
 

1 

 

 住生活月間における実行委員会会員団体の関連行事  

 

 

１ 第２５回住まいのリフォームコンクール表彰式 
 

[主 催] （財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター 
[テーマ] 住宅リフォームの普及促進 
[後 援] 国土交通省、（独）住宅金融支援機構、（独）都市再生機構 
[日 時] 平成２０年１０月２４日（金） 午後 
[会 場] アークヒルズ半蔵門 
[内 容] 国土交通大臣賞他、コンクール入賞者の表彰式及び審査委員の講評など。 
 
 
２ 住宅金融支援機構 すまい・るセミナー 
 
[主 催]  （独）住宅金融支援機構 

[目 的] 住生活月間に協賛し、住まいづくりに関する総合的な情報提供を行うことにより、

住意識の向上を図る。 

[日 時]  平成２０年１０月２６日(日) 

[会 場] 住宅金融支援機構 すまい・るホール 

[テーマ] 一戸建て住宅の選び方・買い方 

 

 

３ ＵＲ都市機構平成２０年度研究報告会 
 

[主 催] （独）都市再生機構 
[テーマ] まちとすまいの「モッタイナイ」を考える 
     ～ひと・環境・再生～ 
[入場料] 無料 
 
①福岡会場 

[日 時] 平成２０年１０月３日（金） 

[会 場] ＮＴＴ夢天神ホール（福岡市中央区） 

[内 容] ○前年度に実施した調査研究等の報告ほか 

     ○外部有識者による特別講演 

      （テーマ）北九州市の環境首都への挑戦 

      （講 師）今永 博氏（北九州市建築都市局計画部長） 

 
②名古屋会場 

[日 時] 平成２０年１０月１５日（水） 

[会 場] 栄ガスホール（名古屋市中区） 

[内 容] ○前年度に実施した調査研究等の報告ほか 

○外部有識者による特別講演 
 （テーマ）持続可能な社会を目指した団地再生 
 （講 師）鈴木 克彦氏（京都工芸繊維大学大学院 准教授） 

 

別紙３ 
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③大阪会場 

[日 時] 平成２０年１０月１６日（木） 

[会 場] テイジンホール（大阪市中央区） 

[内 容] ○前年度に実施した調査研究等の報告ほか 

    ○外部有識者による特別講演 

     （テーマ）建築ストック活用の展望と課題 

     （講 師）大坪 明氏（武庫川女子大学生活環境学部 教授） 

 
④東京会場 
[日 時] 平成２０年１０月２１日（火） 

[会 場] 津田ホール（東京都渋谷区） 
[内 容] ○前年度に実施した調査研究等の報告ほか 

○外部有識者による特別講演 

 （テーマ）住宅ストック再生による地球温暖化防止 

 （講 師）濱 惠介氏（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 研究主幹） 

 

 

４ 第４４回 全国不動産会議 北海道大会 
 
[主 催] （社）全日本不動産協会 
[共 催] （社）不動産保証協会 
[後 援] 国土交通省 
[テーマ] 自然と人との共存 育む北の大地 
      ～奮い起こそう先人の開拓者魂～ 
[日  時] 平成２０年１０月２日（木） １３：３０～１９：３０ 
[会 場] 札幌コンサートホール Kitara 
[内 容] 第１部 式典 

     第２部 講演  テーマ「鈍感力」 
講師 渡辺 淳一 氏（作家） 

第３部 コンサート 幸田さと子ヴァイオリンコンサート 
 
 
５ 住生活月間協賛 賃貸住宅の住環境向上セミナー 
 
[主 催]  （財）日本賃貸住宅管理協会 

[テーマ] 安心・安全・住環境の向上 

 

開催地 日 時 テーマ 開催場所 共催・後援 

旭川市 
10 月 11 日 

13：30～16：30 

①防犯・防災対策について 

②賃貸住宅の空家対策について 

旭川市大雪クリス

タルホール 

釧路市 
10 月 18 日 

13：30～16：30 

①防犯・防災対策について 

②賃貸住宅の空家対策について 

まなぽっと弊舞釧

路 

共催：全住協 

協賛：ビジネス

協会 

後援：北海道 

秋田県 
10 月 12 日 

13：00～17：00 

①賃貸住宅の空家対策について 

②安心・安全へのトラブル解決事例

ホテルメトロポリ

タン秋田 

協賛：全管協 

茨城県 
10 月 18 日 

13：00～16：00 

①あんしん賃貸支援事業について 

②原状回復について 

③賃貸マーケットのトレンドについ

て 

三の丸ホテル  
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開催地 日 時 テーマ 開催場所 共催・後援 

神奈川県 
10 月 4 日 

14：00～17：30 

①あんしん賃貸支援事業について 

②耐震表示マーク制度の運用につい

て 

③不動産の資産価格と収益性 

ヨコハマジャスト

1号館 

 

山梨県 
10 月 23 日 

14：00～16：00 

①賃貸住宅関係法令の規制・改正に

ついて 

②住宅用火災警報器・地上デジタル

放送の対応 

ベルクラッシック

甲府 

 

愛知県 
10 月 12 日 

13：00～16：00 

①あんしん賃貸支援事業 

②外国人への賃貸手法 

③耐震化の推進 

産業貿易館  

石川県 
10 月 25 日 

14：10～15：00 

①原状回復の考え方とトラブル事例 地場産業センター 共催：全住協 

京都府 
10 月 11 日 

13：00～17：00 

①賃貸住宅の耐震について 

②学生の住宅事情 

京都商工会議所  

滋賀県 
10 月 26 日 

13：30～16：00 

①賃貸住宅と防犯のあり方 

②高齢者向け優良賃貸住宅について

草津市立市民交流

プラザ 

 

和歌山県 
10 月 18 日 

14：00～16：00 

①和歌山県住生活基本計画について

②インターネット検索から見た賃貸

ニーズ 

和歌山県民文化会

館 

 

兵庫県 
10 月 25 日 

13：00～15：00 

①相続税の改正について 

②リフォーム支援金について 

三宮センタープラ

ザ 

 

徳島県 
10 月 18 日 

13：00～16：00 

①シニア向け住宅の展望 

②集合住宅の防犯について 

③集合住宅の防火について 

ふれあい健康館 共催：全住協 

                        ＊全住協・・・(社)全国賃貸住宅経営協会 
ビジネス協会・・・全国賃貸管理ビジネス協会 

 
 
６ 家づくりこだわりフェア 
 

[主 催]  （社）プレハブ建築協会 

[日 時]  平成２０年１０月４日～１３日（土・日・祝） 

[会 場]  桜上水駅前住宅展示場 

[テーマ] 家づくりのチェックポイント ３階建 
[内 容] セミナー 

     ・住まいのマネーコンシェルジュ  倉園 宜朋氏（三井生命） 

     ・オール電化セミナー       唐澤 啓治氏（東京電力）（予定） 
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７ マンション管理基礎セミナー 
 

[主 催] (財)マンション管理センター 他 
[テーマ] 分譲管理組合向け基礎セミナー 

 

開催地 日 時 講演内容 主催 

越谷市 10 月 4 日 マンション管理について 
埼玉県 

(財)マンション管理センター

文京区 10 月 5 日 総会運営のポイント 
文京区 

(財)マンション管理センター

北区 10月 10日 マンション管理について 
北区 

(財)マンション管理センター

秋田市 10月 11日 
①マンション相談事例について 

②地上デジタル放送について 

秋田市 

(財)マンション管理センター

仙台市 10月 18日 マンション管理について 
仙台市 

(財)マンション管理センター

調布市 10月 18日 長期修繕計画作成ガイドラインのポイント 
調布市 

(財)マンション管理センター

北九州市 10月 18日 マンション相談事例について 
北九州市 

(財)マンション管理センター

横浜市 10月 19日 長期修繕計画作成ガイドラインのポイント 
横浜市 

(財)マンション管理センター

多摩市 10月 25日 マンション管理について 
多摩市 

(財)マンション管理センター

町田市 10 月中 マンション管理について 
町田市 

(財)マンション管理センター

熊本市 10 月中 マンション管理について 
熊本市 

(財)マンション管理センター

 
 
８ 自宅を売却することなく自宅を年金にするセミナー 
 
[主 催] 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 
[後 援]  （独）住宅金融支援機構、有限責任中間法人移住・住みかえ支援機構、 

     国土交通省（予定） 

[日  時] 平成２０年１０月５日（日） １３：３０～１７：００ 
[会 場] 大阪国際会議場（グランチューブ大阪） 
[内 容] 講演 「高齢者向け返済特例制度とは」 
          講師 （独）住宅金融支援機構 
        「自宅を貸し出し生涯家賃保証、悠々オーナーライフ」 
          講師 有限中間法人 移住・住みかえ支援機構代表理事 
             立命館大学法学部教授   大垣 尚司氏 
     相談受付 セミナー終了後、木耐協の事務局スタッフによる相談受付を行う。 
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９ 晴海デザインセンター 
 
①長く大切に住まうための「住まいづくり＆ライフセミナー」 

 

[主 催] 晴海デザインセンター 
[テーマ] ２００年住宅 
[日 時]  平成２０年１０月８日(水)～１２日（日） 

[会 場] 晴海デザインセンター 

[内 容] ２００年住宅を基本テーマに、住まいづくりや暮らしを楽しむセミナーを開催。 

     住まいづくりの進め方、依頼先の選び方、耐震リフォーム、省エネリフォーム、住

まいのメンテナンス、重曹や酢を使ったエコ清掃、インテリアコーディネーション、

グリーンコーディネーションなど、全２０セミナー。 

[参加費] 無料 
 

②親と子の都市と建築講座 

 「とびだすカードでイスや家を作ろう！ ～折り紙建築の世界～」 

 

[主 催] (社)日本建築学会、晴海デザインセンター 

[テーマ] 折り紙建築 

[日 時]  平成２０年１０月１１日（土） １３：３０～１５：５０ 

[会 場] 晴海デザインセンター 

[内 容] １枚の絵に切り込みを入れ、折るだけで立体的なカードを作ることができる「折り

紙建築」をマスターし、自分だけのオリジナル作品づくり。 

     当日は、都市や建築を学ぶ学生ボランティアが参加者をサポートする。 

[その他] 対 象：小学２年生以上のお子様とそのご家族 

     定 員：４０名 

     参加費：３００円（材料費、保険代など） 

 

③絵画コンクール「２００年すめるたのしい家」作品展示会 

 

[主 催] 晴海デザインセンター、晴海コーポレーション 
[後 援] 中央区教育委員会、(社)東京建築士会、(社)日本建築学会 関東支部 

[テーマ] ２００年住宅 

[日 時]  平成２０年１０月８日（水）～１２日（日）５日間 
[会 場] 晴海アイランドトリトンスクエア 

[内 容] 「絵画コンクール」の応募作品全ての展示。 

     【絵画コンクール概要】 

       テーマ：２００年住宅 

       内 容：家族や友達、近所の人たちみんながたのしく２００年以上長く住める

家ってどんな家かを考え描いた絵画作品。 

       対象者：中央区内小学生 
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④「住宅展示場」見学ツアー 

 

[主 催] 晴海デザインセンター 
[テーマ] 住まいづくり 
[日 時]  平成２０年１０月１１日(土) 

[会 場] 晴海デザインセンター、ハウジングギャラリー江戸川 

[内 容] 住まいづくりのプロが同行する住宅展示場見学会。 

     ○参加メーカー 

      旭化成ホームズ、住友林業、積水化学工業、積水ハウス、大和ハウス工業、 

      パナホーム、三井ホーム 
 

 

１０ 住生活月間協賛 免震構造普及講習会 
 
[主 催]  （社）日本免震構造協会 

[協 賛]  （社）日本経済団体連合会 他 

[後 援]  内閣府（防災担当） 他 

[テーマ] 地震リスクと免震建物 

[日 時] 平成２０年１０月８日（水）～１０日（金） 

[会 場] 東京ビックサイト西ホール 

     危機管理産業展２００８内 

[内 容] 高まる地震リスクに対し、免震建築物を適用して、災害を減らすことを考える。 

 

 
１１ 「リフォーム事業者・研究者のためのシンポジウム」 
 
[主 催] ＮＰＯ消費者住宅フォーラム 
[テーマ] ～超長期（２００年）住宅時代にふさわしいリフォームとは～ 

     「リフォームで消費者の安心と満足をえる手法」 

[後 援] （予定）国土交通省、東京都、（中）日本増改築産業協会 
[日  時] 平成２０年１０月１０日（金） １４：００～１６：４０ 
[会 場] 新宿西口住友（三角）ビル４７階 スカイルーム第 1 会議室 
[内 容] １．挨拶 「消費者のリフォームニーズについて」 
           ＮＰＯ消費者住宅フォーラム理事長 矢野 方雄氏 

２．基調講演「リフォーム事業者のアビリティ実態調査報告と 
これからの活動に対する提案」 

           講師： 蟹澤 宏剛氏（芝浦工業大学建築工学科 准教授） 
３．パネル討論 
テーマ 「リフォームで消費者の安心と満足をえる手法」 
     ～超長期（２００年）住宅時代にふさわしいリフォームとは～ 

 パネラー：事業者   （中）日本増改築産業協会 会長 山口 慶之助氏 
      行 政   （財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター 
             リフォームセンター長     佐藤  研一氏 
      プランナー  インテリアコーディネーター東京 

副会長            星野  和代氏 
      研究者    芝浦工業大学建築工学科准教授 蟹澤  宏剛氏 
      司 会    新建新聞社 編集長      三浦  祐成氏 

[その他] リフォーム事業者など９０名（申込み先着順） 
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１２ ＩＹＳＨ（国際居住年）記念賞表彰式 

 

[主 催] （社）日本住宅協会 

[後 援] 国土交通省、外務省 他 

[日 時] 平成２０年１０月２０日（月） 

[会 場] 虎ノ門パストラルホテル（東京都港区） 

[内 容] １９８７年の国際居住年を記念し、発展途上国を中心に居住分野における技術、制

度等に関する調査研究又は実践活動を推進し、優れた業績をあげた団体又は個人に対

し、毎年度「国際居住年記念賞」を授与している。今年度は「国際居住年記念パナソ

ニック賞」を、スリランカ、ゴール市を拠点としてホームレスのコミュニティに住宅

を供給するのみならず、生計を立てていくための教育、住民グループを基本とする貯

蓄組合の組織化、環境に配慮したバイオガス設備の設置等、多くのプログラムを通じ

て住環境の向上のために活動されている、ＨＥＬＰ－Ｏ（Human & Environment Links 

Progressive Organization）（スリランカ）に授与する。 
 

 

１３ 第４３回全国木材産業振興大会 
 
[主 催]  （社）全国木材組合連合会、全国木材協同組合連合会 

[テーマ] 新たな木材利用への挑戦で木材産業の再興 

     －「木づかい」でＣＯ2の削減・豊かな生活－ 

[日 時] 平成２０年１０月２２日（水） １３：３０～１７：４０ 

[会 場] 熊本市 ホテル日航熊本（熊本市上通町２－１） 

[内 容] ・記念講演 演題「日本三名城のひとつ 熊本城の往事をたどる」 

           講師 富田 紘一氏（熊本市文化財専門相談員） 
 

 

１４ 第２０回住生活月間協賛・まちなみシンポジウム  
 

[主 催]  （財）住宅生産振興財団、日本経済新聞社 

[後 援]  国土交通省、（独）住宅金融支援機構、（独）都市再生機構（予定） 

[日 時]  平成２０年１０月２３日（木）１３：００～１６：３０ 

[会 場]  （独）住宅金融支援機構 すまい・るホール 

[テーマ] 都市と住まいの生態系 
[内 容] 地球環境問題が喫緊である一方、もっとも身近な視点で捉えた「住環境」は、地域

の人々によって維持管理され、安全、清掃、緑化、まちなみなどが保たれている。

本シンポジウムでは、“都市と住まいの生態系”をテーマに、自然豊かで親しめる

住環境の保全・再創造、さらには、これからあるべき暮らしぶり、というものを考

える。 

    Ⅰ．基調講演 

      「自然・伝統と共生する都市環境」 

      講師：月尾 嘉男氏（東京大学 名誉教授） 

    Ⅱ．パネルディスカッション 

      モデレーター：森野 美徳氏（都市ジャーナリスト） 

      パ ネリスト：大月 敏雄氏（東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 准教授） 

             鈴木 映男氏（ｺﾓﾝｼﾃｨ星田 HUL-1 地区建築協定運営委員会 

                   ・同街並み保全委員会 専門委員） 

             青田 公男氏（町田市三輪緑山管理組合 理事長） 

             和合アヤ子氏（福島県住宅生活協同組合 理事長） 
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１５  第１１回「木の家・こんな家に住みたい」作文コンクール 
 
[主 催]  （社）日本木造住宅産業協会 

[後 援]  国土交通省、文部科学省、農林水産省、環境省、（独）住宅金融支援機構 

     朝日学生新聞社 

[期 間]  平成２０年６月１６日～１０月２５日 

[会 場] 優秀作品表彰式：（独）住宅金融支援機構 すまい・るホール 

[テーマ]  「木の家・こんな家に住みたい」 

[内 容] 木造住宅を通して地球環境保護の大切さを理解していただくため、小学生を対象と

する「作文コンクール」（木の家・こんな家に住みたい）を継続実施し、より多くの

応募校、応募作品数の確保と充実を図る。 

     特に、今回全都道府県からの応募に向け、ＤＭ発送、県教育委員会の協力を求め、

環境問題や住教育の普及にも貢献し得るコンクールとする。 

 

 

１６ 「団地生活再生」に関する調査・研究発表会  
 

[主 催]  （財）アーバンハウジング 

[後 援]  国土交通省、（独）都市再生機構（予定） 

[日 時]  平成２０年１０月２９日（水）１８：００～２１：００ 

[会 場]  霞ヶ関ビル３３階 東海大学校友会館 

[テーマ] 生活者が求める「団地生活再生」について 
[内 容] 「団地＆生活の再生」について、これまでの地域の有志による活動の限界を乗りこ

えた「夢や希望が持てる取組み」を発掘する手掛かりとその内容等について発表を

行う。 

     発表者： 首都大学東京 教授     上野 淳氏 

          千葉大学大学院 客員准教授 小畑 晴治氏 他 

 

１７ 第４回「台所・お風呂の川柳」入選作品表彰式  
 

[主 催]  キッチン・バス工業会 

[協 賛]  （財）ベターリビング、（社）日本ガス協会、東京電力（株）、関西電力（株）、 

     日本ＬＰガス団体協議会、（社）日本バルブ工業会、（中）浄水器協会、 

     （社）日本琺瑯工業会、（社）日本ガス石油機器工業会、ステンレス協会、 

     （社）日本建材・住宅設備産業協会 

[日 時]  平成２０年１０月３０日（木）１４：００～１８：００（予定） 

[会 場]  東京會舘（丸の内） 

[テーマ] 家庭文化のありようを家族みんなで考えよう！ 
[内 容] 家庭生活での思い出や出来事を川柳にして応募してもらい、講談師 神田松鯉氏、

落語家 三遊亭金遊氏、山遊亭金太郎氏、（財）ベターリビング理事長 那珂正氏

等の選者により、選ばれた方の表彰式を開催する。表彰式終了後に、落語会を開催

する。 

[出席者] ２５０名（予定） 
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１８ 平成２０年度 「まもりすまい保険」普及促進キャンペーン 

 

[主 催] （財）住宅保証機構 

[テーマ] 住宅瑕疵担保履行法に対応したまもりすまい保険がスタート！ 

[日 時] 平成２０年９月１５日～１２月３１日 

[会 場] 全国 

[内 容] １．住生活月間中央イベントへの参加 

        期間 平成２０年１０月８日～１０月１２日 

        内容 パネル展示、パンフレットの配布等 

２．都道府県事務機関による住宅フェア等への参加 

     ３．「まもりすまい保険」プレゼントクイズの実施 

        期間 平成２０年９月１５日～１２月３１日 

 


