
◇木造軸組工法に

よる耐火建築物設

計マニュアル講習会

（2時間耐火構造）

（WEB） 

◇木造軸組工法に

よる高耐力耐力壁

（木住協仕様）マ

ニュアル講習（WEB） 

◇ 令和3年度「構造設計

一級建築士定期講習」 

◇  新設住宅着工 

統計（令和3年2月分）   

◇  福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会新規会

員募集  

◆ 工務店等の事業者様向け 「ふくおか県産材家づくり推進助成事業普及

啓発セミナー」開催のお知らせ 

 
福岡県では、県産材を活用した良質な木造住宅の建設を推進するため、建設費の一部を助成する

事業「ふくおか県産材家づくり推進助成事業」を、従来の「福岡県快適な住まいづくり推進助成制度」

に代わる事業として令和3年2月に創設しました。 この事業について、県内の工務店等の皆様のご

理解を深めるため、助成制度や要件などに関するセミナーを下記のとおり実施することといたしまし

た。 受講料は無料ですので、この機会に是非、本セミナーを受講いただきますようお願いします。 

  

 

◎第2回 令和3年4月19日（月） 13：30～17：00 

場所： 福岡県中小企業振興センタービル 3階 301号会議室（福岡市博多区吉塚本町9-15） 

 

受講対象者： 本セミナーの受講対象者は、福岡県内に事業所 を有する事業者の方になります 。 

 

◆受講料：  無料 

 

◆セミナー内容  

（１）省エネルギー住宅のススメ（60分） 

   講師： 福岡女子大学 国際文理学部 環境科学科 准教授 豊貞 佳奈子氏 

（２）「ふくおか県産材家づくり推進助成制度」について（20分） 

   講師： 福岡県建築都市部住宅計画課 

（３）長期優良住宅について（40分） 

    講師： 福岡県建築都市部住宅計画課、（一財）福岡県建築住宅センター 

（４）建築物省エネ法の改正について（20分） 

    講師： 福岡県建築都市部建築指導課 

（５）住宅における県産木材の利用について（20分） 

    講師： 福岡県農林水産部林業振興課 ㈱アキヤマインダストリー 代表取締役 秋山 篤史氏 

（６）修了考査（20分） 

    ※上記のセミナー内容は当日に変更になることがあります。 

 

 

申込・問い合わせ先：  URL  http://www.fkjc.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/

kensan_r.pdf 

 

              （一財）福岡県建築住宅センター 企画情報部 

       〒810-0001 福岡市中央区天神１－１－１ アクロス福岡 東棟３階 

           TEL： 092-781-5169    FAX：  092-715-5230 

◇【国交省より】「良質な

住宅・建築物の取得・改

修に関する支援制度等

説明について 

◆工務店等の事業者

様向け「ふくおか県産

材家づくり推進助成事

業普及啓発セミナー」

開催のお知らせ 

◇２０２１年度  気

密測定技能者養成

講習・試験のご案内 

◇グリーン住宅ポイント

制度がはじまります。 

◇令和３年度「福岡県既

存住宅流通・多世代居住

リノベーション推進事業」 

http://www.fkjc.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kensan_r.pdf
http://www.fkjc.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/kensan_r.pdf


◇木造軸組工法に

よる耐火建築物設

計マニュアル講習会

（2時間耐火構造）

（WEB） 

◇木造軸組工法に

よる高耐力耐力壁

（木住協仕様）マ

ニュアル講習（WEB） 

◇ 令和3年度「構造設計

一級建築士定期講習」 

◇  新設住宅着工 

統計（令和3年2月分）   

◇  福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会新規会

員募集  

◆ ２０２１年度  気密測定技能者養成講習・試験のご案内  
 

 

開催日：  2021年6月 4日（金）  ※申込締切 ５月28日（金） 

 

定員：  50名   ※先着順受付とし、申込み締切日前でも定員になり次第受付を終了致します。 

 

会場：  天神ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ（福岡県福岡市中央区） 

 

(1)受験資格 

次の①及び②の要件を満たす方 

① 2021年度気密測定技能者養成講習（本案内の講習）を受講した方 

※講習日の同日に受験していただきます。 

※過去に受講、受験して不合格となった場合でも、受講の免除はありませんので必ず再度講習から

受講していただく必要があります。 

② 気密測定技能者従事事業所として既に登録している事業所に勤務する方又は2021年度新たに

登録予定の事業所に勤務する方 

※事業所とは次のいずれかの要件を満たす事業所をいいます。 

（イ：建設業法における建設業の許可を受けた事業所，ロ：建築士法における登録を受けた建築士事

務所，ハ：住宅等に関連する部材を取り扱う法人の事業所，二：気密関連機器等を取り扱う法人の事

業所，ホ：住宅等の施工・検査・評価等を行う法人の事業所 等） 

 

 
 

申込・問い合わせ先：  URL  https://www.ibec.or.jp/ 

 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 建築環境部  気密測定技能者養成事業事務局  

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

                      Tel： 03-3222-0537 

申込区分  適用  金額  

 
①2021年 度 受 講・

受験者 

 

・2021年度初めて受講される方 

・2020年度以前に受講された方で、試験が「未受験」また

は「不合格」の方 

16,500円（税込）／人  

 
②登録が失効に

なった方 

 

以前登録されていた気密測定技能者で、事情により「更

新」の登録ができなかった方  

11,000円（税込）／人  

（試験は免除）  

◇【国交省より】「良質な

住宅・建築物の取得・改

修に関する支援制度等

説明について 

◆２０２１年度  気

密測定技能者養成

講習・試験のご案内 

◇工務店等の事業者様

向け「ふくおか県産材家

づくり推進助成事業普及

啓発セミナー」開催のお

知らせ 

◇グリーン住宅ポイント

制度がはじまります。 

◇令和３年度「福岡県既

存住宅流通・多世代居住

リノベーション推進事業」 

https://www.ibec.or.jp/


◇木造軸組工法に

よる耐火建築物設

計マニュアル講習会

（2時間耐火構造）

（WEB） 

◇木造軸組工法に

よる高耐力耐力壁

（木住協仕様）マ

ニュアル講習（WEB） 

◇ 令和3年度「構造設計

一級建築士定期講習」 

◇  新設住宅着工 

統計（令和3年2月分）   

◇  福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会新規会

員募集  

◆ 【国交省より】 良質な住宅・建築物の取得・改修に関する支援制度等説

明について 

 

 
令和２年度第３次補正予算・令和３年度当初予算案・令和３年度税制改正大綱に盛り込まれた新規

制度、省エネに関する制度など、良質な住宅・建築物の取得・改修に関する最近の支援制度等の概

要に関する説明動画及び説明用スライドを掲載しております。 

 

 

○名称 : 良質な住宅・建築物の取得・改修に関する支援制度等説明会 

 

○対象者 : 主に住宅関連事業者向け 

 

○開催日時・場所 : 国土交通省ホームページ内で説明動画、資料等を配信 

 

○主な内容  

 １．良質な住宅ストックによる新たな循環システムの構築 

 ２．住宅・建築物の省エネ化の推進 

 ３．木造住宅・建築物の振興 

 ４．住宅取得に係る経済対策等 

   （上記の説明動画を全て視聴する場合、所用150分程度） 

 

○参加費 : 無料 

 

 

○参加方法 : 下記ＵＲＬの国土交通省のホームページより、説明動画をご視聴いただくか、又は、

説明用スライドをご覧ください。 

 

URL  https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000187.html 

◇ ２０２１年度  気

密測定技能者養成

講習・試験のご案内
  

◆【国交省より】「良質な

住宅・建築物の取得・改

修に関する支援制度等

説明について 

◇工務店等の事業者様

向け「ふくおか県産材家

づくり推進助成事業普及

啓発セミナー」開催のお

知らせ 

◇グリーン住宅ポイント

制度がはじまります。 

◇令和３年度「福岡県既

存住宅流通・多世代居住

リノベーション推進事業」 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000187.html


◆ 木造軸組工法による耐火建築物設計マニュアル講習会（2時間耐火構造）

（WEB） 

 

 

プログラム 

【 第１部 】 ・WEB講習（ｅ-ラーニング）の進め方 

        ・マニュアル解説（2時間耐火構造について その１） 

  

【 第２部 】 ・マニュアル解説（2時間耐火構造について その２） 

        ・木住協取得耐火大臣認定の運用について 

  

【 考 査 】 ・考査    設問２０問  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講資格 

既に、1時間耐火講習会を受講されて、修了証（オレンジ色のカード）をお持ちの方 

 ※修了証の再発行に関しては、技術開発部までお問い合わせください。 

 ※実際に2時間耐火建築物（木住協仕様）を設計・施工する場合は、下記に該当する方の受講が必

須となります。 

 ・建築確認申請書に記載される設計者の方 

 ・建築確認申請書に記載される工事監理者の方 

 ・建築確認申請書に記載される工事施工者の方（その会社に勤務している工事自主検査実施者の

方） 

 

開催日：  2021年06月20日～2021年06月30日 WEB     ※申込締切 2021年06月05日  

 

定員：   80 名 

 

 

申込・問い合わせ先：  URL  https://www.mjkkoushuu.jp/seminar/detail/234 

 

講習会の内容に関して 

（一社）日本木造住宅産業協会 技術開発部 

TEL： ０３－５１１４－３０１２  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 

TEL： ０３－５１１４－３０１６  FAX： ０３－５１１４－３０２０ 

◆木造軸組工法による

耐火建築物設計マニュ

アル講習会（2時間耐火

構造）（WEB） 

◇木造軸組工法によ

る高耐力耐力壁（木住

協仕様）マニュアル講

習（WEB） 

◇ 令和3年度「構造設計

一級建築士定期講習」 

◇  新設住宅着工統計

（令和3年2月分）   

◇  福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会新規会

員募集 

◇【国交省より】「良質な

住宅・建築物の取得・改

修に関する支援制度等

説明について 

◇２０２１年度  気密測

定技能者養成講習・試験

のご案内 

◇工務店等の事業者様

向け「ふくおか県産材家

づくり推進助成事業普及

啓発セミナー」開催のお

知らせ 

◇グリーン住宅ポイント

制度がはじまります。 

種別 受講料（税込） 

会員（マニュアル代込） 5,500円 

非会員（マニュアル代込） 11,000円 

◇令和３年度「福岡県既

存住宅流通・多世代居住

リノベーション推進事業」 

https://www.mjkkoushuu.jp/seminar/detail/234


◆ 木造軸組工法による高耐力耐力壁（木住協仕様）マニュアル講習（WEB）     
 

 

プログラム 

【 第１部 】 ・WEB講習（ｅ-ラーニング）の進め方 

        ・中大規模木造建築物の推進と社会的背景 

                    ・マニュアル解説 目次内容確認   

                             第１章（木造住宅・建築物の分類と構造安全性の確認方法） 

  

【 第２部 】 ・マニュアル解説 第２章（木住協仕様耐力壁） 

  

【 第３部 】 ・マニュアル解説 第２章（木住協仕様耐力壁）  

  

【 第４部 】 ・マニュアル解説 第３章（木住協仕様耐力壁を用いた試設計） 

                             第４章（木住協仕様耐力壁の運用） 

  

【 考 査 】 ・修了考査    設問２０問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受講資格は特にありません。評定書（写し）・認定書（写し）を発行申請できる方は建築確認申請書

に記載する設計者に限定しています。 

 

WEB講習（e-ラーニング）の進め方 

4部構成でなる約120分の講習を受講後に終了考査を行い、正解率70％で合格となり受講修了とな

ります。受講時はマニュアルをご覧いただきながら聴講してください。考査もマニュアル閲覧可としま

す。4部＋考査を適宜、期限内に受講修了してください。 

受講修了されると受講修了者として木住協に登録し、修了証（カード）を発行いたします。 

 

開催日：  2021年06月20日～2021年06月30日 WEB ※申込締切2021年06月05日

  

定員：   80 名 

 

 

申込・問い合わせ先：  URL  https://www.mjkkoushuu.jp/seminar/detail/237 

 

講習会の内容に関して 

（一社）日本木造住宅産業協会 技術開発部 

TEL： ０３－５１１４－３０１２  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 

TEL： ０３－５１１４－３０１６  FAX： ０３－５１１４－３０２０ 

◇木造軸組工法による

耐火建築物設計マニュア

ル講習会（2時間耐火構

造）（WEB） 

◆木造軸組工法による

高耐力耐力壁（木住協

仕様）マニュアル講習

（WEB） 

◇ 令和3年度「構造設計

一級建築士定期講習」 

◇  新設住宅着工統計

（令和3年2月分）   

◇  福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会新規会

員募集 

◇【国交省より】「良質な

住宅・建築物の取得・改

修に関する支援制度等

説明について 

◇２０２１年度  気密測

定技能者養成講習・試験

のご案内 

◇工務店等の事業者様

向け「ふくおか県産材家

づくり推進助成事業普及

啓発セミナー」開催のお

知らせ 

◇グリーン住宅ポイント

制度がはじまります。 

種別 受講料（税込） 

会員（マニュアル代込） 3,300円 

非会員（マニュアル代込） 6,600円 

◇令和３年度「福岡県既

存住宅流通・多世代居住

リノベーション推進事業」 

https://www.mjkkoushuu.jp/seminar/detail/237


◆ 令和3年度「構造設計一級建築士定期講習」 

 

 
会場コード：  ＧＡ    講習日：  令和3年8月2日㈪  

会場：  福岡商工会議所４階会議室 （福岡市博多区博多駅前2-9-28 ） 

定員：  36名 

 

会場コード：  ＧＢ    講習日：  令和3年11月29日㈪  

会場：  福岡商工会議所４階会議室 （福岡市博多区博多駅前2-9-28 ） 

定員：  24名  

 

会場コード：  ＧＣ    講習日：  令和4年1月20日㈭  

会場：  福岡商工会議所４階会議室 （福岡市博多区博多駅前2-9-28）  

定員：  24名 

 
(1) 受付期間 ・・・各講習日の10日前まで(ただし、定員になり次第締め切ります。)  

(2) 受付場所・・・公益財団法人 建築技術教育普及センター本部  

 

受講手数料(テキスト代、消費税を含む。)  １６，５００円 

 

受講申込みに必要な書類 

(1) 受講申込書(受講申込書本票・整理票・電算票) 

平成30年度構造設計一級建築士定期講習を当センターで修了された方、並びに平成30年度構造設

計一級建築士講習を修了された方に対し、受講申込関係書類を令和3年3月末以降にお送りする予

定です。 

(2) 写真2枚  無帽･無背景･正面上3分身を写した証明写真(縦4.5cm×横3.5cm)で、受講申込締切

日を起算日として6ヶ月以内に撮影したもの。写真の裏面に希望する講習地、氏名を記入し、受講申

込書の所定の欄に貼付して下さい。 

(3) 振替払込受付証明書(お客さま用) 

所定の払込用紙を使用し、必ず窓口で個人別にゆうちょ銀行又は郵便局に納付し、その際発行され

る受付日付印のある｢振替払込受付証明書(お客さま用)｣を受講申込書の所定の欄に貼付して下さ

い。 

(4) 構造設計一級建築士証(カード)の写し(表面を2倍ほど拡大コピーしたもの) 

①構造設計一級建築士証を紛失等の理由で再交付手続き期間中の場合は、建築士証再交付申請

書の写しでも可とします。 

②構造設計一級建築士定期講習を当センターで過去に受講されたことのある方は、建築士証の写

しの提出を省略することができます。ただし、婚姻等の理由で前回受講時と氏名が異なる場合には、

氏名変更後の建築士証の写しを必ず提出して下さい。 

 

受講申込方法 

受講申込み：  受講申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、当センター指定の封筒を

使用し、簡易書留郵便により郵送して下さい。 

 

申込・詳細：  URL  http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/s1kteiki/s1kteiki-2021.html 

 

                  (公財)建築技術教育普及センター九州支部  

                        TEL  092(471)6310  

 

 

◇木造軸組工法に

よる耐火建築物設

計マニュアル講習会

（2時間耐火構造）

（WEB） 

◇木造軸組工法によ

る高耐力耐力壁（木住

協仕様）マニュアル講

習（WEB） 

◆ 令和3年度「構造設

計一級建築士定期講

習」 

◇  新設住宅着工統計

（令和3年2月分）   

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集  

◇【国交省より】「良質な

住宅・建築物の取得・改

修に関する支援制度等

説明について 

◇ ２０２１年度  気

密測定技能者養成

講習・試験のご案内 

◇工務店等の事業者様

向け「ふくおか県産材家

づくり推進助成事業普及

啓発セミナー」開催のお

知らせ 

◇グリーン住宅ポイント

制度がはじまります。 

◇令和３年度「福岡県既

存住宅流通・多世代居住

リノベーション推進事業」 

http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/s1kteiki/s1kteiki-2021.html


◆ グリーン住宅ポイント制度がはじまります。  

 
 グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を

通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を

有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品

と交換できるポイントを発行する制度です。 

 

申請区分：  2020年12月15日以降に工事請負契約または不動産売買契約が行われた以下4つが

ポイント発行の対象です。なお、申請者となれるのは、工事発注者（請負）または購入者（売買）本人

です。  

 

●新築住宅の建築・購入 

・契約時に建築1年以内、第三者が未入居の住宅 

・一定の省エネ性能を満たす 

・購入者等が自ら居住（1人1回） 

・30万～100万ポイントを発行 等 

 

●既存住宅の購入 

・2019年12月14日以前に建築された住宅 

・売買代金が100万円（税込）以上 

・購入者が自ら居住（1人1回） 

・申請は入居後（完了前申請不可） 

・15万～45万ポイントを発行    

・同一住宅は1回まで（購入前の第三者ポイント発行を含む）  等 

 

●リフォーム工事 

・賃貸住宅へのリフォームも可 

・工事の内容に応じてポイント発行 

・最低5万ポイント以上の工事 

・1,000万円（税込）以上は工事完了前の申請も可 

・上限内で同一住宅でも複数回の申請可 等 

 

●賃貸住宅の建築 

・全戸がトップランナー基準で床面積が40㎡以上 

・棟単位で申請 

・戸建住宅や店舗等の併用住宅は不可 

・ポイント利用は追加工事のみ（2022年1月15日までの完了報告が必須） 

 

申請開始：   2021年3月２９日 ※「完了後申請」は2021年5月6日 

申請締切：  遅くとも2021年10月31日まで（郵送の場合は必着） 

 

制度の具体的な内容は、グリーン住宅ポイント事務局ホームページをご覧ください。また、ご不明な

点がございましたら、グリーン住宅ポイント事務局コールセンターにお問い合わせください。 

 

グリーン住宅ポイント事務局ホームページ https://greenpt.mlit.go.jp 

グリーン住宅ポイント事務局コールセンター 電話番号 0570-550-744（ナビダイヤル） 

 （IP電話等からのお問い合わせ 042-303-1414） 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝含む）  

◇木造軸組工法に

よる耐火建築物設

計マニュアル講習会

（2時間耐火構造）

（WEB） 

◇木造軸組工法によ

る高耐力耐力壁（木住

協仕様）マニュアル講

習（WEB） 

◇  令和3年度「構造

設計一級建築士定期

講習」 

◇  新設住宅着工統計

（令和3年2月分）   

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集  

◇【国交省より】「良質な

住宅・建築物の取得・改

修に関する支援制度等

説明について 

◇ ２０２１年度  気

密測定技能者養成

講習・試験のご案内 

◇工務店等の事業者様

向け「ふくおか県産材家

づくり推進助成事業普及

啓発セミナー」開催のお

知らせ 

◆グリーン住宅ポイント

制度がはじまります。 

◇令和３年度「福岡県既

存住宅流通・多世代居住

リノベーション推進事業」 

https://greenpt.mlit.go.jp/


◆ 令和３年度「福岡県既存住宅流通・多世代居住リノベーション推進事業」 
 

 既存住宅購入後に若年世帯（注１）又は子育て世帯（注２）が行う子育て仕様へ対応するためのリノ

ベーション工事や親世帯と子世帯が近居・同居を行うためのリノベーション工事に併せ、「新しい生活

様式」へ対応するためのリノベーション工事を行う費用の一部を補助する「リノベーション推進事業補

助金」を開始します。 

 （注１） 若年世帯：配偶者（婚姻の予約者等を含む）との年齢の合計が80歳以下である世帯 

 （注２） 子育て世帯：同居者に18歳未満の者又は妊娠している者がいる世帯 

「福岡県既存住宅流通・多世代居住リノベーション推進事業」 詳細ホームページ（一般財団法人福

岡県建築住宅センター） http://www.fkjc.or.jp/kikaku/renove/hojo.html 

 

受付開始日：  令和３年３月２６日 金曜日 

事業目的： 既存住宅の流通を促進するとともに、若年世帯・子育て世帯に対して住宅取得に係る経

済的支援を行い、高齢者、子育て世帯等が共に安心して暮らすことができる多世代居住を促進する

ことを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１） （１）、（２）の既存住宅は、既存住宅状況調査「住まいの健康診断」を実施していることが要件 

（注２） 子育て対応改修とは、居住性向上改修、長寿命化改修、省エネルギー改修、防犯性向上改 

（注３） 新しい生活様式対応改修とは、住宅内にウイルスを持ち込まないための改修、住宅内の感染拡大を

防止する改修、リモートワークやオンライン授業に対応する改修 

（注４） 高齢化対応改修とは、バリアフリー対応改修 

 

 

適用期間： 令和３（2021）年度まで （予算が無くなり次第終了） 

補助戸数： 令和３年度は、70戸程度を予定 

 

申込・詳細： URL https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/renove-hojo.html 

福岡県庁 住宅計画課 住環境整備係 Tel： 092-643-3734 Fax： 092-643-3737 

◇木造軸組工法に

よる耐火建築物設

計マニュアル講習会

（2時間耐火構造）

（WEB） 

◇木造軸組工法によ

る高耐力耐力壁（木住

協仕様）マニュアル講

習（WEB） 

◇  令和3年度「構造

設計一級建築士定期

講習」 

◇  新設住宅着工統計

（令和3年2月分）   

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会員

募集  

◇【国交省より】「良質な

住宅・建築物の取得・改

修に関する支援制度等

説明について 

◇ ２０２１年度  気

密測定技能者養成

講習・試験のご案内 

◇工務店等の事業者様

向け「ふくおか県産材家

づくり推進助成事業普及

啓発セミナー」開催のお

知らせ 

◇グリーン住宅ポイント

制度がはじまります。 

◆令和３年度「福岡県既

存住宅流通・多世代居

住リノベーション推進事

業」 

補助区分 補助対象工事 
補助率・限度額 

（必須工事） 

補助率・限度額

（任意工事） 

（１）流 通 型

子 育 て リ ノ

ベーション 

既存住宅（注１）購入後に、若年

世帯・子育て世帯が実施する、子

育て対応改修（注２）及び新しい

生活様式対応改修（注３）を併せ

て行う工事 

【子育て対応改修】 

補助率１/３ 限度額25万円 

【新しい生活様式対応改

修】 補助率１/３ 

 限度額15万円《合計最大

限度額40万円》 

─ 

 

（２）流 通 型

近 居・同 居 リ

ノベーション 

既存住宅購入後に、若年世帯・子

育て世帯が親世帯との近居・同居

のために実施する、子育て対応改

修及び新しい生活様式対応改修を

併せて行う工事さらに高齢化対応

改修（注４）工事を行う場合は加

算・近居は、親世帯居住地の市区

町村又は15キロメートルの範囲内 

【子育て対応改修】 

補助率１/３ 限度額25万円 

【新しい生活様式対応改

修】補助率１/３ 

 限度額15万円 

【高齢化対応改

修】 

補助額１/３ 

限度額15万円 

《合計最大限度額55万円》 

（３）持 家 型

同居リノベー

ション 

若年世帯・子育て世帯が、親世帯

の住宅に同居するために実施す

る、子育て対応改修及び新しい生

活様式対応改修を併せて行う工事 

【子育て対応改修】 

補助率１/３ 限度額25万円 

【新しい生活様式対応改

修】 補助率１/３ 

 限度額15万円《合計最大

限度額40万円》 

─ 

http://www.fkjc.or.jp/kikaku/renove/hojo.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/renove-hojo.html


◆ 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会 新規会員募集  

 

 福岡県ゆとりある住まいづくり協議会は、県民の住まいに対する関心を

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る協議会です。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会   長…福岡県知事  

 副会長…北九州市長、福岡市長、（一社）福岡県建設業協会会長 

 会員…行政、公共団体、建築工事業者、設備工事業者、識別工事業者、設計事務所など 
 

 

 

 

・活動内容、年会費等のお問い合わせ先 → E-mail sumaikyo-1952@fukuoka.email.ne.jp  

                             TEL ０９２－６４３－３７３１ 

・申込、詳細 → http://www.f-sumai.org/bosyu.html  

 

〒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  

福岡県ゆとりある住まいづくり協議会  

 

 

◇木造軸組工法に

よる耐火建築物設

計マニュアル講習

会（2時間耐火構

造）（WEB） 

◇木造軸組工法に

よる高耐力耐力壁

（木住協仕様）マ

ニュアル講習

（WEB） 

◇ 令和3年度「構造設

計一級建築士定期講

習」 

◇  新設住宅着工統計

（令和3年2月分）   

◆福岡県ゆとりある住

まいづくり協議会新規

会員募集 

毎年、優秀な施工技術により成

果を治めた建築業者の表彰を

行っています。 

毎年、住宅や住環境に

関する先進事例等の現

地視察を行います。 

福岡県が発注する工事の入札情

報を、会員の方に随時メールで

お知らせしています。 

毎年、建築・住宅に

関する研修会、講演

会を開催していま

す。 

住宅関連等に関する説明会や技術講

習会、イベントなどの情報を毎月

メールマガジンにて配信し、ホーム

ページに「住まいの伝言版」を掲載

しております。 

住まいづくりに関する研修会

等への助成、１件あたり20万

円を上限に助成します。 

◇【国交省より】「良質

な住宅・建築物の取

得・改修に関する支援

制度等説明について 

◇２０２１年度  気密測

定技能者養成講習・試

験のご案内 

   

◇工務店等の事業者

様向け「ふくおか県産

材家づくり推進助成事

業普及啓発セミナー」

開催のお知らせ 

◇グリーン住宅ポイント

制度がはじまります。 

◇令和３年度「福岡県

既存住宅流通・多世代

居住リノベーション推進

事業」 

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


 
 

 

 

◇木造軸組工法に

よる耐火建築物設

計マニュアル講習

会（2時間耐火構

造）（WEB） 

◇木造軸組工法による

高耐力耐力壁（木住協

仕様）マニュアル講習

（WEB） 

◇ 令和3年度「構造設

計一級建築士定期講

習」 

◆  新設住宅着工統計

（令和3年2月分）   

◇福岡県ゆとりある住ま

いづくり協議会新規会

員募集  

◇【国交省より】「良質な

住宅・建築物の取得・改

修に関する支援制度等

説明について 

◇２０２１年度  気密測

定技能者養成講習・試

験のご案内 

  

◇工務店等の事業者様

向け「ふくおか県産材家

づくり推進助成事業普

及啓発セミナー」開催の

お知らせ 

◇グリーン住宅ポイント

制度がはじまります。 

◇令和３年度「福岡県既

存住宅流通・多世代居

住リノベーション推進事

業」 

新設住宅着工戸数（令和３年２月分） 

令和3年2月の新設住宅着工戸数 

福岡県の2月の住宅着工戸数は3,436戸、前年度同月の戸数を 

14.2％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 

1,951戸、前年度比で34.2％上回りました。貸家系(貸家と給与住宅

を足したもの)は1,485戸、前年度比で4.4％下回りました。 

 また、全国の2月の住宅着工戸数は60,764戸で、前年度同月の戸数

を3.7％下回りました。 

 利用関係別では、持家系では37,788戸、前年度比で5.3％下回りま

した。貸家系では22，976戸で、前年度比で0.9％下回りました。 




