
◆生涯あんしん住宅がリニューアルオープンしました！◆ 

 

   春日市にある県の住宅展示場「生涯あんしん住宅」は、平成８年の開設以来、 

 バリアフリー・耐震・防犯などに関する内容を展示紹介してきました。 

  このたび、（一財）福岡県建築住宅センターの協力のもと、低炭素社会・循環 

 型社会に寄与し、将来世代に継承できる良質な住宅ストックの形成のため、県産 

 材の利用、長期優良住宅基準のパネル展示などを 

 追加し、その効果も体感できる展示場として、   

 １０月２２日にリニューアルオープンしました。 

  リニューアル記念オープニングイベントでは、  

 オープニングセレモニーのほか、小学生が自然エ 

 ネルギーを体感しながら住宅の省エネを学ぶ子ど 

 も教室や住宅の熱環境と省エネルギーに関する講 

 演会を開催しました。               

                         オープニングセレモニー（テープカット） 
  今後は、住宅情報の発信だけでなく、地域工務 

 店を対象として省エネリフォームやバリアフリー 

 改修技術などの研修会を行うなど、地域の住宅関  

 連産業の技術力向上の支援にも取り組みます。   

   

                             

 

                               
                                               施設見学会                                                        
                         

                        ＜子ども教室 （クローバープラザ研修室）＞ 

                ふくおか環境マイスターの依田浩敏氏を講師に、春日 

                市立春日小学校５年生の生徒達が、風車キットの工作 

                を通じて自然エネルギーを体験しながら、住宅の省エ 

                ネを学びました。 

 

 

 ＜講演会 （クローバープラザ１F クローバーホール）＞ 

  県民や工務店向けに住宅の熱環境と省エネルギーに関す 

  る講演会を開催しました。 

   テーマ：住宅の熱環境と省エネルギー 

   講 師：龍 有二氏 
    （北九州市立大学国際環境工学部建築デザイン学科教授） 

                           

  ※今後、生涯あんしん住宅で開催する地域工務店向け研修について随時案内予定です。                

 

                       生涯あんしん住宅 
                          春日市原町３丁目１－７ （クローバープラザ敷地内） 

                                ＪＲ春日駅より徒歩約５分/西鉄春日原駅徒歩約１０分 

                         （開館時間）10:00～17:00 

                                （休館日）  毎週月曜日（ただし、月曜日が祝日の場合は、火曜日）   
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◆ 工事施工管理要領（建築・電気・機械）平成２６年改訂版講習会（有料）に 

ついて  

 
✿期日及び会場等（平成２６年） ※締切 講習会開催７日前（但し定員に達し次第締切） 

 

 開催地     開催期日            会場名（所在地・電話番号）       予定人数 

        建築 １１月２０日（木）      福岡県自治会館２階大会議室 

 福岡市   電気 １１月２１日（金）午後   福岡市博多区千代４－１－２７     各１５０名  

        機械 １１月２１日（金）午前    TEL ０９２－６５１－１１２１         

   

 

✿時間 

   建築工事             機械設備工事（午前）         電気設備工事 
  （受付開始９時３０分）        （受付開始９時３０分）          （受付開始１３時００分） 

 １０：００～１０：１０あいさつ     １０：００～１０：１０あいさつ        １３：３０～１３：４０あいさつ 

 １０：１０～１２：００           １０：１０～１１：１０             １３：４０～１６：００ 

 Ⅰ編 総論               Ⅰ編 総論                 （途中１０分程度の休憩） 

 Ⅱ編 建築工事の施工管理    Ⅱ編 機械設備工事施工管理表    Ⅰ編 総論 

                                              Ⅱ編 電気設備工事施工管理 

 １２：００～１３：００ 休憩      １１：１０～１１：２０ 休憩         Ⅲ編 電気設備工事施工計画書 

                                               Ⅳ編 資料 

 １３：００～１５：００           １１：２０～１２：３０ 

  Ⅲ編 施工計画書の作成     Ⅲ編 機械設備工事施工計画書 

                       Ⅳ編 資料 

 

 

講師： 一般社団法人 公共建築協会 職員 

 

認定： 本講習会は、「建築CPD運営会議一般認定講習会（申請中）」です。 

 

 

✿参加費（消費税込み） ※当日受付でお支払ください。 

  区分            参加費（テキスト共）                 受講のみ（１回） 

            建築工事   電気設備工事   機械設備工事       【建・電・機】 

 国・協賛等    １２，０００円   １１，０００円    １１，０００円        ７，０００円 

 一般        １５，０００円   １４，０００円    １４，０００円       １０，０００円 

 

 

テキスト（消費税込み）： 建築工事施工管理要領     ５，４００円 

                電気設備工事施工管理要領  ４，３２０円 

                機械設備工事施工管理要領  ４，３２０円 

 

 

申込・問い合わせ先： URL http://www.f-shikai.org/info/info.html?id=3279 

 

              一般社団法人 公共建築協会 九州地区事務局 

         〒８１２－００１８ 福岡市博多区住吉２－１６－１ メゾン住吉２階２０３号 

             TEL ０９２－２６２－６７５６  FAX ０９２－２８２－８７０９ 
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◆ 建築士業務の「紛争・処分・保険事例」解説講習会 

 
 福岡県建築士会では、「建築士業務の紛争・保険・処分事例」が発刊されることに合わせ、同書籍を教
材とした講習会を開催いたします。建築紛争の多様化と建築士への処分の運用が厳格になってきている

ことを踏まえ、実際の紛争事例（民事裁判の判決事例、調停事例、相談事例、保険適用事例など）を参考

に、そこから学ぶべき事例と法令違反の行政処分事例等を取りまとめ、建築士の皆様に誠実で間違いのな

い業務を遂行する上で大きく寄与できる内容となっています。 

建築士の皆様には理解を深めるため、是非受講されることをお勧めいたします。 

 

 

日時： 平成２６年１１月２８日（金）  １３：３０～１７：００（受付１３：００～） 

 

会場： 福岡建設会館３階３０１会議室 

       福岡市博多区博多駅東３－１４－１８ 

 

定員：  １００名（※申込締切 平成２６年１１月２０日。但し定員になり次第締切） 

 

講師： （公社）日本建築士会連合会 業務責任検討部会 

 

講義内容： 建築士の責任と義務、紛争事例の解説、保険適用事例の解説、建築士処分事例の解説 

 

対象者： 建築士会会員及び建築士全般          CPD単位： ３単位認定 

 

受講料（テキスト代込み）： 建築士会会員・・・５，０００円 / 一般・・・８，０００円 

 

使用テキスト： 「建築士業務の紛争・保険・処分事例」 (株)大成出版社発行（定価３，２４０円） 

 

申込・問合せ先： URL  http://www.f-shikai.org/info/info.html?id=3146 

 

                  公益社団法人 福岡県建築士会 

       〒８１２－００１３ 福岡市博多区博多駅東３－１４－１８ 福岡建設会館６階 

          TEL ０９２－４４１－１８６７  FAX ０９２－４８１－２３５５ 
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◆ 平成２６年度第四期一級・二級木造建築士定期講習（有料）のご案内 

 

 平成２０年１１月２８日に施行された改正建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建

築士、二級建築士又は木造建築士は、３年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行

う、一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習（以下「建築士定期講習」

という。）を受講することが義務付けられています。このたび、平成２６年度第四期の建築士定期講

習の詳細が下記のとおり決定し、受付を開始いたしますのでご案内いたします。 

 今年度は、平成２３年度に受講された方が、２度目の受講にあたる年になりますのでご確認をお願

いいたします。 

 

講習日： 平成２７年２月１９日（木） 

受付期間： 平成２６年１０月１日（水）～平成２７年１月３０日（金） 

          ９：３０～１６：３０（但し、土日祝日は除く）※定員に達し次第終了 

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 

会場コード： ８A－０３                定員： ２００名 

受講料： １２，９６０円（消費税込み）テキスト代含む 

 

受付場所： （公社）福岡県建築士会 

          福岡市博多区博多駅東３－１４－１８ 福岡建設会館６階 

            TEL ０９２－４４１－１８６７ 

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

              （公社）福岡県建築士会 

       福岡市博多区博多駅東３－１４－１８ 福岡建設会館６階 

              TEL ０９２－４４１－１８６７ 
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◆～住宅の省エネルギー基準を学ぶ～ 

     外皮基準計算の演習と一次エネルギー消費量算定の講習 

 

 
 平成25年に改正された新しい住宅の省エネルギー基準はこれまでの外皮性能の計算方法が見直されると共

に、新たに設備機器のエネルギー消費量も加えた住宅全体の省エネルギー性能の基準が定められました。この

省エネルギー基準は省エネ法に基づく建築主の判断基準であると共に、住宅性能評価表示制度、長期優良住宅

の認定制度、低炭素建築物認定制度、フラット35Sなどの制度に用いられる基本となる基準です。本講習では木

造住宅の企画や設計の実務に携わられる方々に省エネ基準適合の評価やチェックができるスキルを身につけ

ていただくことを目標に、木造一戸建て住宅の実際の設計プランを使いながら  

① 外皮基準の計算について判断に迷いやすい点、問合せの多いポイントについて演習を交えながら講習しま

す。 

② 暖冷房、給湯、換気等の設備機器の方式・タイプ等に応じた一次エネルギー消費量算定プログラムの入力

データの求め方や引用の仕方について間違えやすい点等も含めて説明します。 

③ また、これらを基に、本年10月に更新された一次エネルギー消費量算定プログラムについて、a）住宅の基本

情報の入力、b)外皮性能の計算結果の入力、ｃ)設備の仕様、性能値等の入力の方法を、順を追って講習します。 

 

 

 

日時： 平成２６年１２月１７日（水） １０：３０～１６：００ 

 

受講料： １３，０００円（税込）            定員： ６０名（先着順、定員になり次第締切） 

 

対象：木造住宅の企画・設計・建設に携わる実務者､他 住宅の省エネルギー基準を詳しく学びたい方 

 

会場： リファレンス駅東ビル 

        福岡市博多区博多駅東１－１６－１４ 

 

 

 ✿主な講習内容✿ 

・外皮基準における熱的境界の設定と部位別面積の求め方の解説と演習 

・外皮平均熱貫流率、日射熱取得率の計算の解説と演習（熱橋部や開口部の付属部材の扱いも詳し

く説明します） 

・外皮性能計算プログラムの使い方 

・ 一次エネルギー消費量算定プログラムの使い方と床面積の区分、暖冷房負荷(ｑ､ｍC､ｍH) の解説 

・設備機器のタイプ等に応じた省エネ性能のプログラムへの入力データの求め方・引用の仕方 

 

 

申込・問合せ：    URL  http://www.ibec.or.jp/kousyu/26/gaihi141017.pdf 

 

             （一般社団法人）IBEC建築環境・省エネルギー機構 

 

         〒102-0083 東京都千代⽥区麹町3-5-1 全共連ビル麹町館 ２Ｆ 

                電 話： 03-3222-0537 （平日 10:00～17:00） 
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分） 
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http://www.ibec.or.jp/kousyu/26/gaihi141017.pdf
http://www.f-sumai.org/


◆ 福岡県住宅省エネルギー設計技術講習会について 

 
 

 国土交通省では、新築住宅における省エネ基準適合率を平成３２年度までに１００％とすることを目

的としています。そのため住宅の省エネルギー化を推進するための体制を強化する事業として、木造

住宅・木造建築物の性能及び生産向上等とため「住宅省エネルギー施工技術講習会」を本年度も開

催することとなりました。 

 

 

講習会カリキュラム： ９：１０～受付開始  ９：３０～１７：００ 

 

 

☆ 福岡会場 

    天神チクモクビル （福岡市中央区天神３－１０－２７  TEL ０９２－７１５－３２５０） 

    開催日：  平成２６年１２月１０日（水） 

           平成２７年１月２４日（土） 

 

 

☆ 北九州会場 

    真鶴会館 （北九州市小倉北区真鶴１－５－１５  TEL ０９３－５７１－７８６１） 

    開催日：  平成２６年１１月２２日（土） 

 

 

受講料： １，０００円 

        賞状型修了証・・・２，０００円 （受講料１，０００円・発行手数料１，０００円） 

        カード型修了証・・・３，０００円 （受講料１，０００円・発行手数料２，０００円） 

 

定員： 各日５０名 

 

 

申込み・問い合わせ先： 

          URL  http://www.f-shikai.org/info/info.html?id=2682 

 

          福岡県地域木造住宅生産体制強化地域協議会 事務局 

             （一社）福岡県木造住宅協会   担当：小林 

        TEL ０９２－６２１－７４００    FAX ０９２－６２１－５７８８ 
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◆ 平成２７年度「大工育成塾」第１３期塾生募集 

 

 

募集人員：  １００名（入塾は４月） 

 

応募資格：  ①原則として入塾時の年齢が１８歳以上２５歳以下であること。 

         ②伝統木造建築の木工事の実務経験がない、または実務経験が２年以下であること 

         ③健康であること 

         ④未成年者の場合は、親が入塾に同意していること。 

 

入塾説明会申込締切日：  平成２６年１１月２１日（金）※消印有効   

入塾出願締切日：       平成２６年１２月１１日（木）   〃 

 

研修期間：  ３年間で教室講義と現場修業が完了します 

 

授業料：  １年次 ５０万円、２年次 ４０万円、３年次 ３０万円 

 

 

研修概要 

 ①講義（地域ごとに塾生が集合して受講、原則として金・土曜日） 

  ・日本のすまいの歴史と今後の展望 

  ・職人学（職人の歴史、心構え、ものの見方等） 

  ・伝統木造建築の技能理論（木割、規矩術、墨付け等） 

 ②現場修業（受入工務店の住宅建設現場において、指導棟梁から個別に実施指導を受ける） 

  ・道具の手入れの仕方と使い方 

  ・伝統木造建築の木工事の実技 

 

 

★入塾を希望される方は、下記塾生募集要項等をご覧の上、『入塾説明会申込書』に氏名・住所・電

話番号・生年月日・性別・学歴・志望理由・どこで知ったかを明記のうえ、下記住所まで郵送、または

ファックスで応募してください。 

 

申込・問い合わせ先：  URL  http://www.daiku.or.jp/daikushi/application/index.html 

 

    〒８１２－００１１ 福岡市博多区博多駅前２－１２－１２ 第５グリーンビル４階 

             一般社団法人 大工育成塾 福岡事務所 

         TEL ０９２－４７７－５５６１  FAX ０９２－４７７－５５０５ 
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◆ 平成２６年度JIS認証定期セミナー開催のご案内 

 
 当セミナーは、JIS 認証に係る最新情報や品質管理のポイント等を提供するとともに、認証工場と

GBRC のコミュニケーションを図ることを目的として、定期的に開催しているものです。今回のセミナー

では、JIS マークの誤表示防止や、審査における指摘事項の事例について紹介致します。工場におけ

る品質管理に重要な内容となっておりますので、GBRC でJIS 認証を取得された工場の皆様は奮って

ご参加下さいますよう、お願い申し上げます 

                                            
                                            

開催日： 平成２６年１１月２８日（金）        定員： ２００名 

 

会場： 福岡県自治会館                        参加費： 無料 

     （福岡市博多区千代４－１－７） 

 

対象工場： GBRCでJIS認証を取得された工場（コンクリート系及び建材系の全ての認証工場） 

 

★プログラム 

JIS 認証定期セミナー 

10：00～11：40 

時 間 プログラム 

① 10：00～10：10 主催者挨拶 

② 10：10～10：50 JIS マークの誤表示防止について 

③ 10：50～11：30 認証審査における指摘事項の事例 

④ 11：30～11：40 質疑応答 

 

申込・問い合わせ：  一般財団法人 日本建築総合試験所 製品認証センター（担当 衣笠
きぬがさ

） 

     URL： http://www.gbrc.or.jp/contents/jis/JIS2/jis_seminar.html 

      〒５４０００２６ 大阪市中央区内本町２－４－７ 大阪U２ビル６F 

        TEL ０６－６９６６－５０３２   FAX ０６－４７９０－８６３１ 

                       E-MAIL： pcc02@gbrc.or.jp 
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◆ 技術講習会in生涯あんしん住宅について 

 
 
 

■テーマ 

 認定長期優良住宅と認定低炭素住宅への取り組みについて 

                           講師： エコワークス(株) 技術部長 宮木 寛信氏 

■開催日／時間 

平成２６年１１月１３日（木） ／ １４：００～１６：００（１３：３０より受付） 

平成２７年 １月１４日（水） ／ １４：００～１６：００（１３：３０より受付） 

 

 

■テーマ 

 省エネリフォーム技術と太陽光・地中熱利用システムについて 

                           講師： 福岡中小建設業協同組合 宇佐美 禎紀 氏 

                                (株)ジオパワーシステム 社長 橋本 真成氏 

■開催日／時間 

平成２６年１２月１０日（水） ／ １４：００～１６：００（１３：３０より受付） 

平成２７年 ２月１０日（火） ／ １４：００～１６：００（１３：３０より受付） 

 

 

開催場所： 生涯あんしん住宅（クローバープラザ敷地内） 

            春日市原町３－１－７ 

 

定員： 各回２０名 先着順  ※参加無料 

 

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

 

                            （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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◆ 「ホームインスペクションセミナー」開催のご案内 

 

 
日時： 平成２６年１１月２０日（木） １４：００～ 

 

会場： 天神ビル１１階 （福岡市中央区天神２－１２－１) 

 

定員： １５０名       ※参加無料 

 

主催： 住宅市場活性化協議会（福岡県が発起人となり、ストック重視・市場重視の観点から、官民

が連携し、既存住宅市場・リフォーム市場の活性化を図ることを目的に設立された協議会です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           （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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まいの伝言板１１月号
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２７年度「大

工育成塾」第１３期

塾生募集  

◇住宅エコポイント実

施状況について（平成

26年９月分）  

◇ 長期優良住宅認

定状況 （平成２６年９

月末時点） 

◇木材ポイントの実施

状況（平成２６年９月

末時点）  

◇生涯あんしん住

宅がリニューアル

オープンしました！ 

◇工事施工管理要領

（建築・電気・機械）平

成２６年改訂版講習会

（有料）について  

◇平成２６年度第四期

一級・二級木造建築

士定期講習（有料）の
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◇福岡県住宅省ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ設計技術講習

会について 

◇建築士業務の「紛

争・処分・保険事例」

解説講習会 

◇住宅の省ｴﾈﾙｷﾞｰ基

準を学ぶ外皮基準計算

の演習と一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消

費量算定の講習 

◇平成２６年度JIS

認証定期ｾﾐﾅｰ開催

のご案内  

◇ 新設住宅着工     

統計（平成26年９月

分） 

◇技術講習会in生

涯あんしん住宅 

◆ﾎｰﾑｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝｾ

ﾐﾅｰ開催のご案内 

http://fkjc.or.jp/news/pdf/insp.pdf
mailto:kenshu@fkjc.or.jp
http://www.f-sumai.org/


◆ 木材利用ポイントの実施状況（平成２６年９月末時点） 

  

 

 平成２６年９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 

                                  H２６年９月計                  累計 
                              集計期間H２６年９／１～３０      集計期間H２５年７／１～H２６年９／３０ 
                                 件数                    件数 

  ポイントの申請                  １４，１０３     １００．００％      １１９，２５１     １００．００％ 

 ・木造住宅（棟別申請）内装・外装木質化     １３，１０９     ９２．９５％       １１０，１５６      ９２．３７％ 

   ・木材製品 ストーブ                    ９９４       ７．０５％         ９，０９５       ７．６３％ 

    

 

         詳細：http://mokuzai-points.jp/implement/1409.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。 
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統 計 

◆ 住宅エコポイント実施状況について （平成２６年９月分） 
 

 平成２６年９月末時点での住宅エコポイント及び復興支援・住宅エコポイントの実施状況について  

とりまとめられましたのでお知らせいたします。 

 

 １．住宅エコポイントの申請状況 

   (１) 平成２６年９月の合計 

      [１]新築         ５６２戸 

      [２]リフォーム       ０戸 

      [３]合計         ５６２戸 

 

   (２) 申請受付開始からの累計 

      [１]新築         １，０８８，５５６戸 

      [２]リフォーム       ７９７，６９４戸 

      [３]合計         １，８８６，２５０戸 

 

 ２．住宅エコポイントの発行状況 

   (１) 平成２６年９月の合計 

      [１]新築          ５１３戸       （内福岡県分）  １ 戸 

      [２]リフォーム        ０戸                  ０ 戸 

      [３]合計          ５１３戸                  １ 戸 

 

   (２) 申請受付開始からの累計 

      [１]新築         １，０８６，７３４戸        （内福岡県分）  ３５，４８２戸 

     [２]リフォーム       ７９３，０９７戸                   ２３，７７７戸 

     [３]合計         １，８７９，８３１戸                   ５９，２５９戸 

 

 

リンク： http://jutaku.eco-points.jp/newsrelease/141017_1.html 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【お問い合せ】 
 

住宅エコポイント事務局 

 
 

ＴＥＬ  ０５７０－０６４－７１７ 

ＵＲＬ http://jutaku.eco-points.jp/ 
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統 計 
住まいの伝言板１１月号

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。 

◆ 長期優良住宅認定状況 （平成２６年９月末時点） 
 

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅建築等計画の認定制度に 

ついては、平成２１年６月４日より制度運用を開始しています。 

 

◎平成２６年７月～９月の認定実績 

 
                  平成２６年４月   平成２６年５月   平成２６年６月 

  （１）一戸建ての住宅       ８，６９３       ７，５６８       ８，４６７ 

  （２）共同住宅等             ３７          ２９          ４４ 

  （３）総戸数             ８，７３０       ７，５９７       ８，５１１ 

 

◎制度運用開始からの累計（平成２６年９月末時点） 

 
                          累計 

  （１）一戸建ての住宅        ５２６，９５３ 

  （２）共同住宅等            １３，８６０ 

  （３）総戸数              ５４０，８１３ 

 

◎福岡県の長期優良住宅の認定実績（平成２６年７月～９月） 

 
              平成２６年７月  平成２６年８月  平成２６年９月  平成２６年度計  累計 
 （１）一戸建ての住宅      ４０３       ２９９        ３９４      ２，１１６    ２０，９３８ 

 （２）共同住宅等           １         ２          ０          ６       ５４９ 

 （３）総戸数            ４０４       ３０１        ３９４      ２，１２２    ２１，４８７ 

 

 

【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、長期優良住宅関連情報ホーム

ページをご覧下さい。 

 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html 

 

●記事の添付資料が掲載されておりますので、ご覧下さい。 

    

 http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000548.html 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合せ】 

国土交通省住宅局住宅生産課 

TEL ０３－５２５３－８１１１ 

FAX ０３－５２５３－１６２９ 
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住まいの伝言板１１月号
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。 

新設住宅着工戸数（９月分） 

福岡県の９月の住宅着工戸数は3,160戸、前年度同月戸数を

16.5％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

1,533戸、前年度比-30.9％、貸家系（貸家と給与住宅を足したも

の）は1,627戸、前年度比で+4.0％となっています。 

また、全国の９月の住宅着工戸数は75,882戸で、前年同月戸数

を14.3％下回りました。 

持ち家系では44,913戸、前年度比で-19.9％、貸家系30,969戸

で、前年度比-4.5％となっています。 

９月の新設住宅着工戸数 

◇平成２７年度「大

工育成塾」第１３期

塾生募集  
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の演習と一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消
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