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                   特別講演＆受賞作品発表 」 開催のお知らせ 

 

 
 平成２７年度 「福岡県美しいまちづくり建築賞 - 特別講演＆受賞作品発表 -」 を開催します！ 

本発表会では、建築に携わる方々、特に未来の建築業界をリードしていく若い建築技術者の方々や

学生の方々にとって今後の活動に対する大きな励みになることを期待しています。 

 

 

 

日時： 平成２８年２月２６日（金曜日） １４時００分 から １７時００分 （受付１３時３０分から） 

 

 

場所： 西鉄グランドホテル２階 「鳳凰の間」 

       福岡市中央区大名２－６－６０    TEL ０９２－７７１－７１７１ 

 

 

定員： ２００名（定員になり次第締切） ※参加無料 

 

 

主催： 福岡県・（一財）福岡県建築住宅センター 

 

 

 ✿内容✿ 

第１部／特別講演 （７５分） 

 「地方から生まれる建築の可能性」   

 【講師】伊東 豊雄氏 （建築家） 

 

第２部／受賞作品発表会 （７５分） 

住宅の部 大賞受賞作品 「桧原の家」／SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd.谷尻 誠 氏 吉田 愛氏 

 

一般建築の部 大賞受賞作品 「BOATHOUSE OHORI PARK」／竹中工務店 設計部 川建 康 氏 

 

審査委員長講評 工藤 卓氏 （元近畿大学産業理工学部建築・デザイン学科教授） 

 

質疑応答 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://fkjc.or.jp/kikaku/machidukuris.html 

 

             （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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◆ 建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、認定表示制度の 

                           申請実務講習会（事業者向け）  

 

 
 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、

建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー

消費性能基準への適合義務の創設や、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置

を講ずる「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（建築物省エネ法）が平成27年7月8日

に公布されました。 「【事業者向け】建築物省エネ法の概要説明会」（平成27年11月4日から12月18

日）に続き、この度、法施行から1年以内施行の誘導措置である性能向上計画認定、認定表示制度や

その申請方法に重点を置いた「【事業者向け】建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、認定表示

制度の申請実務講習会」を以下のとおり開催することといたしました。 是非この機会に、参加される

ことをお奨め致します。 

 

 

対象・・・建築・設備の設計・施工、設備機器製造業、エネルギー供給業、 その他、建築物の

事業に関連する業界の方々    ※参加無料 
 

 

開催日： 平成２８年３月１７日（木） １３：３０～１６：００ 

               ※申込締切は開催日前日まで。但し定員になり次第締切 

 

 

会場：  福岡国際会議場 多目的ホール （福岡市博多区石城町２－１） 

 

 

定員：  各５８０名 

 

 

申込・問合せ先： URL  https://krs.bz/kentikubutsu-shoeneho/m/shinsei-nintei 

 

           建築物省エネ法の概要説明会・実務講習会受付窓口 

              受付時間 ： 9:00 ～ 18:00 （土・日・祝除く） 

              TEL： 0120-771-266  FAX： 0120-252-936  
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◆ 建築物の省エネルギー基準 モデル建物法入力実務講習会 

 

 
 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が成立し、2017年4月から大規模な新築非住宅建築物に

は省エネ基準への適合性判定義務が課されることになります。また同法により、2016年4月から建築物の販売・

賃貸を行う事業者は、既存も含め、建築物への省エネ性能表示に務めることが求められます。 

 そのため、今後、非住宅建築物の省エネ計算業務に対するニーズの急増が予想され、設計実務者にとっては

自ら省エネ計算を行う必要性が高まります。また省エネ計算サポート業務のニーズ拡大は、設計者にとっては

新たなビジネスチャンスでもあります。そこで、初めてモデル建物法の入力を体験する人向けに、少人数で実際

にPCを使いながら入力実務を学べる講習会を開催致します。省エネ基準適合義務化に向けて、申請に係る省

エネ計算の実務を実地に学べる貴重な機会ですので、ぜひ参加をご検討ください。 

 

 

開催日：  平成２８年２月２３日（火） 

 

会場：  福岡センタービル１０階 １・２会議室 

         福岡市博多区博多駅前２－２－１ 

 

定員：  ３０名程度 

 

参加費： ２８，０００円（税別）  ※受講者にはWiFi接続可能なPCをご持参いただきます。  

 ・現行のモデル建物法に基づく講習会です。 （今後モデル建物法のWEBプログラムは多少変更が

予定されています。） 

 

 

  ✿講 習 内 容✿(予定) 

10：00～12：00 概論（建築物省エネ法、モデル建物法概要等） 

13：00～17：00 モデル建物法の入力実習（PCを使った入力実務講習） 

サンプル物件①：事務所 

サンプル物件②：ホテル 

※IBECの「一次エネルギー消費量算定事例」のサンプル物件の入力実習 

 

✿本講習会は、日本建築士会連合会と日本建築家協会の継続職能開発（CPD）の参加型研修プログ

ラムです。講習会を全時間受講した方は、6単位を取得できます。 

✿ お申込みを確認後、参加費のお支払について事務局からE-Mailでご連絡を差し上げます。 

 

主催：  日本ERI株式会社 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.j-eri.co.jp/gyoumu/gyo23_semi1601.html 

 

                      株式会社 ERIアカデミー 

                 TEL：03-5775-7848 FAX：03-5474-1007 

                      E-Mail：info@a-eri.co.jp 
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◆ 次世代につなぐマンション大規模修繕セミナー 

 

 
開催日：  平成28年3月12日（土） 受付開始 １１：３０～ 

            ※締切 開催日１５日前 

 

会場：  福岡県中小企業振興センター国際会議室  

                 福岡市博多区吉塚本町9-15 

 

定員：  １００名 ※参加無料 

 

 ✿セミナー内容✿ 

 第1部 13:00～13:40  

◆適切な大規模修繕・リフォームとマンションの建物評価 

✿講師・・・国土交通担当官 

  

 第2部 14:00～15:00  

◆大規模修繕工事とヴィンテージマンションの考え方 

✿講師・・・（一社）マンション計画修繕施工協会 

  

 第3部 15:20～15:50  

◆管理組合の長寿命化取組事例 

✿講師・・・NPO法人全国マンション管理組合連合会 
  

 
✿無料相談コーナー✿ 

 ①修繕工事関係 

 ②設備工事関係 

 ③商材関係 

 ２つのブースで、皆さまからのご相談を個別に承ります 

 

主催 ： ヴィンテージマンションプロジェクト実行委員会 

     （ＮＰＯ法人全国マンション管理組合連合会 ・ 一般社団法人マンション計画修繕施工協会） 

 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.mks-as.net/topics_detail10/id=921 

 

                 マンション大規模修繕セミナー事務局  

                   TEL 0120-544202 （フリーダイヤル） 

                   受付 10:00～17:00 月曜～金曜 
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説明会の開催について 

◇「開設者・管理建築士

等のための建築士事務

所の管理研修会」受講の

ご案内 

◆ 第二種電気工事士基礎講習会 

 

 
 【このような方におすすめ】 

・今から第二種電気工事士試験の受験勉強を始める方 

・電気に関する計算問題を基礎から勉強したい方 

・電気器具や材料等の名称や用途がイメージできるよう勉強したい方 

 

※第二種電気工事士受験に必要な基礎知識を既に習得されている方は、当協会が別途開催する

「第二種電気工事士筆記試験受験対策講習会」からの受講をおすすめいたします。 

※受講者特典・・・本講習会受講後に、当協会が別途開催する「第二種電気工事士 筆記試験受験対

策講習会」を受講される方は、受講料割引があります。 

 

 

開催日：  平成２８年３月１２日（土）～１３日（日） ２日間 

 

場所：  電気ビル共創館３階 カンファレンスA （福岡市中央区渡辺通２－１－８２） 

 

定員：  １００名（定員になり次第締切） 

 

受講料：  ９，０００円（消費税込み）  
※テキスト代別途２，０００円（ぜんぶ絵で見て覚える第２種電気工事士筆記試験すい～っと合格（２０１６年版） 

 

             

                    
 

 
 

 

申込・問合せ先：  URL http://www.kea.gr.jp/capacity/kousyu_20.html 

 

        〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号 電気ビル北館10階 

                 一般社団法人 日本電気協会 九州支部 

                 TEL：092-771-2596 FAX：092-781-5774 

講習会内容 

日程 講習科目 

1日目 

9：00～17：00 

・電気工事の基礎・配線図 

・配線設計と電気工事 

・電灯配線と複線図 

2日目 

9：00～17：00 

・電気の基礎理論 

・交流回路の概要 

・質疑応答 
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 平成28年４月より運用を開始する予定である増改築に係る長期優良住宅の認定制度、及びあわせ

て見直しを行う住宅性能表示制度について、以下のとおり説明会を開催することとしました。 

 

 

日時：  平成２８年３月１７日（木） １０：００～  ２時間程度を予定（開始３０分前に開場） 

 

 

会場：  福岡国際会議場（福岡コンベンションセンター） 

           福岡市博多区石城町２－１ 

 

 

対象者：  主に事業者向け  ※参加無料 

 

 

主な内容 ：    「長期優良住宅に係る認定基準技術解説（案）」を用いた増改築に係る認定基準の

説明、「長期優良住宅認定申請書作成の手引き（案）」を用いた増改築認定に関する申請方法の説

明、住宅性能表示制度の見直し概要の説明など 

 

 

講師：  国土交通省担当官等 

 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000646.html 

 

               国土交通省住宅局住宅生産課 谷山、西村 

    TEL：03-5253-8111 （内線39-453、39-431） 直通 03-5253-8510 FAX：03-5253-1629 
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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。 

◆ 「開設者・管理建築士等のための建築士事務所の管理研修会」 

                                       受講のご案内 

 

 
開催日：  平成２８年３月１８日（金） ９：３０～１６：１５（受付９：００～） 

           ※締切日、開催の２日前まで。（郵送の場合必着） 

 

 

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 

 

 

定員：  １５０名（定員になり次第締切） 

 

 

テキスト：  『新しい建築士事務所の業務と展望』(全239 ページ)  

                   編集･発行/(一社) 日本建築士事務所協会連合会 

 

 

受講料： 事務所協会会員／後援団体会員 …１３，０００円（消費税込み、テキスト代4,320 円を含む） 

       一般（上記以外）… １６，０００円（消費税込み、テキスト代4,320 円を含む） 

 

 

◆ 受講対象者 

①平成２８年４月1 日から平成２９年３月３１日までに建築士事務所の更新・新規登録予定の建築士

事務所の開設者、管理建築士及び所属建築士 

②平成２７年度中に建築士事務所の新規・登録更新された方で、昨年の研修会を未受講の方 

③この研修会の受講を希望される建築士事務所の開設者、管理建築士及び所属建築士 

 

 

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

 

       〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3 丁目14 番18 号 福岡建設会館5 階 

                  一般社団法人 福岡県建築士事務所協会  

                    TEL092-473-7673・FAX092-473-7278 
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◆ ２０１６「民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談対応研修会」 

 

 
 民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブルに係る相談対応について、ADR機関、消費生活セン 

ター、不動産関連の業界団体及び地方公共団体住宅担当部局等の相談窓口担当者の皆様の知識 

及び相談対応の向上への支援を行うことを目的に、平成27年度国土交通省の補助事業の一環とし 

て、「民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談対応研修会」を全国７か所で開催します。 

 各研修会は、全国どの地域でも無料でご参加いただけます。なお、研修会参加には事前のお申込 

みが必要となります。 

 

 

開催日：  平成２８年３月１１日（金） １３：００～１６：３０ 

 

会場：  エルガーラホール（福岡市中央区天神１－４－２） 

 

定員：  １００名 

 

 

 ●プログラム（研修時間：13:00～16:30/約３時間30分を予定） 

      研修内容 

①「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(改訂版)」の解説 

②「賃貸住宅標準契約書(改訂版)」の解説 

③「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の解説 

 ●研修会講師 

 ●研修会参加者によるグループ討議（16:30～17:00/約30分を予定） 

研修会参加者が日頃の相談業務において抱える課題等を解決するとともに、講義終了後に相談業務

に携わる方（組織）が、お互いに情報交換し、気軽に相談できるような環境づくりの一環として、消費

生活センター・自治体職員、賃貸住宅の管理・仲介者、法律の専門家等によるグループ討議（意見交

換）を実施します。 

  ※各会場20名（金沢会場のみ10名）、事前のお申込みが必要です。グループ討議への参加は各

所属機関１名に限定させていただきます。 

 

  ✿研修会講師✿ 

 

■升田 純 弁護士・・・中央大学法科大学院教授、賃貸借トラブル相談対応研究会座長 

                原状回復ガイドライン検討委員会委員長 

■犬塚 浩 弁護士 ・・・原状回復ガイドライン検討委員会委員長代理、賃貸住宅標準契約書改訂委員会座長 

■佐藤 貴美 弁護士・・・ 賃貸住宅標準契約書改訂委員会副座長 

■伊藤 浩 行政書士・・・ 前・行政書士ADRセンター東京 センター長、賃貸借トラブル相談対応研究会委員 

■近藤 総一 行政書士 ・・・東京都行政書士会 賃貸住宅問題特別委員会副委員長 

 

 

申込・問合せ先：  URL  http://www.shaku-ken.co.jp/ 

 

              株式会社 社会空間研究所（担当：斉藤、山西） 

                 Tel 03-3465-9401 Fax 03-3485-2751 
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◆ 長期優良住宅認定状況 （平成２７年１２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２７年１０月～１２月の認定実績 

 
                  平成２７年１０月   平成２７年１１月   平成２７年１２月 

  （１）一戸建ての住宅        １０，２５１      ８，７５９        ９，００７ 

  （２）共同住宅等              ２９９         ３７           ５１ 

  （３）総戸数              １０，５５０      ８，７９６        ９，０５８ 

 

◎制度運用開始からの累計（平成２７年１２月末時点） 

 
                          累計 

  （１）一戸建ての住宅        ６５４，１４１ 

  （２）共同住宅等            １７，１８４ 

  （３）総戸数              ６７１，３２５ 

 

◎福岡県の長期優良住宅の認定実績（平成２７年１０月～１２月） 

 
            平成２７年１０月  平成２７年１１月  平成２７年１２月  平成２７年度計  累計 
 （１）一戸建ての住宅      ３９９       ３３５        ４０７       ３，１５６   ２７，１１９ 

 （２）共同住宅等           ０         １          ２          １７      ５７９ 

 （３）総戸数            ３９９       ３３６        ４０９       ３，１７３   ２７，６９８ 

 

 

 

 

【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_000650.html 

 

 

 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

  ★詳細・問い合わせ窓口★ 

 

 

 

 

 

国土交通省住宅局住宅生産課 

TEL ０３－５２５３－８１１１ 

FAX ０３－５２５３－１６２９ 

http://www.f-sumai.org/
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000650.html
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統計（平成２７年１２月
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◇長期優良住宅認定

状況 （平成２７年１２

月末時点） 

新設住宅着工戸数（１２月分） 

福岡県の12月の住宅着工戸数は3,405戸、前年度同月戸

数を11.3％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1,668戸、前年度比+3.3％、貸家系（貸家と給与住宅を

足したもの）は1,737戸、前年度比で+20.4％となっています。 

また、全国の12月の住宅着工戸数は75,452戸で、前年同

月戸数を1.3％下回りました。 

持ち家系では41,360戸、前年度比で-4.5％、貸家系34,092

戸で、前年度比+3.0％となっています。 

１２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 
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◇ 新設住宅着工     

統計（平成２７年１２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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岡
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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

◆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 

◇長期優良住宅認定

状況 （平成２７年１２

月末時点） 
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