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◆ 既存住宅現況検査技術者講習について 

 
 ★受講対象について★ 

   ●すべての建築士または適合判定資格者 

   ●１級建築施工管理技士または２級建築施工管理技士 

 

日程：  平成２７年１１月１２日（木） 

       ※申込締切 開催日の２週間前まで 

 

会場：  福岡朝日ビル 

        福岡市博多区博多駅前２－１－１   TEL ０９２－４３１－１２６０ 

 

定員：  １１０人 

 

受講料：  ２５，９２０円 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込・詳細： URL http://www.kashihoken.or.jp/inspection/ 

 

            日建学院コールセンター 

        TEL  ０１２０－２４３－２２９（土日祝休） 

   （株）日建学院 既存住宅現況検査技術者講習事務局 

 〒１７１００１４ 東京都豊島区池袋２－３８－２ COSMYビル５F 
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【講習日】 平成２７年１１月２６日(木)  北九州会場  

 

       《会場コード：８Ａ-０２／定員５０名》  

 

■ 受付期間…平成２７年９月１日(月)～平成２７年１１月１３日(金)  

 

■ 会 場 …ＫＭＭビル第４会議室  

         

 

申込・問合せ先： URL http://www.f-aa.jp/news/teiki_kosyu.html 

 

           受付場所…（一社）福岡県建築士会 事務局  

           福岡市博多区博多駅東３-１４-１８ 福岡建設会館６Ｆ  

                      ＴＥＬ：092－441-1867  

  

 ※土曜日、日曜日、祝祭日除く （受付時間は、9:30～12:00、13:00～16:30の間になります。） 
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     コース         費用（テキスト代・税込） 

 Aコース 資格試験          会員 22,000円 

 Aコース 資格試験         非会員 30,000円 

 Ｂコース 講習会（2日間）＋資格試験  会員 45,000円 

 Ｂコース 講習会（2日間）＋資格試験 非会員 61,000円 

 Ｃコース 講習会（2日間）      会員 28,000円 

 Ｃコース 講習会（2日間）     非会員 38,000円 

 

 

✿プログラム（講習会）✿ 

  開催日    午前                午後 

 10月29日(木) 9：45-12：30  技術1：笛木氏   13：30-17：30 技術2： 杉田氏 

 10月30日(金) 9：30-12：00  営業2：根岸氏   14：00-17：00 営業1： 音地氏 

 10月30日(金) 13：00-14：00 営業3：住宅金融支援機構 17：10-17：40 修了試験 

 

 

✿資格試験✿ 

   平成２７年１２月９日（水） 営業編（１３：３０～１４：５０）・技術編（１５：１０～１６：３０） 

        会場（予定）・・・天神クリスタルビル Aホール 

 

 

 ✿講師✿ 

  営業１ 音地 常弘氏    住宅産業研究所 ゼネラルプロデューサー 

  営業２ 根岸 俊雄氏    根岸俊雄都市建築事務所 代表取締役 

   〃       山崎 健一氏    山崎建築研究室 室長 

  営業３ 住宅金融支援機構 担当者 

  技術１ 笛木 明氏    元 住友林業建築技術専門校 校長 

   〃       杉田 宣生氏    HARU建築研究所 所長 

  技術２ 上杉 啓氏    東洋大学名誉教授 

   〃       杉田 宣生氏    HARU建築研究所 所長 

 

 ✿受験資格✿ 

    平成２７年４月１日現在、満１８歳以上 

 

 ✿合格発表✿ 

    平成２７年１２月２１日（月）１２：００ HPにて受験番号発表 

 

申込・問合せ先： URL https://www.mjkkoushuu.jp/seminar/detail/39 

 

            一般社団法人 日本木造住宅産業協会 研修部  

        〒106-0032 東京都港区六本木1-7-27 全特六本木ビルWEST棟 2F 

               TEL:03-5114-3016  FAX:03-5114-3020 
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◆ 住宅省エネルギー技術講習会 CPD認定講習会 

 

 

✿設計者講習会✿（受講料１，０００円） 

 
 本講習会では、講習会受講者に対し考査を行い、合格者には「住宅省エネルギー［設計］技術者講習修了証」

を発行します。修了証には、賞状タイプとカードタイプが選択いただけます。（修了証の発行は任意ですので、希

望する方には、発行手数料として賞状タイプ1,000円、カードタイプ2,000円をご負担いただきます） 

 

日時：  平成２７年１０月２４日  ９：３０～１７：００ 

会場：  天神チクモクビル  福岡県福岡市中央区天神３丁目10-27  

定員： ５０人 

講師： 未定  

 

日時：  平成２７年１１月２１日  ９：３０～１７：００ 

会場：  天神チクモクビル  福岡県福岡市中央区天神３丁目10-27  

定員：  ５０人 

講師：  未定 

 

✿施工技術者講習会✿（受講料１，０００円） 

 
 本講習会では、平成25年省エネ基準に基づく省エネ住宅の必要性や考え方を理解いただくために、省エネ施

工に関する映像も用いながら、分かりやすい講義を半日で行います。本講習会の受講に際し、受講料1,000円

が必要です。省エネ施工技術の理解を深めるために、施工者だけではなく、設計者の受講もおすすめします。 

 また本講習会では、講習会受講者に対し考査を行い、合格者には「住宅省エネルギー［施工］技術者講習修

了証」を発行します。修了証には、賞状タイプとカードタイプが選択いただけます。（修了証の発行は任意です

が、希望する方には、発行手数料として賞状タイプ1,000円、カードタイプ2,000円をご負担いただきます） 

 

日時：  平成２７年１１月１１日  １２：３０～１７：００ 

会場：  久留米リサーチパーク  福岡県久留米市百年公園1番1号   

定員： 50人 

講師：  未定 

 

日時：  平成２７年１１月２８日  １３：００～１７：３０ 

会場：  コンプレート堺町   福岡県北九州市小倉北区堺町1-9-6 コンプレート堺町６Ｆ  

定員：  ５０人 

講師：  未定 

 

 

 

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

 

            福岡県地域木造住宅生産体制強化地域協議会  

             事務局 一般社団法人 福岡県木造住宅協会 

             福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-3-4 

               電話 092-621-7400  FAX 092-621-5788 
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 マンション維持修繕技術者とは、マンションの維持・修繕に関して一定水準の知識と技術を有してい

ることを審査・認定することにより、マンション建物・設備の維持保全に関する知識・技術及び対応力の

向上を図り、もって円滑な共同居住に関する社会的な要請に応えることを目的とした当協会の認定資

格です。マンション維持修繕技術者試験は平成14年度より実施し、登録者数は平成27年8月現在で

3,189名となっております。 

 

 

日時：  平成２８年１月３１日（日） １３：１５～１７：００ 

      ※受験申込受付期間  平成２７年１０月１日（木）～１１月９日（月） 消印有効 

 

受験料：  １０，８００円（消費税込み） 

 

 ★受験資格★ 
     下記(1)1～8、(2)、(3)1～8、(4)のいずれかに該当する方が受験可能です。 

(１) 学歴(建築に関する課程)＋建築・設備関係に関しての実務経験 

   (建築に関する課程には、機械・電気・土木関係の課程も含むものとします) 

 1 大  学(修業4年)・・・卒業後1年以上の実務経験 

 ２ 短期大学(修業3年)・・・卒業後2年以上の実務経験 

 ３ 短期大学(修業2年)・・・卒業後3年以上の実務経験 

 ４ 高等専門学校(修業5年)・・・卒業後3年以上の実務経験 

 ５ 一般高卒以上を対象とする 専修学校･各種学校(修業2年以上)・・・卒業後3年以上の実務経験 

 ６ 一般高卒以上を対象とする専修学校･各種学校(修業1年)・・・卒業後4年以上の実務経験 

 ７ 工業高校(修業3年)・・・卒業後5年以上の実務経験 

 ８ 5.および6.を除く中卒以上を対象とする専修学校･各種学校(修業2年)・・・卒業後6年以上の実務経験 

(２) 実務経験のみ(学歴不問)・・・8年以上の建築関連の実務経験 

(３) 保有資格等 

 １ 大規模修繕コンサルタント実務研修修了者(注1) 

 ２ マンション維持修繕技術専門課程研修受講者(注2) 

 ３ 一級建築士又は二級建築士 

 ４ 技術士(建設部門・文部科学省認定資格) 

 ５ 建築設備士 

 ６ 区分所有管理士試験合格者 

 ７ 管理業務主任者試験合格者(注3) 

 ８ マンション管理士試験合格者 

(４) 当協会理事長が上記に掲げる前各号と同等以上と認める者 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.kanrikyo.or.jp/iji/siken_detail.html 

 

             （一社）マンション管理業協会 試験研修部 

       TEL： 03-3500-2720（平日9時～17時） / FAX： 03-3500-1261 

            東京都港区虎ノ門1-13-3（虎ノ門東洋共同ビル2階） 
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 近年、建築の高性能化が進み、それを支える設備技術と建築設備技術者が果たす役割は、ますます高度化、

多様化しています。同時に、建築設備に関わる技術者や建築士の責任は大きくなり、情報収集や最新技術の習

得が必要とされています。 本講は、新技術の動向とその導入事例、また、最近、制定、改正された建築設備関

係法規、建築設備に関する事故例とその対策などの講義で構成されており、建築設備に関する計画、設計、工

事監理、施工管理、維持管理など幅広い分野で活躍する方々に不可欠な知識を提供するものです。また、建築

設備士をはじめ、設備設計一級建築士、一級建築士、地方公共団体・確認検査機関関係者などが自己研鑽に

活用できる内容となっています。 

 

 

日時：  平成２７年１２月４日（金）  １０：００～１７：００【映像講習】 

 

会場：  JR博多シティ会議室 １０階 小会議室 

         福岡市博多区博多駅中央街１－１ 

 

定員：  ３０名 

 

受講料：  【JABMEE SENIOR】・・・６，０００円 

        【会員】・・・・８，０００円（映像講習） 

        【一般】・・・・９，６００円（映像講習） 

        テキスト代・・・９，７２０円 

 ※テキスト「建築設備情報インデックス 建築設備士総合講習テキスト Ver.6」を使用します。Ver.5か

ら全面改訂されておりますので、Ver.5を既にお持ちの場合でも、Ver.6をご使用下さいますようお願い

します。 

 

                     

■プログラム内容 

  【共  通】  総論・近年の動向 

  【空調設備】 空調設備の新技術と事例 

  【衛生設備】 衛生設備の新技術と事例 

  【電気設備】 電気設備の新技術と事例 

  【昇 降 機】  昇降機の新技術と事例 

  【法  規】   改正法規と事故例 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.jabmee.or.jp/kousyuu/chuugoku/0229_3299.php 

 

                 (一社)建築設備技術者協会    

            電話 03-5408-0063  FAX 03-5408-0074 

         〒105-0004 東京都港区新橋6-9-6 12東洋海事ビル 

 

 

 

◇既存住宅現況検

査技術者講習につ

いて 

◇建築士定期講習の

ご案内 

◇平成２７年度「木造ﾊ

ｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ」資

格試験及び講習会 

◇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 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年８月分） 

http://www.f-sumai.org/
http://www.jabmee.or.jp/kousyuu/chuugoku/0229_3299.php


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。 

◆ 技術講習会 in 福岡県生涯あんしん住宅 （参加無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
開催日：  平成２７年１１月６日（金）（１３：４５より受付） １４：００～１６：００ 

              ※締切 １１月２日（月） 

 

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 

 

 

  ✿テーマ✿・・・「新規顧客をつかむなら、防犯住宅の提案を」 

 

  ✿講師✿・・・NPO法人安全安心まちづくり研究会  理事長 坂本 一成 氏 
 

 

申込・問合せ先：  URL http://fkjc.or.jp/news/pdf/1106gijutu.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 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇平成２７年度ﾏﾝｼｮﾝ

維持修繕技術者試験

の実施のご案内 

◇建築設備総合講習 

◆技術講習会in福岡

県生涯あんしん住宅 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年８月末時点） 

◇住宅市場活性化協

議会講演会 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年８月末時点） 

◇既存住宅現況検

査技術者講習につ

いて 

◇建築士定期講習の

ご案内 

◇平成２７年度「木造ﾊ

ｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ」資

格試験及び講習会 

◇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 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年８月分） 

http://www.f-sumai.org/
http://fkjc.or.jp/news/pdf/1106gijutu.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。 

◆ 住宅市場活性化協議会講演会 

         講演Ⅰ 「老朽空室ビルをビンテージビルへ醸成」 

       講演Ⅱ 「空き家の魅力的な再生が、街を元気にする」 

 

 
日時：  平成２７年１１月２６日（木）  １３：２０～１６：３０（開場１２：５０） 

 

会場：  ソラリア西鉄ホテル ８F 彩雲（雪） 

       福岡市中央区天神２－２－４３ 

 

定員：  １５０名（定員になり次第締切）      ※入場無料 

 

 

✿講演Ⅰ✿  吉原 勝己氏 

  「老朽空室ビルをビンテージビルへ醸成 

     ～経年賃貸住宅の革新的経営がもたらすまちの活性化」 

 

✿講演Ⅱ✿  嶋田 洋平氏 

  「空き家の魅力的な再生が、街を元気にする」 

 

✿クロストーク✿ 

  吉原 勝己氏  （吉原住宅(有)・(株)スペースRデザイン代表取締役） 

  嶋田 洋平氏  （(株)らいおん建築事務所代表取締役） 

  松山 真介  （(株)アポロ計画代表取締役リノベエステイト代表） 

 

 

【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  http://fkjc.or.jp/kikaku/date/fkjc_flyer.pdf 

               E-mail  kenshu@fkjc.or.jp 

 

           （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 

 

 

 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇平成２７年度ﾏﾝｼｮﾝ

維持修繕技術者試験

の実施のご案内 

◇建築設備総合講習 

◇技術講習会in福岡

県生涯あんしん住宅 

 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年８月末時点） 

◆住宅市場活性化

協議会講演会 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年８月末時点） 

◇既存住宅現況検

査技術者講習につ

いて 

◇建築士定期講習の

ご案内 

◇平成２７年度「木造ﾊ

ｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ」資

格試験及び講習会 

◇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 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年８月分） 

http://www.f-sumai.org/
http://fkjc.or.jp/kikaku/date/fkjc_flyer.pdf
mailto:kenshu@fkjc.or.jp


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。 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇平成２７年度ﾏﾝｼｮﾝ

維持修繕技術者試験

の実施のご案内 

◇建築設備総合講習 

◇技術講習会in福岡

県生涯あんしん住宅 

 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年８月末時点） 

◇住宅市場活性化

協議会講演会 

◆省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年８月末時点） 

 ◆ 省エネ住宅ポイントの実施状況について（平成２７年８月末時点） 

 

 
 平成27年3月10日より受付を開始した省エネ住宅ポイントについて、平成27年８月末時点での実施

状況について公表します。   
 
 1.ポイント申請受付状況 

 

                 平成２７年８月               累計 

 （1）新築※          ２５，６７４ 戸            １０８，９６６ 戸 

 （2）リフォーム        ２９，８７２ 戸            １５０，０９１ 戸 

 （3）合計           ５５，５４６ 戸            ２５９，０５７ 戸 

  ※予約申請を含む 

 

 

 ２．ポイント発行状況 

  審査の結果、発行したポイント数及び戸数は下表の通り。 

 

                平成２７年８月       累計                  

 （1）新築※        ２４，９１９ 戸      ９７，６３６ 戸    （内、福岡県分） ９４９戸 

 （2）リフォーム      ２９，０８２ 戸     １３５，２２５ 戸               ７９６戸 

 （3）合計         ５４，００１ 戸     ２３２，８６１ 戸              １，７４５戸 

  ※予約申請を含む 

 

 

        詳細： URL http://shoenejutaku-points.jp/implement/1508 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ★詳細・問い合わせ窓口★ 

 

  省エネ住宅ポイント事務局 

 ＴＥＬ：０５７０－０５３－６６６    

ＵＲＬ：http://shoenejutaku-points.jp/ 

◇既存住宅現況検

査技術者講習につ

いて 

◇建築士定期講習の

ご案内 

◇平成２７年度「木造ﾊ

ｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ」資

格試験及び講習会 

◇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 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年８月分） 

http://www.f-sumai.org/
http://shoenejutaku-points.jp/implement/1508
http://shoenejutaku-points.jp/


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。 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇平成２７年度ﾏﾝｼｮﾝ

維持修繕技術者試験

の実施のご案内 

◇建築設備総合講習 

◇技術講習会in福岡

県生涯あんしん住宅 

 

◆木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年８月末時点） 

◇住宅市場活性化

協議会講演会  

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年８月末時点） 

◇既存住宅現況検

査技術者講習につ

いて 

◆ 木材利用ポイントの実施状況（平成２７年８月末時点） 

  

 

 平成２７年８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 

                                  H２７年８月計                  累計 
                              集計期間H２７年８／１～３１     集計期間H２５年７／１～H２７年８／３１ 
                                 件数                    件数 

  ポイントの申請                    ９７     １００．００％      １９７，３６９     １００．００％ 

 ・木造住宅（棟別申請）内装・外装木質化        ９０     ９２．７８％       １８４，３９８      ９３．４３％ 

   ・木材製品 ストーブ                     ７       ７．２２％       １２，９７１       ６．５７％ 

    

 

         詳細： http://mokuzai-points.jp/implement/1508.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。 

 

 

 

◇建築士定期講習の

ご案内 

◇平成２７年度「木造ﾊ

ｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ」資

格試験及び講習会 

◇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 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年８月分） 

http://www.f-sumai.org/
http://mokuzai-points.jp/implement/1508.html
http://mokuzai-points.jp


 

 

 

  

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇平成２７年度ﾏﾝｼｮﾝ

維持修繕技術者試験

の実施のご案内 

◇建築設備総合講習 

◇技術講習会in福岡

県生涯あんしん住宅 

 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年８月末時点） 

◇住宅市場活性化

協議会講演会 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年８月末時点） 

◇既存住宅現況検

査技術者講習につ

いて 

◇建築士定期講習の

ご案内 

◇平成２７年度「木造ﾊ

ｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ」資

格試験及び講習会 

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。 

◇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 

◆ 新設住宅着工     

統計（平成２７年８月分） 

新設住宅着工戸数（８月分） 

福岡県の8月の住宅着工戸数は2,949戸、前年度同月戸

数を1.1％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1,507 戸、前年度比+4.7％、貸家系（貸家と給与住宅

を足したもの）は1,442戸、前年度比で-6.4％となっていま

す。 

また、全国の8月の住宅着工戸数は80,255戸で、前年同

月戸数を8.8％上回りました。 

持ち家系では46,457戸、前年度比で+3.4％、貸家系33,798

戸で、前年度比+17.1％となっています。 

８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 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術

講習会CPD認定講習

会 

◇平成２７年度ﾏﾝｼｮﾝ

維持修繕技術者試験

の実施のご案内 

◇建築設備総合講習 

◇技術講習会in福岡

県生涯あんしん住宅 

 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年８月末時点） 

◇住宅市場活性化

協議会講演会 

◇省エネ住宅ポイントの

実施状況について（平成

２７年８月末時点） 

◇既存住宅現況検

査技術者講習につ

いて 

◇建築士定期講習の

ご案内 

◇平成２７年度「木造ﾊ

ｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ」資

格試験及び講習会 

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。 

◆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 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年８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 
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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

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

