別紙３

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２６回住まいのリフォームコンクール表彰式・発表会

[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、
（社）住宅リフォーム推進協議会 等
[日 時] 平成２１年１０月２２日（木） １３：３０～
[会 場] 主婦会館プラザエフ
[内 容] リフォームコンクールにおいて、入賞した設計者、施工者を表彰。
また、特別賞作品について、発表会を実施。

２

住宅金融支援機構すまい・るセミナー

①すまい・るセミナー（東京会場）
[主 催] （独）住宅金融支援機構
[日 時] 平成２１年１０月１８日(日) １３：３０～１５：３０
[会 場] 住宅金融支援機構 すまい・るホール（東京都文京区）
[テーマ] 「後悔しないマンション選び～築年別マンションのチェックポイント～」
[内 容] 講師：大久保 恭子氏（
（株）
「風」代表取締役社長）
②すまい・るセミナー（名古屋会場）
[主 催] （独）住宅金融支援機構東海支店・ＦＭ愛知（予定）
（社）ナゴヤハウジングセンター・中日新聞（予定）
[日 時] 平成２１年１０月１８日（日）１３：００～１６：３０
[会 場] 名古屋栄ビル１２階（名古屋市東区）
[テーマ] 「ＦＰと楽しく学ぶすまい・るセミナー＆相談会」
[内 容] 講師：吉田 江美氏（
（株）ＦＰ相談センター代表取締役）
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３

ＵＲ都市機構

●ＵＲ都市機構平成２１年度研究報告会
[主 催] （独）都市再生機構
[協 賛] （財）都市再生共済会
[テーマ] 再発見・団地の魅力～団地再活性～
[入場料] 無料
①福岡会場
[日 時] 平成２１年１０月２１日（水）
[会 場] ＮＴＴ夢天神ホール（福岡市中央区）
[内 容] ○平成２０年度に実施した調査研究等の報告
○外部有識者による特別講演
テーマ：子どもは社会の宝・・・団地 de 子育て
～いま、求められる情報・環境・ネットワークで子育て支援～
講 師：濱砂 圭子氏（（株）フラウ主婦生活総合研究所代表取締役社長・編集長）
②大阪会場
[日 時] 平成２１年１０月２２日（木）
[会 場] テイジンホール（大阪市中央区）
[内 容] ○平成２０年度に実施した調査研究等の報告
○外部有識者による特別講演
テーマ：公団団地の魅力を探る
講 師：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）
③名古屋会場
[日 時] 平成２１年１０月２３日（金）
[会 場] 電気文化会館イベントホール（名古屋市中区）
[内 容] ○平成２０年度に実施した調査研究等の報告
○外部有識者による特別講演
テーマ：芦屋浜シーサイドタウンの経年変化と再活性化の展望
講 師：高井 宏之氏（名城大学理工学部建築学科教授）

④東京会場
[日 時] 平成２１年１０月２７日（火）
[会 場] 津田ホール（東京都渋谷区）
[内 容] ○平成２０年度に実施した調査研究等の報告
○外部有識者による特別講演
テーマ：団地をブームから文化へ
～団地愛好家たちの団地再活性化貢献への可能性～
講 師：吉永 健一氏（吉永建築デザインスタジオ一級建築士事務所所長・団地啓
蒙家）
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●ひばりが丘団地ストック再生実証試験の現地見学会
[主 催] （独）都市再生機構
[テーマ] ＵＲ都市機構の「ルネッサンス計画１」
～住棟単位での改修技術の開発～
[見学料] 無料
[日 時] 平成２１年１０月１３日（火）～１７日（土）
、２６日（月）、
２８日（水）～３１日（土）
＊上記集中公開以降、平成２２年３月までは、火・木曜の公開も予定。
[会 場] ＵＲ都市機構ひばりが丘団地（東京都東久留米市）
[内 容] ・「ルネッサンス計画１」の概要、従前従後及び施工状況等の説明
・改修住棟、住戸の見学
・質疑応答

４

住生活月間協賛「インテリア・リフォームキャンペーン」

[主 催]
[テーマ]
[後 援]
[日 時]
[会 場]
[内 容]

５

全国不動産会議

[主 催]
[後 援]
[テーマ]
[日 時]
[会 場]
[内 容]

６

日本室内装飾事業協同組合連合会
快適な室内環境と健康
各都道府県組合
平成２１年１０月１日（木）～１０月３１日（土）
各都道府県組合所在地（北海道から沖縄まで）
キャラクターマークの普及（商標登録済み）
インテリア・リフォームの相談
高齢者住宅、施設等の内装補修の無料施工
自治体のイベントに参加

熊本県大会

（社）全日本不動産協会
国土交通省、熊本県、熊本市
自然と歴史が息づく街！火の国・肥後の国
平成２１年１０月１日（木） １４：００～
崇城大学市民ホール
「逆境の中にこそ夢がある」と題して、熊本県知事 蒲島郁夫氏より講演をいただ
く。

第５回「台所・お風呂の思い出川柳」

[主 催] キッチン・バス工業会
[協 賛] （財）ベターリビング、
（社）住宅リフォーム推進協議会、
（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、（社）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
[募集期間] 平成２１年５月～１０月２５日
[表彰式] 平成２１年１１月２日（月）
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[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、応募作品の審査を実施公表する。
台所・お風呂での思い出は、生活者全てが抱えており、小学生から９０歳までの幅
広い方々が興味を持って応募される。
学校単位での応募もあり、昨年は２８，４５９句の応募をいただいた。

７

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の各支部
[テーマ] 安心・安全・住環境の向上
[後 援] 国土交通省
[内 容] ９月初旬から１１月下旬まで、賃貸住宅の貸主（家主）向けに、全国主要４４都市
すべての支部においてセミナーを開催する。

開催地

日 時

北海道旭川市

10 月 24 日（土）
13：00～16：00

北海道釧路市

10 月 3 日（土）
13：00～16：00

秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
栃木県
新潟県
千葉県

10 月 31 日（土）
14：00～17：00
10 月 31 日（土）
16：00～18：00
10 月 30 日（金）
13：30～15：00
10 月 27 日（火）
13：30～16：00
10 月 17 日（土）
13：30～16：30
10 月 24 日（土）
13：00～15：30
10 月 17 日（土）
15：30～18：00
10 月 24 日（土）
14：00～17：00

茨城県

10 月 24 日（土）
13：30～16：30

東京都

10 月 20 日（火）
14：30～17：30

テーマ
①賃貸住宅の空家対策
②地上デジタル放送
③地上デジタル放送工事
①賃貸住宅の空家対策
②地上デジタル放送
③地上デジタル放送工事
①賃貸住宅市場の現状
②賃貸住宅の魅力を高めるリノベーション
①賃貸住宅の市場変化と空室対策
①賃貸住宅の防犯対策
②賃貸住宅の防災対策
③防犯のあり方
①防犯・防災対策
②財産の継承
①防犯・防災対策
②原状回復の考え方
①賃貸住宅の空室対策
②賃貸住宅の耐震、アスベスト問題
①賃貸住宅の防犯・防災
②地上デジタル放送の対応
①相続について
②県内賃貸住宅の需要と消費者ニーズ
①あんしん賃貸支援事業
②原状回復の考え方
③賃貸住宅の防犯
④県内賃貸住宅の需給と消費者ニーズ
①民間賃貸住宅部会の審議状況
②教育現場から見る世の中
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開催地
神奈川県
山梨県
長野県
石川県
富山県
福井県
愛知県

日 時
10 月 17 日（土）
13：00～17：00
10 月 22 日（木）
13：00～16：00
10 月 15 日（木）
14：00～17：00
10 月 23 日（金）
18：30～21：00
10 月 4 日（日）
13：00～16：00
10 月 24 日（土）
13：30～16：00
10 月 25 日（日）
13：00～17：00

京都府

10 月 3 日（土）
13：30～16：30

大阪府

10 月 24 日（土）
14：00～16：30

兵庫県

10 月 17 日（土）
13：00～17：00

和歌山県

10 月 10 日（土）
13：00～17：00

広島県

10 月 9 日（金）
13：30～17：00

鳥取県

10 月 3 日（土）
13：30～16：30

愛媛県

10 月 10 日（土）
13：30～14：30

徳島県
福岡県
長崎県
熊本県

10 月 17 日（土）
13：30～16：00
10 月 24 日（土）
12：00～17：00
10 月 10 日（土）
13：00～15：00
10 月 16 日（金）
13：00～16：00

テーマ
①長期優良住宅について
②資産活用の有効性
①管理会社の倒産と対策
②賃貸住宅の防犯対策
①安心・安全の住環境
②賃貸住宅の空室対策
①原状回復の考え方とトラブル事例
①安心安全な賃貸マンション、防犯対策
②賃貸住宅の節税対策
③賃貸住宅ニーズの傾向
①賃貸住宅の耐震化の推進
②少子高齢化社会における賃貸住宅経営
①外国人入居促進
②賃貸住宅の耐震化の推進
①安全な住宅と快適な住環境
②更新料裁判の報告
③賃貸住宅の需給と消費者ニーズ
①賃貸住宅の空室対策
①賃貸住宅の防犯対策
②賃貸住宅の空室対策
③元気の出る話、ＣＳの基本
①防犯・防災セミナー
②賃貸住宅の空室対策
①賃貸住宅の必要性
②賃貸住宅の需給と消費者ニーズ
③あんしん賃貸支援事業
①賃貸住宅の防犯・防災対策
②あんしん賃貸支援事業
①賃貸経営のポイント
②地上デジタル放送の対応
③火災報知機の設置義務
①入居者に選ばれる物件の条件
②賃貸住宅の防災対策
①安心・安全な住環境
①賃貸住宅の防犯・防災対策
②原状回復の今後の課題
①あんしん賃貸支援事業
②賃貸住宅の需給と消費者ニーズ
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８

未来・夢いっぱい！家づくりフェア

[主 催]
[日 時]
[会 場]
[テーマ]
[内 容]

９

（社）プレハブ建築協会
平成２１年１０月３日（土）、４日（日）、１０（土）～１２日（月）
桜上水駅前住宅展示場
併用住宅
セミナー
・住まいのマネーよろず相談会
・ウィズガス住宅フェア（東京ガス）
・収納セミナー
・起震機体験
他、多数イベントを実施。

住まいづくりナビセンター

「住まいのことフェア２００９」

＊詳細は

http://sumakoto.net（9/14 開設）

[期 間] 平成２１年１０月３日～１０月３１日
[会 場] 住まいづくりナビセンター
①長く住み継ぐ 住まいづくりセミナー・ライフスタイルセミナー
[主 催] 住まいづくりナビセンター
[テーマ] 長く住み継ぐ住まいづくりと暮らし
[日 時] １０月の土曜日・日曜日・祝日の午後及び木曜日の夜
○土曜日・日曜日・祝日の午後・・・１３：３０～１５：００
１５：３０～１７：００
木曜日の夜・・・・・・・・・・・１８：００～１９：３０
[会 場] 住まいづくりナビセンター
[内 容] ○住まいづくりセミナー
「家づくり３つのステップ」
「住宅取得のための資金計画」
「これで安心。住宅瑕疵担保履行法」
「親の土地に家を建てるには？知っておきたい法律知識」など
○ライフスタイルセミナー
「インテリアセンスアップセミナー」
「香りのある上質なインテリア」
「色とファブリック」など
全２０セミナーを開催。
②親と子の都市と建築講座
かわとまちを歩いて、巨大なまち模型をつくろう！
[主 催]
[テーマ]
[日 時]
[会 場]
[内 容]

(社)日本建築学会、住まいづくりナビセンター
親子ワークショップ、まちあるき
平成２１年１０月１８日（日） １０：００～１６：３０
住まいづくりナビセンター、月島・晴海界隈
水のまち中央区の特性を活かし、運河を利用してボートで水辺から“まち”をみる。
そこで見たもの、感じたもので巨大な“まち”の模型を作るワークショップ。
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[その他] 対 象：親子
定 員：４０名程度
③住まいづくりのプロが同行する
「住宅展示場」
「ショールーム」見学ツアー
[主 催]
[テーマ]
[日 時]
[会 場]
[内 容]

住まいづくりナビセンター
住まいづくり見学会
平成２１年１０月４日（日）、２５日（日）
住宅展示場、ショールーム（都内、または近郊）
○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
場所：環七・加平住宅展示場
○住まいづくりのプロが同行するショールーム見学会。
・見学先
①サンゲツショールーム
１０月 ４日（日） １３：３０～１５：３０
②東京ガスショールーム
１０月２５日（日） １３：００～１６：００

④長くいきづく家をプロと訪ねる 江戸東京たてもの園の近代住宅
[主 催]
[テーマ]
[日 時]
[会 場]
[内 容]

１０

住まいづくりナビセンター
長く住み継ぐ家 体験ワークショップ
平成２１年１０月３１日（土） １０：００～１２：３０
江戸東京たてもの園
住まいづくりのプロ「住まいのナビゲーター」が同行し、江戸東京たてもの園にあ
る住宅を見学。長く住み継がれる住まいとはどんな住まいか体験する。

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

北区

10 月 16 日

自主点検マニュアルにつ 北区
(財)マンション管理センター
いて

仙台市

10 月 17 日

長期修繕計画作成ガイド
ークせんだい・みやぎ
ラインのポイント
(財)マンション管理センター

葛飾区

10 月 17 日 マンション管理について

大津市

①マンションに住むとい
うこと～上手な管理組合 滋賀県
大津市
10 月 17 日 の運営～
②長期修繕計画作成ガイ (財）マンション管理センター
ドラインのポイント

後援

マンション管理支援ネットワ
国土交通省

葛飾区
(財)マンション管理センター
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国土交通省・(社)高層住宅
管理業協会・住宅金融支援
機構・滋賀県マンション管
理士会・NPO 法人京滋マンシ
ョン管理対策協議会

開催地

日 時

講演内容

主催

後援

岡山市

①マンションで円満な生
活を送るには
10 月 18 日
②マンション管理センタ
ー業務と相談事例

岡山県・岡山市・倉敷市・(財）
マンション管理センター・ 国土交通省・(社)高層住宅
(独)住宅金融支援機構中国支 管理業協会
店

福岡市

10 月 24 日 大規模修繕工事について

福岡県・福岡市・(財)マンシ
ョン管理センター・(独)住宅
金融支援機構

北九州市

10 月 25 日 大規模修繕工事について

北九州市
(財)マンション管理センター

熊本市

10 月 28 日 大規模修繕工事について

熊本県建築住宅センター
(財)マンション管理センター

秋田市

10 月 31 日

長期修繕計画作成ガイド 秋田県・秋田市・(財)マンシ 国土交通省・（社）高層住宅
ョン管理センター
管理業協会
ラインのポイント

室蘭市

10 月予定

マンション管理について

苫小牧市

10 月予定

マンション管理について

千葉市

10 月予定

マンション相談事例につ 千葉市・(財)マンション管理
センター
いて

習志野市

10 月予定

マンション管理について

習志野市・(財)マンション管
理センター

調布市

10 月予定

マンション管理について

調布市
(財)マンション管理センター

１１

「公団一般市街地住宅の軌跡」に関する調査研究発表会

北海道・室蘭市・(財)マンシ
ョン管理センター・(社)北海
道マンション管理組合連合会
北海道・苫小牧市・(財)マン
ション管理センター・(社)北
海道マンション管理組合連合
会

国土交通省・福岡県マンシ
ョン対策連絡協議会・(社)
高層住宅管理業協会等
国土交通省・(社)高層住宅
管理業協会・日本ガス協
会・マンション再生協議会
国土交通省・熊本県・熊本
市・(社)高層住宅管理業協
会・(独)住宅金融支援機構
南九州支店等

国土交通省

国土交通省

[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）
○東京会場
[日 時] 平成２１年１０月１６日（金） １８：３０～２１：００
[会 場] 霞が関東海倶楽部（霞が関ビル３５階）
[テーマ] 「公団一般市街地住宅の軌跡（東京支社所管区域）」に関する調査・研究
[内 容] 発表者： ＮＰＯ市街地建物の再生研究会理事長
青柳 幸人氏
副理事長 中村 年氏
理事
永田 晃氏
理事
横山 譲氏
他
日本の都市再開発事業のさきがけの一つである昭和３１年から平成４年まで続い
た公団一般市街地（ゲタばき）住宅事業について、当該全１６３地区の計画・役割・
変換等を実務経験者により紹介するもので、コンパクトな都市再生事業（身の丈事
業）が注目されている中、各方面で役立つものと思われる。
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○大阪会場
[日 時] 平成２１年１０月２０日（火） １８：３０～２１：００
[会 場] 大阪弥生会館
[テーマ] 「公団一般市街地住宅の軌跡（関西支社所管区域）」に関する調査・研究
[内 容] 発表者： 社団法人都市住宅学会関西支部大阪市街地住宅研究委員会
主査
瀬渡 章子氏（奈良女子大学生活環境学部教授）
副査
岡 絵理子氏（関西大学環境都市工学部准教授）他
日本住宅公団が昭和３０年代に着手した一般市街地住宅事業で昭和３０年代から
昭和４０年代にかけて大阪圏で建設された全面借地方式の市街地住宅を主対象に
追跡調査したものであり、中には司馬遼太郎の居住歴のある地区もある。内容とし
て建物の概要、居住者の住まい方、今日的魅力、再生の可能性等を紹介しており、
調査研究各方面への寄与が期待される。

１２

「消費者のための省エネリフォーム・シンポジウム」

[主 催] ＮＰＯ法人消費者住宅フォーラム
[テーマ] 人にも地球にもやさしい住まいを、省エネリフォームで実現しよう
[後 援] 国土交通省、経済産業省、東京都、
（財）省エネルギーセンター、
（中）日本増改築産業協会、東都生活協同組合住まいる会
[日 時] 平成２１年１０月１７日（土） １４：００～１６：４０
[会 場] 東京国際フォーラムガラス棟 ７階会議室
[内 容] １．基調講演「今、お住まいの省エネ・快適・健康の向上に向けて」
講師： 千葉工業大学教授 小峯 裕己氏
２．調査報告「（首都圏）戸建住宅の省エネ性能診断報告」
講師： 一級建築士 伊藤一哉氏
３．パネル討論「こうすれば出来る 人にも地球にも優しい住まいづくり」
パネリスト： 鹿野 明美氏（東都生活協同組合理事）
酒井 裕三氏（（株）ＯＫＵＴＡ取締役）
瀬良 智機氏（東京都都市整備局住宅政策推進部長）
小峯 裕己氏（千葉工業大学教授）

１３
[主
[後
[日
[会
[内

ＩＹＳＨ（国際居住年）記念賞表彰式

催]
援]
時]
場]
容]

（社）日本住宅協会
国土交通省、外務省 他
平成２１年１０月１９日（月）
九段会館（東京都千代田区）
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または実践活動を推進し、優れた業績をあげた団体または個
人に対し、毎年度「国際居住年記念賞」を授与している。
今年度はカンボジア、プノンペン市を拠点として、住民自身が資金運用を身につけ
ることへの支援、収入生成、食糧生産、小口運送業等プログラムへの支援、また市
当局やＮＧＯ等との相互協力によるプロセスを経た、再定住事業を通じて住環境向
上のために活動されている、The Urban Poor Development Fund（UPDF）に「国
際居住年記念損保ジャパン賞」を授与する。
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１４

危機管理産業展

２００９

[主 催]
[テーマ]
[日 時]
[会 場]
[内

（社）日本免震構造協会
地震リスク対策と免震建物
平成２１年１０月２１日（水）～２３日（金）
東京ビックサイト西ホール
危機管理産業展２００９内
容] 講師：平野 範彰氏
概略：日本で最もリスクの高い地震災害の対策として、最も有効な免震構造につい
て解説。

１５

第４４回全国木材産業振興大会

[主 催]
[テーマ]
[日 時]
[会 場]
[内 容]

（社）全国木材組合連合会、全国木材協同組合連合会
－新たな木材利用への挑戦で木材産業の再興－
平成２１年１０月２３日（金） １３：１５～１７：３０
東商ホール（東京都千代田区丸の内３－２－２）
第１部 大会議事（大会宣言決議等）
第２部 パネルディスカッション
テーマ「木のまち・木のいえ推進から見える木材業の将来」
パネリスト
・木材関係学識経験者 安藤 直人氏
（東京大学大学院農業生命科学研究科教授）
・建築関係学識経験者 三井所 清典氏（芝浦工業大学名誉教授）
・建築業界関係者
青木 宏之氏
（
（社）全国中小建築工事業団体連合会会長）
・木材業界関係
小野田 冨男（
（社）全国木材組合連合会副会長）
第３部 表彰式
木材産業功労者等の表彰

１６

小学生対象第１２回「作文コンクール」

[主
[後

催] （社）日本木造住宅産業協会
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２１年６月１５日～１０月２４日
[表彰式] 平成２１年１０月２４日（土）
[会 場] 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。
今回は、参加賞として、地球環境に優しいエコロジーな「かわくと木になるエコね
んど」をプレゼントする。
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１７

ＡＬＩＡ講演会

[主 催] （社）リビングアメニティ協会
[後 援] 国土交通省、主婦連合会、
（財）ベターリビング、
（社）住宅生産団体連合会、
（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター、
（社）住宅リフォーム推進協議会、
住宅産業協議会（予定）
[期 間] 平成２１年１０月２６日（月） １３：３０～１６：３０
[会 場] 住宅金融支援機構 すまい・るホール
[テーマ] 住宅の長寿命化と住宅部品の対応に関する講演会
[内 容] 基調講演①「住宅の長寿命化を目指して」
東京大学大学院教授
松村 秀一氏
事例発表 「長寿命化住宅のための取組み事例」
プレハブ建築協会ＣＳ副委員長 中村 裕氏
基調講演② 東京大学生産技術研究所准教授 腰原 幹雄氏
事例発表
ＡＬＩＡ点検・施工ガイドラインの説明
リビングアメニティ協会 山口・浜野両主査

１８

第２１回住生活月間協賛・まちなみシンポジウム

[主 催]
[後 援]
[日 時]
[会 場]
[テーマ]
[内 容]

１９

（財）住宅生産振興財団、日本経済新聞社
国土交通省、
（独）住宅金融支援機構、（独）都市再生機構（予定）
平成２１年１０月３０日（金）１３：００～１６：００
（独）住宅金融支援機構 すまい・るホール
長く住み継ぐ家とまちなみ
第１部 基調講演
「私の住まい、まちづくり作法
～建築家、都市デザイナーの立場からの提案と実践～」
藤本 昌也氏（（社）日本建築士会連合会会長）
第２部 パネルディスカッション
「長く住み継ぐ家とまちなみ」
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
望月 久美子氏（東急住生活研究所 代表取締役所長）
二瓶 正史氏 （（有）アーバンセクション 代表）
前園 百合子氏（（株）アーツ＆クラフツ建築研究所 代表）

住宅履歴情報普及シンポジウム

[主 催]
[後 援]
[日 時]
[会 場]
[テーマ]
[内 容]

住宅履歴情報整備検討委員会、（財）ベターリビング
国土交通省、
（独）住宅金融支援機構 他（予定）
平成２１年１０月３０日（金）
全電通ホール
住宅履歴情報の蓄積・活用について
上記をテーマに、住宅履歴情報関連のシンポジウムを開催。
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２０

平成２１年度

[主 催]
[テーマ]
[日 時]
[会 場]
[内 容]

「まもりすまい保険」普及促進キャンペーン

（財）住宅保証機構
住宅瑕疵担保履行法の対応にはまもりすまい保険のご利用を！
平成２１年９月１５日～１２月３１日
全国
１．住生活月間中央イベントへの参加（予定）
期間 平成２１年１０月１日～１０月４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２１年９月１５日～１２月３１日
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