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平成２０年度「住生活月間」地方公共団体関連行事予定
（１０月実施分のみ）

都道府県 期 間 行 事 名 称 テ ー マ 主 催 後援(予定含む) 行 事 概 要

北海道 10/5 北海道マンション管理 マンション NPO法人北海道 北海道､札幌市 市民を対象としたマンショ
士会無料相談会 マンション管理 ン管理についての無料相

士会 談会を行う。

10/1､8､15､ 木造戸建住宅の耐震に 耐震 札幌市、 － 木造戸建住宅の耐震相談
22､29 関する相談 (社)北海道建築 会

(毎週水曜) 士事務所協会

10/3､10､ 建物の耐震化に関する 耐震 札幌市、 － 鉄筋コンクリート・鉄骨鉄
17､24､31 専門家の相談 (社)北海道建築 筋コンクリート・鉄骨造の

(毎週金曜) 士事務所協会 建物の耐震相談会

10/22～24 建築指導課パネル展 北方型住宅の普 北海道 － 北海道の気候風土に適応
及啓発 した北方型住宅につい

て、パネル等により紹介
し、普及を図る。

青森県 10/21 すまい職人きらりアップ 若手職人の育成 青森県 国土交通省、青森 住宅のリフォームや新築
フォーラム2008 ・確保 市､青森県市長会､ を担う若手職人の育成・

青森県町村会、青 確保のあり方を探る。
森県商工会議所連 第1部：基調講演
合会、青森県商工 第2部：パネルディスカッシ
会連合会、(独)住 ョン
宅金融支援機構東
北支店、(社)都市
住宅学会東北支
部､(社)青森県林
業協会、(社福)青
森県社会福祉協議
会､NPO法人青森
県消費者協会、青
森県職業能力開発
協会、青森県住宅
リフォーム推進協
議会(予定)

岩手県 10/1～31 住生活月間パネル展 住宅全般 けんみん住宅プ － 省エネやバリアフリー、リ
ラザ フォーム等住宅に関する

パネル展示を行う。

10月中 岩手型住宅地域フォー 地域型住宅に関 岩手県 － 地域型住宅の取組みに対
(3回) ラム する意見交換会 する意見交換会を行う。

(宮古､一関､遠野)

10月 一関住宅祭 （未定） 一関住宅祭実行 － 関連企業団体等による情
委員会 報提供、住宅相談

毎週日曜日 住宅相談 － けんみん住宅プ － 住宅全般に関する相談
ラザ

10/11～12 第39回久慈地方産業祭 故郷の魅力再発 久慈地方産業ま 洋野町、野田村、 久慈地方産業まつりにミ
り 見。わが郷自慢 つり実行委員会 普代村 ニ住宅祭を出展し、住宅

の地場産品!! 相談や耐震診断の受付、
住宅耐震商品等の展示等
を行う。

宮城県 10/4～5 木になるフェア 住宅相談 宮城木材文化ホ 宮城県 地域の木材を使った家づ
ール運営委員会 くりの相談を含む幅広い

住宅相談に応じる。

仙台市 10/18 マンション管理基礎セミ マンション管理 マンション管理 － マンションの区分所有者・
ナー の基礎知識の情 支援ネットワー 管理組合役員・居住者を

報提供・相談会 クせんだい・み 対象に、マンションの管理
やぎ ・運営に関する情報提供
・国土交通省東 を行う。
北地方整備局、 第1部 講演①「地上デジ
宮城県、仙台市 タル放送につい

他全39団体に て」（仮）
よる共催 講演②「マンショ

ンの防災につい
て」（仮）

第2部 ・マンション管理
入門講座
・公開相談会
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都道府県 期 間 行 事 名 称 テ ー マ 主 催 後援(予定含む) 行 事 概 要

秋田県 10/12 第22回「秋田の住宅」コ ｢秋田の住宅｣ 秋田県、(社)秋 (財)秋田県建築住 「秋田の住宅」共通テーマ
ンクール先品展示・入 ○一般部門： 田県建築士事務 宅センター、日本 に、各部門別に作品や提
賞者表彰 日頃、住宅につ 所協会 建築学会東北支部 言を募集し、入選作品を

いて考えている 秋田支所、(社)秋 公開展示する。
こと 田県建築士会、
○学生部門：｢リ (株 )秋田魁新報
ニューアル｣既 社､(社)秋田県建
存建物を利用し 設業協会、東部瓦
た二世帯住宅 斯(株)秋田支社
○専門の部：
住まいの環境づ
くり及び秋田型
住宅への提案と
なる作品

10/11 平成20年度マンション マンション管理 秋田県､秋田市､ 国土交通省、 マンション区分所有者や
管理基礎セミナー の基礎知識の情 (財)マンション管 (社)高層住宅管理 管理組合の役員、マンショ

報提供・相談会 理センター、秋 業協会 ン購入を検討している方
田県マンション などを対象に、マンション
管理士会 管理に関する基礎知識に

ついての講演等やマンシ
ョンに関する公開相談会
を実施する。

山形県 10/4～5 第22回住宅フェア'08 木の香り・温もり 寒河江市・寒河 国土交通省・山形 小学生図画・工作コンクー
INさがえ 伝わる耐震住宅 江市住宅建設推 県 ル、耐震診断コーナー、木

進協議会 造住宅見学会、親子木工
教室、模擬上棟式 など

福島県 10/19 第33回市民健康福祉祭 健康で笑顔あふ いきいき蔵のま （共催） 「住まいの健康 なんでも
いきいき蔵のまち健康 れる喜多方 ち健康福祉フェ (社)福島県建築士 アドバイス」
福祉フェア ア実行委員会 会喜多方市部、喜 高齢者・身体障害者に優

他 多方医師会、耶麻 しい住まいづくりなどの住
歯科医師会、他 宅相談

10月中旬 田島優良建築物コンク 町民のまちづく 田島商工会 南会津町 町民の景観に対する関心
～下旬 ール りへの関心の向 田島商工会工業 福島民報社 と町の建築文化を高め、

上 部会 福島民友新聞社 美しい住みよいまちづくり
他（予定） に寄与することを目的とし

て、南会津町田島地区の
街並みと調和した優れた
デザインの木造建築物を
選定し、表彰する。

10月下旬 住宅増改築相談 住宅の増改築に 会津建築綜合競 (共催) 住宅の増改築相談所の開
関する相談 合組合 会津若松市 設

10月下旬 地域住宅懇談会（仮称） 二地域住居 福島県会津若松 － 地域の活性化のため、二
建設事務所 地域居住を推進し定住に

結びつけるための可能性
を探る。

10月中 猪苗代建築会 街づく 無理・無駄の少 猪苗代建築会 (共催) ライフラインが整備され
りフェア ない街づくり (社)福島県建築士 ている市街地の建築でき

会猪苗代支部 ない「虫食い」状態の土地
の調査

10月中 いわき地域の住宅政策 木造住宅振興 福島県いわき建 － いわき地域の関係機関お
に関する懇談会 高齢者対応住宅 設事務所 よび専門家等による事例
（仮称） 街なか居住など 発表および意見交換会

（検討中）

茨城県 10/4､18 住まいの相談会 － 茨城県 (財)茨城県建築セ 住まいづくりに関する無料
ンター、(社)茨城県 相談会
建築士事務所協会

10/26 建設フェスタ2008 － 建設フェスタ実 － 会場の中に「住まいの相
行委員会 談会コーナー」を設け，住

まいづくりに関する無料相
談会を行う。

栃木県 10/17～19 とちぎ住宅フェア2008 ひとに・まちに・ 住宅フェア栃木 国土交通省､栃木 住宅関連資材・設備等の
自然にやさしく 実行委員会 県､宇都宮市､栃木 展示、住まいの相談、講

県市長会､栃木県 演会 等
町村会､(独)住宅
金融支援機構北関
東支店 他
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都道府県 期 間 行 事 名 称 テ ー マ 主 催 後援(予定含む) 行 事 概 要

群馬県 10/25 ｢'08ぐんまの家｣設計・ 県民の住宅に関 群馬県、群馬県 (社)群馬県建築士 周辺と調和したデザイン、
建設コンクール表彰式 す る 関 心 を 高 ゆとりある住生 事務所協会、(社) 施主のニーズ、生活スタイ

め、居住水準の 活推進協議会 群馬建築士会、 ルに適応した平面計画、
向上及び住環境 (社)群馬県建設業 適切な材料及び施工に配
の改善を図る。 協会、(社)群馬県 慮された作品に対し、建

木造住宅産業協会 築主、設計者、施工者の
三者を表彰し、その作品
を展示する。

埼玉県 10/1～31 平成20年度・埼玉県下 われわれは信頼 (社)日本建築士 国土交通省､埼玉 県内各会場において木造
一斉 わが家の耐震診 できるパートナ 事務所協会連合 県､市町村 住宅の無料耐震診断を行
断相談会 ーです 会、(社)埼玉県 う。（期間中 埼玉県内の2

建築士事務所協 0～30会場で開催）
会

10/1～31 無料簡易耐震診断会 無料簡易耐震診 埼玉県､埼玉県 － 県内各会場において木造
断の実施 県土整備事務 住宅の無料簡易耐震診断

所､(社)埼玉建 を行う。(期間中､埼玉県内
築士会支部､市 の10～20会場で開催)
町村､自治会

10/1～31 「不動産フェア」 一般市民への不 (社)埼玉県宅地 － 市町村主催の「市民祭り」
動産・業界のＰＲ 建物取引業協会 等に協賛し、不動産無料
と啓蒙 越谷支部、秩父 相談やチャリティーイベン

支部 トを開催

10/4 マンション管理基礎セミ 理事会の役割、 越谷市、埼玉県 － マンション管理に関する講
ナー 大規模修繕工事 マンション居住 演

の進め方 支援ネットワー
ク

10/11～12 埼玉住まい・まちづくり NPO、専門家と (社)日本建築学 埼玉県 子ども参加イベント、講演
交流展2008 ともに、市民と一 会関東支部埼玉 会、活動展示

緒に豊かな建築 支所
文化の醸成に向
けた取り組みを
していく

10/24 平成20年度住生活月間 環境を考える 埼玉県住まいづ 国土交通省、埼玉 環境をテーマとした講演
シンポジウム ～地球と家族 くり協議会 県、（独)住宅金融 会

にやさしい住ま 支援機構首都圏支
いづくり～ 店､(独)都市再生

機構埼玉地域支店

10/25 第4回埼玉住み心地の 「住み心地」をテ 埼玉県住まいづ 埼玉県、埼玉県教 住み心地の良いまちを紹
良いまち大賞 ー マ に 身 近 な くり協議会 育委員会 介する作品を募集し、展(表彰式)

10/24､ 「まち」について 示し、優秀作品の表彰を
30～11/4 考える 行う
(展示会)

千葉県 10/5 マンション問題個別相 － 千葉県、習志野 － 管理組合､管理業者､居住
談会 市 者等が抱えているマンショ

ン特有の様々な問題に対
して専門の相談員による
個別相談会を開催する。

10/5 小学生対象「親子耐震 耐震診断 富里市、（社）千 国土交通省、千葉 住まいの耐震性について
診断教室」 葉県建築士事務 県 親子が協力してパソコンを

所協会成田支部 操作しながら耐震診断に
ついて学び，その必要性
について意識の向上を図
るとともに親子がふれあう
場を提供する。

10/5 マンション管理に関する － 千葉県マンショ 国土交通省、千葉 マンションの区分所有者・
無料相談会 ン管理士会 県、千葉市、(財)マ 管理組合の理事長等を対

ンション管理センタ 象に、マンションの管理に
ー 係る諸問題について相談

に応じる。

10/5 マンション問題等相談 － 柏市 － マンションの区分所有者、
会 管理組合役員及び購入者

等を対象として、マンショ
ンが抱える管理組合の運
営・管理に関する問題に
ついて、マンション管理士
が相談に応じる。
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都道府県 期 間 行 事 名 称 テ ー マ 主 催 後援(予定含む) 行 事 概 要

(千葉県) 10/6～10 すまい・る・ウィーク 耐震リフォーム 市川住宅リフォ 市川市 耐震改修に関する知識の
について ーム協議会 向上を図るため、展示物

やパネル等による事例紹
介と相談会を開催する。

10/10 住宅相談 － 我孫子市 － 住宅の増改築などに関す
る相談を実施する。

10/19 マンション問題個別相 － 千葉県、 － 管理組合、管理業者、居
談会 鎌ケ谷市 住者等が抱えているマン

ション特有の様々な問題
に対して専門の相談員に
よる個別相談会を開催す
る。

10/26 マンション管理セミナー － 我孫子市・千葉 － 管理組合、管理者、居住
・個別相談会 県マンション管 者などを対象にセミナー

理士会 会を実施し、また、専門の
相談員による個別相談会
を実施する。

千葉市 10/9､16 分譲マンション無料相 － 千葉市 － 分譲マンションの維持管
談窓口 理及び管理組合の運営に

関する相談を実施する。

10/10 住宅増改築相談 － 千葉市増改築相 － 住宅の増改築に関する相
談員協議会 談を実施する。

10/21～27 「住まいづくり」絵画コン 住んでみたいな 千葉市 － 市内の小学生を対象に絵
クール こんな家 画を募集し、入選作品を

展示する。

東京都 10/20～24 平成20年度住生活月間 （未定） 東京都 － 耐震工法の展示、パネル
行事 展示等

10/5 全国一斉マンション管 分譲マンション 首都圏マンショ 日本マンション管 マンション管理士による無
理士無料相談会 管理 ン管理士会城北 理士連合会､板橋 料相談

支部及び板橋区 区
マンション管理
士会

10/5 (仮)マンション管理セミ （未定） 世田谷マンショ 世田谷区 マンションの管理等に関
ナー・相談会 ン管理士団体連 する講演会と個別相談会

絡協議会

10/7 不動産街頭無料相談会 （未定） (社)全日本不動 世田谷区 不動産に関する専門家に
産協会東京都本 よる総合相談
部世田谷支部 高齢者、障害者等を対象

に民間賃貸物件の情報提
供等

10/10 分譲マンション管理セミ － 北区 － 分譲マンションの管理組
ナー 合の方及び区分所有者を

対象にした管理セミナー

10/18 分譲マンション維持管 ①理事会とは？ 葛飾区 － マンションの管理等に関
理セミナー ②理事長、理事 する講演会と個別相談会

の役割は？
③管理組合と周
辺自治会・町会
の関わり方

10/18 分譲マンション管理セミ （未定） 杉並マンション － 講演会と個別相談会
ナー 管理士会

（共催：杉並区）

10/18 調布市分譲マンション 大規模修繕工事 調布市 － 講演会、個別相談会
セミナー’08 を円滑に実施す

るために～長期
修繕計画ガイド
ライン～

10/19 分譲マンション管理セミ （未定） 中野区 － 分譲マンションの管理組
ナー 合役員、居住者等を対象

に、マンション管理の講義
と参加者との交流会を実
施
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都道府県 期 間 行 事 名 称 テ ー マ 主 催 後援(予定含む) 行 事 概 要

(東京都) 10/24 市民総合相談 － 狛江市 － 市民総合相談の一環とし
て、「住宅相談」及び「マン
ション管理相談」を実施す
る

10/25 分譲マンションよろず相 － 台東区 － マンションの維持管理に
談室 ついて、弁護士及び一級

建築士が個々の相談に応
じる（事前予約制）

10/25 足立区総合住宅相談会 － 足立区 － 住宅に関する総合相談会

10/25 分譲マンション管理セミ － 多摩市、多摩マ － 分譲マンション管理組合
ナー ンション管理士 役員、居住者等を対象

会、(財)マンショ に、マンション管理の講演
ン管理センター と参加者の交流会を実施

10/26 2008 分譲マンション 板橋区マンショ 板橋区、マンション 模擬理事会の開催マンションフォーラム

の地域的役割と ン管理組合ネッ NPO 他 マンション管理に関するパ
主体的管理 トワーク ネルの展示

神奈川県 10/1～31 住宅の品質確保の促進 住宅の品質確保 神奈川県 － 住宅の品質確保等に関す
等に関する法律の紹介 等に関する法律 る法律についてのパネル

の紹介 展示を行う

10/25 マンション管理セミナー マンションにおけ 厚木市 － ①マンション管理組合役
る防災対策 員及び区分所有者を対象

に、災害や防火管理に取
り組むことの重要性を認
識してもらう。
②相談会を実施し管理組
合における諸問題につい
て相談を受ける。

横浜市 10/18～19 よこはま住宅フェア2008 防災・防犯で安 よこはま住宅フ 国土交通省､神奈 住まいに関する 新情報
全安心な住まい ェア実行委員会 川県､(独)住宅金 を提供することにより、居
・まちづくり （共催） 融支援機構､ＮＨ 住環境の向上、地域住宅

横浜市､横浜市 Ｋ､神奈川新聞社､ 産業の活性化を図るた
住宅供給公社､ テレビ神奈川､ラジ め、イベントやセミナー、
(株)日本住情報 オ日本､ＦＭヨコハ 相談会等を実施。
交流センター マ

新潟県 10/18～19 平成20年度不動産取引 電話による不動 (社)全日本不動 － 相談員２名体制で、不動
苦情相談会 産の無料相談 産協会新潟県本 産の取引に関する電話及

部 び来所での相談に対応。
時間は午前10時から午後
4時まで。

10/1～31 新潟県の安全・安心な 耐震診断・耐震 新潟県 － 新潟県の安全・安心な住
住まいづくりに関する取 改修促進等の取 まいづくりを推進するた
り組みの紹介 り組みの紹介 め、耐震診断・耐震改修

の促進等に関する取り組
みを紹介するパネル展示
を行う。

新潟市 すまいづくり教室 「すまいづくり」 新潟市 － 建築士などが講師となり、10/2～11/13

「まちづくり」に関 住宅の新築・改築・改修な
する基本的な住 どを考えている家族を対
情報の提供 象に教室を開催し、すま

いづくりの基礎知識のほ
か、プランニング、室内外
環境などの住情報を提供
する。

10/24 マンション管理・再生セ （予定） 新潟市、 国土交通省、(社) マンションの区分所有者・
ミナー ・マンションの管 (財)マンション管 高層住宅管理業協 管理組合役員・居住者等

理に関する内容 理センター 会、(財)マンション を対象に、マンションの管
・マンションの建 再生協議会、(独) 理運営に関する基礎知識
替えに関する内 住宅金融支援機構 及び建替えに関する情報
容 （すべて予定） を講演形式で提供する。
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都道府県 期 間 行 事 名 称 テ ー マ 主 催 後援(予定含む) 行 事 概 要

石川県 10/12～13 いしかわ住まい博2008 住まいの学校 いしかわ住まい 国土交通省､石川 住宅関連各社及び行政に
博実行委員会、 県､金沢市､(独)住 よる展示やセミナー等を
北國新聞社 宅金融支援機構北 通じて、県民の住まいに

陸支店､石川県建 ついて学びたいという意
築住宅総合センタ 欲に答える。
ー､北陸放送､ラジ
オかなざわ､ラジオ
こまつ､ラジオなな
お､金沢ケーブル
テレビネット

10/12～13 住宅相談 いしかわ住宅相 建築設計事務所協 住宅に関する設計、契
談情報ネットワ 会､建築士会､宅地 約、施工、資金計画、バリ
ーク 建物取引業協会､ アフリー、瑕疵、宅地建物

(独)住宅金融支援 取引、消費者契約につい
機構､消費生活セ て相談会を行う。
ンター､バリアフリ
ー総合研究所、石
川県、金沢市

10月～11月 児童画コンクール 私の住みたい家 いしかわ21世紀 石川県､石川県土 幼児､小学生を対象に私
住まいづくり協 地･住宅供給公社､ の住みたい家の児童画コ
議会、北陸中日 石川県教育委員 ンクールを開催し､作品の
新聞社 会、(独)住宅金融 展示､優秀作品の表彰を

支援機構北陸支店 行う。

長野県 10/10～11 建築士事務所キャンペ われわれは信頼 (社)長野県建築 長野県、上田市、 建築無料相談会、耐震相
ーン できるパートナ 士事務所協会 国土交通省 談、セミナーなどを行う。

ーです

岐阜県 10月中 建築相談会 安心して家を建 (社)岐阜県建築 － 建築設計相談､木造耐震
てるには 士事務所協会 診断､高齢者向け住宅改

修相談などを行う。

10/4～5 ふれあい2008大野まつ 文化の高揚、産 大野町 － 木造住宅耐震診断､耐震
り 業の発展、豊か 補強相談､高齢者向け住

な住みよい町づ 宅改修相談などを行う。
くり

静岡県 10/5 全国一斉マンション管 分譲マンション NPO法人静岡県 静岡市、浜松市 マンション管理士によるア
理士相談会 管理 マンション管理 ドバイスを行う。

士会、静岡県

愛知県 10/10 ｢すまい 愛知住宅賞｣ ｢ゆとりある住ま 愛知ゆとりある 愛知県、名古屋 「ゆとりある住まい」に新しる

表彰式 い｣の住宅設計 住まい推進協議 市、(独)住宅金融 い工夫が見られる住宅を
会、中日新聞社 支援機構東海支 表彰する。

店、(独)都市再生
機構中部支社、愛
知県住宅供給公
社、名古屋市住宅
供給公社

10/10 ゆとりある住まい講演 「ゆとりと安らぎ 愛知ゆとりある 愛知県、名古屋 ゆとりある住まいの実現
会 のある住まい」 住まい推進協議 市、(独)住宅金融 に向けた意識啓発のため

会、愛知県、名 支援機構東海支 の講演を行う。
＜講師＞ 古屋市、中日新 店、(独)都市再生
建築家 聞社 機構中部支社、愛
山下和正 氏 知県住宅供給公

社、名古屋市住宅
供給公社、愛知県
地域婦人団体連絡
協議会（予定）

10/16～18 第38回建築総合展 新時代への提案 (社)愛知県建築 国土交通省、経済 建築関連メーカー、商社
NAGOYA2008 士会、中部経済 産業省、林野庁 による 新の製品・機器

新聞社 他 を発表展示するとともに、
建築相談を実施する。

10/5 ｢我が家づくり｣講演会 － (社)ナゴヤハウ 愛知県、(社)プレハ 場所：デザインホール（デ
ジングセンター、 ブ建築協会、(社) ザインセンタービ
中日新聞社 日本木造住宅産業 ル）

協会、(社)日本ツ 講師：2名予定
ーバイフォー建築
協会

10/25 マンション管理相談会 マンション管理 (財)マンション管 愛知県 マンション管理組合の運
相談 理センター名古 営や管理に関する相談を

屋支部、豊橋市 行う。
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都道府県 期 間 行 事 名 称 テ ー マ 主 催 後援(予定含む) 行 事 概 要

(愛知県) 10/5 全国一斉｢マンション無 マンションに関 NPO東海マンシ 国土交通省、愛知 マンションに関するあらゆ
料相談会｣ する無料相談 ョン管理士会、 県 る相談、アドバイスを行

愛知県マンショ う。
ン管理士会

三重県 10月中 住宅関係パンフレット配 木造住宅の耐震 三重県 － 県庁内県民ホール及び地
布 化の促進等 域機関にてパンフレット

「住まい安全安心21通信」
の配布

10月 (仮)住まい改修アドバイ 木造住宅の耐震 三重県 － 適切な住情報を提供する
ザー研修会 化及びバリアフ ために、市町職員、建築

リーの促進 士等が住宅のリフォーム
等の相談に対応できる体
制づくりを支援する研修会
を実施

10月初旬 住宅耐震補強相談会 木造住宅の耐震 川越町 － 木造住宅の耐震補強工事
化 に関する相談会

10/5 朝日町文化フォーラム 木造住宅の耐震 朝日町 － 講演会
化について

10/12 津まつり 防災 津市 － 関係団体による住宅の耐
震化、家具転倒防止対策
等の啓発及び防災グッズ
の展示等

10/19 クローバーフェスタ 木造住宅の耐震 亀山市 － 市の福祉イベントにおいて
化 ブースを設け、木造住宅

の耐震相談を開催。
これまでに耐震診断を受
けられた方との個別相談
と来場者への耐震診断の
啓発等

10/19 紀宝港フェスタ 防災 紀宝町 － 住宅耐震相談・パネル展
示

滋賀県 10/1～31 滋賀県住宅相談業務 安全・安心なす 滋賀県 － 月～金曜日に電話で受け
まいの新増改築 (委託：湖国すま 付けアドバイスを行う。
・リフォームのた い・まちづくり推 そのうち、必要に応じて面
めの一般的、技 進協議会) 接相談（４日間）や現地相
術的アドバイス 談（2日間）によりきめ細か

なアドバイスを行う。

10/4 森づくり交流会 滋賀の森林づく 滋賀県 － かんな削り実演、材木、伝
りについて県民 統技術工法展示、リフォー
がこれまで以上 ム等各種パネル展示
に理解を深め、 木造住宅相談
関心を高めるこ (その他、森づくりに関する
と、また、県民全 展示、販売、体験活動等)
体で森林づくり
を支える機運を
高める場とする
こと。

10/10 家づくりグループ意見 滋賀らしい環境 湖国すまい・ま － 県内活動グループによる
交換会 こだわり住宅に ちづくり推進協 ディスカッション

ついて 議会（県は特別
会員）

10/11 マンション管理基礎セミ 分譲マンション 滋 賀 県 、 大 津 国土交通省、(社) マンション管理組合や住
ナー の適正な管理・ 市、(財)マンショ 高層住宅管理業協 民向けに、分譲マンション

運営について ン管理センター 会、(独)住宅金融 の適正管理に必要な管理
支援機構、滋賀県 組合の運営方法や建物管
マンション管理士 理に関する情報提供を行
会、NPO法人京滋 うとともに、マンション管理
マンション管理対 士による無料相談会を行
策協議会(予定) う。

10/25 (仮称) 第1回湖国すま ( 仮称 ) 賢い土 湖国すまい・ま 滋賀県土地家屋調 講演および土地・住まい
いスクール＆土地月間 地、建物選び ちづくり推進協 査士会（予定） に関する無料相談会（予
講座 議会・滋賀県不 定）

動産鑑定士協会
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都道府県 期 間 行 事 名 称 テ ー マ 主 催 後援(予定含む) 行 事 概 要

京都府 10/2､9､16､ 建築士無料相談 住宅何でも相談 京都府、京都府 － 一級建築士による建築相
23､30 住宅供給公社 談等

10/6､20 弁護士無料相談 住宅何でも相談 京都府、京都府 － 宅建取引等住宅相談全般
住宅供給公社

10/5 全国一斉マンション管 分譲マンション 日本マンション 国土交通省 ひと・まち交流館京都第5
理士相談日 の管理全般につ 管理士会連合会 京都府、京都市 会議室にて管理に関する

いて 相談を受け付ける

10/11 建築士事務所キャンペ われわれは信頼 (社)京都府建築 国土交通省 よろず無料相談会
ーン できるパートナ 士事務所協会 京都府、京都市 ・無料建築相談

ーです 宇治市、京都新聞 ・セミナー
ＫＢＳ京都 ・よろずごと相談

10/18 マンション住民交流会 マンション家計 NPO法人集合住 国土交通省 マンションの管理組合役
簿エコチェック 宅改善センター 京都府、京都市 員や住民が管理組合の円
（マンション住民 滑な運営や快適な住生活
同士のコミュニ を目指してお互いに情報
ケーションから を交換し合うための集会
管理組合会計を
見 直 す ヒ ン ト
を！）

10/26 マンション省エネ改修提 マンション省エネ (社)日本建材・ － 建産協主体の講演・管理
案研修会 改修の普及・啓 住宅設備産業協 対策協議会の講演・相談

蒙活動 会 コーナー・商品展示コーナ
NPO法人京滋マ ー
ンション管理対
策協議会

大阪府 10/4～13 住まいづくり大応援フェ － (財)大阪住宅セ 大阪府､大阪市､箕 展示住宅を通じて良質な
ア ンター 面市､岸和田市､ 住宅建設を促進する。

(独)住宅金融支援
機構近畿支店

10/5､12､ 住宅セミナー 知ってトクする住 (財)大阪住宅セ 大阪府､大阪市､箕 毎日曜日に地域住宅情報
19､26 まいづくりセミナ ンター 面市､岸和田市､ 相談センター(箕面､花博､

ー (独)住宅金融支援 岸和田)で開催。
機構近畿支店 (延べ12講座)

10/1～31 住宅相談会 聞けば安心 (財)大阪住宅セ 大阪府､大阪市､箕 地域住宅情報相談センタ
(水曜日は 住まいづくり相 ンター 面市､岸和田市､ ー(箕面､花博､岸和田)で
除く) 談会 (独)住宅金融支援 開催。(住宅相談含む､法

機構近畿支店 律､税務､資金計画､建築
相談)

10/1～31 住宅相談会 聞けば安心 (財)大阪住宅セ 大阪府､大阪市､箕 本部住宅情報相談センタ
(土日祝は 住まいづくり相 ンター 面市､岸和田市､ ー(大阪市)で開催。(住宅
除く) 談会 (独)住宅金融支援 相談含む､法律､税務､資

機構近畿支店 金計画､建築相談)

10/19 親子で楽しむリフォーム 子育て世代を対 八尾市 － 体験講座(企画・運営：NP
体験シリーズ｢フローリ 象にした住まい O法人八尾すまいまちづく
ング編｣ づくりの啓発・情 り研究会)

報提供

10/5 マンション管理勉強会と 実録 大規模修 NPO法人南大阪 大阪狭山市 ・マンションの維持保全及
無料相談会 繕工事 マンション管理 び管理運営に関する勉

士会 強会
・法人会員による無料相

談会

10/25 第8回知って得するマン マンションの管 NPO法人集合住 国土交通省､大阪 マンション生活をより快
ション連続ミニ講座 理は誰がどのよ 宅改善センター 府､大阪市(予定) 適､安全にするため､管理

うにするべきか 組合や住民に必要な情報
を提供するセミナー。テー
マに沿って4～5人のスピ
ーカーが一人25分程度で
講演する。

10/21～22 住宅相談会 「すまい力」の向 豊中市､NPO法 － 市民一人ひとりの｢すまい
上 人ユニバーサル 力｣の向上を目指し､パネ

デザイン推進協 ル展示及び相談会を実施
議会 する。



- 9 -

都道府県 期 間 行 事 名 称 テ ー マ 主 催 後援(予定含む) 行 事 概 要

(大阪府) 10/27 マンション管理相談 － 吹田市 － 分譲マンションの管理組
合の役員や区分所有者を
対象に、マンション管理士
や一級建築士等の専門家
が相談を受け、助言を行
う。

大阪市 大阪くらしの今昔館企 建築技術 大阪くらしの今 － 清水寺や東大寺等､数多10/11～11/9

画展｢世界遺産をつくっ 昔館､(財)住宅 くの歴史的建築物の新築
た大工棟梁－中井大和 総合研究財団 や修復を手がけた中井家
守の仕事－｣ に伝来する資料を展示す

る。

10/4 住まい情報センターセミ マンション 大阪市立住まい － 分譲マンションの選び方､
ナー・個別相談会｢知っ 情報センター バルコニー使用の注意
て得するマンションのし 点､管理の内容などを説
くみ｣ 明する。

住まい情報センターセミ 住まいづくり 大阪市立住まい － 日本建築家協会近畿支部10/19

ナー｢建築家とつくる住 情報センター による家作りのセミナー11/2

まい入門｣ (3回連続)12/7

10/18 住まい情報センターセミ 住宅のメンテナ 大阪市立住まい － 住宅を長持ちさせるため、
ナー「知らないと損する ンス 情報センター 屋根や外壁のメンテナン
住宅のメンテナンス」 スのポイントや失敗しない

ための押さえどころを伝授
する。

10/26 住まい情報センターセミ 木の家､建材､家 大阪市立住まい － 大阪の杉を使ったあたた
ナー＆体験会｢この木 具の普及 情報センター かみのある会場で､木の
なんの木？無垢の木っ 種類､塗料､無垢の床や家
てどんな木｣ 具を実際にふれて､学ぶ。

10/25 マンションらいふあっぷ マンション 大阪市マンショ － 分譲マンションの円滑な
11/9 基礎講座＆相談会 ン管理支援機構 管理組合運営と適切な維
11/16 持管理のための基礎知識

についての講座
(3回連続)

兵庫県 10/5 マンション無料相談会 マンション管理 日本マンション 国土交通省､(財)マ マンション管理組合等を対
（全国一斉マンション管 組合等を対象と 管理士会連合会 ンション管理センタ 象とした無料相談会を行
理士相談日） した相談会 ー､兵庫県､(財)兵 い、組合が抱える問題の

庫県住宅建築総合 解決を支援するとともに、
センター､神戸市､ マンション管理士制度の
神戸市すまいの安 普及及びマンション管理
心支援センター､西 の適正化の推進に関する
宮市､尼崎市 法律の趣旨実現を図る。

10/5 マンション無料相談会 マンション管理 伊丹市、京阪神 国土交通省、(財) 国土交通省後援のもと、
（全国一斉マンション管 組合等を対象と マンション管理 マンション管理セン 全国一斉に開催される「マ
理士相談日） した相談会 士会 ター ンション無料相談会」が、

伊丹市においても開催さ
れることに伴い、伊丹市及
び京阪神マンション管理
士会が共催で相談会を開
催する。

10/5 分譲マンション管理セミ マンションを取り 伊丹市 － 専門講師による分譲マン
ナー 巻く法律問題 ション管理セミナーを開催

する。

神戸市 9/1～10/31 神戸市すまいの耐震キ すまいの耐震化 神戸市､神戸市 － 市民団体､専門家団体､報
ャンペーン すまいの安心支 道機関と連携して､期間中

援センター に集中的に｢すまいの耐
震化｣に関するＰＲを行い､
市民に適切に情報を伝

える。

奈良県 10/1～31 安心・長持ち住まいづく 長持ちさせる家 奈良県 － 住宅の長寿命化に関する
りパネル展 づくり 情報について、パネル等

の展示により紹介

10/18 良質な住まいづくりのた 良質な住まいづ 奈良県、NPO法 － 住宅の購入、建設を考え
めの講習会 くりのために 人木造住宅品質 ている人に良質な住まい

確保普及促進協 づくりに役立つ情報を説
議会 明
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(奈良県) 10/22 住宅無料相談室 いい家つくろう 奈良県 － 建築士による住宅の新築
・増改築に関する無料相
談を実施

10/26 マンション管理基礎セミ 適切なマンショ 奈良県マンショ 国土交通省、(独) マンション管理組合や区
ナー ン管理 ン管理適正化推 住宅金融支援機構 分所有者等を対象に、マ

進協議会、(財) （すべて予定） ンション管理に関する基
マンション管理 礎的な情報を提供し、マン
センター ション管理の適正化を啓

発するセミナーを実施す
る。

10/26 マンション管理無料相 適切なマンショ 奈良県マンショ － マンション管理士等による
談室 ン管理 ン管理適正化推 マンションの維持・管理に

進協議会 関する無料相談を実施す
る。

鳥取県 10/1 木造住宅の耐震補強の － (財)日本建築防 － 木造住宅の耐震補強の適
ポイントと実務講習会 災協会､鳥取県 切な実施により住宅耐震

住宅・建築関連 化の促進を図るため、大
事業者支援協議 工・工務店、建築士等の
会 住宅関係事業者等に対

し、耐震補強の考え方、ポ
イント、耐震診断から耐震
補強の流れ及び耐震補強
の方法等について講習会
を実施する。

10/1 環境共生型ものづくり － 鳥取県木造住宅 － 森林整備の必要性や木材
デザイン教育 推進協議会 の魅力について学習でき

る場を設け、住宅設計に
おける木材利用の提案の
できる人材を育成する。

島根県 10/1～13 2008しまね県民住宅祭 － しまね県民住宅 国土交通省、島根 雲南市大東町 大東ニュ
雲南会場 祭実行委員会 県 ータウン「ふれあいの丘」

にて10棟のモデル住宅を
展示する。

岡山県 (未定) 秋の現地案内会 分譲宅地の販売 岡山県住宅供給 － 新聞広告等で、案内会の
(２日程度) 促進 公社 周知を図るとともに､分譲

中の5団地において､現地
に職員を配置し､来訪者へ
の案内・説明・申込受付を
実施する。

9/29～10/1 ふれあい木材展 広く一般県民の (社)岡山県木材 岡山県 ・木材関連のパネル等の
生活に密着した 組合連合会 展示
木のよさを普及 ・木質内装材も展示
促進し、県産材 ・木造住宅相談
の需要拡大を図 ・木製品・木工芸品等の
る。 展示・販売

広島県 10/11 Let's地震体験， － ひろしま住生活 国土交通省､(独)住 ・起震車による地震体験
Tryわが家の耐震診断 月間実行委員会 宅金融支援機構中 ・木造住宅の耐震模型によ

[広島県・広島市 国支店､ＮＨＫ広島 る実演
・広島県住宅宅 放送局､中国新聞
地産業五団体協 社､中国放送､広島
議会・(社)日本住 テレビ､広島ホーム
宅協会広島県支 テレビ､テレビ新広
部・(社)広島県建 島､広島エフエム放
築士事務所協会 送､NPO法人広島
・(社)広島県建築 県マンション管理組
士会・(社)日本建 合連合会､NPO法
築家協会中国支 人マンション管理ネ
部広島地域会・ ットワーク､広島県
(社)日本建築構 マンション管理士
造技術者協会中 会､(社)高層住宅管
国支部・(社)広島 理業協会､(財)マン
県建築センター協 ション管理センター
会・国土交通省中
国地方整備局]
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(広島県) 10/15 マンション管理セミナー － 〃 〃 ・失敗しない大規模修繕計
画の作り方

・相談事例からみるマンショ
ン管理のあり方

・マンションにおける防犯対
策について

・マンショントラブルの解決
法

10/19 住宅相談 － 〃 〃 ・弁護士による法律トラブ
ル相談

・建築士によるリフォー
ム，耐震診断など住ま
いづくりの相談

10/25～26 住まいに関する情報提 安心でエコロジ 〃 〃 ・建築士による住宅相談
供・相談会（ひろしまフ ーな住まい術 会
ードフェスティバル会場 ・住宅に関する情報提供
内） ・木造住宅の耐震模型に

よる実演
・住まいづくりに関するクイ

ズ

10/2､9､16､ 分譲マンション管理運 － 広島市 (財)マンション管理 ・マンションの管理につい
23､30 営講座 センター て

・管理組合業務と管理業
務委託について

・修繕計画について
・トラブルの事例とその対

策，事例の紹介と解決
法

10/13 住まいの相談会 － 呉市 中国新聞社 ・住まいに関する相談
・住まいの修繕等に関す
る相談

・空き家の賃貸・売買に関
する相談

10/25～26 住宅相談 安心ですか，あ 三原市 (社)広島県建築士 ・建築士，行政職員による
なたの住まい 会三原支部 相談会

・住宅に関する情報提供

10/18～19 住宅相談会 耐震診断・改修 尾道市・(社)広 おのみち福祉まつ ・尾道市木造住宅耐震診
の啓発 島県建築士会尾 り 断費補助事業ＰＲ

道支部 ・各種相談
・耐震模型等の展示

10/16 耐震説明会 － 福山市 － 市民及び建築士等に対し
て，耐震化の必要及び耐
震診断の実施について説
明を行う。

10/25～26 住宅相談会 安心・安全です 三次市､庄原市､ 備北地区消防組合 ・建築士による住宅相談
か？あなたの住 (社)広島県建築 会
まい！ 士会県北支部 ・パネル，軸組補強金物，

火災報知器等展示
・住宅に関する情報提供

10/1～31 住まいづくり絵画コンク 暮らしてみたい， 東広島市 (社)広島県建築士 (7/2～9/12)
ール2008 ぼくの家，わたし 会東広島支部 ・作品募集

の家 ・作品選考
(10/1～31)
・表彰式
・展示会
・入賞作品の広報・ホーム
ページ掲載 等

10/19 住宅耐震化セミナー 安全・安心の住 廿日市市 － ・耐震診断，耐震改修の
まいづくりを応援 事例紹介
します ・住宅の耐震補強の重要

性
・廿日市市の耐震診断事

業の紹介

山口県 10/18～19 2008やまぐち住宅フェ ～地球と生きる 山口県ゆとりあ － 住まいに関する展示・イベ
ア 住まい～ る住生活推進協 ント､住情報の提供､テー

つよい家・やさし 議会 マ展示(つよい家・やさしい
い家の歩き方 家の歩き方)
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徳島県 10/4～5 ゆとりある住生活フェア 住宅相談、住情 徳島県・徳島県 － 森林・木材利用促進月間
報提供 木造住宅推進協 事業「山と木と緑のフェア」

議会 に併せて、一般消費者を
対象に、木造住宅耐震化
を中心とした啓発パネル
展示や、建築士による住
宅相談を実施する。

香川県 10/23～24 建築設備展2008 止めよう地球温 香川県設備設計 国土交通省、経済 設備機器等の展示を通じ
暖化、進めよう 事務所協会 産業省、香川県、 て地球温暖化防止と省エ
省エネルギー 西日本放送株式 高松市 ネルギーを考える。

会社

愛媛県 10/25～26 2008年えひめ暮らしと 共に創ろう豊か 愛媛県、愛媛県 国土交通省、(独) 住宅無料相談
住まいフェア な住まい 住宅建設振興協 住宅金融支援機構 住宅セミナー

議会 四国支店 住情報の提供

福岡県 10/3～5 平成20年度住生活月間 (仮)安全･安心､ 住宅情報プラザ 国土交通省 他 住まい方や住環境につい
イベント「住まいるフェア うるおい､いきい 福岡（福岡県、 て考える機会を県民に広
福岡2008」 き 福岡市、(独)住 く提供することを目的とし

宅金融支援機構 て、アクロス福岡及び天神
九州支店、（独） 中央公園において展示
都市再生機構九 会、講演会、相談会等を
州支社、福岡県 実施する。
住宅供給公社、
福岡市住宅供給
公社、(財)福岡
県建築住宅セン
ター）

10/18 平成20年度マンション (仮)マンションの 北九州市、(財) 国土交通省、福岡 マンション管理に関するセ
管理基礎セミナー 相談事例からマ マンション管理 県、(財)高層住宅 ミナー

ンションの円滑 センター 管理業協会、マン
な運営とコミュニ ション再生協議会
ティ形成につい 他
て

10/3 平成20年度福岡市「住 安心、快適な住 福岡市 国土交通省、福岡 住まいづくりに関する講演
まいづくりセミナー」 まいづくり 県、(独)住宅金融 会を開催する。

支援機構九州支店 ［講演1］安心して暮らすた
めの住まいの工夫～今か
らでも出来る地震への備
え
［講演2］あなたに合った住
まいづくり～暮らしや環境
に適した住まいを考える

佐賀県 10月中旬 (仮称)兵庫北木造住宅 － 佐賀の木・家・ま － 地域の工務店による新築
祭 ちづくり協議会 木造住宅の完成見学会及

び構造見学会やさがの木
のＰＲ等を行う。

10月下旬 (仮称)県民向けリフォー － 佐賀の木・家・ま － 県民へリフォームに対す
ム教室 ちづくり協議会 る意識啓発を行うととも

に、リフォームに関する基
礎知識、留意点などにつ
いて専門家により、リフォ
ーム教室を開催する。

9月～11月 県下工業学校設計競技 － 佐賀の木・家・ま － 県下の工業高校に設計の
ちづくり協議会 課題として「高齢者同居の

専用住宅（木造）」で募集
し表彰する。
（表彰は11月上旬）

長崎県 10/12 住まい・るフェスタ － 住宅フェアin佐 － 住宅相談、住まいづくりに
2008in佐世保 世保実行委員会 関する各種展示、木工教

室など

10/15 平戸住宅相談会 － 平戸市 － 住宅相談会

10/19 住宅フェアおおむら － 大村市 － 住宅パネル展、木工教室

10/25～26 2008まちづくり総合住 安全・安心の住 長崎県・長崎県 国土交通省 住まいづくりに関する各種
宅フェア まいづくりに挑 ゆとりある住ま 展示、建築相談

戦する いづくり推進協
議会
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熊本県 10月下旬 住まいのリフォーム講 住宅リフォーム 熊本県住宅リフ 熊本県、熊本市 消費者向けに住宅リフォ
演会・相談会 に関する情報の ォーム推進協議 ームに関する講演会及び

提供 会 相談会を実施

10/31 マンション管理基礎セミ マンション管理 (財)熊本県建築 国土交通省 マンション管理に携わる関
ナー の基礎的な知識 住宅センター、 熊本県 係者へマンション管理の

習得 (財)マンション管 熊本市 他 様々な問題を取り上げそ
理センター れらへの対応について研

修会を実施

10/8 建築士を対象にした超 超長期住宅実現 (社)熊本県建築 － 超長期住宅実現と普及の
長期住宅関連講習会 と普及のための 士会、(社)日本 ため、建築士等を対象とし

知識の習得 建築士会連合会 た講習会を実施

10/11～12 住宅無料相談会 住宅瑕疵担保履 (財)熊本県建築 － 消費者向けの住宅に関す
行法に関する情 住宅センター る無料相談会
報提供

大分県 10/11､25 住宅相談会・リフォーム － (財)大分県建築 － 第2、第4土曜日に、センタ
相談会 住宅センター ー職員による相談会を行

う。

10/31 第23回豊の国木造建築 地域の風土・個 大分県木造住宅 － 大分県内に建設された優
賞表彰式 性を活かした木 等推進協議会 れた木造建築を表彰す

造建築の振興 る。

10/31 もく・もく塾 エコ建築 大分県木造住宅 － 設計事務所・工務店等の
等推進協議会 建築技術者を対象とした

木造建築に関する講習会
を行う。

宮崎県 10/26 住まい・る・メッセ 住情報提供・ 宮崎県、宮崎県 － 住宅の耐震化やバリアフ
無料相談会 住宅供給公社、 リー等を検討している県

宮崎県ゆとりあ 民に対して、より迅速で適
る住生活推進協 切な住情報を提供する。
議会 （催事内容）

・無料相談会
・企画展示
・イベント実施

10/19 住まいづくりin延岡 知って安心、住 延岡市、延岡市 宮崎県、(財)宮崎 住宅の建設等を検討して
まいの情報広場 住まいづくり協 県建築住宅センタ いる市民に対して、安全で

議会 ー、宮崎県住宅供 快適な住生活の実現に寄
給公社、宮崎県ゆ 与するため総合的な住情
とりある住生活推 報を提供する。
進協議会、(独)住 (催事内容）
宅金融支援機構南 ・展示、体験、相談
九州支店

鹿児島県 10/17～19 2008かごしま住まいと 21世紀 鹿児島県ゆとり 国土交通省、鹿児 住宅・建築に関する各種
建築展 私たちのすまい ある住まいと街 島県教育委員会、 展示、無料相談等様々な

～地震に強く づくり推進協議 (財)高齢者住宅財 イベントにより広く住情報
なが く住め 会、南日本新聞 団、(財)住宅リフォ を提供～
る 楽しいおウ 社 ーム・紛争処理支
チ～ 援センター､(財)建

築環境・省エネル
ギー機構 他

10/17～19 第44回県内高等学校建 住宅地に建つ専 (社)鹿児島県建 鹿児島県、鹿児島 県内建築系高校生による
築系高校生による建築 用住宅 築士会 県教育委員会、鹿 設計競技作品の表彰・展
設計競技作品展 児島市、鹿児島県 示

ゆとりある住まいと
街づくり推進協議
会、(社)日本建築
学会九州支部鹿児
島支所

10/17～19 第18回住まいのリフォ 住宅リフォーム (財)鹿児島県住 鹿児島県、(財)住 住宅リフォーム施工例の
ームコンクール作品展 宅・建築総合セ 宅リフォーム・紛争 表彰・展示

ンター 処理支援センター

沖縄県 10/17～19 住まいの情報展 (未定) 沖縄県 (社)沖縄県建築設 住宅施策に関するパネル
計事務所協会 展示､パンフレット配布､無

料相談の実施等

10/17～19 第22回沖縄県トータル 住まい夢空間 沖縄タイムス社 沖縄総合事務局、 県民に直接かつ正確な住
リビングショウ (仮) タイムス住宅新 沖縄県、他 情報・住宅関連製品を展

聞社 示
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(沖縄県) 10/17～19 第29回住宅設計展 (未定) (社)沖縄県建築 沖縄県、沖縄振興 住宅設計事例作品の展示
設計事務所協会 開発金融公庫

10/19 住宅設計展セミナー (未定) (社)沖縄県建築 セミナー
(予定) 設計事務所協会


