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 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３２回住まいのリフォームコンクール表彰式・作品発表会等 
 

[主 催] (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

[テーマ] コンクールに入賞した住宅リフォーム事例等を表彰し、これを消費者や事業者に広

く紹介することにより、住宅リフォームの促進とその水準の向上を図る。 

[後 援] 国土交通省他３団体 

[協 賛] (一財)建築環境・省エネルギー機構 他２２団体 

[日 時] 平成２７年１０月３０日（金） １３：３０～ 

[会 場] 主婦会館 プラザエフ 

[内 容] 表彰式：コンクール入賞作品の建築主・設計者・施工者を表彰する。 

     作品発表会：特別賞（国土交通大臣賞等）を受賞した作品の設計者などに、当該 

リフォームの内容等を発表してもらう。 

 

 

２ マンション耐震セミナー  
 

[主 催] (独)住宅金融支援機構、ＮＰＯ法人耐震総合安全機構（ＪＡＳＯ） 

[テーマ] 耐震化に成功したマンションの事例紹介他 

[後 援]  東京都はじめ都下公共団体（予定） 

[日 時] 平成２７年１０月１０日（土）１３：３０～１６：４０ 

[会 場] (独)住宅金融支援機構１階「すまい・るホール」 

[内 容] 先進的に耐震化に取組み、耐震改修を行ったマンションの事例を紹介し、耐震化に 

     取り組んでいる管理組合への情報提供を行う。 

 

 

３ 東日本大震災被災者の方向け住宅再建相談会  
 

[主 催] (独)住宅金融支援機構、岩手県居住支援協議会（岩手県）、 

     みやぎ復興住宅整備推進会議（宮城県）、福島県居住支援協議会（福島県） 

[テーマ] 東日本大震災で被災された方の住宅再建を支援するため、住宅再建相談会を開催す 

     る。 

[後 援]  国土交通省、復興庁（予定） 

[日 時] 平成２７年１０月４日（日）～３１日（土） 

[会 場] 岩手県、宮城県及び福島県の１１会場で延べ１４日間開催 

[内 容] 被災された方を対象に災害復興融資の制度案内、返済シミュレーションの作成、資 

     金計画のアドバイスを行う。 
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４ 平成２７年度ＵＲ技術・研究報告会 
 

[主 催] （独）都市再生機構 
[テーマ] 「６０年 まちと一緒にこれからも。～知恵と技術で生み出す未来～」 
[入場料] 無料 
[内 容] ＵＲ都市機構を一般の方々にＰＲし、都市機構で実施した研究報告・技術開発の成 

     果を広く社会に還元するための情報発信の場とする。併せて外部有識者の講演を行 

     う。 

 

①大阪会場 

[日 時] 平成２７年１０月２１日（水）１０：３０～１７：００（予定） 

[会 場] テイジンホール（大阪市中央区） 

[内 容] 特別講演：遠藤 剛生氏（（株）遠藤剛生建築設計事務所 所長、 

                 神戸芸術工科大学環境学科 特別教授） 

     テーマ：戦後日本の街、住宅づくりにＵＲ都市機構が残した成果と今後目指すもの 

         －江北六丁目団地と国立富士見台のケーススタディを事例に－ 

 

②東京会場 

[日 時] 平成２７年１０月２８日（水）１０：００～１７：００（予定） 

[会 場] 日経ホール（東京都千代田区） 
[内 容] 特別講演：隈 研吾氏（東京大学教授、隈研吾建築都市設計事務所代表） 

     テーマ：団地の未来 

     企画展：ミニ集合住宅歴史館展 

         －昭和３０年 新しい住まいの形と暮らしが始まった－ 

 

※詳細の確認、参加事前申し込みは下記ＵＲＬから 

  http://www.ur-net.go.jp/rd/houkokukai/ 

 締め切り 大阪：１０月１１日、東京：１０月１８日（締め切り後は当日会場にて受付） 

※本報告会は都市計画ＣＰＤ、造園ＣＰＤの認定を受けています。 

 
 
５ 「住宅部品点検の日」シンポジウム 
 

[主 催] (一社)リビングアメニティ協会 

[テーマ] 住まい手に住宅部品の点検をどう伝えるか 

[後 援]  国土交通省、経済産業省、消費者庁 

[協 賛]  ３０団体 

[日 時] 平成２７年１０月１日（木）１３：１５～１６：４０ 

[会 場] (独)住宅金融支援機構１階「すまい・るホール」 

[内 容] ・基調講演 「住宅の長寿化から居住力を考察する」 

                滋賀大学名誉教授        山﨑古都子氏 

     ・パネルディスカッション 

       コーディネーター 明治大学名誉教授        向殿 政男氏 

       パネリスト    (一社)消費者市民社会をつくる会理事長 

                                阿南  久氏 

                (株）ＬＩＸＩＬ 品質本部長   山中 潤一氏 

                (一社)リビングアメニティ協会  前田 純一氏 
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６ 第１２回賃貸住宅オーナーのための住環境向上セミナー 

 

[主 催]  (公財)日本賃貸住宅管理協会 

[テーマ] 安全・安心・住環境の向上 

[後 援] 国土交通省、各都道府県、各市町村等 

[日 時] 平成２７年９月から１１月 

[会 場] 全国５６会場 

[内 容] 経験豊富な講師陣が、賃貸住宅の経営・運営管理に役立つ最新情報を提供する。 

（10月開催分） 

開催地 日 時 会場 

札幌市 10 月 3 日（土） 国際ビル 8階 

仙台市 10 月 3 日（土） 仙台商工会議所 

秋田市 10 月 3 日（土） イヤタカ 

横浜市 10 月 3 日（土） 横浜情報文化センター6階情文ホール 

富山市 10 月 3 日（土） ボルフォートとやま 

鳥取市 10 月 3 日（土） とりぎん文化会館 

熊本市 10 月 3 日（土） 熊本全日空ホテルニュースカイ 

大分市 10 月 3 日（土） 大分センチュリーホテル 

宮古島市 10 月 3 日（土） 宮古島マリンターミナル 

福井市 10 月 4 日（日） 福井商工会議所 

金沢市 10 月 10 日（土） ホテル金沢 

福岡市 10 月 10 日（土） アクロス福岡 

石垣市 10 月 10 日（土） 大濱信泉記念館 

甲府市 10 月 15 日（木） ベルクラッシック甲府 

大阪市 10 月 15 日（木） インテックス大阪 

山形市 10 月 16 日（金） ホテルキャッスル山形 

郡山市 10 月 16 日（金） ホテルハマツ 

大阪市 10 月 16 日（金） インテックス大阪 

北見市 10 月 17 日（土） オホーツク木のプラザ 

八戸市 10 月 17 日（土） 八戸商工会館 

大宮市 10 月 17 日（土） 大宮法科大学院大学 

千葉市 10 月 17 日（土） 千葉市文化センター 
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開催地 日 時 会場 

新宿区 10 月 17 日（土） 新宿ＮＳビル 

諏訪市 10 月 17 日（土） ホテル紅や 

静岡市 10 月 17 日（土） グランシップ 

和歌山市 10 月 17 日（土） ビッグ愛 

浦添市 10 月 17 日（土） てだこホール 

旭川市 10 月 24 日（土） トーヨーホテル 

水戸市 10 月 24 日（土） 水戸駅ビル エクセル 

岐阜市 10 月 24 日（土） 岐阜産業会館 

高松市 10 月 24 日（土） 高松国際ホテル 

北九州市 10 月 24 日（土） 北九州市立商工貿易会館 

名古屋市 10 月 25 日（日） ウィンク愛知 

草津市 10 月 25 日（日） 草津市立まちづくりセンター 

高知市 10 月 25 日（日） 高知会館 

京都市 10 月 31 日（土） ハートピア京都 

宮崎市 10 月 31 日（土） 宮崎観光ホテル 

 
 
 
７ マンション管理基礎セミナー 

 

[主 催] (公財)マンション管理センター 

[テーマ] 管理組合向け基礎セミナー 

（10月開催分） 

開催地 日 時 定員 講師 テーマ 

草津市 10 月 3 日(土) 100 名 弁護士・マンション管理士 

         津久井 進 

(公財)マンション管理センター 

   大阪支部長 長田 康夫 

①短時間で集中講義！管理組合の財政

について 

②ゼロからスタート マンション管理 

～組合運営の基礎知識～ 

北区 10 月 10 日(土) 100 名 (公財)マンション管理センター 

   企画部長  高田 卓二 

(公財)マンション管理センター 

   企画部次長 平野 功一 

①関心の高まりをみせる名簿の取扱細

則モデルについて 

②マンションの情報管理の必要性（マ

ンションみらいネットの活用法） 

習志野市 10 月 17 日(土) 30 名 (公財)マンション管理センター 

   企画部参与 菅野 康男 

(公財)マンション管理センター 

   企画部長  高田 卓二 

(公財)マンション管理センター 

   企画部次長 平野 功一 

①大規模修繕工事の進め方 

 

②マンション名簿細則モデルについて 

 

③マンションみらいネットの活用につ

いて 
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開催地 日 時 定員 講師 テーマ 

新潟市 10 月 17 日(土) 150 名 (公財)マンション管理センター 

   技術部参与 田澤  宏 

新潟市住環境政策課 

   住環境整備室 職員 

①大規模修繕について 

 ～資金計画・業者選定 等～ 

②H26 マンション実態調査の結果報告 

豊中市 10 月 18 日（日） 150 名 (公財)マンション管理センター 

   企画部参与 廣田 信子 

 

(公財)マンション管理センター 

   大阪支部長 長田 康夫 

①マンション管理組合の安全・安心の

ために～安全・安心に暮らせるマンシ

ョン生活に必要なこと～ 

②マンション管理の基礎知識～区分所

有法と管理規約の関係を考える～ 

熊本市 10 月 23 日(金) 100 名 (公財)マンション管理センター 

   企画部長  高田 卓二 

熊本県マンション管理士会副会

長・マンション管理士 

         徳永 英雄 

①マンションの震災対策チェックリス

トと名簿細則モデル 

②大規模修繕について 

大津市 10 月 24 日(土) 100 名 (公財)マンション管理センター 

   大阪支部長 長田 康夫 

マンション管理士 森  治幸 

①ゼロからスタート マンション管理 

～組合運営の基礎知識～ 

②管理会社勤務の経験から語る長期修

繕計画と大規模修繕 

町田市 10 月 25 日(日) (調整

中) 

(公財)マンション管理センター 

   技術部長  鈴木 了史 

1 級建築士・マンション管理士 

         澤田 博一 

（調整中） 

松山市 10 月 25 日(日) 100 名 (公財)マンション管理センター 

   企画部長  高田 卓二 

(一社)愛媛県マンション管理士

会会長      宮岡  健 

①マンション名簿細則モデルについて 

 

②マンションでの紛争解決のためのＡ

ＤＲ(裁判外紛争解決手続)について 

岡山市 10 月 25 日（日） 130 名 弁護士      菊池 捷男 

 

労住まきのハイツ管理組合 

   専門理事  山田  毅 

(公財)マンション管理センター 

   大阪支部長 長田 康夫 

①マンション生活を快適におくるため

の法知識 

②労住まきのハイツの管理組合とコミ

ュニティ活動紹介 

③マンション管理の基礎知識 

千葉市 10 月 31 日（土） 70 名 弁護士      平松  明 知っていると安心！マンショントラブ

ルの実態 

 

 

 

８ 有料老人ホーム協会セミナー 
 

[主 催] (公社)全国有料老人ホーム協会 

[内 容] 有料老人ホームは全国で約９，６００ホームの届出を数えるまでになり、また、サ 

     ービス付き高齢者向け住宅の増加など、高齢期の住まいを取り巻く環境が大きく変 

     化してきている。自己選択と自己責任を求められる入居希望者には今まで以上に終 

     の棲家を選択する困難さが増している中、正確で豊富な情報を提供していくことが 

     重要となる。 

     本セミナーは、有料老人ホーム入居希望者へ十分かつ正確な情報を提供し、有料老 

     人ホームに対する理解、認識を深めていただくことを目的として開催する。 

 

□東京会場 

[日 時] 平成２７年１０月２日（金）１０：３０～１６：００ 

[会 場] 東京国際フォーラム ホールＢ７ 
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[内 容] 相談会 

     講演Ⅰ「有料老人ホームの賢い選び方」 

           公益社団法人全国有料老人ホーム協会理事長 福山 宣幸 

     入居者Ｑ＆Ａ「お話します 私の選択」 

     講演Ⅱ「今後のための整理術」 

 

□大阪会場 

[日 時] 平成２７年１０月７日（水）１１：００～１６：３０ 

[会 場] ハービスホール 

[内 容] 相談会 

     シンポジウム「高齢者が本当に安心できる住まいとは」 

 

□福岡会場 

[日 時] 平成２７年１０月１９日（月）１２：３０～１６：３０ 

[会 場] アクロス福岡 国際会議場 

[内 容] 相談会 

     講演「～健康寿命を延ばそう～ロコモの予防で健脚長寿！」 

           九州大学病院リハビリテーション部診療准教授 高杉 紳一郎 

     シンポジウム「ホームで取り組む介護予防」 

※詳細 http：//www.yurokyo.or.jp 

 

 

 

９ 消費者のための「賢い住まいづくり講座」 
 

[主 催] ＮＰＯ法人消費者住宅フォーラム、(一社)住宅リフォーム推進協議会 他 

[テーマ] リフォームで安心・快適な住まいづくり 

[後 援] 東京都、世田谷区、板橋区他 

 

□世田谷会場 

[日 時] 平成２７年１０月３日（土）１３：３０～１６：３０ 

[会 場] 北沢タウンホール（世田谷区北沢２－８－１８） 

[主 催] ＮＰＯ法人消費者住宅フォーラム、(一社)住宅リフォーム推進協議会、 

     東京都住宅リフォーム推進協議会 

[後 援] 世田谷区 

[内 容] (１)中古住宅とリフォームの新しい流れ 

           国土交通省住宅局住宅生産課 企画専門官 村上 真祥 

     (２)リフォーム計画の進め方と事業者選定の注意点 

           ＮＰＯ法人消費者住宅フォーラム 理事 森川 英二 

     (３)リフォーム事例と公的補助金制度の活用 

           ＮＰＯ法人消費者住宅フォーラム 監事 二神 良雄 

     終了後、個別相談も実施 

 

□板橋会場 

[日 時] 平成２７年１０月２４日（土）１５：００～１７：００ 

[会 場] 板橋区仲宿地域センター レクホール（板橋区氷川町１２－１０） 

[主 催] ＮＰＯ法人消費者住宅フォーラム、板橋区、 

     (一社)住宅リフォーム推進協議会、東京都住宅リフォーム推進協議会 
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[内 容] (１)適切な業者の選び方～プラン計画まで、失敗しない基礎知識 

           ＮＰＯ法人消費者住宅フォーラム 理事長 大河内 隆之（予定） 

     (２)今だから活用できる減税制度と具体例 

           ＮＰＯ法人消費者住宅フォーラム 理事 野間 広実（予定） 

 

 

１０ 住宅ローンアドバイザーセミナー 
 

[主 催] (一財)住宅金融普及協会 

[テーマ] (１)社会・経済構造の変化と住宅投資 

     (２)お客様に頼られる住宅ローンアドバイザー 

[後 援]  (独)住宅金融支援機構 

     (一社)関西住宅産業協会、(一社)東海住宅産業協会 

□大阪会場 

[日 時] 平成２７年１０月８日（木） １３：３０～１６：００ 

[会 場] (独)住宅金融支援機構近畿支店 ２階大会議室 

□愛知会場 

[日 時] 平成２７年１０月２２日（木） １３：３０～１６：００ 

[会 場] (独)住宅金融支援機構東海支店 ５階大会議室 

□東京会場 

[日 時] 平成２７年１０月２８日（水） １３：３０～１６：００ 

[会 場] (独)住宅金融支援機構本店 すまい・るホール 

 

[内 容] 住宅ローンアドバイザーの方や住宅メーカー、住宅販売、生損保の営業担当者の方 

     に役立つ情報を提供します。 

     第１部「社会・経済構造の変化と住宅投資」 

         (株)第一生命経済研究所経済調査部主席エコノミスト 永濱 利廣氏 

     第２部「お客様に頼られる住宅ローンアドバイザー」 

        ≪大阪・愛知会場≫ 

         ライフアセットコンサルティング(株) 代表取締役  菱田 雅生氏 

        ≪東京会場≫ 

         (株)生活設計塾クルー        取締役    深田 晶恵氏 

 

 

１１ 「都市・住宅団地の再生に関する調査研究」発表会  
 

[主 催] (公財)アーバンハウジング 

 

○東京会場 

[日 時]  平成２７年１０月１９日（月） １８：３０～２１：００ 

[会 場]  霞が関東海倶楽部（霞が関ビル３５階） 

[内 容] ①民間事業連携を含む公的建替団地の現状と課題及び今後への示唆に関する調査 

      研究 

発表者：東京大学 松村秀一 他 ＋ (一財)日本開発構想研究所 

本調査は、団地建替事業等で生まれた払い下げ余剰地（いわゆる民卸地）での

民間事業について、周辺との調和や再生効果の発揮がうまくできているのか、実

情を明らかにする目的で取り組んだ。再生がうまくいっていないとすれば、用地



8 
 

払い下げの条件付けに問題はなかったのか、逆にうまく効果がでたとすれば、ど

ういう再生スキームでどう条件を付けたのかを明らかにしたいという解明目標

で取り組んだが、スキームは従来の開発計画の概念を超えており、評価も現行の

都市計画等の指標では捉えられないことも分かった。 

多様な視点からの現地調査と意見交換で、問題の広がりと評価の視点がある程

度見えてきたことで、この調査研究は今後の団地再生や郊外住宅地再生を考える

上で参考になるものと期待される。これらについて発表する。 

 

     ②街並み形成による街づくりをめざした民間戸建て住宅地の３０年後の現状と 

       課題－高幡鹿島台ガーデン５４における検証－ 

        発表者：街並み研究所 小山 博正 

 

       今から３０年前、日野市南平の見晴らしのいい高台に５４戸というささやかな 

      規模の住宅地が誕生した。高幡鹿島台ガーデン５４である。そこは造成から、道 

      路、宅地、建物に至るまで一人の建築家がすべてをデザインするという空前絶後 

      の街になるはずであった。しかし見学者は多数来るが、物件を購入したいという 

      客が来ない。やむなく土地売りにしてしまったために、建築家が全てをコントロ 

      ールして理想の街をつくるという思いは挫折してしまう。その街が今どうなって 

      いるのか、出来た当時と現在を比較するほか、住民はこの先駆的な街についてど 

      のように評価しているのか調査した。また類似の街並みを重視して開発された関 

      東地区の２３の民間戸建て住宅地を訪ねて街並み評価を行った。これらの内容に 

      ついて発表する。 

 

○京都会場 

[日 時]  平成２７年１０月１６日（金） １８：００～２０：００ 

[会 場]  コープイン京都 

[内 容] ③京都の都心居住と京町家に関する研究（その２） 

発表者：京都の都心居住と京町家に関する研究会(京都大学 高田 光雄他) 

    ＋(株)ＵＲサポート 

       京町家は、「いえ」と「まち」が相互に関わる優れた集住システムであり、京 

      都の居住文化を育てる大切な空間としても機能してきた。本年度は、このような 

      京町家の「まち」とのつながりに焦点を当て、近年、他都市でも大きな都市問題 

      となっている３つの課題、密集市街地および細街路に関わる課題、空家および低 

      (未)利用町屋に関わる課題、地域との連携による京町家再生あるいは地域まちづ 

      くりに関わる課題をとりあげ、居住文化の蓄積を踏まえて各課題にどのように対 

      応するかについて検討を行った。併せて、京町家の魅力を伝える「楽町楽家」の 

      イベントに着目し、イベント参加を通じて感じ取ることのできる京町家の魅力、 

      イベントの効果等の検討を行った。これらの内容について発表する。 
 

 

１２ 住宅の長寿命化リフォームシンポジウム  
 

[主 催] (一社)住宅リフォーム推進協議会 

[テーマ] 生活向上リフォームとこれからのビジネスモデル 

[後 援]  (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

□東京会場 

[日 時] 平成２７年１０月９日（金）１３：３０～１６：３０ 

[会 場]  (独)住宅金融支援機構１階「すまい・るホール」（東京都文京区） 
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□大阪会場 

[日 時] 平成２７年１０月２９日（木）１３：３０～１６：３０ 

[会 場] 大阪ガスＯＭＥビル ３階ホール（大阪市中央区） 

 

[内 容] ・基調講演「住関連産業の大転換－箱の産業から場の産業へ－」 

           東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 教授 松村 秀一氏 

 

     ・パネルディスカッション「生活向上リフォームとこれからのビジネスモデル」 

       モデレーター  

            日経ＢＰ社 

            日経ＢＰインフラ総合研究所長 執行役員   安達  功氏 

       東京会場パネリスト 

            東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 教授 松村 秀一氏 

            国土交通省住宅局住宅生産課 

                住宅ストック活用・リフォーム推進官 成田 潤也氏 

            (株)メゾン青樹 代表取締役         青木  純氏 

            (株)ブルースタジオ 専務取締役       大島 芳彦氏 

            (株)ハウスメイトパートナーズ 営業本部課長 谷  尚子氏 

            スタイルオブ東京(株)代表取締役       藤木 賀子氏 

       大阪会場パネリスト 

            東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 教授 松村 秀一氏 

            国土交通省住宅局住宅生産課 

                住宅ストック活用・リフォーム推進官 成田 潤也氏 

            (株)菜インテリアスタイリング 代表取締役  尾田  恵氏 

            (有)ミオ・デザイン 代表取締役       主森 直美氏 

            (株)アートアンドクラフト 取締役      枇杷 健一氏 

            (株)スパーク パートナー・アーキテクト 

            近畿大学建築学部准教授           宮部 浩幸氏 

              

 

 

１３ 住生活月間協賛 住まいづくりのイベント 
 

[主 催] (一財)住まいづくりナビセンター 

[概 要] 住まいづくり講座、住宅展示場見学会など、さまざまイベントを開催する。 

 

日時・場所 タイトル 内容 講師 定員 

10月10日(土) 

13：00～14：30 

住まいづくりナ

ビセンター 

聞いてみよう！

設計事務所の住

まいづくり 

設計事務所の住まいづくりを知りたい方のため

のイベント。前半は設計事務所の計画の進め方や

得意なこと、設計料等お金の事などをわかりやす

く解説します。後半は質問に答えるフリートーク

コーナー、リフォームのことでも、建て替えのこ

とでも、複数の設計者に直接質問できるチャンス

です。 

一級建築士事務所/ 

バウ・ビルト 

村上 まみ 

20名 

10月17日(土) 

13：00～17：00 

スマートハウジ

ング 豊洲まち

なみ公園 

比べてみよう！

初めての住宅展

示場見学会 

事前にモデルハウスを3棟選んで見学するイベン

ト。初めに住まいのナビゲーターが見学の仕方と

質問のコツを伝授します。当日は記名の必要がな

く匿名で見学できる、住まいづくりナビセンター

ならではのユニークなイベント！ 

展示場見学が初めての方には特におすすめです。 

（ミニセミナー） 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

松本 亜古 

20名 
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日時・場所 タイトル 内容 講師 定員 

10月20日(火) 

13：30～15：30 

LIXILショールー

ム東京(新宿) 

キッチンや窓を

見てみよう！～

LIXILショールー

ム東京見学会in

新宿～ 

住まいに関わるものが見られる首都圏最大級の

ショールームで、キッチンやバスルームなど、実

際に体感できる住まいの最新設備をガイドの解

説付きで見学します。まずはショールーム活用の

コツを住まいのナビゲーターがお話します。戸建

ての新築、建て替えやリフォーム、マンションリ

フォームをお考えの方、必見です。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

佐藤 恵利子 

20名 

10月24日(土) 

11：00～12：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

土地購入 

自信を持って進

むための秘訣！ 

土地を購入から住まいづくりを始める方のため

のセミナーです。 

自宅の土地を購入するときに気をつけたいポイ

ントや、知っておきたいことをわかりやすくお話

します。土地探しの仕方、候補地チェックのコツ、

トラブルの回避の方法など、土地探しする方に毎

回大好評のセミナーです。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

川道 恵子 

20名 

10月24日(土) 

13：00～14：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

確 か に 聞 き た

い！ 

家づくりの全て 

初めて一戸建ての新築・建て替えを計画中の方向

けの講座です。 

まずは住まいづくりの全容を把握して、資金計

画、プランニング、契約、工事現場など、納得の

住まいづくりのために押さえておきたい大切な

ポイントを正確につかみましょう。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

中野 健 

20名 

10月27日(火) 

13：00～15：30 

サンゲツ東京シ

ョールーム 

（品川） 

ショールーム de

壁紙コーディネ

ート体験 

住まいのナビゲーターが住まいのインテリアを

コーディネートするときの基本的なポイントを

わかりやすくお伝えします。その後、ショールー

ムを見学してから自分で壁紙を選んで頂きます。

コーディネーターのワンポイントアドバイスも

受けられる体験型のイベントです。 

(ミニセミナー) 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

三上 紀子 

12名 

10月31日(土) 

13：00～14：30 

住まいづくりナ

ビセンター 

間取りのドリル 

＊新規セミナー 

「いい間取り」というときの「いい」って何でし

ょう？日当たりや風通し、家族関係、またはちょ

っと座ったときの落ち着いた感じなど様々です。 

「間取り」の読み方には、見るときのポイントが

あります。住まいづくりのプロが、いくつか問題

を出していきながら、間取りの読み方を伝授しま

す。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

古屋 英紀 

20名 

10月10日(土) 

10月24日(土) 

13：00～17：15 

住まいづくりナ

ビセンター 

建築資金相談 ファイナンシャルプランナーによる、住宅ローン

借り入れや、ライフプランニングなど、住宅取得

のための資金相談。約75分。 

住まいのナビゲータ

ー/ファイナンシャル

プランナー 

香取 玲子 

3枠 

10月17日(土) 

13：00～17：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

法律相談 司法書士による、住宅取得および計画敷地に関わ

る法律、不動産取得や登記などの相談。約60分。 

司法書士 4名 

 

 

１４ 第１１回「台所・お風呂の川柳」入賞作品発表 
 

[主 催]  キッチン・バス工業会 

[テーマ] 家庭文化のありようを家族みんなで考えよう！ 

[後 援] 国土交通省、経済産業省、内閣府 

[協 賛]  (一財)ベターリビング、(一社)日本ガス協会、日本ＬＰガス団体協議会、 

(一社）住宅リフォーム推進協議会、(一社)日本建材・住宅設備産業協会 

その他７団体より協賛 
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[期 日]  平成２７年１０月１３日（火） 

[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、落語家 山遊亭金太郎氏、(一財)ベターリビング顧問 

     那珂正氏等の選者により、応募作品の選考会を実施、１０月１３日に各賞を確定し、 

     公表する。 

     第１０回の募集総数は１７７，７１６句。 

 

 

１５ 耐震技術認定者講習会 

 

[主 催] 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 

[テーマ] 耐震診断法の習得 

[日 時] 平成２７年１０月１５日（木）１０：００～１７：４０ 

[会 場] 新潟テルサ（新潟市中央区） 

[内 容] 「耐震診断の基礎知識とＮ値完全マスター」 講師：安斎 正弘氏 

     「一般診断法の評価内容と現地調査のポイントについて」 

                          講師：木耐協事務局 嶋田 章 

     建築事業者向けの耐震診断法の習得のための講習会。 

 

 

１６ 第２７回住生活月間協賛 まちなみシンポジウム  
 

[主 催]  （一財）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） 

[入場料] 無料 
 

○まちなみシンポジウム in 東京 

[日 時]  平成２７年１０月１５日（木）１３：００～１６：３０ 

[会 場] （独）住宅金融支援機構１階「すまい・るホール」 

[テーマ] これから求められるまちづくりのあり方 
[内 容] ２０１３年度の住宅・土地統計調査によると、住宅ストック数は６，０６３万戸で、 

     総世帯数５，２４５万世帯に対して、約１６％多くなっている。高度経済成長期以 

     降、日本の都市周辺部につくられた大量のニュータウンでは、高齢化が進み、「オ 

     ールドタウン」化しつつある。そこで、今後の住宅地開発や人口減少社会における 

     まちづくりのあり方について、議論を深めたい。 

    第１部：基調講演 

       ①「持続可能な地域コミュニティ形成とまちづくり」 

          齊木 崇人（神戸芸術工科大学 学長） 

       ②「人口減少社会を希望に」 

          広井 良典（千葉大学法政経学部 教授） 

    第２部：パネルディスカッション 

        「コミュニティ再生と自然共生」を考えたまちづくり 

        モデレーター 

          藤本 昌也（建築家・日本建築士会連合会 名誉会長） 

        パネリスト 

          齊木 崇人（神戸芸術工科大学 学長） 

          広井 良典（千葉大学法政経学部 教授） 
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    平成２７年１１月１１日（水）に、大阪国際会議場（グランキューブ大阪）にて「ま 
ちなみシンポジウム in 大阪」を実施する。 ＊http://www.machinami.or.jp 

 

 

１７ ジェルコ デー 
 

[主 催] (一社)日本住宅リフォーム産業協会(ＪＥＲＣＯ) 

[テーマ] 快適な住生活をお届けします 

[日 時] 平成２７年１０月１８日(日) 

[会 場] 北海道支部、東北支部、関東甲信越支部、中部北陸支部、近畿支部、 

     中国四国支部、九州支部、沖縄支部 

[内 容] 全国８支部ごとに、関連メーカーショールームを借用し、生活者向けのセミナー 

     (リフォームに関する様々な疑問にお答えする内容を予定)を開催。 

 

 

１８  第１８回「木の家・こんな家に住みたい」作文コンクール 
 

[主 催]  (一社)日本木造住宅産業協会 

[テーマ]  「木の家・こんな家に住みたい」 

[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 

     (株)朝日学生新聞社 

[期 間]  募集期間 平成２７年６月１日（月）～９月４日（金）（消印有効） 

     表彰式  平成２７年１０月２４日（土）１４：００～ 

[会 場] 東京都内会場 

[内 容] 全国の小学生を対象とした「木の家・こんな家に住みたい」作文コンクールを通じ

て、木造住宅の良さや環境保護の大切さへの理解を深め、木造住宅の普及啓発を図

る。今年で１８回目となる継続実施であり、更なる応募作品数の確保と内容の拡充

を図る。 

     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。 

 
 
１９ 第５０回全国木材産業振興大会 
 

[主 催]  (一社)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創造的再興（仮） 

[日 時] 平成２７年１０月２９日（木） 

[会 場] 三重県総合文化センター（三重県津市） 

[内 容] 大会宣言決議、記念講演、表彰式 他 

 

 
２０  第５１回全国不動産会議 沖縄県大会 
 
[主 催]  (公社)全日本不動産協会 

[後 援]  国土交通省、沖縄県、那覇市 

[期 間]  平成２７年１０月２９日（木） 

[会 場] ロワジールホテル那覇 

[テーマ]  ２１世紀ビジョン 世界のＨＵＢとして求められるもの 
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[内 容] 記念講演 人づくりの種をまく～感動体験でおこす人と地域と未来の話 

          南島詩人(演出家・脚本家・詩作家・地域活性家) 平田 大一氏 

     http://www.zennichi-okinawa.jp/taikai/ 

 


