
令和３年９月９日

住宅局住宅政策課

令和３年度「住生活月間」を実施します
ǗඌἨἕἻಗಶἿታἿἛἲషǗ

国土交通省では、住意識の向上を図り、豊かな住生活を実現するため、毎年度１０月を「住

生活月間」と定めて総合的な啓発活動を展開しております。

今年度は、住生活月間中央イベントや住生活月間フォーラム等を開催するほか、官民協力

の下、全国各地で実施されるシンポジウム、住宅フェア等を通じて住生活の向上に役立つ様

々な情報を提供いたします。

１．期 間

令和３年１０月１日（金）から１０月３１日（日）まで

２．関係行事の実施機関

国土交通省、地方公共団体、住生活月間実行委員会（会長 松野 仁氏）、

住生活月間中央イベント実行委員会（委員長 芳井 敬一氏）など

３．主な行事

（注）新型コロナウイルス感染症の影響により行事が中止又は延期となる場合があります。

(1) 第33回住生活月間中央イベント （資料１）

○テーマ「新たな日常」をもっと快適に

－「働く・子育て・災害対策・脱炭素」家族とミライがつながる省エネ健康住宅－

・住まいフェス in 京都

日 時：令和３年10月16日（土） 10:00～17:00

令和３年10月17日（日） 10:00～15:00

場 所：国立京都国際会館 1F Annexホール

(2) 住生活月間フォーラム （資料２）

○テーマ「超高齢社会における住まいを考える」～人生100年時代の住生活のあり方～

日 時 ： 令和３年10月26日(火) 14:00～16:30

開催方法 ： WEB配信

(3) 第33回住生活月間功労者表彰 （資料３）

(4) 地方公共団体関連の行事 （資料４）

(5) 関連団体の行事 （資料５）

住生活月間オフィシャルサイトはこちら http://www.jh-a.or.jp/jyuuseikatu/top.html

＜問い合わせ先＞ 代表電話：03-5253-8111

住宅局住宅政策課 松田（内線39-223）、松原（内線39-224）

(直通：03-5253-8504 FAX：03-5253-1627）

 

 



第３３回住生活月間中央イベントについて 

 第３３回住生活月間中央イベント基本テーマは、                                       

「新たな日常」をもっと快適に                                            

-「働く・子育て・防災対策・脱炭素」家族とミライがつながる省エネ健康住宅- です。 

中核である住生活月間テーマ展示イベント「住まいフェス in 京都」は、新型コロナ感染症対策を徹底し、10

月 16日と 17日の 2日間にわたり京都市の国立京都国際会館において開催する予定です。ただし、新型コロナ

感染症が拡大していることから、例年実施している合同記念式典やテープカットセレモニー、全国の住宅展示場

等での住宅関係情報の提供を行う「住生活月間中央イベントキャンペーン」は、人流を抑制する観点より中止す

ることといたしました。なお、緊急事態宣言又は蔓延防止重点措置が発出されている場合は、展示会場への入場

はできずホームページでの展示イベント公開のみとなる場合がありますのでご注意ください。 

 

また、ホームページで情報発信を行う「住宅すまいＷｅｂ」は、住宅・すまいの専門家が研究成果を解説する立

体シンポジウムや、３ＤＶＲによる展示場ヴァーチャルツアーを行うほか、「家やまちの絵本コンクール」の入賞作

品や、住生活月間・住生活月間中央イベントに関する情報を発信します。 

Ⅰ．第３３回住生活月間中央イベント 住まいフェス in 京都 

京都市にある国立京都国際会館において、「新たな日常」をもっと快適に－「働く・子育て・災害対策・脱炭素」

家族とミライがつながる省エネ健康住宅－を基本テーマに、住生活の向上に役立つ最先端の情報をはじめとす

る各種の展示を行います。また、住生活月間中央イベントの HP「住宅・すまい Web」上で展示場ヴァーチャルツ

アーを実施し、展示会場に来場できない方々にも広く情報発信を行います。 

  会 期：令和３年１０月１６日（土）～１０月１７日（日）２日間 

  会 場：国立京都国際会館 １F Annexホール  

  主 催：住生活月間中央イベント実行委員会 

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

※ 緊急事態宣言又は蔓延防止重点措置が会期にかかる場合は、HP「住宅・すまい Web」での展示イベント公開のみとし、

展示会場への入場はできない場合もあります。 

Ⅱ．HP「住宅・すまい Web」での全国への情報発信事業（http://www.jutaku-sumai.jp） 

住生活月間中央イベントの HP「住宅・すまい Web」を通じて、住宅・すまいに関する価値の高い情報を全国に

向けて発信します。 

（１）立体シンポジウム 

住宅・すまいに関する 5 つのテーマについて、専門のプロデューサーが研究成果を基に多角的に解説を

行います。 

資料１ 
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① 「高齢社会とすまい・まち」 

小泉 秀樹 氏（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授） 

② 「まちなみとすまい」 

浅見 泰司 氏（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授） 

③ 「環境とすまい・まち」 

岩村 和夫 氏（東京都市大学名誉教授） 

④ 「ライフスタイルとすまい・まち」 

松村 秀一 氏（東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授） 

⑤ 「教育とすまい・まち」 

小澤 紀美子 氏（東京学芸大学教育学部名誉教授） 

（２）展示場ヴァーチャルツアー 

国立京都国際会館に設営された展示イベント会場を３DVR方式でヴァーチャル見学する 

ことができます。 

（３）住生活月間・住生活月間中央イベント関連情報発信 

① 第 33回住生活月間中央イベント催事紹介 

② 日本全国住生活月間の旅 

③ 住生活月間中央イベントアルバム   

Ⅲ．第１７回「家やまちの絵本コンクール」の実施 

あこがれの家や好きなまちをテーマにした絵本の作成を通して「家やまち」、「家族のつながり」に対する関心を

高め、併せて子どもの「住まいやまちへの関心の向上」、「創造力・表現力の育成」を図ることを目的として実施し

ます。入賞作品は展示会場にパネル展示するとともに、「住宅・すまいWeb」にて公開します。 

（１）募集部門 子どもの部（小学生以下） 

      中学生・高校生の部 

      大人の部（18歳以上） 

      子供と大人の合作の部（小学生以下と１８歳以上の合作） 

（２）表  彰  国土交通大臣賞、文部科学大臣賞、住宅金融支援機構理事長賞、 

都市再生機構理事長賞、住生活月間中央イベント実行委員会委員長賞、 

入選作品、審査員特別賞 

 

以 上  
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申し込み不要・参加費無料

【主催】 住生活月間実行委員会 【後援】 国土交通省

開催概要

有田 美津子 氏

大月 敏雄 氏 荒川 剛 氏

栗原 潤一 氏

〔講師・パネリスト・コーディネーター〕

内容

令和３年 10月 26日 (火)

14:00 ～ 16:30 

我が国では本格的に超高齢社会を迎え、国民がいくつになっても健やかで心豊かに生活できる社会の実
現が求められています。住宅分野においては、環境性能の向上や高齢者のニーズに応じた様々なサービス
の提供が重要な課題となっています。新型コロナウイルス感染症を契機とした「新たな日常」の中で、住宅と
健康の関連性、 IoTやAI等を活用した住生活関連サービス、住宅資産を活用した金融サービスなどについて
情報共有と議論を行い、今後の超高齢社会における住まいについて考えます。

住生活月間フォーラム
｢超高齢社会における住まいを考える｣
～人生100年時代の住生活のあり方～

◇第１部 : 基調講演

（ミサワホーム株式会社技術担当顧問）

(東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 教授）

（住まいのお金相談室代表 ファイナンシャル・プランナー）

（パナソニック株式会社 ビジネスソリューション本部 SST推進
総括 兼 Fujisawa SSTマネジメント(株) 代表取締役社長）

◇第２部 : パネルディスカッション

大月 敏雄氏

〔パネリスト〕 (50音順)

有田 美津子氏

栗原 潤一氏

荒川 剛 氏

〔講師〕

大月 敏雄氏

〔コーディネータ－〕

【開催方法】WEB配信
※詳細につきましては、後日、住生活月間オフィシャルサイトにおいて
掲載いたします。

・住生活月間オフィシャルサイトから、どなたでも無料で視聴いただけます。
・事前に視聴申込み等をしていただく必要はございません。
・詳細につきましては、後日、住生活月間オフィシャルサイトにおいて掲載いたします。

住生活月間オフィシャルサイト：http://www.jh-a.or.jp/jyuuseikatu/top.html

※右のQRコードからもアクセス可能です。

視聴方法

〔パネリスト〕

〔基調講演講師・コーディネーター〕 〔パネリスト〕

〔パネリスト〕

資料２
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第３３回住生活月間功労者表彰について 
 

 

住 宅 局 
 

 

■住生活月間功労者表彰 
国土交通省では、住生活月間の行事の一環として、住意識の向上、ゆとりあ

る住生活の実現及び建築物の質の向上を図るため、各分野において活躍された

個人・団体に対し、功労者表彰を行っております。 

  

  あわせて、令和２年７月豪雨に際し、功績のあった団体に対し、感謝状を贈

呈します。 

 

 

 

 

資料３ 
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都道府県 期　間 行事名称 主催 行事概要

北海道
10/1～10/29
（事前予約制、土
日祝を除く）

マンション維持管理・建替え相談 札幌市
マンション管理士等によるマンションの管理運営、建
替え等に関する個別相談

10/6、13、20、27
（毎週水曜日）

木造住宅の耐震化に関する相談
札幌市、（一社）北海道建築士
事務所協会札幌支部

木造住宅について、建築士による相談対応

10/8、22
（毎月第2、第4金
曜日）

建築物の耐震化に関する相談
札幌市、（一社）北海道建築士
事務所協会札幌支部

鉄筋コンクリート造等の建物について、建築士による
相談対応

10月～11月（約
２ヶ月）

全道一斉オープンハウス 北海道
北海道が登録する優良な住宅事業者（きた住まいる
メンバー）が設計、建設する住宅（北方型住宅等）の
オープンハウスを道において集中的にPRするもの。

10月上旬
ほっかいどう住宅フェア2021パネル
展

ほっかいどう住宅フェア実行委
員会

一般ユーザー向けに北方型住宅の仕組みや関連事
業、助成制度、きた住まいるヴィレッジ及びこれらに
携わる建築家や工務店などをわかりやすく紹介し、
PRするもの。

10月下旬 北海道空き家相談会 北海道
離れた地域に空き家を所有する人を対象に、空き家
所在地の市町村と不動産、法律、建築等の専門家
が助言を行う相談会を開催する。

10月中（通年） 住宅相談 旭川市
住宅に関する相談対応（（一財）北海道建築指導セ
ンターに委託）

10月中（通年） マンション管理相談
（公社）北海道マンション管理組
合連合会旭川支部

マンション管理に関する相談対応

青森県
10月中
(通年実施)

住宅相談
(一社)青森県建築士事務所協
会

住宅に関する相談対応

宮城県
10月中
(通年実施) 住宅再建相談会

(独法)住宅金融支援機構東北
支店、みやぎ復興住宅整備推
進会議

資金計画相談、住まいの再建のための総合施策情
報、プランニングに関する情報の提供等

10月中
(通年実施)

建築物の耐震診断・耐震リフォーム
改修に関する無料相談

宮城県、(一社)宮城県建築士事
務所協会

木造住宅、マンションやそれ以外の建築物の耐震診
断や耐震改修について、建築士による無料相談所を
開設

10/13 戸建木造住宅耐震化相談会 仙台市
耐震診断士による戸建木造住宅の耐震化に関する
相談会(要予約)

10/16
令和3年度第2回マンション管理基
礎セミナー

マンション管理支援ネットワーク
せんだい・みやぎ、(公財)マン
ション管理センター

分譲マンションの管理運営等に関する講演、相談
会、交流会

10/16 マンション管理相談会 仙台市
マンション管理士による分譲マンションの管理運営等
に関する相談会

秋田県

9/1
～10/30

※
(受付期間)9/1～
9/30
(審査)10月中旬
(表彰･展
示)10/30

第35回
秋田の住宅コンクール

秋田県・（一社）秋田県建築士
事務所協会

「秋田の住宅」を共通テーマとして部門別（一般、学
生、専門）に作品や提言を募集し、入選作品を展示
する。

茨城県 10/2、10/16 住まいの相談会
茨城県、（一財）茨城県建築セ
ンター

住宅全般に関する相談

10/9 専門家による空き家の無料相談会 日立市
空き家に関する無料相談会（相談員：茨城県弁護士
会の弁護士、茨城司法書士会の司法書士、茨城県
宅地建物取引業協会の宅建士）

10/9
危険ブロック塀等の改善及び木造
住宅の耐震化に関する無料相談会

日立市
危険ブロック塀等の改善及び旧耐震基準の木造住
宅の耐震化に関する無料相談会（相談員：市職員、
茨城県建築士会日立支部の建築士）

10/16

10/31

令和３年度「住生活月間」地方公共団体関連行事予定

（注）新型コロナウィルス感染症の影響により行事が中止又は延期となる可能性があります。詳細は主催者にお問い合わせください。

（１０月実施分のみ）

空き家対策セミナー「実家を空き家
にしないために」

（一社）住教育推進機構
空き家の発生抑制を目的とし、空き家に興味関心が
ある方向けのセミナー

資料４
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都道府県 期　間 行事名称 主催 行事概要

栃木県 － 住宅総合相談会
栃木県豊かな住まいづくり協議
会

耐震対策をはじめ、欠陥住宅問題やバリアフリー、リ
フォーム、空き家の利活用などの住宅に関する問題
への県民の不安解消を図るため、建築士、司法書士
等による相談会を実施する。

10/9
～11/15

とちぎ住宅フェア2021 住宅フェア栃木実行委員会

中小工務店から大手ハウスメーカー、住宅設備会
社、インテリア、エクステリア、住宅行政関係団体な
ど幅広い企業等が参加し、最新省エネ住宅の紹介、
相談対応、各種イベントの開催などを実施し、県民
の住まいや居住環境の向上と住宅関連産業の振興
を図るための住宅イベント。（本年度はインターネット
上での開催）

群馬県
10/2
～10/3

無料出張住宅相談会 群馬県

10/21
～10/27

「２０２１ぐんまの家」設計建設コン
クール受賞作品展示

群馬県、群馬県ゆとりある住生
活推進協議会

群馬県内で建された良質で住みやすい住宅を募集
し、入賞作品に係る展示を行う。

埼玉県
10/1
～10/31

一般消費者向け不動産取引に関す
る情報提供

(公社)埼玉県宅地建物取引業
協会
(公社)全国宅地建物取引業保
証協会埼玉本部

一般消費者を対象に不動産取引に関する正しい知
識の習得及びトラブルを未然に防止するため、不動
産取引に関する情報提供及び不動産無料相談所の
周知を行う。

10/2 マンション管理基礎セミナー
埼玉県マンション居住支援ネッ
トワーク、埼玉県、越谷市、（一
社）埼玉県マンション管理士会

マンション管理に関する講演、情報交換会

10/5 マンション管理相談
春日部市、
（一社）埼玉県マンション管理士
会

マンション管理組合及び区分所有者を対象にした、
マンション管理に関する、専門家による相談会

10/11 空家等相談
越谷市、（公社）埼玉県宅地建
物取引業協会越谷支部

空家等の適正管理、活用・流通、予防に関する専門
家による相談会

10/11 マンション管理相談
富士見市
（一社）埼玉県マンション管理士
会

マンション管理組合及び区分所有者を対象にした、
マンション管理に関する、専門家による相談会

10/12 耐震相談会 (一社)埼玉建築設計監理協会
特定建築物等マンション、木造住宅、建築物の耐震
相談

10/12 不動産無料相談 白岡市 相続、贈与、空家対策等に関する相談

10/18
～10/31

令和３年度住生活月間シンポジウ
ム

埼玉県住まいづくり協議会 住生活に関する講演会（Web配信）

10/19 マンション管理相談会
越谷市、（一社）埼玉県マンショ
ン管理士会

マンション管理組合及び区分所有者を対象にした、
マンション管理に関する、専門家による相談会

10/19 住宅リフォーム・耐震相談会

越谷市、（一社）埼玉建築士会
越谷支部越谷部会、（一社）埼
玉県建築士事務所協会越谷中
央支部

木造住宅のリフォーム・耐震に関する、専門家による
相談会

10/23 マンション管理基礎セミナー
埼玉県マンション居住支援ネッ
トワーク、埼玉県、越谷市、（一
社）埼玉県マンション管理士会

マンション管理に関する講演、相談会

10/23
安全で快適な家づくり無料建築相
談会

川口市、
（一社）埼玉県建築士事務所協
会

建築士による住宅の無料相談会

10/26 耐震相談会 (一社)埼玉建築設計監理協会
特定建築物等マンション、木造住宅、建築物の耐震
相談

10/24 狭山市商工祭
(公社)埼玉県宅地建物取引業
協会彩西支部

不動産無料相談、冊子・記念品配布

10/30 2021大宮区民ふれあいフェア
(公社)埼玉県宅地建物取引業
協会大宮支部

支部ＰＲ、ティッシュ配布、ガス風船配布、ストラック
アウト実演
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都道府県 期　間 行事名称 主催 行事概要

千葉県 10/1、16 木造住宅無料耐震相談会 市川市
ご自宅の耐震性について不安や相談したい内容が
ある市民に対し、耐震診断士が相談に応じます

10/1 住宅相談
習志野市、
千葉県建築士事務所協会習志
野支部

建築士による住宅に関する無料相談

10/6 マンション管理相談会 松戸市 分譲マンションに係る相談会

10/8 住宅相談 我孫子市 住宅の増改築等に関する相談

10/8 不動産相談 我孫子市 不動産売買、賃貸借契約等の相談

10/9 住宅リフォームに関する相談窓口 松戸市 住宅の増改築及び修繕等に関する相談会

10/9
リフォームのポイントとバリアフリー
住宅

松戸市 住宅の増改築及び修繕等に関する市民講座

10/12 木造住宅の耐震に関する戸別訪問 八千代市
木造住宅の耐震化を促進するために，特定の地域
内にある住宅を訪問し，普及啓発チラシ及び各補助
制度案内チラシの配布、説明を行う。

10/14、28 住宅リフォーム相談 市川市 増改築、修繕など住宅リフォームに関する相談

10/17
令和3年度第1回県民向け住宅リ
フォーム講習会及び相談会

千葉県、ちば安心住宅リフォー
ム推進協議会

県民の住宅リフォームに関する基礎知識の習得を支
援するための講習会及び相談会

10/20 住宅リフォームに関する相談窓口 松戸市 住宅の増改築及び修繕等に関する相談会

10/20 住宅リフォーム無料相談会 白井市 増改築、修繕などの住宅リフォームに関する相談

10/22 木造住宅耐震相談会 茂原市
耐震化の必要性と耐震診断・改修費補助金利用の
相談

10/23
マンション管理のためのセミナー，
相談会

八千代市、
（一社）千葉県マンション管理士
会

マンション管理組合員及び区分所有者を対象とした
マンション管理問題に関するセミナー及び個別相談
会を実施する。

10/29
令和3年度第2回住宅リフォーム事
業者等向け講習会

千葉県、ちば安心住宅リフォー
ム推進協議会

リフォーム関係事業者等の知識・技術の向上を目的
とした講習会

10/30 浦安マンションライフセミナー 浦安市 管理組合運営に関するセミナーおよび意見交換会

10/31 わが家の耐震相談会 千葉県、匝瑳市 木造住宅の耐震に関する相談会

10/8 住宅増改築相談会 千葉市増改築相談員協議会 住宅の増改築に関する相談会

10/14,10/21 分譲マンション相談会 千葉市
マンションの維持管理や建替え、管理組合の運営等
に関する相談会

10/23 千葉県マンション管理士会相談会
（一社）千葉県マンション管理士
会

マンション管理に関する各種相談に応じる相談会

10/23 住情報セミナー 千葉市 住宅に関する様々なテーマでセミナーを開催
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都道府県 期　間 行事名称 主催 行事概要

東京都 10月下旬以降 マンション管理・再生セミナー 東京都 マンションの管理及び再生に関する講演の動画配信

10/8
～10/9

省エネ・エコリフォーム＆東京の木・
多摩産材展　２０２１

東京都
住宅に使用する断熱材や「東京の木・多摩産材」に
触れ合える展示会

10/21
公益財団法人日本賃貸住宅管理協
会 東京都支部 住環境向上セミ
ナー

公益財団法人日本賃貸住宅管
理協会 東京都支部

住環境の向上を目的に、賃貸人を主として賃貸管理
に関わる全ての皆さまを対象に、法律や市場動向等
につきセミナーを実施

神奈川県 10/15 高齢者の住まい探し相談会 平塚市 賃貸住宅に関する相談会

10/23
（予定）

空き家相談会 二宮町 空家に関する相談会（売買・リフォーム）

新潟県 10/30
住生活月間協賛
「賃貸住宅の住環境向上セミナー」

公益財団法人　日本賃貸住宅
管理協会　新潟県支部

貸主・借主をはじめ広く市民に理解を促す目的で最
近の行政の動向や協会の取組み等に関するセミ
ナーを行う。

富山県 10/23 実家を空き家にしないために
(一社)富山県中央古民家再生
協会

セミナー、ワークショップ

石川県
10/1
～10/31

第27回「わたしの住みたい家」児童
画コンクール

いしかわ21世紀住まいづくり協
議会、中日新聞北陸本社

幼児及び小学生を対象に「家」に関するテーマで絵
画を広く募集し、作品の展示、優秀作品の表彰を行
う。

10/7,21,26 石川県ハウジングスクール
いしかわ21世紀住まいづくり協
議会

大工・工務店等、地域の建築会社従業者を中心に新
技術情報の提供・普及、住宅関連技術知識の向上
等の指導を目的として開校する。

福井県 10月中 空き家無料相談会 南越前町
空き家所有者等が抱える問題に対し宅地建物取引
士が個別相談および空き家情報バンクの活用促進
を行う

山梨県 10/31 甲斐市空き家無料相談会 甲斐市
空き家の適正な維持管理において空き家所有者が
抱える悩みについて、司法書士、宅地建物取引士が
個別相談に応じる無料相談会

岐阜県 10/24
全建総連岐阜建労（全建岐阜）第44
回住宅デー

全建総連岐阜建設労働組合県
本部

古民家の修繕作業　他

静岡県 10/2 空き家に関するワンストップ相談会 静岡県・富士市・藤枝市
空き家に悩む所有者が宅建士や税理士などの専門
家に一度に相談することができる相談会

10/25 省エネ住宅連続講習会 静岡県住宅振興協議会 省エネ住宅に関する一般消費者向けの講習会

愛知県 10/21 建築相談 日進市 新築、リフォーム、耐震改修に関する相談

10/21 不動産相談 日進市 不動産の売買、賃貸借に関する相談

10/12
（毎月第2火曜
日）

空き家（不動産）無料相談会 東海市
不動産専門員による空き家の利活用や不動産取引
などに関する相談会

10/26 ゆとりある住まい講演会

愛知ゆとりある住まい推進協議
会
愛知県
名古屋市

「ゆとりある住まい」をテーマにした講演会

10/26 すまいる愛知住宅賞表彰式

愛知ゆとりある住まい推進協議
会
愛知県
名古屋市

ゆとりある住まいの工夫がなされた住宅に対し賞を
授与し作品を紹介する。
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都道府県 期　間 行事名称 主催 行事概要

三重県
10月中
（通年実施）

住宅耐震関係パンフレット配布 三重県及び県内29市町 県庁内、各市町窓口等にてパンフレットの配布

10月中
（通年実施）

木造住宅耐震に関する　住宅団地
訪問

三重県及び県内29市町
木造住宅の耐震化を促進するために、特定の団地
内にある住宅を訪問し、普及啓発チラシ及び無料耐
震診断申込書を配布・説明

10月中
（通年実施）

木造住宅耐震に関する　相談会 津市
木造住宅の耐震化を促進するために、市役所及び
各総合支所（９ヵ所）で相談会を実施

10/2 ワンストップ空き家相談会 伊賀市
相続や不動産売買、リフォームなど空き家に関する
さまざまな相談にワンストップで対応できるよう専門
家による空き家相談会

10/30 桑名市空き家・住宅相談会 桑名市
空き家問題、住まい探し、耐震対策及び補助金など
に関する相談会

滋賀県
10/16
～10/31

空き家発生予防啓発CM配信 滋賀県
空き家所有者等に対して、空き家問題への気づきを
促し、相談窓口の案内を行う。

10/1
～10/30

木造住宅耐震化に関する相談会 高島市 木造住宅耐震化に関する相談会

大阪府
10/1
～11/30

秋の入居促進キャンペーン 大阪府住宅供給公社

多様な世代・世帯、特に高齢者、子育て世帯の方
に、住まいの相談や低廉で良質な公社賃貸住宅ス
マリオの紹介を行います。また、ご入居される世帯に
は防災グッズや高齢者等見守り支援サービス等の
無償提供を行い（条件等あり、）安心・安全な住生活
を支援します。

10/11 吹田市住まい探し相談会

吹田市
大阪府
Osakaあんしん住まい推進協議
会

住宅確保要配慮者の住宅探しに関する相談会

10/16 東大阪市住まい探し相談会

東大阪市、
大阪府、
Osakaあんしん住まい推進協議
会

住宅確保要配慮者の住宅探しに関する相談会

10/1
～11/30

あんぜん・あんしん賃貸住宅制度
（住宅セーフティネット制度）の広報

大阪府、
Osakaあんしん住まい推進協議
会

市町村広報への掲載、行政窓口でのミニのぼり設
置、市役所ロビー等でのパネル展示、『協力店』での
のぼり掲揚、民間施設でのPR等を行う。

10/9
住まいを購入する【第２回】住まい探
し編「はじめての住宅購入～自分に
合った住まい探し～」

大阪市立
住まい情報センター

どんな住まいが自分に合っているのか、これから住
宅を購入しようと考えている方に、自分に合った住ま
いを探すにはどうすればよいか解説する。

10/16
住まいを購入する【第３回】戸建住
宅編「戸建住宅を購入する（新築・
中古）」

大阪市立
住まい情報センター

これから戸建住宅の購入を検討している方に、新築
住宅と中古住宅、それぞれの購入時の注意点と、戸
建住宅ならではの購入のポイントを解説する。

10/16
住まいを購入する【第５回】リフォー
ム・リノベーション編「中古住宅をリノ
ベーションして住む」

大阪市立
住まい情報センター

中古住宅（戸建住宅・分譲マンション）を購入してリノ
ベーションをしたいと考えている方に、中古住宅のリ
ノベーションの事例や費用について紹介する。

10/17
住まいの維持管理【第２回】空き家
対策編「空き家の管理・利活用」

大阪市立
住まい情報センター

空き家の維持管理の方法や処分するために必要な
準備について学び、利活用について事例を紹介しな
がら解説する。

10/31
住まいの維持管理【第３回】リフォー
ム編「住まいのリフォーム」

大阪市立
住まい情報センター

住み慣れた家を維持管理しつつ長く住み続けるため
のリフォームや、空き家のリノベーションの進め方や
ポイント、事業者選びや様々な支援制度など、事例
をまじえて解説する。

兵庫県 10月～ 耐震リフォーム達人塾 兵庫県
木造住宅の耐震改修（診断・設計・施工）に携わる建
築技術者等を対象とした耐震改修の講習会

10/20 住まいの相談会 三田市

「NPOひょうご空き家相談センター」の専門家（司法
書士・建築士・土地家屋調査士・宅地建物取引士な
ど）による相続・売却・利活用など住まいの困りごと
相談会

10/22 建築無料相談会 三田市
「兵庫県建築士事務所協会（三田支部）」の会員建築
士による耐震及び住宅リフォームなどの相談会
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都道府県 期　間 行事名称 主催 行事概要

兵庫県 10/2 第10回加古川市耐震イベント
NPO法人「人・家・街　安全支援
機構」
加古川市（共催）

住まいの耐震・リフォームの個別相談会と展示会

10/4 マンション管理相談会 姫路市
管理組合を対象にマンションの適正管理についての
知識習得を目的としたセミナーの開催及び個別相談
会を実施

奈良県 10月中 マンション管理無料相談
奈良県マンション管理適正化推
進協議会

マンション管理士によるマンションの適正な管理に必
要な管理組合の運営等に関する無料相談を実施

10月中 住宅相談 奈良県、各市町村
建築士（住まいづくりアドバイザー）による住宅に関
する無料相談を実施

10/9 空き家相談会
いこま空き家流通促進プラット
ホーム

空き家所有者を対象にした不動産流通の専門家に
よる個別相談会

和歌山県 10/7,12,17,22
空き家予防のための
実家の将来設計

和歌山県空家等
対策推進協議会

県、各市町村、専門家が連携して空き家に関する無
料相談会を実施する。

鳥取県
10/10
～12/10

「木の住まいフェア」オンライン展示会
（一社）鳥取県木造住宅推進協
議会

鳥取県の木材、住宅技術の活用啓発並びに地域に
根ざした家づくりの推進を目的とし、バーチャル展示
会や住まいに関するオンライン無料相談等を行う。

10/11
令和３年度鳥取県居住支援協議会
セミナー

鳥取県居住支援協議会
居住支援の実践をテーマにしたセミナーの開催。居
住支援に携わる関係者の連携強化のためのグルー
プワークの実施。

岡山県 10/16 第2回マンション管理基礎セミナー 岡山市
分譲マンションの適正管理に関する講演、事例発表
及び個別相談会を実施

広島県 10月中 マンション管理セミナー
ひろしま住生活実行委員会
（共催）ひろしま住まいづくり支
援ネットワーク

未定

10月9日（土）10
日（日）

住まいの情報プラザ
ひろしま住生活実行委員会
（共催）ひろしま住まいづくり支
援ネットワーク

「住まいの省エネ」をテーマに，省エネ住宅の概要や
国や自治体の補助制度等について住民の方に情報
提供するイベント。

10月下旬 住まいに関するセミナー ひろしま住生活実行委員会
「住まいの省エネ」をテーマに，省エネ住宅の基本知
識や工事（新築，リフォーム）の事例紹介を専門講師
が分かりやすく説明するセミナー。

山口県 10/30 空家無料相談会 山口市 専門家による空き家の無料相談会

10/8 空き家無料相談 防府市 利活用・売買などに関する相談会

香川県
8/27
～11/12

大工技能者等の担い手確保・育成
研修会

一般社団法人香川県総合建設
センター

プレカット構造材を用いた木造軸組住宅の基礎とな
る大工技能を教えるためのプログラムで、その基礎
となる社会人基礎、労働安全衛生法、木造軸組住宅
概論、ＣＡＤ実習、建方実習、外部施工実習、内部施
工実習、設備機器、道具、工具の取扱等についての
技能の習得を目指す大工技能者育成プログラム

愛媛県 10/23～10/24 2021えひめ暮らしと住まいフェア
愛媛県住宅建設振興協議会
共催：国土交通省、愛媛県

住宅無料相談、苦情相談、木造住宅耐震セミナー、
マンション管理基礎セミナー、住情報の提供

高知県 10月下旬 住宅相談窓口担当者等講習会 高知県
住宅相談を行ってる市町村等の相談窓口担当者に
対して、最新の情報を提供し窓口機能の充実をサ
ポートする講演会。

10月中旬 高知県居住支援協議会セミナー 居住支援協議会 居住支援に関する講演及び意見交換。

10/1～10/31 木造住宅の耐震リフォーム達人塾 高知県
木造住宅の耐震改修工法等について学べるオンラ
インセミナー。高知県内事業者が担当。
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都道府県 期　間 行事名称 主催 行事概要

福岡県 10/3 空き家課題対策セミナー 一般社団法人住教育推進機構
専門家による基調講演、住教育カードゲームを用い
たディスカッション型セミナー

10/10 空き家課題対策セミナー
一般社団法人住教育推進機構
筑後市

専門家による基調講演、住教育カードゲームを用い
たディスカッション型セミナー

10/23 オンライン暮らしの相談窓口
一般社団法人全国古民家再生
協会福岡連合会、嘉麻市

オンラインによる空き家、移住・定住支援など暮らし
に関する相談会

10/24 空き家課題対策セミナー 一般社団法人住教育推進機構
専門家による基調講演、住教育カードゲームを用い
たディスカッション型セミナー

10/31 空き家課題対策セミナー
一般社団法人住教育推進機構
みやま市

専門家による基調講演、住教育カードゲームを用い
たディスカッション型セミナー

佐賀県 10月上旬 県下工業高校建築設計競技 佐賀の木・家・まちづくり協議会
建築を学ぶ高校生を対象に木造住宅の設計を通し
て建築への関心を深めるため、競技大会を実施。

長崎県 10/22～25 2021まちづくり総合住宅フェア
長崎県
長崎県ゆとりある住まいづくり
推進協議会

住まいに関する展示、県市補助等の紹介、各種セミ
ナー等

熊本県 10月中 あんしん住まいのパネル展 熊本市 住生活に関するパネル展示及び資料提供

10/13 マンション管理相談会
(一社)熊本県マンション管理士
会

マンション管理士によるマンション管理組合等に関す
る相談会

10/27 マンション管理基礎セミナー

（一財）熊本県建築住宅セン
ター
（公財）マンション管理センター
（一社）熊本県マンション管理士
会
（共催）
国土交通省、熊本県

マンション管理に携わる関係者に対する専門家によ
る講演会

大分県 10月上旬
おおいた木の良さを生かした建築
賞２０２１結果発表

大分県 県内の木造建築物の顕彰11月に表彰式を実施予定

大分県
10/1
～10/30

賃貸住宅オーナー向けセミナー（仮
称）

(公財)日本賃貸住宅管理協会 WEBセミナー

宮崎県
10/30
～10/31

のぼりざるフェスタ のぼりざるフェスタ実行委員会
例年行われている観光物産展である当該行事にお
いて、住情報の提供を行うブースを出展する予定

鹿児島県 10/23～24 2021かごしま住まいと建築展

鹿児島県ゆとりある住まいと街
づくり推進協議会
（共催）鹿児島県

住宅・建築に関する各種展示，無料相談会，講演会
の実施により広く住宅に関する情報を提供

10/23～24
第57回県内高等学校建築系生徒に
よる建築設計競技作品展

（公社）鹿児島県建築士会
県内建築系高校生による設計競技作品の展示・表
彰

10/23～24
第31回住まいのリフォームコンクー
ル作品展

（公社）鹿児島県住宅・建築総
合センター

住宅リフォーム施工例の展示・表彰

10/23～24
かごしま木造住宅コンテスト2021建
築設計競技作品展

鹿児島県木造住宅推進協議会 木造住宅建築事例の表彰・展示

10/23～24 かごしま空き家活用コンテスト 鹿児島県 空き家活用のアイデアや事例の表彰・展示

10/16 空き家対策セミナー （一社）住教育推進機構 専門家による後援，住教育カードゲームの実施
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都道府県 期　間 行事名称 主催 行事概要

沖縄県 10/18～22 住まいのパネル展示 沖縄県 住宅施策に関するパネル展示、パンフレット配布

10月～（通年） 住宅設計展 沖縄県建築士事務所協会 住宅設計事例作品のWEB公開

12



 

 

 住生活月間における実行委員会会員団体の関連行事予定  

（注）新型コロナウィルス感染症の影響により行事が中止又は延期となる場合があります。詳細は、主催者にお問い合わせください。 

１ 第３８回住まいのリフォームコンクール 

 

[主 催] (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

[テーマ] 住宅リフォームの促進とその水準の向上 

[後 援] 国土交通省他４団体 

[協 賛] (一財)建築環境・省エネルギー機構 他２５団体 

[内 容] 全国各地で施工された住宅リフォーム事例を募り、住まいとして優秀な事例につい

てリフォームの依頼主（施主）・設計者・施工者を表彰し、これを消費者や事業者に

広く紹介するため、入賞作品について財団ホームページや入賞作品集等で一般公開

する。 

 

２ ほっかいどう住宅フェア２０２１ 

 

[主 催] ほっかいどう住宅フェア実行委員会 

（北海道、札幌市、(独)住宅金融支援機構、北海道総合研究機構 等） 

[テーマ] 北海道の住宅施策・産業のＰＲ、ゼロカーボンの取組を先導する北方型住宅のＰＲ

を実施。 

[後 援] 未定 

[日 時] 令和３年１０月１日（金）、２日（土）、３日（日） 

[会 場] サッポロファクトリー、チカホ 

[内 容] 「ほっかいどう安心住まいづくりネットワーク」のイベントとして開催。（予定） 

      ・「北方型住宅の推進」によるカーボンニュートラルへの寄与をＰＲ 

      ・一般ユーザー向け体験型イベント 

      ・セミナー開催 

 

３ 住生活月間協賛 住まいづくりに関わるセミナー・見学会 

 

[主 催] (一財)住まいづくりナビセンター 

日時・場所 タイトル 内容 講師 定員 

毎日11:00～、13：

00～、15：00～(60

分) 

住まいづくりナ

ビセンター 

 

 

 

住まいづくり 

はじめの？（はて

な）講座 

 

 

 

 

 

住まいづくりのはじめの一歩を踏み出す前に、こ

れだけは知っておいてほしい内容を住まいづく

りの流れを見ながらお伝えします。 

少人数制で質問しやすいので、これから住まいの

計画を始めようという方におすすめです。ご希望

の日時に合わせて1組からでも受講可能です。参

加者には「住まいづくりナビゲート読本 はじめ

の“？”」をプレゼント。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 
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日時・場所 タイトル 内容 講師 定員 

毎 週 月 曜 11:00

～ 、 13:00 ～ 、

15:00～(60分) 

住まいづくりナ

ビセンター 

家づくり基礎講

座 

 

 

 

戸建ての新築・建替えを考えている方向けに、住

まいづくりの基礎情報をマンツーマンでお伝え

します。 

 

 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

毎 週 木 曜 11:00

～ 、 13:00 ～ 、

15:00～(60分) 

住まいづくりナ

ビセンター 

リフォーム基礎

講座 

 

 

 

リフォームって何から考えればよいの？と考え

はじめた方向けの基礎セミナーです。ご計画に合

わせて戸建てまたはマンション、いずれかのリフ

ォームについてお話します。 

 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

10月2日(土) 

13：00～14：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

 

 

 

 

知っててよかっ

た！住まいの安

心 

 

 

 

 

 

だれもが安心して暮らしやすくあるために知っ

ておきたいことを、住まいづくりのプロがお話し

ます。地震や火事などの災害に強い住まいにする

ことはもちろん、日常生活の中で、子どもや高齢

者が安心して暮らしやすい住まいにするために、

知っておきたいポイントを図解していきます。 

参加者には「知っててよかった！住まいの安心」

をプレゼント。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

 

 

 

 

 

 

8名 

 

 

 

 

 

 

 

10月9日(土) 

13：00～14：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

 

人生後半の住ま

いを考える 

 

 

 

我が家や実家を上手に生かして、安心・快適な暮

らしの場となる住まいについて考える講座です。

誰もが願う暮らしを実現するには、元気な今から

備えることが必要です。ご自身について考えてい

ただくために具体的なお話をします。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

 

 

 

8名 

 

 

 

 

未定 

13：00～14：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

 

住まいづくり 

自信を持って進

むための秘訣！ 

①土地購入編 

 

土地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。 

 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

川道 恵子 

 

 

20名 

 

 

 

 

未定 

14：15～15：15 

住まいづくりナ

ビセンター 

 

住まいづくり 

自信を持って進

むための秘訣！ 

②家づくり編 

 

戸建ての新築・建て替えを計画中の方向けの講座

です。 

まずは家づくりのイメージから、資金、契約、工

事まで、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 

丸石 隆行 

 

 

20名 

 

 

 

 

未定 

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、設計料などお金のことについてわか

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。 

なかの一級建築士事

務所 

中野 健 

 

 

 

 

20名 

 

 

 

 

 

 

未定 

13：00～17：00 

ハウジングステ

ージ新宿（新大久

保）予定 

 

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！展示場見学をし

たことがない、初めて、という方におすすめです。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

 

 

 

 

10名 

 

 

 

 

 

14



 

日時・場所 タイトル 内容 講師 定員 

水曜を除く毎日 

11：00～18：00 

(平日～17:00) 

住まいづくりナ

ビセンター 

 

初回無料相談 

ナビゲーション 

 

 

 

 

住まいのナビゲーターによる住まいづくり個別

相談です。ご質問にお答えしながら、みなさまの

状況をお伺いして、必要な情報提供や最適なサポ

ートをご提案します。 

日程や時間帯など、ご都合に合わせたご利用が可

能です。約30～60分。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

10月9日(土)、23

日(土) 

13：00～17：15 

住まいづくりナ

ビセンター 

資金相談 

 

 

 

 

ファイナンシャルプランナーが住宅取得のため

の資金相談に応じます。約75分。 

 

 

 

ファイナンシャルプ

ランナー 

香取 玲子 

 

 

3枠 

 

 

 

 

10月9日(土) 

13：00～17：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

宅建士相談 

 

 

 

宅地建物取引士が、住まいの買い替えや売買など

住宅取引に関わる相談に応じます。約45分。 

 

 

宅地建物取引士 

 

 

 

4枠 

 

 

 

10月16日(土) 

13：00～17：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

司法書士相談 

 

 

 

司法書士が、住まいに関わる敷地の登記や契約な

どの相談に応じます。約60分。 

 

 

司法書士 

 

 

 

4枠 

 

 

 

10月16日(土) 

13：00～17：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

税理士相談 

 

 

 

税理士が、住まいの取得や相続に関わる税金につ

いて相談に応じます。約45分。 

 

 

税理士 

 

 

 

4枠 

 

 

 

10月23日(土) 

13：00～17：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

弁護士相談 

 

 

 

弁護士が、相続や名義など暮らしに関わる相談に

応じます。約45分。 

 

 

弁護士 

 

 

 

4枠 

 

 

 

（参加費無料・予約制） 

 

 

４ 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] 「今後の住宅需要と住宅ローンを取り巻く新たな潮流」 

[後 援] (独)住宅金融支援機構 

[日 時] 令和３年１０月 

[方 法] Ｗｅｂ配信（住宅ローンアドバイザー専用サイト） 

[内 容] （１）「人口構造の変化、高齢化の進展と地域経済」 

             明治大学政治経済学部教授 加藤 久和氏 

     （２）「消費者の住宅需要の変化、住宅ローンの多様化」 

             株式会社リクルート 

             ＳＵＵＭＯ編集長 兼 住まい研究所所長 池本 洋一氏 
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５ 第１７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] 内閣府、経済産業省、国土交通省 

[協 賛]  (一財)ベターリビング他１６団体 

[期 日]  令和３年１０月１日（金）～１０月３１日（日） 

[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、神田松鯉氏(落語家)、 

     桂右團治氏(落語家)、三遊亭圓馬氏(落語家)、(一財)ベターリビング理事長等の選

者により、応募作品の選考会を実施し、入賞作品の発表を工業会のホームページで

実施する。 

 

 

６ 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 

[共 催] 地方自治体と共催 

（10月開催分） 

開催地 日 時 講師 テーマ 

越谷市 

 

10月 2日(土) 

 

(一社)埼玉県マンション

管理士会 

未定 

 

  
(一社)埼玉県マンション

管理士会 

未定 

 

  

(公財)マンション管理セ

ンター管理情報部 

鈴木 英彦氏 

事業の紹介 

 

 

熊谷市 

 

 

10月 23日(土) 

 

 

(一社)埼玉県マンション

管理士会 

     

マンション管理適正化法と建替え円

滑化法の改正について 

 

  

(公財)マンション管理セ

ンター 管理情報部 

    原  昇氏 

事業の紹介 

 

 

相模原市 

 

10月 30日（土） 

 

(公財)マンション管理セ

ンター管理情報部 

鈴木 英彦氏 

未定 

 

 

 

※上記の他、10月 9日（土）に堺市、10月 31日（日）に伊丹市において、開催を予定してお

ります。 

また相模原市につきましては、テーマの追加が予定されております。 

講師、テーマにつきましては、主催者までお問い合わせください。 
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７ 賃貸住宅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] 安心・安全・住環境の向上 

[後 援] 国土交通省、都道府県等 

[日 時] 令和３年９月１８日～１１月１３日 

[内 容] 貸主、借主をはじめ、賃貸住宅管理業者など賃貸住宅に関わる方々に向け、最新の行

政動向や法律等の改正についての全国統一テーマを設けて、セミナーを開催する。 

（10月開催分） 

開催地 日 時 方法 会場 定員 

広島県 10月 3日（日） ハイブリッド 広島国際会議場 100名 

栃木県 10月 3日（日） 対面 コンセーレ（栃木県青年会館） 70名 

長野県(長野市) 10月 9日（土） 対面 ＪＡ長野県ビル 70名 

埼玉県 10月 9日（土） 対面 ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ大宮 70名 

北海道(札幌市) 10月 16日（土） ハイブリッド センチュリーロイヤルホテル 50名 

岩手県 10月 16日（土） ハイブリッド ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウィング 50名 

奈良県 10月 16日（土） ハイブリッド ホテル日航奈良 100名 

福島県 10月 21日（木） ハイブリッド セルフミーティングルーム虎丸町 30名 

東京都 10月 21日（木） ハイブリッド 富士ソフト アキバプラザ 50名 

山口県 10月 21日（木） 対面 ハウスサポート本社事務所 30名 

宮崎県 10月 21日（木） ＷＥＢ － － 

群馬県 10月 23日（土） 対面 ニューサンピア 70名 

長野県(諏訪市) 10月 23日（土） 対面 ホテル紅や 80名 

香川県 10月 23日(土) ＷＥＢ － － 

徳島県 10月 23日(土) ＷＥＢ － － 

福岡県(北九州市) 10月 23日(土) ハイブリッド リーガロイヤルホテル小倉クリスタル 100名 

熊本県 10月 23日(土) ハイブリッド メルパルク熊本 100名 

沖縄県 10月 23日(土) ハイブリッド 浦添市産業振興センター・結の街 100名 

山梨県 10月 23日(土) ハイブリッド ベルクラシック甲府 50名 

岡山県 10月 24日(日) ハイブリッド スクエアホール 50名 

愛媛県 10月 24日(日) 対面 ホテルマイステイズ松山 100名 

秋田県 10月 29日(金) ハイブリッド 秋田キャッスルホテル 100名 

新潟県 10月 30日(土) 対面 ホテルオークラ新潟 40名 
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開催地 日 時 方法 会場 定員 

石川県 10月 30日(土) ハイブリッド ホテル金沢 100名 

福井県 10月 30日(土) ハイブリッド 福井商工会議所 60名 

兵庫県 10月 30日(土) ＷＥＢ － － 

 

 

８ 「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 

□大阪会場 

[日 時]  令和３年１０月５日（火）１８：００～２０：３０ 

[会 場]  ホテルモントレ ラ・スール大阪（大阪市中央区） 

[内 容] １）オールド・ニュータウン再生への取組み状況と今後のあり方に関する研究 

（その２） 

       －《再生グランドデザイン》の提案－ 

     武庫川女子大学教授     三好 庸隆氏 他 

□東京会場 

[日 時]  令和３年１０月２０日（水）１３：００～１５：００ 

[会 場]  学士会館（東京都千代田区） 

[内 容] １）中国のマンション管理とコミュニティに関する研究（その１） 

    元明海大学教授       周藤 利一氏 

日本不動産研究所主任研究員 曹雲珍氏 

     ２）多摩ニュータウン諏訪・永山地区における地域の視点に立った団地再生に関す 

る研究 

           特定非営利活動法人多摩ニュータウン・まちづくり専門家会議代表 

                         戸辺 文博氏 

 

 

９ 第１０回「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] 人生１００年時代、長く快適に住まうためには 

     ～みんなに知ってほしい点検の大切さ～ 

[後 援]  国土交通省、経済産業省、消費者庁、(独)住宅金融支援機構等 

[日 時] 令和３年１０月６日（水） １４：１５～１７：４５ 

[会 場] 東京大神宮マツヤサロン（東京都千代田区） 

[開催方法] 会場よりＷｅｂ配信 

[内 容] １）ＡＬＩＡ活動報告（２テーマの予定） 

                (一社)リビングアメニティ協会 消費者・制度部会長 

住宅部品点検推進部会長 
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     ２）基調講演     消費者庁長官 

     ２）パネルディスカッション 

       テーマ：「人生１００年時代に向けて、点検の大切さを伝えるには！」 

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

       パネリスト    消費者関連団体(１団体)、ビルダー、 

                (独)製品評価技術基盤機構、 

(一社)リビングアメニティ協会住宅部品点検推進部会長 

 

 

１０ 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] 耐震診断の基礎知識の習得 

[日 時]  令和３年１０月１５日（金）１０：００～１７：４０ 

[会 場]  駅まえオフィス貸会議室（新潟市中央区） 

[内 容] 講師：安斎 正弘氏 / 木耐協事務局 駒井 隆広氏 

     木造住宅が地震で倒壊するメカニズムや耐震診断法の基礎知識を講習。実務に沿っ

た内容で具体的な耐震診断法を学ぶ。 

 

 

１１ 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] ２０３０年までの生き残りへ向けたビジネスモデルはこれだ！ 

[後 援] (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

[日 時] 令和３年１０月２１日（木）１３：１５ 

[方 法] 星陵会館（東京都千代田区） 

[内 容] 基調講演   国土交通省 住宅生産課 企画専門官 

     基調座談会  株式会社新建新聞社代表取締役社長 三浦 祐成氏 

            株式会社リフォーム産業新聞社 

            取締役・報道部長・企画開発部長  福田 善紀氏 

            株式会社エクスナレッジ 

            建築知識ビルダーズ 編集長    木藤 阿由子氏 

     事例発表   上記３社の推薦事業者 ３社 

 

 

１２ 第３３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 

[テーマ] 健康なすまい・ウォーカブルなまちづくり 

[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]  令和３年１０月２７日（水） 
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[方 法] ライブ配信または後日別途配信 

[内 容] いきいきと健康で安心して暮らせるすまいと、歩いて暮らせるウォーカブルなまち

なみは、老若男女を問わず、あらゆる世代の人々にとって生活を支える基本条件で

ある。超高齢化が進行し、コロナ禍に直面する今、こうした居住環境への期待はか

つてなく高まっている。本シンポジウムでは、「健康」をキーワードに、これからの

すまいやまちづくりの方向性がどのように変わっていくのか議論を深めたい。 

 

    第１部：基調講演 

       「健康なすまい・ウォーカブルなまちづくり」 

         樋野 公宏氏（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻准教授） 

    第２部：パネルディスカッション 

        モデレーター 

         樋野 公宏氏（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻准教授） 

        パネリスト 

         野原  卓氏（横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准教授） 

         甲斐 裕子氏（公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究所 

上席研究員） 

         上井 一哉氏（積水ハウス株式会社東京設計室理事） 

 

    視聴ＵＲＬ：https://channel.nikkei.co.jp/e/machinami33 (予定) 

 

 

１３ 第２４回「木のあるくらし」作文コンクール 

 

[主 催]  (一社)日本木造住宅産業協会 

[テーマ]  「木のあるくらし」 

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

     (株)朝日学生新聞社 

[期 間]  募集期間 令和３年６月１日（火）～９月１０日（金）（到着分） 

     表彰式  令和３年１０月３０日（土）１４：００～ 

[会 場] オンラインにて開催 

[内 容] 全国の小学生ならびに海外の日本人学校生徒他を対象とした「木のあるくらし」作

文コンクールを通じて、木とふれあい、木造建築の良さや環境保護の大切さへの理

解を深め、木造建築の普及啓発を図る。 

     国土交通大臣賞・文部科学大臣賞・農林水産大臣賞・環境大臣賞・外務大臣賞をはじ

め様々な賞のほか、参加者全員に「かわくと木になるエコねんど」を進呈する。 
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