
◆～福岡県ゆとりある住まいづくり協議会後援～ 

    「人口減少時代における空き家問題解決セミナーinおおむた」 
 

 

 まちづくりを通して、空き家の適正管理の必要性や活用、そして空き家が抱える問題ついて、皆さ

まと一緒に考えていきたいと思います。ご来場をお待ちしています。 

 なお、セミナー終了後に無料相談会を開催します。先着４組です。ぜひ、ご活用ください。 

 

 

日 時：  平成３０年１１月２０日（火） １４：００～１６：３０ 

 

会 場：  大牟田文化会館 小ホール 

 

参加費：  無料   ※事前申込み不要 

 

 

●空き家になると何が問題なのか!? 

●空き家発生の問題点と全国各地で行われている先駆的取組みの紹介 

●地域づくり・マチづくりに対し、空き家問題にどう向き合えばよいか 

 【パネルディスカッション】 

 

✿講師✿ 

園田 眞理子 （明治大学理工学部建築学科 教授） 

上森 康幹 （国土交通省住宅局 住宅総合整備課 住環境整備室長） 

川添 健一 （ありあけ不動産ネット協同組合 理事長） 

平良 幸雄 （羽山台空家対策プロジェクト 事務局長） 

川滿 佳代子 （大牟田市居住支援協議会 会長） 

中尾 哲郎 （NPO 法人大牟田ライフサポートセンター 理事長〔弁護士〕） 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://sumiyoka.net/oshirase/#20181120 

 

                大牟田市居住支援協議会 事務局  

        TEL ０９４４－５７－２５１９ （大牟田市社会福祉協議会内） 

 

 

主催： 大牟田市居住支援協議会、NPO 法人大牟田ライフサポートセンター 

共催： 一般財団法人高齢者住宅財団、大牟田市、大牟田市社会福祉協議会 

後援： 福岡県、福岡県ゆとりある住まいづくり協議会、一般財団法人福岡県建築住宅センター、 

     福岡県弁護士会、福岡県司法書士会 
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◆  「建設廃棄物ならびに石綿含有建材の適正処理講習会」のご案内 

 

 
 本講習会は、廃棄物処理法ならびに石綿含有建材の適正処理について、基礎を確認し、理解を深め

る講義内容となっています。排出事業者、解体･収集運搬･中間処理･最終処分に携る方々、行政の産

業廃棄物ご担当者、廃棄物処理法にご興味がある一般のかた等、幅広い方々の受講をお待ちしてお

ります。 
 
開催日：  平成３０年１１月３０日（金） １３：００～１６：４０  ※締切 １週間前の正午まで 

 

会場：  JR博多シティ会議室 大会議室C＋D 

        福岡市博多区博多駅中央街１－１ 

 

定員：  ５０名  ※参加費無料 

 

 本講習はCPDS(継続的専門能力啓発システム)認定講習（４ユニット）です。 

 

 

✿ 内容 ✿ 

【第１部】建設廃棄物の適正処理について 

(その１)：廃棄物処理法の概要、排出事業者に関連する主な項目について、処理基準他 

(その２)：処理委託契約、マニフェストによる管理、不法投棄の事例、不適正処理と適正処理の例 

 

【第２部】石綿含有建材の適正処理 

・法規制の概要、解体・改修工事での対応について 

・大気汚染防止法の改正等について 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.judanren.or.jp/event/index.html 

 

 

・申込受付の確認をする場合： Ｄａｒｉ（ダリ）  ＴＥＬ： ０３－３４１１－２４６４ 

・講習内容について： (一社)住宅生産団体連合会  ＴＥＬ： ０３－５２７５－７２５１ 
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◆平成30年度「新たな住宅セーフティネット制度」の取組状況等に係る説明会 

 

 
平成29年10月25日に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット

法）の一部を改正する法律が施行され、民間賃貸住宅の空き家等を活用した住宅確保要配慮者向け住宅の

登録制度等を内容とする「新たな住宅セーフティネット制度」が創設されました。 

 施行後1年が経過し、登録住宅（セーフティネット住宅）は3,712戸（平成30年10月1日時点）となり、地方公共

団体による補助などの支援も順次開始されるとともに、居住支援協議会や居住支援法人などによる居住支援

活動も広がっているところです。また、国においても一層の取組推進に向け、平成30年7月10日に住宅セーフ

ティネット法施行規則を改正して登録申請手続を大幅に簡素化するとともに、引き続き福祉行政と住宅行政と

の連携強化に向けた取組等を進めています。 

 このような状況を踏まえ、新たな住宅セーフティネット制度の更なる普及・促進を図るため、「平成30年度「新

たな住宅セーフティネット制度」の取組状況等に係る説明会」を以下のとおり開催することとしました。 

 ぜひこの機会に、参加されることをお奨めいたします。 

 

 

開催日：  平成３０年11月22日(木) 14:00-16:00  

 

会場：  アクロス福岡 イベントホール  

 

定員：  350名 

 

 

対象者： 賃貸人（大家）、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、家賃債務保証業者、地方公共

団体（住宅部局・福祉部局等）、福祉・医療・介護等に従事する方 など 

 

主な内容： 新たな住宅セーフティネット制度の概要 

        新たな住宅セーフティネット制度に係る各地域の取組状況 

        新たな住宅セーフティネット制度に係る国の取組状況  等  

 

講師： 国土交通省・厚生労働省担当官 

 

参加費： 無料 

 

参加方法： 開催日前日（ＦＡＸの場合は３日前）までに、インターネット、ＦＡＸ又は電話により申込み

が必要です。 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000128.html 

 

          新たな住宅セーフティネット制度に関する説明会 受付窓口 

               TEL： 0120-222-081  FAX： 0120-222-156 
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◆ 平成30年度住宅省エネルギー技術講習会開催のお知らせ 

 

 

 福岡県地域木造住宅生産体制強化地域協議会より住宅省エネルギー技術講習会のお知らせです。 

本年度も国土交通省補助事業「住宅省エネルギー技術講習会」を開催する事となりました。 

平成３０年度「地域型住宅グリーン化事業」においては、住宅の省エネルギーに関する講習の修了者が、設

計・施工または工事監理に関わるものとしています。 

 

 

✿施工✿ 

 

[ 2018/11/17 ] 2018年 施工技術者講習会（半日） 時間：13:00～17:30 

会場：天神チクモクビル （福岡市中央区） 定員：50人 

 

[ 2018/11/24 ] 2018年 施工技術者講習会（半日） 時間：13:00～17:30 

会場：久留米ビジネスプラザ （久留米市宮ノ陣） 定員：50人 

 

[ 2018/12/19 ] 2018年 施工技術者講習会（半日） 

時間：13:00～17:30 

会場：天神チクモクビル （福岡市中央区） 定員：50人 

 

 

 

✿設計✿ 

 

[ 2018/11/14 ] 2018年 設計者講習会（半日） 時間：13:00～17:30 

会場：コンプレート堺町 （北九州市小倉北区） 定員：50人 

 

[ 2018/11/21 ] 2018年 設計者講習会（半日） 時間：13:00～17:30 

会場：筑豊ハイツ （飯塚市 庄内温泉筑豊ハイツ） 定員：50人 

 

[ 2018/11/28 ] 2018年 設計者講習会（仕様・簡易計算ルート）（半日） 時間：13:00～17:30 

会場：天神チクモクビル （福岡市中央区） 定員：50人 

 

[ 2018/12/08 ] 2018年 設計者講習会（半日） 

時間：13:00～17:30 

会場：久留米ビジネスプラザ （久留米市宮ノ陣） 定員：50人 

 

[ 2018/12/12 ] 2018年 設計者講習会（半日） 

時間：13:00～17:30 

会場：天神チクモクビル （福岡市中央区） 定員：50人 

 

 

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

 

              福岡県地域木造住宅生産体制強化地域協議会 

               福岡市東区社領1-2-9  TEL 092-621-7400 
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◆ 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会共催 住宅市場活性化協議会講演会 

      「最先端の空き家ビジネスその成功の秘訣を探る！」 

 

 
 全国で社会問題となっている空き家をいかにビジネスにつなげるか。 その成功の秘訣に

ついて、実践例を交えてご紹介します。 

 

日時：  平成３０年１１月２９日（木）  １４：００～１６：４０ 

 

会場：  ソラリア西鉄ホテル８F 北斗 

        福岡市中央区天神２－２－４３ 

 

定員：  １００名（定員になり次第締切）  ※入場無料 

 

 

講演Ⅰ 

 これからの民泊ビジネスのポイント ～民泊・農泊を活用した地域活性化について～ 

 ●講師  鞍掛 斉也 氏    株式会社百戦錬磨 地域振興第一部 部長 

                    とまれる沖縄株式会社 代表取締役 

 

講 演Ⅱ  

 日本一マメな不動産屋の地域密着戦略 

 ●講師  苗加 充彦 氏     のうか不動産（株式会社苗加不動産）代表取締役社長 

 

［主催］住宅市場活性化協議会  

［共催］福岡県、（一財）福岡県建築住宅センター、福岡県ゆとりある住まいづくり協議会 

 

 

 

申込・問合せ先： URL  https://www.fkjc.or.jp/seminar_form/ 

 

              （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  

                 E-mail：  kenshu@fkjc.or.jp 
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◆ 平成30年度 木造軸組工法による耐火建築物設計マニュアル講習会 

 

 

開催日：  平成３１年３月１日 ※申込締切 平成３１年２月１５日 

 

会場：  A.R.Kビル 会議室Ｂ 

          福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5 ２階 

 

定員：  ４０名 

 

 

✿プログラム✿ 

13:30       開 場（受付開始）   

13:40～13:50 主催者挨拶 （一社）日本木造住宅産業協会 技術開発部長 高橋雅司 

13:50～15:40 木造軸組工法による耐火建築物 設計マニュアル（耐火設計Ⅰ）について  

            桜設計集団一級建築士事務所 博士（工学） 安井昇 氏 

            または建築コンサルタント 一級建築士 飯山道久 氏 

15:40～15:55 休 憩   

15:55～17:10 木造軸組工法による耐火建築物設計 マニュアル（耐火設計Ⅱ）について  

            桜設計集団一級建築士事務所 博士（工学） 安井昇 氏 

            または建築コンサルタント 一級建築士 飯山道久 氏 

17:10～17:20 木造軸組工法による耐火建築物 設計マニュアル（運用）について 

       （一社）日本木造住宅産業協会 技術開発部長 高橋雅司 

17:30       閉 場  

 

✿受講料✿ 

会員・・・8,000円 

一般・・・16,000円 

受講修了登録無しの方（設計者・工事監理者・自主検査実施者の業務はできません。）・・・8,000円 

第６版再受講コース・・・5,000円 

 

✿受講資格✿ 

第６版再受講コースは、第５版までのマニュアルで、平成２９年３月までに講習会受講された次の方

が対象です。 

１：受講修了登録番号の下４桁が７３７１以下の方。 

２：耐火大臣認定を利用時の所定の報告等が滞っていない方。 

※第６版再受講コースを申込まれて講習会を欠席された場合は、後日最新のマニュアルを含むテキ

スト一式を送付致します。第６版再受講コースご利用は１回限りと致します。 

※修了証の再発行に関しては、技術開発部までお問い合わせください。 

 

 

申込・問合せ先：  URL  https://www.mjkkoushuu.jp/seminar/detail/120 

 

 講習会の内容に関して 

（一社）日本木造住宅産業協会 技術開発部 

TEL： ０３－５１１４－３０１２  FAX： ０３－５１１４－３０２０  

 お申し込み手続きに関して  

（一社）日本木造住宅産業協会 研修部 

TEL： ０３－５１１４－３０１６  FAX： ０３－５１１４－３０２０ 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会後援「人

口減少時代における空

き家問題解決ｾﾐﾅｰinお

おむた」 

◇平成30年度住宅省エ

ネルギー技術講習会開

催のお知らせ 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会共催 住

宅市場活性化協議会講

演会「最先端の空き家ビ

ジネスその成功の秘訣を

探る！」 

◆平成30年度木造軸組

工法による耐火建築物

設計マニュアル講習会 

◇「改訂-既存建築物の

吹付けアスベスト粉じん

飛散防止処理技術指針・

同解説2018」講習会 

◇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」  

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年９月分）   

◇「建設廃棄物ならびに

石綿含有建材の適正処

理講習会」のご案内 

◇平成30年度「建築

物耐震改修セミナー」

開催のご案内 

◇ 福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集  

◇平成30年度「新たな

住宅セーフティネット制

度」の取組状況等に係る

説明会 

https://www.mjkkoushuu.jp/seminar/detail/120


◆ 平成30年度 「建築物耐震改修セミナー」開催のご案内 

 

◎木造 編 

木造住宅の耐震化について、建築の知識が全くない方でもよく分かる講習内容です！ 

 

【直鞍会場】 

 日時： 平成30年11月22日(木) 14:00～16:30〔開場13:30〕 

 

 場所： 直方市中央公民館 3階 第３学習室（直方市津田町7－20） 

 〔後援〕 直方市、宮若市、小竹町、鞍手町 

 

【久留米会場】 

 日時： 平成30年12月20日(木) 14:00～16:30〔開場13:30〕 

 

 場所： 久留米シティプラザ 4階 中会議室（久留米市六ツ門町8-1） 

 

 

◎ＲＣ造＋木造 編 

鉄筋コンクリート造建築物 および 木造住宅の耐震化について 

建物所有者から建築技術者までを対象とした幅広い講習内容です！ 

 

【北九州会場】 

 日時： 平成30年11月27日(火) 14:00～16:30〔開場13:30〕 

 

 場所： パークサイドビル 9階 中会議室（北九州市小倉北区堺町1-6-13） 

 

【福岡会場】 

 日時： 平成30年12月5日(水) 14:00～16:30〔開場13:30〕 

 

 場所： 都久志会館 4階 401～404会議室（福岡市中央区天神4-8-10） 

 

申込・問合せ先：  URL  https://www.fkjc.or.jp/seminar_form/ 

 

               一般財団法人 福岡県建築住宅センター 

       福岡市中央区天神１丁目１番１号 アクロス福岡(東オフィス３階) 

             TEL： 092-781-5169  FAX： 092-715-5230 

                    E-mail： kenshu@fkjc.or.jp 

 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会後援「人

口減少時代における空

き家問題解決ｾﾐﾅｰinお

おむた」 

◇平成30年度住宅省エ

ネルギー技術講習会開

催のお知らせ 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会共催 住

宅市場活性化協議会講

演会「最先端の空き家ビ

ジネスその成功の秘訣を

探る！」 

◇平成30年度木造軸組

工法による耐火建築物

設計マニュアル講習会 

◇「改訂-既存建築物の

吹付けアスベスト粉じん

飛散防止処理技術指針・

同解説2018」講習会 

◇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」 

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年９月分）   

◇「建設廃棄物ならびに

石綿含有建材の適正処

理講習会」のご案内 

◆平成30年度「建築

物耐震改修セミナー」

開催のご案内 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集  

◇平成30年度「新たな

住宅セーフティネット制

度」の取組状況等に係る

説明会 

https://www.fkjc.or.jp/seminar_form/


◆ 「改訂-既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・ 

同解説2018」講習会       

 

 

 2006（平成18）年以降の関係法令、諸規準等の制定・改定を踏まえた内容の更新を行うとともに、

アスベストが飛散するおそれのある建築部位の隙間や竪穴区画等に対する留意事項とその対策を

まとめた事例対策シートを収録し改訂された「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理

技術指針2018年版」の講習会です。 

 

 

✿福岡✿ （定員：100名）  

 

日時：  2018年12月21日（金） 13:00 ～17:00   

 

会場：  福岡県中小企業振興センター 2階Aホール  

                 福岡市博多区吉塚本町9-15 

  

✿料金✿ 

前払い・・・・・・¥9,000（税込） / 情報交流会 正会員：¥8,000（税込） 

※書籍代別   

使用テキスト 

「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2018」 

価格：¥7,020（税込） 情報交流会正会員6，310円（税込） 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  https://www.bcj.or.jp/c15_course/detail.php?sid=521 

 

              一般財団法人日本建築センター 情報事業部 

             TEL： 03-5283-0477    FAX： 03-5281-2828 

         営業時間： 9:15～17:45  ※土日・祝祭日・年末年始等を除く 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会後援「人

口減少時代における空

き家問題解決ｾﾐﾅｰinお

おむた」 

◇平成30年度住宅省エ

ネルギー技術講習会開

催のお知らせ 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会共催 住

宅市場活性化協議会講

演会「最先端の空き家ビ

ジネスその成功の秘訣を

探る！」 

◇平成30年度木造軸組

工法による耐火建築物

設計マニュアル講習会 

◆「改訂-既存建築物の

吹付けアスベスト粉じん

飛散防止処理技術指

針・同解説2018」講習会 

◇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」 

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年９月分）   

◇「建設廃棄物ならびに

石綿含有建材の適正処

理講習会」のご案内 

◇平成30年度「建築

物耐震改修セミナー」

開催のご案内 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集  

◇平成30年度「新たな

住宅セーフティネット制

度」の取組状況等に係る

説明会 

https://www.bcj.or.jp/c15_course/detail.php?sid=521


◆ 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  

 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会後援「人

口減少時代における空

き家問題解決ｾﾐﾅｰinお

おむた」 

◇平成30年度住宅省エ

ネルギー技術講習会開

催のお知らせ 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会共催 住

宅市場活性化協議会講

演会「最先端の空き家ビ

ジネスその成功の秘訣を

探る！」 

◇平成30年度木造軸組

工法による耐火建築物

設計マニュアル講習会 

◇「改訂-既存建築物の

吹付けアスベスト粉じん

飛散防止処理技術指針・

同解説2018」講習会 

◆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」  

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年９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 

◇「建設廃棄物ならびに

石綿含有建材の適正処

理講習会」のご案内 

◇平成30年度「建築物

耐震改修セミナー」開催

のご案内 

◇ 福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会新規会

員募集  

◇平成30年度「新たな

住宅セーフティネット制

度」の取組状況等に係る

説明会 

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


◆ 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  

 

 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会後援

「人口減少時代におけ

る空き家問題解決ｾﾐ

ﾅｰinおおむた」  

◇平成30年度住宅省

エネルギー技術講習会

開催のお知らせ 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会共催 

住宅市場活性化協議

会講演会「最先端の空

き家ビジネスその成功

の秘訣を探る！」 

◇平成30年度木造軸

組工法による耐火建築

物設計マニュアル講習

会 

◇「改訂-既存建築物

の吹付けアスベスト粉

じん飛散防止処理技術

指針・同解説2018」講

習会 

◇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」  

◇  新設住宅着工 

統計（平成３０年９月

分）   

◇「建設廃棄物なら

びに石綿含有建材の

適正処理講習会」の

ご案内 

◇平成30年度「建築物

耐震改修セミナー」開

催のご案内 

◆福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会新規

会員募集 

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。 

◇平成30年度「新たな

住宅セーフティネット制

度」の取組状況等に係

る説明会 

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


 
 

 

 

 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会後援

「人口減少時代における

空き家問題解決ｾﾐﾅｰin

おおむた」 

◇平成30年度住宅省エ

ネルギー技術講習会開

催のお知らせ 

◇福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会共催 

住宅市場活性化協議会

講演会「最先端の空き

家ビジネスその成功の

秘訣を探る！」 

◇平成30年度木造軸組

工法による耐火建築物

設計マニュアル講習会 

◇「改訂-既存建築物の

吹付けアスベスト粉じん

飛散防止処理技術指

針・同解説2018」講習会 

◇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」   

◆  新設住宅着工 

統計（平成３０年９月分）   

◇「建設廃棄物ならび

に石綿含有建材の適正

処理講習会」のご案内 

◇平成30年度「建築

物耐震改修セミナー」

開催のご案内 

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会

員募集  

◇平成30年度「新たな

住宅セーフティネット制

度」の取組状況等に係

る説明会 

新設住宅着工戸数（９月分） 

9月の新設住宅着工戸数 

福岡県の9月の住宅着工戸数は3,265戸、前年度同月戸数を 

9.8％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 

1,644戸、前年度比を9.9％下回りました。貸家系(貸家と給与住宅を

足したもの)は1,621戸、前年度比を9.8％下回りました。 

 また、全国の9月の住宅着工戸数は81,903戸で、前年同月戸数 

を1.5％下回りました。 

 利用関係別では、持家系では45,937戸、前年度比を1.9％上回りま

した。貸家系では35,966戸で、前年度比を5.5％下回りました。 


