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 平成２７年７月３１日（金）、福岡県自治会館において平成２７年度福岡県ゆとりある住まいづくり 

協議会総会が開催されました。 

 

～総会次第～ 

Ⅰ．第１部 総会 

 

 第１号議案 平成２６年度事業実施報告について 

 第２号議案 平成２６年度収入支出決算について 

 第４号議案 平成２７年度事業実施計画（案）について 

 第５号議案 平成２７年度収入支出予算（案）について 

 表彰選考結果について 

 《参考資料》 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会会員名簿 

 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会規約（案） 

 

Ⅱ．第２部 表彰 

 

 １．会長挨拶 

 ２．表彰状授与 

 ３．受賞者挨拶 

 

Ⅲ．第３部 講演会 

 

 演台： 「人口減少下の地方創生～空き家対策・CCRC～」 

 

 講師： リクルート住まい研究所所長 

      宗 健 氏 

 

☆ 総会 ☆ 
出席者４９名、委任状１２７通の提出により、 総会成立の確認

がなされた後、議長として中尾福岡建築都市部次長を選出し、議事が進められました。平成２６年度

事業報告及び収入支出決算、並びに平成２７年度事業計画案及び収入予算案が事務局より提案さ

れ、全て原案通り承認されました。 

 

☆ 表彰 ☆ 
当協議会は、「県民の住まいに関する関心を高め、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

に活動しています。その一環として、住宅建設の促進や維持、管理に功績があった個人、団体、建設

業者の方々を表彰いたしました。 

 

◆公共団体職員…２名 

◆団地内居住者…１１名 

◆建設請負業者…４社 

◆その他団体…１社 

 

問い合わせ： 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会 

TEL ０９２－６４３－３７３２ 

E-MAIL sumaikyo-1952@fukuoka.email.ne.jp      

〒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 

http://www.f-sumai.org/
mailto:sumaikyo-1952@fukuoka.email.ne.jp
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【講習日】 平成２７年１０月２１日(水)  福岡会場  

 

       《会場コード：８Ａ-５３／定員２００名》  

 

■ 受付期間…平成２７年８月１７日(月)～平成２７年１０月２日(金)  

 

■ 会 場 …福岡建設会館 ７階会議室  

 

 

【講習日】 平成２７年１１月２６日(木)  福岡会場  

 

       《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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開催日： 平成２７年１０月２３日（金） ９：３０～１７：００ 

        ※申込締切 １０月１４日（水） 定員になり次第締切 

 

会場：  福岡県中小企業振興センター 

        福岡市博多区吉塚本町９－１５ 

 

定員：  ３０名（資格取得を希望されない方も受講可能） 

 

 

     試験:  11月25 日(水)       [受験資格] 一級建築士 

 ★資格取得を希望する方は、講習修了の後、試験を受験し合格する必要があります。 

 ★講習会のみ受講する場合には、受験資格は聞いません。 

 ★試験会場については、受験票送付の際にご案内いたします。 (講習会場と場所が同じとは限りま

せん) 

 

 

受講料：  ２０，５２０円（税込）        受験料：  ２０，５２０円（税込） 

           ※評価マニュアル購入の場合、要別途費用 

 

 

申込・問合せ先： URL http://www.ibec.or.jp/CASBEE/index.htm 

 

     一般財団法人建築環境・省エネルギー機構日 （IBEC)    CASBEE評価員センター 

         〒 102-0083 東京都千代田区麹町 3-5-1 全共連ピル麹町館   

                     TEL  03(3222)6714      
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✿設計者講習会✿（受講料１，０００円） 
 

日時：  平成２７年９月３０日   １３：００～１７：３０ 

会場：  真鶴会館（北九州総合労働会館）     福岡県北九州市小倉北区真鶴1丁目5-15  

定員： 50人 

講師： 伊藤 裕一 、 中野 良博  

 

日時：  平成２７年１０月１４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 

 

 

 

✿施工技術者講習会✿（受講料１，０００円） 

 
日時：  平成２７年１０月７日  １２：３０～１６：３０ 

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１０月１７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 

 

 

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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試験開催日時：  平成２７年１２月６日（日） 午後１時～３時 

      ※試験会場は受験票の発送（11月上旬頃）をもってお知らせいたします。 

 

受験申込案内書配布期間：  平成２７年８月３日（月）～９月３０日（水） 

 

●配布場所での配布（冊子※） 

  配布場所：一般社団法人マンション管理業協会 本部・支部  国土交通省本省、各地方整備局等      

都道府県庁、政令指定都市市役所  全国指定書店 

●当協会ホームページに電子データで掲載（各自で印刷） 

    平成27年8月3日(月)より受験申込案内書（PDF形式）を掲載します。 

    受験申込書等はそちらを印刷してご利用いただけます。 

●郵送・宅配便によるお取り寄せ（冊子※） 

    平成27年8月3日（月）より依頼書を掲載し、FAXにてご依頼を 

    受け付けます。 

    ※郵送または宅配便においての送料はご依頼者負担となります。 

    ※受験申込案内書（冊子）は無料です。 

 

 

受験申込受付期間：  平成２７年９月１日（火）～９月３０日（水） 当日消印有効 

 

●受験申込方法【簡易書留郵便】 

 上記期間内に受験料を振込の上、案内書に記載の宛先に、簡易書留郵便にて受験申込書等を郵

送してください。 

 ※簡易書留郵便は郵便局窓口からの発送となります（ポスト投函不可）。 

 

 

受験手数料：  ８，９００円（非課税） 

 

合格発表等・・・・・ 平成28年1月22日（金）に、一般社団法人マンション管理業協会から試験の全受験

者あてに合否通知を発送し、当協会ホ－ムペ－ジ上に合格者の受験番号、合格基準点、試験問題の

正解を掲載いたします｡合格者については、合格証書及び合格証明書を併せて送付するほか、同日

付けの官報で公告いたします。 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h27/jisshi.html 

 

            一般社団法人マンション管理業協会当協会本部 試験研修部 

           TEL：03-3500-2720  （9:00～17:00 土・日・祝休日・年末年始を除く） 
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◆ 長期優良住宅化リフォーム推進事業におけるインスペクター講習開催 

 
 
 当協会は今年3月、長期優良住宅化リフォーム推進事業におけるインスペクター講習団体に登録されました。

それを受け標記講習を受講し考査に合格すると、 長期優良住宅化リフォーム推進事業のインスペクターと、木

住協リフォーム診断員の2つの資格を取得することができます。 また、当協会は設立30 年を迎え、従来会員限

定である本講習会の門戸を拡大し、 一般法人からも受講できまるようになりました（以下受講条件による）。 ぜ

ひ、この機会にお申込みいただきたくご案内申し上げます。 

  ※既にご登録済みの木住協リフォーム診断員は、自動的にインスペクターに登録されています。 

 

 

日時：  平成２７年１０月１６日  ９：００～１６：３０ 

         ※申込締切 １０月９日 

 

会場：  TKPカンファレンスシティ博多 カンファレンス① 

        福岡市博多区博多駅前３－１９－５ 博多石川ビル１F 

 

定員：  ３０名 

 

 

＜主な研修内容（予定）＞ 

木住協リフォーム支援制度概要／調査・診断業務内容／計画・工事業務内容 

維持管理業務内容／技術研修考査 

 

 

      種別                   受講料 

   【会員】（テキスト代・消費税含む）  8,000円 

   【非会員】（テキスト代・消費税含む） 13,000円 

   生産技術委員                0円 

 

 

＜受講要件＞ 

当協会会員、一般法人の場合は、会員（賛助会員を含む）からの紹介を受けたリフォーム又は中古住

宅流通事業を行っている会社。 

一級・二級・木造建築士の資格取得済みで、設計・施工の実務経験が３年以上の方。 

 

 

申込・問合せ先： URL  https://www.mjkkoushuu.jp/seminar/detail/40 

 

         （一社）日本木造住宅産業協会 生産技術部 (貝瀬・松沢） 

          TEL：０３－５１１４－３０１３  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  （遊佐＜ユサ＞） 

          TEL：０３－５１１４－３０１６  FAX：０３－５１１４－３０２０ 
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◆ 平成２７年度マンション維持修繕技術専門課程研修 

 

 
 本研修は、既存マンションの建物・設備の劣化や各種修繕工事等について講義するもので、講師による

講義と、実際のマンションで行われた劣化調査診断の手法や各種工事の施工方法等を動画で説明するＤ

ＶＤ教材講義で進行します。建築技術系の方のみならず、マンション管理のフロント業務に関わる事務系の

方にとりましても、マンション管理組合等の委託に基づくマンション建物の計画修繕の企画、劣化調査診断、

修繕設計、大規模修繕工事等の施工監理並びに長期修繕計画書の見直し等についての基礎知識から専

門知識までを修得できる機会となりますので、是非ご活用ください。 

 なお、当協会認定資格であるマンション維持修繕技術者試験においては、本研修の受講は受験資格の１

つになっておりますが、受験資格の取得のほか、受験前の知識の確認や補完にも本研修をご活用いただけ

れば幸いです。 

 

 
日時：  平成２７年１０月２８日（水）  ９：２０～１８：００ 

             １０月２９日（木）  ９：００～１７：４０  ※申込締切 １０月９日（金） 

 

会場：  福岡県中小企業振興センター 

        福岡市博多区吉塚本町９－１５ 

 

定員：  ４０名 

 

 

 ✿受講料等(税込) ✿    ※当協会の会員・非会員、テキスト要・否により金額が異なります。 

                               会員（税込）      非会員（税込） 

  受講料のみ（ 当日テキスト持参の方）     １４,０４０ 円       １７,２８０ 円 

  受講料+ テキスト代                ２４,８４０ 円       ２８,０８０ 円 

 

 

★ マンション維持修繕技術者試験の受験資格を得る場合は、必ず全講義を受講してください。 

★申込締切日以後の申込可否については、当協会までお問い合わせください。 

★締切日時点の申込者数が５人以下の会場は、中止となる場合もありますので、予めご了承くださ

い。その場合は受講料を還付します。 

 

 

申込・問合せ先： URL  http://www.kanrikyo.or.jp/kensyu/pdf/27_senmonkatei.pdf 

 

                  一般社団法人マンション管理業協会 

         〒105-0001 東京都港区虎ノ門１－１３－３虎ノ門東洋共同ビル２階 

   ＴＥＬ ０３－３５００－２７２０（試験研修部直通） ＦＡＸ ０３－３５００－１２６１（試験研修部直通） 

 

 

 

 

 

 

◇平成２７年度第２２

回CASBEE建築評価

員講習 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技

術講習会CPD認定

講習会 

◇平成２７年度管理業

務主任者試験の実施

について 

◇長期優良住宅化ﾘ

ﾌｫｰﾑ推進事業におけ

るｲﾝｽﾍﾟｸﾀｰ講習開催 

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年７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７月末時点） 

◇福岡県ゆとりある

住まいづくり協議会

総会実施報告 

◇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 

◆平成２７年度ﾏﾝｼｮﾝ維

持修繕技術専門課程研

修 

◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年７月分） 

http://www.f-sumai.org/
http://www.kanrikyo.or.jp/kensyu/pdf/27_senmonkatei.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 
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 ◆ 省エネ住宅ポイントの実施状況について（平成２７年７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７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７月               累計 

 （1）新築※          ２６，９０２ 戸            ８３，２９２ 戸 

 （2）リフォーム        ３５，６９３ 戸           １２０，２１９ 戸 

 （3）合計           ６２，５９５ 戸           ２０３，５１１ 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７月       累計                  

 （1）新築※        ２８，１６１ 戸      ７２，７１７ 戸    （内、福岡県分） １，００４戸 

 （2）リフォーム      ３６，９０８ 戸     １０６，１４３ 戸               １，０６９戸 

 （3）合計         ６５，０６９ 戸     １７８，８６０ 戸               ２，０７３戸 

  ※予約申請を含む 

 

 

        詳細： URL  http://shoenejutaku-points.jp/implement/1507 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ★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/ 
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◆ 木材利用ポイントの実施状況（平成２７年７月末時点） 

  

 

 平成２７年７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７月計                  累計 
                              集計期間H２７年７／１～３１     集計期間H２５年７／１～H２７年７／３１ 
                                 件数                    件数 

  ポイントの申請                    ３８１     １００．００％      １９７，２７２     １００．００％ 

 ・木造住宅（棟別申請）内装・外装木質化        ３６１     ９６．５９％       １８４，３０８      ９３．４３％ 

   ・木材製品 ストーブ                     １３       ３．４１％       １２，９６４       ６．５７％ 

    

 

         詳細： http://mokuzai-points.jp/implement/1507.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
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◇平成２７年度第２２

回CASBEE建築評価

員講習 

◇住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技

術講習会CPD認定

講習会 

◇平成２７年度管理業

務主任者試験の実施

について 

◇長期優良住宅化ﾘ

ﾌｫｰﾑ推進事業におけ

るｲﾝｽﾍﾟｸﾀｰ講習開催  

◇木材ﾎﾟｲﾝﾄの利用状況

（平成２７年７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７月末時点） 

◇福岡県ゆとりある

住まいづくり協議会

総会実施報告 

◇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。 

◇平成２７年度ﾏﾝｼｮﾝ

維持修繕技術専門課

程研修 

◆ 新設住宅着工     

統計（平成２７年７月分） 

新設住宅着工戸数（７月分） 

福岡県の7月の住宅着工戸数は3,399戸、前年度同月戸数

を34.9％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1,402 戸、前年度比+6.9％、貸家系（貸家と給与住宅を

足したもの）は1,997戸、前年度比で+65.3％となっています。 

また、全国の7月の住宅着工戸数は78,263戸で、前年同月

戸数を7.4％上回りました。 

持ち家系では43,635戸、前年度比で+0.2％、貸家系34,628

戸で、前年度比+18.1％となっています。 

７月の新設住宅着工戸数 

http://www.f-sumai.org/

