
◆平成31年度構造

設計一級建築士定

期講習  

◇２０１９年度「国土交通

大臣登録 木造耐震診断

資格者講習」「木造耐震

改修技術者講習」開催の

ご案内 

◇2019年度 試験要員認

定制度【プレキャストコン

クリート製品工場の試験

（認定区分LP）】 研修・

テストのご案内 

◇２０１９年度 気密測

定技能者養成講習・

試験のご案内 

◇既存ブロック塀等の耐

震診断に関する講習 

◇  新設住宅着工 

統計（平成３１年３月分）   

◇平成31年度 第一期 

『一級・二級・木造建築士

定期講習』  

◇  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31年度 構造設計一級建築士定期講習  
 

 

 

１．受講手数料(テキスト代を含む) ・・・16,200円(消費税を含む)  

２．受講申込書の受付  

   受付期間 ・・・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ます。)  

 

開催日：  2019年6月26日㈬  

会場：  福岡商工会議所４階会議室 （福岡市博多区博多駅前2-9-28 ） 

定員：  36名（DVD講習） 

 

開催日：  2019年9月3日㈫  

会場：  福岡商工会議所４階会議室 （福岡市博多区博多駅前2-9-28 ） 

定員：  24名（DVD講習） 

 

開催日：  2020年3月4日㈬  

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 ） 

定員：  16名（DVD講習） 

 

 

 
  
 

申込・問合せ先：  URL http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/s1kteiki/s1kteiki-019.html 

 

                 (公財)建築技術教育普及センター 九州支部  

                福岡市博多区博多駅東2－9－1 東福第2ビル  

                         TEL 092(471)6310  

 

 

 

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)  

◇平成31年度設備設計

一級建築士定期講習  

◇既存住宅状況調査技

術者講習のご案内  

◇２０１９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」  

http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/s1kteiki/s1kteiki-2019.html


◇平成31年度構造

設計一級建築士定

期講習  

◇２０１９年度「国土交通

大臣登録 木造耐震診断

資格者講習」「木造耐震

改修技術者講習」開催の

ご案内 

◇2019年度 試験要員認

定制度【プレキャストコン

クリート製品工場の試験

（認定区分LP）】 研修・

テストのご案内 

◇２０１９年度 気密測

定技能者養成講習・

試験のご案内 

◇既存ブロック塀等の耐

震診断に関する講習 

◇  新設住宅着工 

統計（平成３１年３月分）   

◇平成31年度 第一期 

『一級・二級・木造建築士

定期講習』  

◇  福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会新規会

員募集  

◆ 既存住宅状況調査技術者講習のご案内 

 

  

■平成30年4月に施行された改正宅建業法の建物状況調査にも対応 

・保険の現場検査のノウハウを生かし、構造別（木造・RC造）及び規模別のチェックリストを使って丁

寧に解説 

・講習修了者には、チェックシートや委任契約書のひな形等、調査の実務で活用できるツールを無償

で専用ホームページにてご用意 

・既存住宅売買瑕疵保険の加入に際してのメリット 

・既存住宅流通市場の状況についても解説 

・改正宅建業法の建物状況調査に限らず、リフォーム工事着工前の現況検査や既存住宅売買瑕疵

保険の加入に際して必要な現況検査など、幅広くインスペクション等業務に携われる方にも最適な

講習です。 

・建築CPD情報提供制度の認定プログラム 

 

【受講料】 新規講習： 23,760円(税込)、 移行講習： 19,440円(税込) 

 

開催日：  ２０１９年６月４日（火） 

 

会場：  リファレンス大博多ビル 

        福岡市博多区博多駅前2丁目20-1 大博多ビル 11階  

 

定員：  ５０人 

 

✿移行講習について✿ 

受講対象： すべての建築士（一級、二級、木造）であって、以下の条件に該当する方が対象です。 

当協会に現在、登録されている既存住宅現況検査技術者（※１、※２） 

国土交通省 長期優良住宅化リフォーム推進事業者のための インスペクター講習登録団体 に現

在、登録されている方（※１、※２） 

（※1）建築士資格の無い適合判定資格者、施工管理技士は対象外です。 

（※2）建築士事務所登録をしている会社に所属しているか否かは問いません。 

 

✿新規講習について✿ 

受講対象： すべての建築士（一級、二級、木造）の方が対象です。 

建築士事務所登録をしている会社に所属しているか否かは問いません。 

 

・2019年度より、移行講習の会場・カリキュラム・受講時間は新規講習と同一となりましたので、ご了

承ください。（新規講習のカリキュラムで移行講習をお受けいただいても受講料は移行講習の額とな

ります） 

 

 

申込・問合せ先：  URL  https://www.kashihoken.or.jp/inspection/ 

 

                 一般社団法人 住宅瑕疵保険責任保険協会 

                TEL： 03-3580-0236  FAX： 03-3580-0332 

               受付 AM9：00〜PM5：30（土・日・祝日は除きます） 

 

 

◆既存住宅状況調査技

術者講習のご案内  

◇平成31年度設備設計

一級建築士定期講習  

◇２０１９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」  

https://www.kashihoken.or.jp/inspection/


◆  平成31年度 設備設計一級建築士定期講習  

 

 
１・受講手数料(テキスト代を含む) ・・・16,200円(消費税を含む)  

 

２・受講申込書の受付  

   受付期間 ・・・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ます。)  

 

 

開催日：  2019年6月17日㈪  

会場：  福岡商工会議所４階会議室 （福岡市博多区博多駅前2-9-28 ） 

定員：  48 名（DVD講習） 

 

開催日：  2019年9月5日㈭  

会場：  福岡商工会議所４階会議室 （福岡市博多区博多駅前2-9-28 ） 

定員：  36 名（DVD講習） 

 

開催日：  2020年3月5日㈭  

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 ） 

定員：  16名（DVD講習） 

 

 

  
 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/b1kteiki/b1kteiki-019.html 

 

                (公財)建築技術教育普及センター 九州支部  

                福岡市博多区博多駅東2－9－1 東福第2ビル  

                         TEL 092(471)6310  

 

 

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  

10：00～12：30(150分)  講 義  設備関係規定に関する科目  

12：30～13：30(60分)  休憩・昼食   

13：30～15：00(90分)  講 義  設備設計に関する科目  

15：00～15：10(10分)  休 憩   

15：10～16：10(60分)  講 義  設備設計に関する科目  

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)  

設備関係規定に関する科目及び設備設計に関する科目  

(40問 正誤方式)  

◇平成31年度構造

設計一級建築士定

期講習 

◇２０１９年度「国土交通

大臣登録 木造耐震診断

資格者講習」「木造耐震

改修技術者講習」開催の

ご案内 

◇2019年度 試験要員認

定制度【プレキャストコン

クリート製品工場の試験

（認定区分LP）】 研修・

テストのご案内  

◇２０１９年度 気密測

定技能者養成講習・

試験のご案内  

◇既存ブロック塀等の耐

震診断に関する講習 

◇  新設住宅着工統計

（平成３１年３月分）   

◇平成31年度 第一期 

『一級・二級・木造建築士

定期講習』  

◇  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31年度設備設計

一級建築士定期講習  

  

◇既存住宅状況調査技

術者講習のご案内  

◇２０１９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」  

http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/b1kteiki/b1kteiki-2019.html


◆ ２０１９年度 「国土交通大臣登録 木造耐震診断資格者講習」 

                「木造耐震改修技術者講習」開催のご案内 

 
 「建築物の耐震改修の促進に関する法律｣（以下「耐震改修促進法」）により、耐震診断結果の報告

が義務付けられた建築物の耐震診断は、「国土交通大臣登録耐震診断資格者講習」を受講修了し

た耐震診断資格者でなければできないこととされています。住宅・建築物の耐震化は引き続き重要

な政策課題となっています。また、住宅の耐震化は平成25 年の推計値で約82％にとどまるなど一層

の推進が期待されています。未受講の建築士の方は、この機会に是非ご受講下さい。 

 

✿国土交通大臣登録 木造耐震診断資格者講習（１日目）✿ 

開催日：  ２０１９年７月１１日（木）  

 

会場：  九州ビル5 階大会議室 （福岡市博多区博多駅南1-8-31 ） 

 

定員：  １００人 

 

受講資格：  一級建築士、二級建築士、木造建築士 

 

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

※構造設計一級建築士は、希望により「建築物の耐震診断総論」及び「例題演習」の科目が受講免除

となります。 

 

✿木造耐震改修技術者講習（２日目）✿ 

開催日：  ２０１９年７月１２日（金） 

 

会場：  九州ビル5 階大会議室 （福岡市博多区博多駅南1-8-31） 

 

定員：  １００人 

 

受講資格：  一級建築士、二級建築士、木造建築士 

 

受講料（テキスト代別）：  8,640 円（税込） ※既納の受講料は、当方都合の場合を除き、受講票送付

後についてはご返金いたしません。 

 

✿テキスト✿ 

○W-1「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」（2分冊） 

                       （平成25年5月24日発行 初版第３刷） 7,200円（税込） 

○W-2「木造住宅の耐震補強の実務」（平成26年7月2日発行 初版第５刷） 4,114円（税込） 

 

受付締切：  ２０１９年７月１日（月） 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.kenchiku-bosai.or.jp/workshop/taishin-taishin/annai-2/ 

 

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

                 一般財団法人 日本建築防災協会 耐震講習係  

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

◇平成31年度構造

設計一級建築士定

期講習 

◆２０１９年度「国土交通

大臣登録 木造耐震診断

資格者講習」「木造耐震

改修技術者講習」開催

のご案内 

◇2019年度 試験要員認

定制度【プレキャストコン

クリート製品工場の試験

（認定区分LP）】 研修・

テストのご案内 

◇２０１９年度 気密測

定技能者養成講習・

試験のご案内 

◇既存ブロック塀等の耐

震診断に関する講習 

◇  新設住宅着工統計

（平成３１年３月分）   

◇平成31年度 第一期 

『一級・二級・木造建築士

定期講習』  

◇  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31年度設備設計

一級建築士定期講習  

◇既存住宅状況調査技

術者講習のご案内  

◇２０１９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」  

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/workshop/taishin-taishin/annai-2/


◆ 2019年度 試験要員認定制度【プレキャストコンクリート製品工場の試験

（認定区分LP）】 研修・テストのご案内 
 

 

 本認定制度は試験室で実施するコンクリート用の材料やコンクリート製品の試験について、適切な

試験が行える力量を持つ要員を認定・登録しています。認定区分 LP では、プレキャストコンクリート

製品工場の試験要員の技術的能力の向上を図ることを目的として、JISQ 17025「試験所及び校正機

関の能力に関する一般要求事項」において試験要員に求められている力量を確認するため、筆記テ

ストと実技テストを行い、合格者を試験要員として登録します。本認定制度をご利用いただき、技能

の修得、また専門知識の向上にお役立てください。 

 

 

研 修 ：  2019年 6月 7日(金)  9:30～17:10  

テスト ：  2019年 6月 8日(土)  9:30～12:50  

申込期限：  開催日の2 週間前まで（必着） 

 

会場：  天神クリスタルビル（福岡市中央区天神4-6-7） 

   

受講料： 15,120円 / 筆記テスト料：5,400円 / 実技テスト料：10,260円 / 登録料:5,400円 

 

認定範囲： プレキャストコンクリート製品の品質管理試験を適正に実施できる能力を持つ試験要員

を認定 

 

認定項目： プレキャスト無筋コンクリート製品(JIS A 5371) 

        プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372) 

        プレキャストプレストレストコンクリート製品(JIS A 5373) 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.gbrc.or.jp/training/LaboTeC/ 

 

            (一財)日本建築総合試験所 試験研究センター 研修室 

                〒565-0873 大阪府吹田市藤白台5-8-1 

              TEL  06-6834-4775   FAX  06-6872-0413 

◇平成31年度構造

設計一級建築士定

期講習 

◇２０１９年度「国土交通

大臣登録 木造耐震診断

資格者講習」「木造耐震

改修技術者講習」開催の

ご案内 

◆2019年度 試験要員認

定制度【プレキャストコン

クリート製品工場の試験

（認定区分LP）】 研修・

テストのご案内 

◇２０１９年度 気密測

定技能者養成講習・

試験のご案内 

  

◇既存ブロック塀等の耐

震診断に関する講習 

◇  新設住宅着工統計

（平成３１年３月分）   

◇平成31年度 第一期 

『一級・二級・木造建築士

定期講習』  

 

◇  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31年度設備設計

一級建築士定期講習  

◇既存住宅状況調査技

術者講習のご案内  

◇２０１９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」  

http://www.gbrc.or.jp/training/LaboTeC/


◆ ２０１９年度 気密測定技能者養成講習・試験のご案内  
 

 

 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います。  

 

（1)受験資格    次の①及び②の要件を満たす方  

①2019年度気密測定技能者養成講習（本案内の講習）を受講した方  

※講習日の同日に受験していただきます。  

※過去に受講、受験して不合格となった場合でも、受講の免除はありませんので必ず再度講習から

受講していただく必要があります。  

②気密測定技能者従事事業所として既に登録している事業所に勤務する方又は2019年度新たに登

録予定の事業所に勤務する方  

※事業所とは次のいずれかの要件を満たす事業所をいいます。（基本は、１事業所＝１法人）  

（イ：建設業法における建設業の許可を受けた事業所，ロ：建築士法における登録を受けた建築士

事務所，ハ：住宅等に関連する部材を取り扱う事業所，二：気密関連機器等を取り扱う事業所，ホ：

住宅等の施工・検査・評価等を行う事業所 等）  

 

 

開催日：  ２０１９年６月６日（木）  

        申込締切 ２０１９年５月２３日（木）  

 

定員：  ５０名 （先着順、定員になり次第締切） 

 

会場：  天神ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ （福岡市中央区天神４－６－７）  

 

 

 
 

 

申込・問合せ先： URL  http://www.ibec.or.jp/ 

 

          一般財団法人建築環境・省エネルギー機構 建築環境部  

                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）  

 

 

 

 

 

申込区分  適用  金額  

①2019年度受講・受験者  ・2019年度初めて受講される方  

・2018年度以前に受講された方で、試験が「未

受験」または「不合格」の方  

16,200円（税込）／人  

②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  

（試験は免除）  

◇平成31年度構造

設計一級建築士定

期講習 

◇２０１９年度「国土交通

大臣登録 木造耐震診断

資格者講習」「木造耐震

改修技術者講習」開催の

ご案内  

◇2019年度 試験要員認

定制度【プレキャストコン

クリート製品工場の試験

（認定区分LP）】 研修・

テストのご案内 

◆２０１９年度 気密測

定技能者養成講習・

試験のご案内 

◇既存ブロック塀等の耐

震診断に関する講習 

◇  新設住宅着工統計

（平成３１年３月分）   

◇平成31年度 第一期 

『一級・二級・木造建築士

定期講習』  

◇ 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31年度設備設計

一級建築士定期講習  

◇既存住宅状況調査技

術者講習のご案内  

◇２０１９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」  

http://www.ibec.or.jp/


◆ 平成31年度 第一期 『一級・二級・木造建築士定期講習』  

 

 
【講習日】 令和元年６月６日(木) 福岡  

       《会場コード：８Ａ－５１／定員２００名 》  

 

 

■ 受付期間… 平成３１年４月１日(月)～令和元年５月２４日(金)  

 

 

■ 会 場 …    福岡建設会館  

           （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 事務局  

           福岡市博多区博多駅東３-１４-１８ 福岡建設会館５Ｆ  

           ＴＥＬ： 092－473-7673  

 

 
✿受験申込書の配布✿ 

 

■(公財)建築技術教育普及センターのホームページからダウンロードが可能です。  

                   ↓ 

  URL  http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/kteiki/kteiki-form_dl.html 

 

 

■直接お越しになられる場合 

   窓口：(一社)福岡県建築士事務所協会 事務局にて配布 

   （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】） 

  URL  http://www.f-aa.jp/news/teiki_kosyu.html 

 

 

 

  

 

 

 

◇平成31年度構造

設計一級建築士定

期講習 

◇２０１９年度「国土交通

大臣登録 木造耐震診断

資格者講習」「木造耐震

改修技術者講習」開催の

ご案内 

◇2019年度 試験要員認

定制度【プレキャストコン

クリート製品工場の試験

（認定区分LP）】 研修・

テストのご案内 

◇２０１９年度 気密測

定技能者養成講習・

試験のご案内 

◇既存ブロック塀等の耐

震診断に関する講習 

◇  新設住宅着工統計

（平成３１年３月分）   

◆平成31年度 第一期 

『一級・二級・木造建築

士定期講習』  

◇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31年度設備設計

一級建築士定期講習  

◇既存住宅状況調査技

術者講習のご案内  

◇２０１９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」  

http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/kteiki/kteiki-form_dl.html
http://www.f-aa.jp/news/teiki_kosyu.html


◆ 既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習 

 

 
 2018年6月の大阪府北部を震源とする地震において、ブロック塀等の倒壊により尊い命が失われ

たことを踏まえ、本協会では、国土交通省、国土技術政策総合研究所及び建築研究所の協力の

下、同年12月に、「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」（以下「本解説

書」）を作成し、講習を実施しましたが、追加開催が決定しました。 耐震改修促進法施行令等の改

正により、2019年1月から、避難路沿道の一定規模以上のブロック塀等が耐震診断の義務付け対象

に追加されましたが、本講習を修了した建築士及びブロック塀診断士は、本解説書に定める耐震診

断基準に基づいて、診断義務付けブロック塀等の耐震診断を行うことができます。 また、「建築士

会CPD」（（公社）日本建築士会連合会）に参加されている建築士の方で受講修了証を希望する方に

は、自動的に建築CPD情報提供制度認定講座（３単位）の単位が付与されます。 

 

 

開催日：  2019 年6 月17 日（月）     ※締切 講習の開催日の10 日前の17 時30 分 

 

会場：  九州ビル 9F 大ホール（福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-31） 

 

定員：  250 人  ※定員になり次第締切りとさせていただきます。 

 

【プログラム（予定）】 ※講師等の都合により一部変更となる場合があります。 

 １．関連制度の解説 

    13：30～13：45 国土交通省担当官 

 ２．既存ブロック塀等の耐震診断基準 

    13：45～15：30 ブロック塀等の耐震診断基準作成委員会 委員 

 ３．既存ブロック塀等の耐震改修設計指針 

    15：30～16：30 ブロック塀等の耐震診断基準作成委員会 委員 

 

【受講対象者】 

 （1）一級建築士、二級建築士、木造建築士及びブロック塀診断士※ 

    ※ブロック塀診断士とは、（公社）日本エクステリア建設業協会の資格です。 

 （2）その他の受講を希望する方 

 
【テキスト及びテキスト代】 

 既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説（発行：日本建築防災協会） 

 テキスト代 2,916円（税込） 

 

【受講料（テキスト代含む）】 

 受講料 6,084円（税込） 

 ※テキスト購入を同時に申し込む場合は9,000円（税込） 

 

 

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

 

            (一財)日本建築防災協会 企画部 （TEL： 03-5512-6451） 

◇平成31年度構造

設計一級建築士定

期講習 

◇２０１９年度「国土交通

大臣登録 木造耐震診断

資格者講習」「木造耐震

改修技術者講習」開催の

ご案内  

◇2019年度 試験要員認

定制度【プレキャストコン

クリート製品工場の試験

（認定区分LP）】 研修・

テストのご案内 

◇２０１９年度 気密測

定技能者養成講習・

試験のご案内  

◆既存ブロック塀等の耐

震診断に関する講習 

◇  新設住宅着工統計

（平成３１年３月分）   

◇平成31年度 第一期 

『一級・二級・木造建築士

定期講習』  

◇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31年度設備設計

一級建築士定期講習  

◇既存住宅状況調査技

術者講習のご案内  

◇２０１９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」  

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/workshop/block/


◇平成31年度構造

設計一級建築士定

期講習 

◇２０１９年度「国土交通

大臣登録 木造耐震診断

資格者講習」「木造耐震

改修技術者講習」開催の

ご案内  

◇2019年度 試験要員認

定制度【プレキャストコン

クリート製品工場の試験

（認定区分LP）】 研修・

テストのご案内 

◇２０１９年度 気密測

定技能者養成講習・

試験のご案内  

◇既存ブロック塀等の耐

震診断に関する講習 

◇  新設住宅着工統計

（平成３１年３月分）   

◇平成31年度 第一期 

『一級・二級・木造建築士

定期講習』  

◇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31年度設備設計

一級建築士定期講習  

◇既存住宅状況調査技

術者講習のご案内  

◆ ２０１９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 

２０１９年４月１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  

①対象地域  

県が認める住宅支援策を実施する市町村内  

➁補助対象住宅  ・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない既存住宅 

・耐震性を有する、又は、リノベーション工事完了後に耐震性を有すること[平成31年(2019)年度から

の要件] 

・同居を行う場合は、床面積100㎡以上、又は、リノベーション工事完了後に100㎡以上であること 

   [平成31年(2019)年度からの要件] 

➂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）  

➃事業期間 

２０１９年～２０２１年 

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  

◆２０１９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」  

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 

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  

 

 

◇平成31年度構造

設計一級建築士定

期講習 

◇２０１９年度「国土交

通大臣登録 木造耐震

診断資格者講習」「木

造耐震改修技術者講

習」開催のご案内  

◇2019年度 試験要員

認定制度【プレキャスト

コンクリート製品工場の

試験（認定区分LP）】 

研修・テストのご案内 

◇２０１９年度 気密

測定技能者養成講

習・試験のご案内 

◇既存ブロック塀等の

耐震診断に関する講習 

◇  新設住宅着工統計

（平成３１年３月分）   

◇平成31年度 第一期 

『一級・二級・木造建築

士定期講習』  

◆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31年度設備設

計一級建築士定期講

習  

◇既存住宅状況調査

技術者講習のご案内  

◇２０１９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」  

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


 
 

 

 

 

◇平成31年度構造

設計一級建築士定

期講習 

◇２０１９年度「国土交

通大臣登録 木造耐震

診断資格者講習」「木造

耐震改修技術者講習」

開催のご案内  

◇2019年度 試験要員

認定制度【プレキャスト

コンクリート製品工場の

試験（認定区分LP）】 

研修・テストのご案内 

◇２０１９年度 気密測

定技能者養成講習・

試験のご案内 

◇既存ブロック塀等の

耐震診断に関する講習 

◆  新設住宅着工統計

（平成３１年３月分）   

◇平成31年度 第一期 

『一級・二級・木造建築

士定期講習』  

◇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31年度設備設計

一級建築士定期講習  

◇既存住宅状況調査技

術者講習のご案内  

◇２０１９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」  

新設住宅着工戸数（３月分） 

3月の新設住宅着工戸数 

福岡県の３月の住宅着工戸数は3,280戸、前年度同月戸数を 

10.3％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 

1,531戸、前年度比を6.5％上回りました。貸家系(貸家と給与住宅を

足したもの)は1,749戸、前年度比を13.9％上回りました。 

 また、全国の３月の住宅着工戸数は76,558戸で、前年同月戸数 

を10.0％上回りました。 

 利用関係別では、持家系では47,705戸、前年度比を20.5％上回り

ました。貸家系では28,853戸で、前年度比を3.9％下回りました。 


