の称号が付与されます。なお、合格してから5年を過ぎた場合の

遅延登録制度はありません。 

(2)登録の有効期間は5年で、更新の登録をするためには更新講習を修了しなければなりません。な

お、有効期間を過ぎて登録が抹消された場合の再登録制度はありません。 

http://www.f-sumai.org/
http://www.jaeic.or.jp/shiken/ip/ip-annai-h28/index.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。 

◇平成２８年度気密測

定技術者養成講習・

試験のご案内 

◇平成２８年度インテ

リアプランナー試験案

内 

◆新テキスト温暖地版

自立循環型住宅設計

講習会 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会視察

研修会のお知らせ 

◆ 新テキスト温暖地版 自立循環型住宅設計講習会 

 

 
開催日：  平成２８年４月２７日（水） １０：００～１７：００ 

 

 

会場：  天神クリスタルビル Aホール 

        福岡市中央区天神４－６－７ 

 

 

定員：  ６０名 

 

 

受講料：  １５，０００円（テキスト代、消費税込み） 

 

 

✿使用テキスト✿  「自立循環型住宅への設計ガイドライン 温暖地版」 

  ※当日欠席された場合、テキストや配布資料等の送付はいたしませんのでご注意ください。 

 

 

講師：  自立循環型住宅の研究に係わった、国・公共の研究機関・大学の先生の有識者など。 

 

名称：  自立循環型住宅設計講習会 温暖地版 

 

主催：  （一財）建築環境・省エネルギー機構 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.ibec.or.jp/seminar/files/h28_independence.pdf 

 

                （一財）建築環境・省エネルギー機構  

                     住宅研究部 今井 宛 

        〒１０２００８３ 東京都千代田区麹町３－５－１ 全共連ビル麹町館２F 

          TEL ０３－３２２２－６９４６  FAX ０３－３２２２－６１００ 

 

 

 

 

 

 

◇平成２８年一級建築

士試験案内 

◇平成２８年度設備設

計一級建築士定期講

習 

◇労働安全衛生特別

教育（低圧電気）講習

会 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年２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 

◇平成２８年度構造設

計一級建築士定期講

習 

◇平成２８年度福岡県快

適な住まいづくり推進助

成制度 

http://www.f-sumai.org/
http://www.ibec.or.jp/seminar/files/h28_independence.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。 

◆ 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会視察研修会のお知らせ（参加無料） 

 

 

1. 日 程    平成２８年５月１３日（金） 

 

2. 集合場所   福岡県庁１Fロビー総合案内前 

 

3. 出発時間   午前９時３0分（※集合時間９：１５） 

 

4. 視察内容   ①東田エコクラブ 

            （「スマートコミュニティ創造事業」実証エリアの紹介） 

           ②TOTOミュージアム  

           ③東八幡キリスト教会（H２７年度美しいまちづくり建築賞受賞作品） 

   

5. 参加費    無料 ※昼食付き  

 

6. 申 込 み   専用用紙「視察研修会参加申込書」に必要事項記入の上、 福岡県ゆとりある住まい           

づくり協議会までFAXでお申込み下さい。 

※FAX ０９２－６４３－３７３７ 

 

7. 締 切 日   平成２８年４月２０日（水） 

 

 

                       ●当日スケジュール● 

 

    福岡県庁発・・北九州市八幡東田地区「スマートコミュニティ創造事業」実証エリア・・・ 

       9:３0～             10:３0～12:00 

 

     昼食・・・TOTOミュージアム・・・東八幡キリスト教会・・・福岡県庁帰着 

     12:00～  13:00～14:30        15:00～15:30     17:00予定 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.f-sumai.org/ 

 

               福岡県ゆとりある住まいづくり協議会 

      〒８１２８５７７ 福岡市博多区東公園７－７ 建築都市部住宅計画課内 

          TEL ０９２－６４３－３７３２  FAX ０９２－６４３－３７３７ 
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http://www.f-sumai.org/
http://www.f-sumai.org/


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。 

◆ 平成２８年 構造設計一級建築士定期講習 

 
講習日：  平成２８年６月７日（火）  定員：  ５０名 

 

受付期間 ：  平成28 年4 月4 日(月)～各講習日の1 週間前まで(ただし、定員になり次第締切) 

 

受付場所：   公益財団法人 建築技術教育普及センター本部 

 

受講手数料：  １６，２００円（税込） 

 

講習会場：  福岡県建設会館７０３会議室 （福岡市博多区博多駅東３－１４－１８） 

 

  時 間 割           項 目                内 容 
  9：50～10：00(10 分)    受講説明       受講にあたっての注意事項説明 

 10：00～10：30(30 分)    講   義       構造設計に関する科目 

 10：30～12：00(90 分)                 構造関係規定に関する科目 

 12：00～13：00(60 分)    休憩・昼食 

 13：00～15：00(120 分)    講   義       構造設計に関する科目 

 15：00～15：10(10 分)     休   憩 

 15：10～16：10(60 分)     講   義       構造関係規定に関する科目 

 16：10～16：20(10 分)     休   憩 

 16：20～16：30(10 分)    修了考査説明     修了考査注意事項の説明 

 16：30～17：30(60 分)    修了考査 

                 (テキスト参照可)   構造設計に関する科目及び構造関係規定に関する科目 

                                       (40 問 正誤方式) 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/s1kteiki/s1kteiki-

seidozenpan.files/s1k-teiki-jyukoyoryo-h28.pdf 

 

              （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２８年度気密測
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http://www.f-sumai.org/
http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/s1kteiki/s1kteiki-seidozenpan.files/s1k-teiki-jyukoyoryo-h28.pdf
http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/s1kteiki/s1kteiki-seidozenpan.files/s1k-teiki-jyukoyoryo-h28.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。 

 

◇平成２８年度気密測

定技術者養成講習・

試験のご案内 

◇平成２８年度インテ

リアプランナー試験案

内 

◇新テキスト温暖地版

自立循環型住宅設計

講習会 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会視察

研修会のお知らせ 

◇平成２８年一級建築

士試験案内 

◇平成２８年度設備設

計一級建築士定期講

習 

◇労働安全衛生特別

教育（低圧電気）講習

会 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２８年２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 

◇平成２８年度構造設

計一級建築士定期講

習 

◆平成２８年度福岡県快

適な住まいづくり推進助

成制度 

◆ 平成２８年度 福岡県快適な住まいづくり推進助成制度 
 

【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（在来軸組工法に限る）を新築又

は購入する方。 ※人の居住の用に供したことのない住宅に限る 

 

【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・・・ ２８千円 

５立法メートル以上１０立法メートル未満・・・ ８４千円 

１０立法メートル以上・・・ １１２千円 

◆快適な住まいづくり推進助成制度 事業チラシ 

【受付期間・募集期限】 

・ 募集戸数： １００戸（予定） 

・ 募集方法： 先着順 （※募集枠に達した時点で終了します） 

・ 募集期間： 平成２８年４月１日から１２月２８日まで 

・ 申込手続（注文住宅の場合）： 施主が、工事着工前に認定申請書（様式第１号）を提出して、認定通知書（様 

式第２号）を受けること。 

・ 申込手続（建売住宅の場合）： 建売住宅を建設する者が、工事着工前に承認申請書（様式第３号）を提出し

て、承認通知書（様式第４号）を受けること。 

手続きの流れ等は、下記の「申請の流れ」「注意事項」をよくご確認下さい。 

※ 工事着工は原則として、「建築工事の施工を目的として根切り工事・山留め工事・ウェル工事・ケーソン工

事・その他の基礎工事または基礎杭の打設の開始の時」とする。 

※ 竣工は原則として「完了検査済証の日付又は登記簿謄本の原因発生の日付」とし、竣工期限は平成２９年

３月２１日とする。 

【申請の流れ】 

◆申込から助成金交付までの流れ  ◆申込から助成金交付までの流れ（例）  ◆写真について 

 

【注意事項】 

・ 本事業は、国が行う「地域型住宅グリーン化事業」との補助事業との併用はできません。 

・ 注文住宅と建売住宅で手続きが異なるので、注意してください。 

・ 各手続きについては、提出期限を定めておりますので、注意してください。 

・ 各手続きの書類は(1)から順番に閉じて提出下さい。 

・ 各手続きにおいて必要な図面、写真はチェックシート（様式Ａ）をご確認ください。 

・ 書類が不足、記載漏れ等がある場合は受付できません。福岡県暴力団排除条例により、暴力団員等は本事    

業の助成対象者となることはできません。 

 

【各手続提出書類】 申請書類 

 

【建設基準】 

◆快適な住まいづくり推進助成制度建設基準   

 

【申込方法】 上記の書類を郵送又は直接持参してください。 

（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 

【お問い合せ】 

福岡県建築都市部住宅計画課   URL http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/1501413.html 

（TEL） ０９２－６４３－３７３１  （FAX） ０９２－６４３－３７３７ 

 

★福岡県子育て支援賃貸住宅 供給促進モデル事業★（予定） 

 ・既存住宅を子育て世帯、新婚世帯へ配慮した住宅へリフォーム（改良）して、子育て世帯・新婚世帯への賃貸

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。詳細きまり次第ホームページに掲載致します。 

http://www.f-sumai.org/
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/205022_51721949_misc.pdf
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/205022_51721933_misc.pdf
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/205022_51721940_misc.pdf
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/205022_51721938_misc.pdf
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/27-kaitekitenpufairu.html
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/205022_51721935_misc.pdf
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/1501413.html
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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。 

◆ 新設住宅着工     

統計（平成２８年２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 

◇平成２８年度福岡県快

適な住まいづくり推進助

成制度 

新設住宅着工戸数（２月分） 

福岡県の2月の住宅着工戸数は3,820戸、前年度同月

戸数を39.5％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1,619戸、前年度比+32.2％、貸家系（貸家と給与

住宅を足したもの）は2,201戸、前年度比で+45.5％となっ

ています。 

また、全国の2月の住宅着工戸数は72,831戸で、前年

同月戸数を7.8％上回りました。 

持ち家系では43,388戸、前年度比で+5.2％、貸家系

29,443戸で、前年度比+12.0％となっています。 

２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 

業につ 
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◇平成２８年一級建築

士試験案内 

◇平成２８年度設備設

計一級建築士定期講

習 

◇労働安全衛生特別

教育（低圧電気）講習

会 

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２月分） 

★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 
 

  
 

福
岡
県
ゆ
と
り
あ
る
住
ま
い
づ
く
り
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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

◆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 

◇平成２８年度福岡県快

適な住まいづくり推進助

成制度 

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

