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概要： (財)建築技術教育普及センターでは、「平成２３年第一期 管理建築士講習」を実施 

   します。また、ホームページに「平成２３年第一期 管理建築士講習受講総合案内」が掲  

   載されています。平成２０年１１月２８日に施行された新建築士法では、建築士事務所を 

   管理する建築士（以下、「管理建築士」という）となるには、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することとされています。  

 

日時：平成２３年６月１４日(火)  ９：１０～１７：３０ (８：１５～受付開始) 

 

会場：福岡建設会館７Ｆ 会議室 

 

定員：２００名 

 

受講料：１５,７５０円(消費税額７５０円、テキスト代含む) 

 

【受講申込関係書類配布】 

 

配布時間：９：３０～１６：３０ 

配布場所：福岡県建築士事務所協会 

配布価格：無料(受講申込者1人に1部) 

 

【受講申込書の受付】 

 

受付期間：平成２３年４月４日～５月１３日 

受付時間：９：３０～１６：３０ 

受付場所：受講申込み関係書類の配布を受けた各都道府県建築士事務所協会 

 

 

【受講申込書受付場所・問い合わせ】 

 

(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 福岡建設会館５Ｆ  

ＴＥＬ：０９２－４７３－７６７３ 

 

【その他問い合わせ】 

(財)建築技術教育普及センター本部及び各支部、 

(社)日本建築士事務所協会連合会 

詳細は下記リンク先を参照して下さい。 

http://www.jaeic.or.jp/kk.htm#kosyuzissi 
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概要： (財)建築環境・省エネルギー機構(IBEC)では、CASBEE(建築物総合環境性能評価シ 

   ステム)第１４回建築評価員養成講習が開催されます。 

   ｢CASBEE評価員｣とは、CASBEEツールを使って環境性能効率などの新たな概念に基づい 

   た総合的な建築物環境性能評価を適正に行うことができる知識と技術を有すると(財) 

   建築環境･省エネルギー機構が認め、登録する専門技術者です。 

   CASBEE評価員養成講習を受講し、評価員試験に合格後、CASBEE評価員としてIBECへ登 

   録されます。 

 

日時：〔講習〕２０１１年６月８日(水) ９：３０～１７：１５ 

   〔試験〕２０１１年７月８日(金)  

   〈受験資格〉一級建築士 

    ※試験のみ受けることはできません。 

 

会場：天神クリスタルビル 

   (福岡市中央区天神４－６－７) 

 

定員：６０名(先着順となっております。) 

 

費用：〔受講料〕１８０００円 

   〔受験料〕２００００円(別途テキスト購入代金が必要) 

 

テキスト：１)ＣＡＳＢＥＥ－新築 評価マニュアル(２０１０年版) 

     ２)ＣＡＳＢＥＥ－既存 評価マニュアル(２０１０年版) 

     ３)ＣＡＳＢＥＥ－改修 評価マニュアル(２０１０年版) 

     ※お持ちでない場合は、申込みフォームの注文欄により必ず事前に 

      ご購入下さい。(会場での販売・貸し出しは致しません。) 

 

申込み期間：２０１１年３月２２日(火)～４月２０日(水)まで 

 

申込み方法：ホームページの申込みフォームにて 

 

 

【問合せ・申込み先】 

 

(財)建築環境・省エネルギー機構 建築研究部 

 

〒１０２－００８３ 

東京都千代田区麹町３－５－１ 全共連ビル麹町館 

 

ＴＥＬ：０３－３２２２－６７１４ 

ＦＡＸ：０３－３２２２－６１００ 

 

ホームページ：http://www.ibec.or.jp/CASBEE/index.htm 

案内：http://www.ibec.or.jp/CASBEE/casbee_pdf/14th_ke

nchiku_CASBEE.pdf 

■「■「CASBEE(CASBEE(建築物総合環境性能評価システム建築物総合環境性能評価システム))  

          第１４回建築評価員養成講習」開催のお知らせ第１４回建築評価員養成講習」開催のお知らせ  
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■■((財財))全国建設研修センター全国建設研修センター  

  「平成２３年度１日「平成２３年度１日((サテライトサテライト))講習」開催ご案内講習」開催ご案内  

概要： (財)全国建設研修センターでは、「平成２３年度１日(サテライト)講習」を  

   開催します。 

 

会場：サテライト会場(福岡) ＴＫＰ博多シティーセンター 

   福岡市博多区博多駅前３－４－８ サットンプレイスホテル博多内５階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加費：Ａコース   １２０００円 

    Ｂ～Ｅコース １４０００円 

 

定員：各５０名(定員になり次第終了) 

 

申込み方法：参加ご希望の方は、インターネットか所定の申込書にてＦＡＸで 

      (財)全国建設研修センター宛に直接お申し込み下さい。 

■Ａコース「実務に学ぶ災害復旧のポイント」 

 

日時：２０１１年５月１６日(月) ９：３０～１６：３０ 

 

 

■Ｂコース「魅力あるまちづくりを考える」 

 

日時：２０１１年５月２１日(土) ９：３０～１７：００ 

 

 

■Ｄコース「差が出る仮設構造物の計画と施工」 

 

日時：２０１１年５月１９日(木) ９：３０～１７：００ 

 

 

■Ｅコース「現場で役立つコンクリート施工のポイント」 

 

日時：２０１１年５月２０日(金) ９：３０～１７：００ 

《問い合わせ・お申し込み先》 

 

(財)全国建設研修センター 

 

ＴＥＬ：０４２－３００－１７４１ 

ＦＡＸ：０４２－３２４－０３２１ 

ＵＲＬ：http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/

topics/topics.html 

 

申込書：http://www.jcca.or.jp/kyokai/kyushu/

topics/images/H22/110323-2oshirase.pdf 
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■九州新幹線全線開業記念■九州新幹線全線開業記念  

                安藤忠雄氏講演会「九州の新時代を拓く」安藤忠雄氏講演会「九州の新時代を拓く」  

■概要： 世界的に活躍される建築家の安藤忠雄氏が２０１１年３月３日にオープンした  

    ＪＲ九州ホールにて講演会を行います。 

    安藤氏は新しく生まれ変わる「ＪＲ熊本駅在来線駅舎」の設計を担当するなど 

    今後も九州での活躍が期待されています。 

    その他、博多の町歩きプランなども予定されています。 

 

■日時：２０１１年５月２７日(金)  １８：３０～(開場１８：００) 

 

 

■会場：ＪＲ九州ホール《博多駅直結「博多駅シティ」９階》 

    (福岡市博多区博多駅中央街１－１－１) 

 

 

     

■地図： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参加費：一般２０００円 

     学生(大学生以下)、ＪＲマイ・ウェイ・クラブ、ジパング倶楽部会員５００円 

 

 

■定員：一般３２０名 

    学生(大学生以下)８０名 

    ＪＲマイ・ウェイ・クラブ、ジパング倶楽部会員２００名 

    (定員に達し次第締め切り) 

 

 

■お申込方法：入場券をＪＲ九州旅行支店、駅旅行センターにて発売します。 

       ※電話によるお申し込みは受け付けておりませんのでご注意下さい。  

 

 

■リンク：http://www.hetgallery.com/taf-kyushu-hakata20110527.html 
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■「被災者住宅支援窓口」の設置について■「被災者住宅支援窓口」の設置について  
    ～福岡県住宅供給公社及び財団法人福岡県建築住宅センターと連携した窓口～～福岡県住宅供給公社及び財団法人福岡県建築住宅センターと連携した窓口～  

 福岡県では、３月２８日(月曜日)、福岡県住宅供給公社及び財団法人福岡県建築住宅センター

と連携し、福岡県庁内に次の通り「被災者住宅支援窓口」が設置されました。 

 

 

１ 設置目的 

 

 東北地方太平洋沖地震被災者及び福島第一原子力発電所事故避難者(以下、「被災者」とい

う。)を対象として、入居可能な住宅を確保するとともに住宅相談や県営住宅への申込みを一元

化する窓口を設置し、被災者の方々の入居の円滑化を図ることを目的とする。 

 

 

２ 業務内容 

 

（１） 被災者の住宅に関する相談 

（２） 被災者の県営住宅への申込手続き 

（３） 被災者が入居可能な公営住宅、公的住宅等に関する情報提供 

 

 

３ 設置場所等 

 

○場  所  福岡県庁７階北棟 （福岡市博多区東公園７－７) 

○電話番号  ０９２－６４３－３７２９ 内線４８８７～４８９２ 

○ＦＡＸ   ０９２－６４３－３７５６ 

○開設時間  ８時３０分～１７時１５分（休日も開設します。） 

 

 

４ 対象住宅 

 

○福岡県営住宅 

○福岡県内の市町村営住宅、住宅供給公社賃貸住宅及びその他の公的住宅等 

 

《お問い合せ》 

 

福岡県建築都市部住宅計画課 

 

電 話：０９２－６４３－３７３１ 

 

ＦＡＸ：０９２－６４３－３７３７ 

 

メールでのお問い合せはこちら 

お知らせ 

   ＆情報 

http://www.f-sumai.org/
mailto:jukeikaku@pref.fukuoka.lg.jp
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換商品への東北地方太平洋沖地震換商品への東北地方太平洋沖地震

の被災地支援寄附の追加についての被災地支援寄附の追加について  

地方公共団体における住宅 
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結果について 

地方公共団体における住宅 

リフォームに係る支援状況調査の
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認定状況 
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実施状況 
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■■住宅エコポイント事業における交換商品への「東北地方太平洋沖住宅エコポイント事業における交換商品への「東北地方太平洋沖    

  地震の被災地支援寄附（義援金）」の追加について地震の被災地支援寄附（義援金）」の追加について  

 地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図るために実施する「エコポイントの活用

による環境対応住宅普及促進事業」（以下、「住宅エコポイント事業」という。）にお

いて、東北地方太平洋沖地震の被災地を支援するため、エコポイントの交換商品に、

「東北地方太平洋沖地震の被災地支援寄附（義援金）」が追加されました。 

 

 

１．内容 
 

 この度、住宅エコポイント交換商品に「東北地方太平洋沖地震の被災地支援寄附（義

援金）」を追加し、住宅エコポイントの交換を、東北地方太平洋沖地震の被災地を支援

するための寄附として受け付けることといたしました。寄附に交換されたポイントは、

ポイント分相当額（１点＝１円換算）を、住宅エコポイント事務局から日本赤十字社

（http://www.jrc.or.jp/）に、義援金として全額寄附します。 

 なお、日本赤十字社へ寄附された義援金は、全額が義援金配分委員会（都道府県、日

本赤十字社等から構成される委員会）に送金され、その後、同委員会で立てられた配分

計画に基づいて被災地域へ届けられることになります。 

※グリーン家電普及促進事業（家電エコポイント事業）においても同様に、交換商品に

「東北地方太平洋沖地震の被災地支援寄附（義援金）」を追加しております。 

 なお、詳細は住宅エコポイント事務局のホームページ（http://jutaku.eco-

points.jp/）をご覧下さい。 

 

 

 

２．お問い合せ先 
 

住宅エコポイント事務局 

・電話 0570-064-717 （有料）（9:00～17:00、土日祝含む） 

※IP電話・PHSからのお問い合わせ  

・申請前の方：03-5911-7803（有料）  

・申請後の方、ポイント通知ハガキ 

    （住宅エコポイント発行・交換状況のお知らせ）：03-5911-7804(有料) 

http://www.f-sumai.org/
admin
ノート注釈
H23年度福岡県快適な住まいづくり推進助成制度(10頁目)



第６９号 平成２３年４月発行 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福岡県ゆとりある住まいづくり協議会 

すまいの伝言版は すまいの伝言版は すまいの伝言版は ～すまいネット～～すまいネット～～すまいネット～ に掲載しております。 に掲載しております。 に掲載しております。   

平成２３年度第１期 

管理建築士講習会 

ＣＡＳＢＥＥ 建築評価員養成

講習開催のお知らせ 

「平成２３年度１日(サテライト)

講習」開催のご案内 

九州新幹線全線開業記念 

安藤忠雄氏講演会 

「被災者住宅支援窓口」の 

設置について 

住宅エコポイント事業における交換住宅エコポイント事業における交換

商品への東北地方太平洋沖地震の被商品への東北地方太平洋沖地震の被

災地支援寄附の追加について災地支援寄附の追加について  

地方公共団体における住宅 

リフォームに係る支援状況調査

の結果について 

地方公共団体における住宅 

リフォームに係る支援状況調査の

結果について ２ 

住生活基本計画(全国計画)の

変更について 

長期優良住宅 

認定状況 

住宅エコポイント 

実施状況 

着工統計 

■地方公共団体における住宅リフォームに係る支援状況調査の結果について■地方公共団体における住宅リフォームに係る支援状況調査の結果について  

１．調査の趣旨 

平成22年6月18日に閣議決定された新成長戦略では、2020年までに「中古住宅流通市場・リ

フォーム市場の規模倍増」を目標に掲げており、そのためには、今後、国と地方公共団体が一

体となってリフォーム市場の促進を図ることが必要であるため、国土交通省において、地方公

共団体における現在のリフォーム支援の状況について調査を実施しました。 

 

 

２．調査対象 

 全国の地方公共団体 

 

 

３．調査結果の概要 

(1)リフォーム支援制度を有している地方公共団体 

 

[1]都道府県  ３９／４７ 

[2]市区町村  １，３２８／１，７５０ 

 

※ 補助だけでなく、融資、利子補給、ポイント発行等も含みます 

※ 住宅所有者、リフォーム事業者へ直接支援する地方公共団体数を集計 
 
(2)リフォーム支援制度数 

 計 約５，０００ 

 

 

 (3)リフォーム支援の目的 

 

 

 (4)支援方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2]バリアフリー改修（高齢者対応リフォーム、障害者対応リフォーム等） 

[1]耐震改修（耐震改修、耐震診断等) 

[4]災害予防（アスベスト対策、火災報知器設置、雪対策等） 

[3]エコリフォーム促進（エコリフォーム、エコ設備設置等） 

[6]その他 

[5]リフォーム促進（地域材利用促進、地場工務店振興、リフォーム市場活性化等)

1,174 

1,709 

297 

982 

661 

340 

[2]融資(無利子) 

[1]補助 

[4]融資(有利子) 

[3]利子補給 

[6]その他 

[5]ポイント発行 

55 

4,673 

150 

187

68 

33 
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(5)補助要件について 

a.工事施工者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.発注者 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)他の補助事業との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)支援対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）上記の結果は本調査により把握できた範囲での集計結果であり、必ずしも全国全ての 

リフォーム支援制度を網羅しているわけではありません。また、平成２２年１０月時点で実施し

ていたリフォーム支援制度を取り纏めた結果ですので、最新の情報については地方公共団体にお

尋ね下さい。 

なお、各地方公共団体におけるリフォーム支援制度の概要は、下記のＨＰで公表しております。 

【国土交通省「住まいの安心総合支援サイト」】 

ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/

index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2]低所得者のみ 

[1]高齢者・身体障害者のみ 

[4]要件なし 

[3]その他の要件 

23 

714 

1,408 

2,976

[2]都道府県(市区町村)内の事業者 

[1]中小企業者 

[4]その他の要件 

[3]都道府県(市区町村)内の事業者かつ中小企業者 

[5]要件なし 

513 

33 

1,076 

3,466 

19 

[2]ほかの補助事業の利用を要件としている 

[1]ほかの補助事業との併用は不可 

[4]要件なし 

[3]その他 

351 

853 

3,004 

893 

[2]工事費用に応じて決定 

[1]特定の工事の工事費用に応じて決定 

[4]設置する設備の性能に応じて補助額を設定 

[3](工事費用にかかわらず）定額を補助 

[6]その他 

[5]使用する材料量に応じて補助額を決定 

770 

2,339 

488 

410 

1,023 

61 

お問い合わせ先 

国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 勝又、山口、吉竹 

TEL：（03）5253-8111 （内線39445,39447,39448） 直通 03-5253-8942 
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■■住生活基本計画（全国計画）の変更について住生活基本計画（全国計画）の変更について  

 国土交通省では、「住生活基本法」（平成18年法律第６１号）に基づき策定された国民の住生

活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画である「住生活基本計画(全国計画)」（平

成１８年９月１９日閣議決定）に基づき、住宅政策を推進してきたところですが、同計画におい

て、「今後の社会経済情勢の変化及び施策の効果に対する評価を踏まえて、おおむね５年後に見

直し、所要の変更を行う」こととされていることから、平成２２年７月より、社会資本整備審議

会住宅宅地分科会において、計画の変更に向けた審議が進められてきました。 

 同分科会における審議等を踏まえ、本日、平成２３年度～平成３２年度の１０年間を計画期間

とする新たな「住生活基本計画（全国計画）」が閣議決定されました。 

 今後は、本計画に基づき、関係省庁が連携・協力して住生活の安定の確保及び向上の促進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、毎年度、施策の実施状況をとりまとめ、広く

公表することとしています。 

 なお、計画の概要等については添付資料のとおりです。 

 

 

添付資料 

閣議決定制定文（PDF ファイル40KB） 

（別冊）計画本文（PDF ファイル307KB）  

（参考）住生活基本計画（全国計画）の改定について（概要）（PDF ファイル270KB）  

 

 

お問い合わせ先 

国土交通省住宅局住宅政策課  

TEL：03-5253-8111 （内線39214） 

http://www.f-sumai.org/
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福岡県では県産材を活用し、環境にやさしく、耐久性にも優れた優良な木造住宅の普及促進を図るため、

一定の基準を満たした木造住宅を新築又は購入する方に対して、予算の範囲内で助成金を交付します。 

自ら居住するために、今後、福岡県内で一定の建設基準に適合する住宅を新築・購入する方が対象です。 

●耐久性や省エネルギー性、維持保全の容易性等を確保するため、長期優良住宅の普及の促進に 

   関する法律第６条にもとづく認定を受けていること 

●一戸建ての木造軸組構造であること 

●使用する木材のうち概ね７０％以上を県内加工材の利用すること 

●住宅内部の可変性を確保するため、以下の①又は②に適合すること 

  ①以下の(a)から(d)までの基準のいずれか２以上に適合すること 

 (ａ)居室間に存する間仕切り壁のうち１以上を、床勝ち・天井勝ちとすること 

 (b)主な就寝室及び居間の床面積は１３㎡（８畳相当）以上とすること 

 (c)階段の幅員および勾配等を、所定の基準に適合させること 

 (d)廊下の幅員を、所定の基準に適合させること 

②３世代（親、子、孫）世帯が居住するものとして以下の(a)から(c)までの基準に適合すること 

 (a)住戸専用面積が、原則として以下の式で算出される面積であること 

   ２５㎡ × （世帯人員） ＋ ２５㎡ 

(b)各居室間の移動が屋内で可能であること。 

(c)居住室（居間、食事室、寝室）が４室以上あり、うち１室は高齢者用であること 

●バリアフリー性能に関する基礎要件（評価方法基準※高齢者等配慮対策等級３相当）に適合すること 

※評価方法基準：住宅の品質確保の促進等に関する法律第３条第１項に規定するもの 

①床面積１㎡当たり ２，５８７円（千円未満切り捨て、限度額４７万円）の助成が受けられます。 

②県産木材（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）の使用量に応じて次のとおり①の助成金の額に上乗せされます。 

～ ５m3未満     … ２９千円 

５m3～１０m3未満 … ８８千円 

１０m3以上     …１１８千円 

 
○住宅着工前に、添付図書を添えて、県に認定申請書を提出してください。 

 ※詳細は、県のホームページを御覧ください。 

【申込・問い合わせ先】 
福岡県建築都市部住宅計画課民間住宅係 

〒812-8577 福岡市博多区東公園７－７ 

ＴＥＬ ０９２－６４３－３７３１ 

※詳しい内容はホームページをご覧ください 

 

福岡県ホームページ 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a12/23-kaitekinasumaidukuri.html 
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平成２３年度第１期 

管理建築士講習会 

ＣＡＳＢＥＥ 建築評価員養成

講習開催のお知らせ 

「平成２３年度１日(サテライト)

講習」開催のご案内 

九州新幹線全線開業記念 

安藤忠雄氏講演会 

「被災者住宅支援窓口」の 

設置について 

住宅エコポイント事業における交換住宅エコポイント事業における交換

商品への東北地方太平洋沖地震の被商品への東北地方太平洋沖地震の被

災地支援寄附の追加について災地支援寄附の追加について  

地方公共団体における住宅 

リフォームに係る支援状況調査の

結果について 

地方公共団体における住宅 

リフォームに係る支援状況調査の

結果について ２ 

住生活基本計画(全国計画)の

変更について 

長期優良住宅 

認定状況 

住宅エコポイント 

実施状況 

着工統計 

■長期優良住宅認定状況■長期優良住宅認定状況■長期優良住宅認定状況(((平成２３年２月末時点平成２３年２月末時点平成２３年２月末時点)))   

 この度、全国の所管行政庁の平成２３年２月の認定状況について、調査した結

果が公表されましたので、お知らせします。 

 

 

１.平成２３年２月の実績 

 

(１)一戸建て住宅     ７，２７９戸  (内福岡県分)   ２９０戸  

(２)共同住宅等         ２６戸             ２戸 

(３)総戸数        ７，３０５戸           ２９２戸 

 

 

２.制度運用開始からの累計 

 

(１)一戸建て住宅   １４９，２４０戸  (内福岡県分)  ６２９０戸    

(２)共同住宅等      ２，８４０戸           ３３５戸    

(３)総戸数      １５２，０８０戸          ６６２５戸    

 

 

 

 

 

※参考 

 

・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の詳細については、長期優良住宅

法関連情報ホームページを御覧下さい。 
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html 

 

 

・国土交通省ホームページに資料が添付されています。 
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000224.html 

 

 

《問い合わせ》 

 

国土交通省住宅局住宅生産課 

ＴＥＬ ０３－５２５３－８１１１ 

すまいの伝言版は すまいの伝言版は すまいの伝言版は ～すまいネット～～すまいネット～～すまいネット～ に掲載しております。 に掲載しております。 に掲載しております。   

http://www.f-sumai.org/
admin
ノート注釈
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結果について 

地方公共団体における住宅 

リフォームに係る支援状況調査の

結果について ２ 

住生活基本計画(全国計画)の

変更について 

長期優良住宅 

認定状況 
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実施状況 

着工統計 

■住宅エコポイント実施状況■住宅エコポイント実施状況■住宅エコポイント実施状況(((２月末時点２月末時点２月末時点)))   

 平成２３年２月末時点での住宅エコポイント実施状況が公表されましたのでお

知らせします。 

 

 

１.住宅エコポイントの申請状況 

 

(１)平成２３年２月末の合計 

  新築         ３１，１１３件 

  リフォーム      ３４，７４１件 

  合計         ６５，８５４件 

 

(２)申請受付開始からの累計 

  新築        ２２８，４５２件 

  リフォーム     ３１５，６２４件 

  合計        ５４４，０７６件 

 

 

 

２.住宅エコポイントの発行状況 

 

(１)平成２３年２月合計 

  新築         ３２，７００件 (内福岡県分)    ９９３件   

  リフォーム      ４６，０１５件         １，３９４件 

  合計         ７８，７１５件         ２，３８７件 

 

(２)申請受付開始からの累計 

  新築        ２１１，１５５件 (内福岡県分)  ６，６２５件 

  リフォーム     ２９４，５５５件         ８，６９６件 

  合計        ５０５，７１０件        １５，３２１件 

すまいの伝言版は すまいの伝言版は すまいの伝言版は ～すまいネット～～すまいネット～～すまいネット～ に掲載しております。 に掲載しております。 に掲載しております。   

《問い合わせ》 

 

住宅エコポイント事務局 

 

ＴＥＬ ０５７０－０６４－７１７ 

ＵＲＬ http://jutaku.eco-points.jp/newsrelease/110311_1.html 

http://www.f-sumai.org/
admin
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           新設住宅着工戸数（２月分） 

平成23年2月利用関係別割合（県）
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１２月の新設住宅着工戸数 

福岡県の２月の住宅着工戸数は3,017戸、前年度同月戸数を

27.6％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

1,612戸、前年度比で＋77.1％、一方で貸家系（貸家と給与住宅を

足したもの）は1,405戸、前年度比で－3.4％となっています。 

また、全国の２月の住宅着工戸数は62,252戸、前年度同月戸数

を10.1％上回りました。 

持ち家系では40.970戸、前年度比で＋20.7％、貸家系で21,282

戸、前年度比-5.8％となっています。 
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