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別紙２

平成２２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 10/1,8,15, 建物の耐震に関する相 耐震 札幌市、 － 鉄筋コンクリート造・鉄

22,29 談 (社)北海道建築 骨鉄筋コンクリート造・

(毎週金曜) 士事務所協会札 鉄骨造の建物の建築士に

幌支部 よる耐震相談

10/3 第66回（全国通算）建 マンション修繕 建物診断設計事 札幌市 マンション管理組合を対

診協マンション勉強会 業協同組合 北 象とした大規模修繕の勉

及び展示会 海道支部 強会

10/4～6 北方型住宅＆赤レンガ 北方型住宅と赤 北海道 － 北海道の気候風土に適応

建築賞パネル展(仮称) レンガ建築賞の した北方型住宅及び地域

普及啓発 性に配慮し、歴史・風土

に調和した美しい景観を

創造する優れたデザイン

の建築物に授与する赤レ

ンガ建築賞について、パ

ネル等により紹介し、普

及を図る

10/6,13, 木造住宅の耐震に関す 耐震 札幌市、 － 木造住宅の建築士による

20,27 る相談 (社)北海道建築 耐震相談

(毎週水曜) 士事務所協会札

幌支部

青森県 10/14,20 すまい職人きらりアッ すまい職人の育 青森県住宅リフ － 小学校において、高学年

プ体験出前授業 成・確保 ォーム推進協議 の児童を対象に、木造住

会、青森県 宅を担う職人の技を体験

できる出前事業を開催

し、職人の魅力発信を行

う

10月中旬 平成22年度建築士事務 信頼のあかし (社)青森県建築 － 新聞広告

所キャンペーン事業 建築士事務所協 士事務所協会 法定団体としての事務所

会 協会の果たすべき役割及

び会員建築士事務所の業

務の周知

岩手県 10/1～31 住生活月間パネル展 住宅全般 岩手県 － 住宅エコポイントや各種

補助金を周知するパネル

展示

10/26～ 岩手型住宅パネル展 岩手型住宅の普 岩手県 － 岩手型住宅を普及するパ

11/2 及 ネル展示

10月中 住宅相談 住宅全般 岩手県 － 住宅に関する相談対応

(２回開催)

宮城県 10/2～3 みやぎ材・木になるフ 県産材を活用し 宮城木材文化ホ 宮城県 みやぎ版住宅及び地域材

ェア た宮城版住宅の ール運営委員会 の新たな利用技術や新製

普及 品の展示・普及と新築・

リフォームの無料相談を

行う

10月中 木造住宅・マンション 耐震診断・耐震 (社)宮城県建築 － 木造住宅・マンション・

(10/22出張 等の耐震に関する無料 改修の相談 士事務所協会 その他の建築物の耐震相

相談会) 相談会 談を行う
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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

(宮城県) 10/19 建築・まち・環境フォ 建築関連法と私 (財)宮城県建築 － 建築関連法に関する基調

ーラム たちの街、暮ら 住宅センター 講演、パネルディスカッ

し ションの開催や建築・住

宅全般に関する相談会を

行う

10/23 平成22年度第2回マン 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

ション管理基礎セミナ の基礎知識の情 支援ネットワー ・管理組合役員・居住者

ー 報提供・相談会 クせんだい・み を対象に、マンションの

やぎ(国土交通 管理・運営に関する情報

省東北地方整備 提供を行う

局・宮城県・仙

台市他全39団体

による共催)

秋田県 10月上旬 第24回「秋田の住宅」 秋田の住宅 秋田県、 (財)秋田県建築住 「秋田の住宅」を共通テ

コンクール（作品展示 (社)秋田県建築 宅センター、日本 ーマに、各部門別に作品

・入賞者表彰） 士事務所協会 建築学会東北支部 や提言を募集し、入選作

秋田支所、(社)秋 品を公開展示

田県建築士会、

(社)秋田県建設業

協会、秋田県立大

学、(株)秋田魁新

報社

10/23 平成22年度マンション マンションの管 秋田県、秋田 国土交通省、 マンションの区分所有者

管理基礎セミナー 理組合運営に関 市、(財)マンシ (社)高層住宅管理 ・管理組合役員・居住者

する基礎知識と ョン管理センタ 業協会 等を対象に、マンション

理事会等の役割 ー の管理運営に関する講演

について を行う

山形県 10/2～3 第24回住宅フェア 木の温もりと安 寒河江市住宅建 国土交通省、 小学生図画・工作コンク

inさがえ らぎ感じるエコ 設推進協議会、 山形県 ール、耐震診断コーナ

住宅 寒河江市 ー、木造住宅見学会、親

子木工教室、模擬上棟

式 など

10/16～17 農林水産祭 庄内森とみどり 庄内森とみどり － 地域産材によるいえづく

のフェスティバ のフェスティバ りの紹介、家づくり相談

ル ル実行委員会 コーナー、地域乾燥材の

展示、モデル住宅のＰＲ

コーナー、建具・左官・

板金等の展示・実演・体

験コーナー

福島県 ９月中旬～ ふくしまの棟梁「親 技術の継承 福島県 福島県商工会議所 木造建築物に関する優れ

10月中旬 方」コンクール 連合会、福島県商 た技術者の表彰

工会連合会、

(社)福島県建設産

業団体連合会、福

島県木材協同組合

連合会、福島民友

新聞社、福島民報

社

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 － 住宅の増改築相談所の開

関する相談 合組合、会津若 設

松市
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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

(福島県) 10/16 建築を想う環境講座 建築・住宅の普 (社)日本建築学 福島県 建築家 西村 浩氏（ワ

及啓発と建築文 会福島支所 ークヴィジョンズ代表取

化の向上 締役）による講演

10月下旬 被災建築物応急危険度 住宅・建築への (社)福島県建築 － 解体予定の住宅を被災建

判定模擬訓練(仮) 災害対策 士会 築物と見なし、応急危険

度判定の実地訓練を行う

茨城県 10/2,16 住宅相談 － (財)茨城県建築 － 住宅全般に関する相談

センター

10/8～9 建築士事務所キャンペ － (財)茨城県建築 － 住宅相談，パネル展示等

ーン 事務所協会

10/15 市民セミナー 心に届く緑への (社)茨城県建築 － セミナー：新時代の環境

提案 士会 緑化を創造

10/24 建設フェスタ2010 県民（特に小学 (社)茨城県建設 － 県内公共団体や建設産業

生親子）に対す 業協会，茨城県 関連団体による，建設産

る土木のPR 土木部 ほか 業PRのためのイベント会

場のなかに「住まいの相

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

10/26 応急危険度判定模擬訓 － 茨城県土木部都 － 大地震により被災した建

練 市局建築指導課 築物を調査し，倒壊等の

危険性を判定する模擬訓

練

栃木県 10/23～24 とちぎ住宅フェア2010 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 実行委員会 県、宇都宮市、栃 展示、住まいの相談、講

く 木県市長会、栃木 演会等

県町村会、住宅金

融支援機構 他

群馬県 10/23 「2010ぐんまの家」設 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

計・建設コンクール表 する関心を高 ゆとりある住生 事務所協会、 ン、施主のニーズ、生活

彰式 め、居住水準の 活推進協議会 (社)群馬建築士 スタイルに適応した平面

向上及び住環境 会、(社)群馬県建 計画、適切な材料及び施

の改善を図る 設業協会、(社)群 工に配慮された作品に対

馬県木造住宅産業 し、建築主、設計者、施

協会 工者の三者を表彰し、そ

住宅金融支援機構 の作品を展示

北関東支店(共催)

埼玉県 10/1～ 平成22年度・県下一斉 「信頼のあかし (社)日本建築士 国土交通省、埼玉 県内各会場において木造

11/30 「わが家の耐震診断相 建築士事務所 事務所協会連合 県、埼玉県内市町 住宅の無料耐震相談・診

談会」 協会～わたした 会、(社)埼玉県 村 断を行う【期間中 16支

ちはあなたの夢 建築士事務所協 部各1～2回(20～30会場)

を創造するパー 会 開催予定】

トナーです～」

10/2,23 マンション管理基礎セ マンション管理 埼玉県マンショ － マンションの高齢化対策

ミナー に関する講演、 ン居住支援ネッ ・耐震診断についてのパ

マンションの基 トワーク、埼玉 ネルディスカッション、

礎管理、ペット 県、越谷市、川 マンション管理に関する

共生マンション 口市、戸田市、 講演及びマンション管理

への事例 蕨市、鳩ヶ谷市 相談
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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

(埼玉県) 10/5,13,19 不動産取引無料相談会 一般市民の不動 (社)全日本不動 埼玉県 弁護士、税理士及び当協

(熊谷、越谷、川越各 産取引に関する 産協会埼玉県本 会相談委員が、不動産取

市役所) 法律・税務等全 部 引全般にわたる一般市民

般の相談に応ず からの相談に応じて、指

る 導・助言する

10/8,22 出張無料耐震診断 無料簡易耐震診 和光市 － 市内施設において木造住

断の実施 宅の耐震診断を行う

10/17～31 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

動産・業界のPR 建物取引業協会 り」等に協賛し、不動産

と啓蒙 本庄支部、埼 無料相談やチャリティー

葛支部 イベント等を行う

10/22 平成22年度住生活月間 未定 埼玉県住まいづ 国土交通省、埼玉 テーマ（住まいに関する

シンポジウム くり協議会 県、住宅金融支援 こと）に関連した講演会

機構首都圏支店、

都市再生機構埼玉

地域支社

10/23,24 埼玉住まい・まちづく 住まい・まちづ (社)日本建築学 埼玉県 講演会、活動展示、住ま

り交流展2010 くりに関わる団 会関東支部埼玉 い街づくりに関する事例

体の交流及び活 支所 発表や提案及び討議意見

動の広報の為の 交換

展示

10/23 第６回埼玉住み心地の 「住み心地」を 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

(表彰式) 良いまち大賞 テーマに身近な くり協議会 育委員会 介する作品を募集し、表

10/22, 「まち」につい 彰・展示する

11/5～11 て考える

(展示会)

10/24 木とのふれあいまつり 「木の温もりを (社)埼玉県木材 埼玉県 県内の木材市場を県民に

感じよう」～木 協会 開放し、木材に親しみ、

材は環境にも身 木材の良さを知ってもら

体にもやさしい うことで、県民に県産木

素材です～ 材を普及する

千葉県 10/5 長寿命化リフォームセ 未定 千葉県(千葉県 － 事業者向けセミナーを開

ミナー すまいづくり協 催予定

議会)

10/6 分譲マンション管理相 未定 松戸市 － 分譲マンション全般に関

談 する相談

10/8 住宅相談 － 我孫子市 － 住宅の増改築等に関する

相談を実施

10/8 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

10/9 マンション問題等相談 － 柏市 － マンションの区分所有

会 者，管理組合及び居住者

等が抱える様々な問題に

対して専門の相談員によ

る個別相談会（無料：予

約制）を実施する
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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

(千葉県) 10/10,26 住宅リフォーム相談会 － 柏市 － 住宅の増減築，改築，バ

リアフリーへの改造等に

関する個別相談会（無

料）を実施

10/14,21 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

10/16 マンション管理相談会 － 流山市 － 管理組合、管理業者、居

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

10/23 マンション問題個別相 － 千葉県 － 管理組合、管理業者、居

談会 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

10/23 マンション管理セミナ － 習志野市、首都 － 管理組合、管理業者、居

ー・個別相談会 圏マンション管 住者などを対象にセミナ

理士会 ー及び専門家による個別

相談会を実施

10/23 マンション管理組合の 管理組合運営の 千葉県マンショ 八千代市、(財)マ マンション管理に係る諸

ためのセミナー、相談 基礎、留意点 ン管理士会 ンション管理セン 問題について，管理組合

会 標準委託契約書 ター 及び区分所有者等を対象

の改正点 とした個別相談会，セミ

ナーを開催

10/24 マンション管理セミナ マンション居住 我孫子市、千葉 － 管理組合、管理業者、居

ー・個別相談会 者の高齢化対策 県マンション管 住者などを対象にセミナ

日常修繕と大規 理士会 ー会を実施し、また、専

模修繕の違いと 門の相談員による個別相

その重要性 談会を実施

10/30 マンション管理セミナ マンションと自 市川市マンショ － マンションの管理組合の

ー・交流会 治会 ン管理組合連絡 方及び居住者等を対象と

協議会、 したマンション管理に関

市川市共催 する講演会及び参加者と

の交流会を開催し、参加

者が抱えているマンショ

ン特有の問題について意

見交換

10/31 マンション管理相談会 未定 松戸市 － 講演会・個別相談会を実

及びセミナー 施

東京都 10/2 分譲マンション維持管 「管理組合理事 葛飾区 － マンション管理の基礎知

理セミナー・相談会 の仕事」～理事 識に関する講演会・個別

って何をすれば 相談会

いいの？～

10/3 世田谷区「住まい・ま 委託管理と自主 世田谷区・世田 － マンション管理等に関す

ち学習」マンション管 管理について 谷区マンション る講演会と個別相談会

理講座・相談会 管理士団体連絡

協議会
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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

(東京都) 10/6,20 総合建築相談 － NPO法人 アーバ － 耐震やリフォームをはじ

ンデザイン東村 めとする、一般住宅の建

山会議、東村山 築に関する相談窓口を開

市 設

10/16 分譲マンションよろず － 台東区 － 分譲マンションの維持管

相談 理について、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）

10/16 分譲マンション管理セ 大規模修繕工事 杉並マンション － 杉並区マンション管理組

ミナー を成功させるた 管理士会、 合役員・区分所有者等を

めに 杉並区共催 対象にしたセミナーと個

別相談会

10/16 調布市分譲マンション 未定 調布市、 － 講演会及び個別相談会

セミナー'10 (財)マンション

管理センター

10/17 分譲マンション管理セ 管理組合運営の 文京区、 － マンションの管理組合の

ミナー 基礎（理事会の (財)マンション 方及び居住者等を対象と

役割等につい 管理センター したマンションの管理等

て）、グループ に関する講演会及びテー

相談会 マ別のグループ相談会を

開催

10/17 分譲マンション無料相 分譲マンション 武蔵野市 東京都建築士協 分譲マンション全般につ

談会 全般について相 会、首都圏マンシ いて、弁護士及び一級建

談 ョン管理士会 築士が個々の相談に応じ

る（事前予約制）

10/17 分譲マンション管理セ 管理組合の問題 町田市、 － マンションの管理等に関

ミナー 解決と活性化 (財)マンション する講演会、と管理組合

管理センター、 相互の情報交換

町田市分譲マン

ション管理組合

ネットワーク

10/18～21 平成22年度住生活月間 未定 東京都 － パネル展示等

行事

10/18 第５回住まいのバリア 子育てに安心と 東京都バリアフ 東京都 パネル展示及び講演会

フリーコンペティショ 安全を－子ども リー推進協議会

ン受賞作品展示・表彰 と親にやさしい

式特別講演会 これからの住環

境

10/18 マンション居住者交流 分譲マンション 板橋区 － 分譲マンションの管理組

会、個別相談会 の維持管理 合役員、居住者等を対象

にした交流会と、マンシ

ョン管理士等による無料

相談

10/20 分譲マンション管理セ マンションを自 目黒区 － 区内分譲マンションの管

ミナー 分たちでまもる 理組合役員及び区分所有

ために 者を対象としたセミナー

10/21～27 住まいの情報展 － 足立区 － 住宅に関するパネルの展

示やパンフレットの配付

を行う
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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

(東京都) 10/23 分譲マンション管理セ 管理組合の運営 豊島区 首都圏マンション マンション管理に関する

ミナー がわかるセミナ 管理士会城北支 講演及び交流会の実施

ー 部、豊島区マンシ

ョン管理士会

10/23 足立区総合住宅相談会 － 足立区 － 「住まい」に関する総合

相談会 建築、不動産、

税金等について、それぞ

れの専門家が一堂に会

し、幅広く相談に応じる

（事前予約制）

10/24 分譲マンション管理セ マンションの問 中野区 － 分譲マンション管理組合

ミナー 題を考える 役員、居住者等を対象

に、マンション管理の講

演と参加者との交流会を

実施

10/24 無料個別相談会、講演 管理組合の財産 板橋マンション 板橋区 マンション管理士による

会、シンポジウム及び 管理 管理組合ネット 講演会と無料個別相談

討論会 ワーク 会、シンポジウム及び討

論会

10/24 三鷹市分譲マンション コミュニティの 三鷹市、首都圏 － 講演会、個別相談会

維持管理セミナー セーフティネッ マンション管理

トで、居住価 士会東京むさし

値、資産価値を の支部

高める

10/25～29 住まいのなんでも相談 － 八王子市、八王 － 個別相談会

会 子住宅相談連絡

会

10/27 これからの家づくりセ － 東京都 － 住宅の長寿命化や省エネ

ミナー2010 化に関して専門家の講演

会を開催

10/30 東京都マンション再生 － 東京都、東京都 － 長期の管理組合運営構想

セミナー2010 マンション管理 の重要性や高経年マンシ

士会共催 ョンにおける対策と建替

工事事例に関する講演会

10/30 マンションよろず相談 － 江東区 － 集合住宅に関するさまざ

まな問題に対応するた

め、マンション管理士や

弁護士、一級建築士によ

る無料相談会（予約制）

を開催

10/30 分譲マンション管理セ 大規模修繕改修 武蔵野市 マンションNPO 専門家による講演会

ミナー について

10/30 木造住宅耐震セミナー 自宅の健康診断 多摩市、多摩市 － 耐震診断や改修の知識の

しませんか 木造住宅耐震促 向上を図るため展示物や

進協議会 事例紹介を行う

10/31 分譲マンション管理セ 「管理組合の運 八王子市、 － 講演会・個別相談会

ミナー 営」～快適なマ (財)マンション

ンションライフ 管理センター

のために
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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) 10/31 世田谷区「住まい・ま ハウスシェアリ 世田谷区、 － 開催形態（主催、共催、

ち学習」セミナー ングについて NPO法人ハート 直営、委託、部分委託な

(仮題) ウォーミングハ ど）を柔軟に使い分け展

ウス 開している、住まいに関

する学習会

神奈川県 10/1～31 住宅瑕疵担保履行法及 － 神奈川県 － 住宅瑕疵担保履行法及び

び住宅品確法の紹介 住宅品確法のパネル展示

を行う

10/1～31 マンション管理運営の マンション共用 川崎市マンショ － セミナーと無料相談会

ためのセミナーと無料 部分の保険の削 ン管理士連合会

相談会 減について

10/2 賃貸住宅の住環境向上 賃貸住宅に係る （財）日本賃貸 国土交通省、神奈 賃貸住宅のオーナーや関

セミナー 安心・安全・住 住宅管理協会神 川県、横浜市、川 係者等を対象に、講義形

環境の向上 奈川県支部 崎市、(社)神奈川 式で安心して入居できる

県宅地建物取引業 民間賃貸住宅の課題、賃

協会 貸住宅の経営の要点、住

宅履歴情報の重要性を紹

介し、「安心・安全・住

環境の向上」への理解を

深める

10/2 建築・住まいるフェス 安心・安全・快 (社)神奈川県建 (共催)横浜弁護士 建築相談会（建築物全

タ 適な家づくり・ 築士事務所協会 会 相模原支部 般、木造、住宅耐震、ト

街づくり 相模原支部 (後援)相模原市・ ラブル）など

㈱神奈川建築確認

検査機関・東京電

力㈱相模原支社・

㈱建通新聞社

10/13 建築物耐震巡回相談 － 相模原市 － 建築士による建築物耐震

相談

10/17 シンポジウム リフォーム支援 茅ヶ崎市 国土交通省、 講演及び市の施策説明

策を賢く利用し (社)神奈川県建築

よう 士会、(社)神奈川

県建築士事務所協

会

10/19 建築なんでも相談 建築(住宅)相談 茅ヶ崎たいあっ 茅ヶ崎市 耐震、リフォーム、欠陥

ぷ90推進協議会 住宅相談などに無料で応

じる

新潟県 10/1～ すまいづくり教室 「すまいづく 新潟市 － 建築士などが講師とな

11/26 り」「まちづく り、住宅の新築・改築・

り」に関する基 改修などを考えている家

本的な住情報の 族を対象に教室を開催

提供 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

10/18～28 中越地震６周年・耐震 木造住宅の耐震 長岡市 － 市民センター内の展示ス

改修に関するパネル展 化の促進 ペースにて住宅の耐震化

示 を促進するためのパネル

展示とパンフレットの配

布を行う
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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

石川県 10/1～31 いしかわ住まい月間 住宅全般 北國新聞社 石川県、ラジオか 住宅市場の活性化を目的

なざわ、ラジオこ とし協賛各社のイベント

まつ、ラジオなな を各社ショールーム、シ

お、金沢ケーブル ョッピングセンター等で

テレビネット 実施

北國新聞紙面にて特集紙

面を掲載

10/1～10 「わたしの住みたい わたしの住みた いしかわ２１世 石川県、石川県教 幼児、小学生を対象に私

家」児童画コンクール い家 紀住まいづくり 育委員会、住宅金 の住みたい家の児童画コ

協議会、北陸中 融支援機構北陸支 ンクールを開催し、作品

日新聞社 店、石川県住宅供 の展示、優秀作品の表彰

給公社、(財)石川 を行う

県建築住宅総合セ

ンター

10/2～30 かしこい住まいづくり － いしかわ２１世 － 一般県民を対象に、住宅

講座 紀住まいづくり に関する知識の習得と住

協議会 意識の向上を目的に住ま

いに関する総合講座を開

催

岐阜県 8/26～ 耐震ローラー作戦 建築物の耐震化 岐阜県、県内市 － 市、県、岐阜県建築士事

10/29 の促進 町村 務所協会の職員が戸別訪

問し、建築物の耐震化に

係る補助制度の周知、木

造戸建て住宅無料耐震診

断の受付等を行う

10/1 不動産の無料相談会 地価調査価格の (社)岐阜県不動 岐阜県、岐阜市、 岐阜市内の協会会員によ

普及・啓蒙、不 産鑑定士協会 (社)日本不動産鑑 り、一般市民の方を対象

動産鑑定評価制 定協会 に不動産(土地・建物)に

度のＰＲ 関する無料相談会を実施

10/2～3,17 建築無料相談会 安心して家を建 (社)岐阜県建築 － 建築設計相談、木造住宅

てるには 士事務所協会 耐震診断相談、高齢者向

け住宅改修相談

静岡県 10/16 マンション管理ノウハ 分譲マンション NPO法人静岡県 － マンション管理士による

ウセミナー＆相談会 管理 マンション管理 アドバイスを行う

士会、静岡県、

静岡市

10/16 くらしのフェア 住宅全般 島田市くらしの － 木造住宅の耐震化の促

フェア2010 実 進、省エネ・リサイクル

行委員会 の促進、下水道のしくみ

などについて、パネル展

示等を行う

愛知県 10/5 建築士事務所協会キャ 安全・安心な家 (社)愛知県建築 愛知県、名古屋 建築相談、木造建物の建

ンペーン づくり 士事務所協会 市、中日新聞社、 設、絵画コンクール審査

NHK名古屋放送 （予定）

局、東愛知新聞

10/7～9 第40回建築総合展 建築総合展・40 (社)愛知県建築 国土交通省、経済 テーマ催事、産学官情報

NAGOYA2010 年の歩みとこれ 士会、中部経済 産業省、林野庁他 発信コーナー、学生コン

から 新聞社 ペ審査会・講演会、建築

相談 等
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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) 10/21 「すまいる愛知住宅 「ゆとりある住 愛知ゆとりある 愛知県、名古屋 「ゆとりある住まい」に

賞」表彰式 まい」の住宅設 住まい推進協議 市、住宅金融支援 新しい工夫が見られる住

計 会、中日新聞社 機構東海支店、都 宅を表彰

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

10/21 ゆとりある住まい講演 「インテリアス 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 タイルセミナー 住まい推進協議 市、住宅金融支援 に向けた意識啓発のため

暮らしのイン 会、愛知県、名 機構東海支店、都 の講演

テリアレシピ」 古屋市、中日新 市再生機構中部支

（講師） 聞社 社、愛知県住宅供

建築家 給公社、名古屋市

青木 恵美子 氏 住宅供給公社、愛

知県地域婦人団体

連絡協議会(予定)

三重県 10/1～31 住宅耐震関係パンフレ 木造住宅の耐震 三重県 － 県庁内県民ホール及び地

ット配布 化の促進 域機関にてパンフレット

「住まい安全安心２１通

信」の配布

10/1～31 木造住宅耐震に関する 木造住宅の耐震 三重県 － 木造住宅の耐震化を促進

住宅団地訪問 化の促進 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

10/1～31 住まい改修アドバイザ 木造住宅の耐震 三重県 － 適切な住情報を提供する

ー研修会 化及びバリアフ ために、市町職員、建築

リー等の促進 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

10/10 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

10/17 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

化 てブースを設け、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

10/17 紀宝みなとフェスタ 防災 紀宝町 － 地震啓発車により地震の

疑似体験していただき、

住宅の耐震の重要性・必

要性の啓発を行う

滋賀県 10/1～31 滋賀県住宅相談業務 安全・安心なす 滋賀県（委託： － 月～金曜日に電話で受け

まいの新増改築 湖国すまい・ま 付けアドバイスを行う

・リフォームの ちづくり推進協 そのうち、必要に応じて

ための一般的・ 議会） 面接相談（4日間）や現

技術的アドバイ 地相談（2日間）により

ス きめ細やかなアドバイス

を行う
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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

(滋賀県) 10/2 木造住宅普及啓発事業 環境に配慮した 滋賀県（委託： － 滋賀県で実施される「森

木造住宅につい 滋賀県建築組 づくり交流会」の中で、

ての普及啓発 合） かんな削り実演、材木、

伝統技術工法展示、リフ

ォーム等各種パネル展

示、木造住宅相談を行う

10/17 マンション管理基礎セ 分譲マンション 滋賀県、大津 (社)高層住宅管理 マンション管理組合や住

ミナー の適正な管理・ 市、(財)マンシ 業協会、住宅金融 民向けに、分譲マンショ

運営について ョン管理センタ 支援機構、滋賀県 ンの適正管理に必要な管

ー マンション管理士 理組合の運営方法や建物

会、草津市 管理に関する情報提供を

行うとともに、マンショ

ン管理士による無料相談

会を行う

10/26～ 近江スローライフの会 衣食住という暮 近江スローライ － 琵琶湖博物館内「集う・

11/21 ・活動展示 らしの原点を見 フの会 使う・創る新空間」での

直す 地域活動の紹介展示

京都府 10/2,16,30 すまいスクール いつ起こるか分 京都市 － 市民に住宅に関する情報

からない地震に 提供する講座を開催

備えて

「高齢期のすま

い」を考える

中古住宅のリノ

ベーション

10/5,19 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

住宅供給公社 談

10/7,14, 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

21,28 住宅供給公社

10/20 専門家向けすまいスク 耐震補強のポイ 京都市 － 設計者や施工者等、日頃

ール ントとリフォー 建築の実務に携わってお

ムにあわせた耐 られる方を対象に①耐震

震補強のすすめ 補強のポイント、②リフ

ォームに併せて実施する

耐震改修について紹介す

る講座を行う

10/24 大規模修繕工事集中セ 大規模修繕工事 NPO法人京都マ 京都府、京都市、 大規模修繕工事の企画か

ミナー の進め方につい ンション管理ネ (社)京都府マンシ ら工事終了までについて

て ットワーク ョン管理士会 の講演及び無料相談会

10/31 マンション省エネ改修 地球温暖化問題 NPO法人京滋マ 京都府、京都市、 外断熱改修工事実施例の

提案セミナー から、マンショ ンション管理対 京都新聞社 報告 他

ンの大規模改修 策協議会

工事を考える

大阪府 10/3 マンション管理勉強会 － NPO法人南大阪 河内長野市 分譲マンション管理規約

マンション管理 の改正について

士会 マンション管理に関する

無料相談会

10/6～24 インスペクション実務 長期優良化リフ NPO法人住宅長 国土交通省 地域の工務店が築30年以

セミナー ォームの普及 期保証支援セン 上の既存住宅を使い調査

ター 診断を実際に学ぶ
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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

(大阪府) 10/7 建築相談 － 吹田市、 － 建築物の防災対策や補修

(社)大阪府建築 などについて、建築士が

士事務所協会 相談に応じる

10/15 長期優良化へのリフォ より良いリフォ 一般社団法人関 大阪府、 インスペクションしなが

ーム「見える化評価ツ ームを考える 西建築業協会 国土交通省（共 ら偏りのない性能を考え

ールの使い方」セミナ 催） たリフォーム方法を伝え

ー る

10/16 住まい情報センタータ 家づくりのポイ 大阪市立住まい － 家づくりのプロが過去の

イアップセミナー「失 ント 情報センター、 失敗事例や相談事例をも

敗しない家づくりのポ NPO法人家づく とに、プロならではの、

イント～相談事例をも り援護会 ここは知っておいてほし

とに～」 いポイントをお話しする

セミナー

10/18～29 個性豊かな住環境づく 八尾まちなみ今 八尾市 大阪府、大阪府建 八尾の昔と現在の写真を

り事業 展示会 昔展 築士会、大阪建築 展示し、自分たちが住む

事務所協会 まちを見直すきっかけを

つくる

10/25 分譲マンション管理相 － 吹田市 － 分譲マンションの管理組

談 合の役員や区分所有者等

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

10/29 耐震改修前に「既存住 耐震改修前の性 一般社団法人関 大阪市耐震改修支 耐震診断の普及とより良

宅見える化評価チェッ 能を考えながら 西建築業協会 援機構、 い改修にするためのセミ

クシート」で考える 合理的なリフォ 国土交通省(共催) ナー

ームを考える

10/30 住まい情報センターシ マンションの未 大阪市立住まい － イギリス、フランス、韓

ンポジウム 来が見えるか 情報センター 国、中国など海外の集合

も！？～海外の 住宅の多様な事例から、

集合住宅事例か 日本のマンションの未来

らみるストック を探り、ストックの活用

の活用～ を考えるシンポジウム

兵庫県 10/22～24 世界団地博覧会in明舞 住宅団地再生 団地博覧会実行 － 明舞団地に関する展示、

委員会 まちあるきやクイズなど

明舞団地に関するイベン

トを実施

10/30 すまいるネット10周年 住まいの楽しさ 神戸市、すまい － 講演会、子供向けワーク

記念イベント 再発見！ の安心支援セン ショップ、クイズラリー

ター

奈良県 10/1～20 安心・長持ち住まいづ 長持ちさせる家 奈良県 － 住宅の長寿命化等に関す

くりパネル展 づくり る情報について、パネル

等の展示により紹介

10/5 長期優良住宅に関する 長期優良住宅に (社)住宅性能評 － 長期優良住宅の認定基準

技術講習会 関する技術講習 価・表示協会、 等についての講習会を実

会 奈良県住宅・建 施

築関係事業者支

援協議会
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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

(奈良県) 10/23～24 奈良の木を使った長寿 － 奈良県 － 奈良の木を使った長期優

命モデル住宅合同見学 良住宅仕様のモデル住宅

会 の合同見学会を実施

10/24 マンション管理基礎セ マンション管理 奈良県マンショ 国土交通省、 マンション管理組合や区

ミナー の基礎知識等 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、 ンション管理に関する基

(財)マンション 礎的な情報を提供し、マ

管理センター ンション管理の適正化を

啓発するセミナーを実施

10/24 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

談 ン管理 ン管理適正化推 るマンションの維持・管

進協議会 理に関する無料相談を実

施

10/25～29 耐震改修に関する展示 住宅の耐震改修 奈良県 － 県民の耐震化についての

について 意識の向上を目的とし

て、耐震改修の方法や事

例を紹介するパネル展示

及びパンフレットの配布

10/27 住宅無料相談 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

鳥取県 10/16～17 2010「木の住まいフェ 鳥取県産材の活 一般社団法人木 鳥取県、鳥取県教 各種展示：各社ﾊﾟﾈﾙ、木

ア」（東部） 用啓発並びに地 造住宅推進協議 育委員会、鳥取 造空間、ﾒｰｶｰ展示

域に根ざした家 会 市、鳥取市教育委 イベント：木工教室、丸

づくりの推進 員会、鳥取県住宅 太ころがし、鏝絵ｺｰﾅｰ、

生産促進協議会等 ｸｲｽﾞ

10/16 木の住まいウォーク 鳥取県産材の活 一般社団法人木 鳥取県、鳥取県教 町並みを歩きながら自然

（中部） 用啓発並びに地 造住宅推進協議 育委員会、倉吉 環境と歴史を楽しんでい

域に根ざした家 会 市、倉吉市教育委 ただき、地元の工務店が

づくりの推進 員会、鳥取県住宅 建築した木造住宅をＰＲ

生産促進協議会等 する

岡山県 10/23 岡山マンション管理基 安全・安心で快 岡山県、岡山 (社)高層住宅管理 マンションの区分所有者

礎セミナー 適なマンション 市、倉敷市、 業協会 や管理組合等を対象に、

ライフを実現す (財)マンション マンション管理に関する

るため 管理センター、 講演を通して、基礎的知

住宅金融支援機 識の普及・啓発を図る

構中国支店

広島県 10/2 木造住宅耐震セミナー 地震に強いまち 東広島市 － 大学教授による講演(近

及び相談会 づくりのための 年の地震被害と木造住宅

木造住宅の耐震 の耐震性能等について、

化促進向上 木造住宅耐震実験と耐震

診断・補強の手法等)

相談会（木造住宅耐震診

断等）

10/3 廿日市市木造住宅耐震 安全・安心の住 廿日市市 NPO法人広島耐震 耐震診断、耐震改修の事

セミナー まいづくりを応 マイスター倶楽部 例紹介や住宅の耐震補強

援します の重要性、廿日市市の耐

震診断及び耐震改修事業

の紹介などを内容とした

市民向けのセミナーを開

催し、住宅の耐震化に関

する知識の習得及び意識

啓発を図る
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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

(広島県) 10/17 住宅相談 エコな住まいは ひろしま住生活 住宅金融支援機構 弁護士によるマンション

地球にやさしい 月間実行委員会 中国支店、NHK広 管理など住まいの法律ト

［広島県・広島 島放送局、中国新 ラブル相談

市・広島県住宅 聞社、中国放送、 建築士による住宅リフォ

宅地産業五団体 広島テレビ、広島 ームや耐震診断など住ま

協議会・(社)日 ホームテレビ、テ いづくりの相談

本住宅協会広島 レビ新広島、広島

県支部・(社)広 エフエム放送、NP

島県建築士事務 O法人広島県マン

所協会・(社)広 ション管理組合連

島県建築士会・ 合会、NPO法人マ

(社)日本建築家 ンション管理ネッ

協会中国支部広 トワーク、広島県

島地域会・(社) マンション管理士

日本建築構造技 会、(社)高層住宅

術者協会中国支 管理業協会、(財)

部・(社)広島県 マンション管理セ

建築センター協 ンター

会・国土交通省 国土交通省(共催)

中国地方整備

局］

10/19 マンション管理セミナ エコな住まいは 同上実行委員会 同上 マンション管理の基本的

ー 地球にやさしい 事項について

区分所有者の高齢化に伴

うマンション管理のあり

方、大規模修繕計画

マンショントラブルの解

決法、防犯対策

10/30～31 住まいの情報プラザ エコな住まいは 同上実行委員会 同上 模型住宅等で耐震を体験

地球にやさしい できる各種展示

・専門アドバイ エコガラスの体感模型等

ザーによる住ま のエコを比較体感できる

いの整理収納術 各種展示

講座 専門アドバイザーによる

住まいの整理収納術講座

建築士による住宅相談

住宅に関する情報提供

住まいづくりに関するク

イズ

10/23～24 耐震診断・改修の啓発 安心ですか、あ 三原市 (社)広島県建築士 市民及び建築士を対象に

相談会 なたの住まい 会三原支部 耐震診断、耐震改修の講

習会開催

地震体験起震車で地震の

揺れを体験、耐震の啓発

・相談窓口を開設

10/25～29 住まいの安全パネル展 住まいの安全、 呉市 － 耐震診断の必要性や、助

耐震啓発 成についての掲示、パネ

ル展示、リーフレット配

布

住宅用火災警報器実物見

本、ビデオ放映
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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

(広島県) 10/31 住宅相談会 住まいに関する 尾道市、 － 住宅相談会

何でも相談 (社)広島県建築 耐震診断、耐震改修の普

士会尾道支部 及啓発

長期優良住宅の普及啓発

各種パンフレット配布

記念品配布

山口県 10/9～10 2010やまぐち住宅フェ もっと！住まい 山口県ゆとりあ 国土交通省、山口 住まいに関する展示

ア る時間（地球を る住生活推進協 県、住宅金融支援 住まいに関するイベント

元気に。暮らし 議会 機構中国支店、 住情報の提供

を楽しく。） (財)ベターリビン

グ、(財)住宅リフ

ォーム・紛争処理

支援センター等

徳島県 10/23～24 ゆとりある住生活フェ 住宅相談・住情 徳島県・徳島県 － 森林・木材利用促進月間

ア 報提供 木造住宅推進協 事業「山と木と緑のフェ

議会 ア」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

香川県 10/22～23 建築設備展2010 みんなでECO (社)香川県設備 国土交通省四国地 設備機器等の展示を通じ

（エコ）を考え 設計事務所協会 方整備局、経済産 て新エネルギー、省エネ

よう 業省四国経済産業 ルギーを考える

局、香川県外

愛媛県 10/23～24 2010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、住宅 住宅無料相談

住まいフェア な住まい 住宅建設振興協 金融支援機構四国 住宅セミナー

議会 支店 住情報の提供

福岡県 10/4 平成22年度「マンショ 講演会テーマ 北九州市、 福岡県、住宅金融 マンション管理に関する

ン管理基礎セミナー」 「マンションの (財)マンション 支援機構九州支 セミナー

管理運営のポイ 管理センター 店、

ント」「地上デ 国土交通省(共催)

ジタル放送の受

信対策」

10/8～9 平成22年度住生活月間 (仮)講演会テー 住宅情報プラザ 北九州市、フクニ 住生活月間の目的及び意

イベント「住まいるフ マ「教育と住生 福岡（福岡県、 チ新聞社、日本住 義を踏まえ、県民に広く

ェア福岡2010」 活」 福岡市、住宅金 宅新聞社、他 住宅情報プラザ福岡の広

融支援機構九州 報を行うことを目的とし

支店、都市再生 て、福岡市天神地区のイ

機構九州支社、 ベント会場においてパネ

福岡県住宅供給 ル展示、住まいに関する

公社、福岡市住 講演会、住宅相談会等を

宅供給公社、 実施

(財)福岡県建築

住宅センター)

10/23 平成22年度第２回福岡 (仮)講演会テー 福岡市、福岡 福岡県マンション マンション管理に関する

「マンション管理基礎 マ「長期修繕計 県、(財)マンシ 対策連絡協議会、 セミナー及び無料相談会

セミナー」 画の作成と見直 ョン管理センタ (社)高層住宅管理 の実施

しのポイント」 ー、住宅金融支 業協会、他

「暴力団のいな 援機構九州支

い平和なマンシ 店、(財)福岡県

ョンのために」 建築住宅センタ

「地デジ対策や ー

ったつもりでい

ませんか」
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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

佐賀県 9/1～10/31 県下工業高校設計協議 － 佐賀の木・家・ － 県下の工業高校に設計の

まちづくり協議 課題として「二世帯住宅

会 (同居または敷地内別

棟)」で募集し表彰(表彰

は11月上旬)

10/1～31 佐賀の木スローな住ま － 佐賀の木・家・ － 佐賀の木を活用したスロ

いづくり まちづくり協議 ーな住まいづくりについ

会 てのパンフレットを作成

しエンドユーザーへの配

布、及び、佐賀の木プレ

ゼント 等

10/30～31 佐賀県木造住宅祭 － 佐賀の木・家・ － 地域の工務店による新築

まちづくり協議 木造住宅の完成見学会及

会 び構造見学会

さがの木のＰＲ 等

長崎県 10/10 住まい・るフェスタ 親子で学ぶ安全 長崎県、住宅フ － 住宅相談会、木工教室、

2010in佐世保 ・安心の住まい ェアin佐世保実 バリアフリー体験など

づくり 行委員会

10/17 健康福祉まつり 健康福祉の住ま 大村市 － 住宅相談、パネル展示

いづくり

10/23～24 2010まちづくり総合住 省エネ・エコに 長崎県、長崎県 国土交通省 住まいづくりに関する各

宅フェア よる健康で安全 ゆとりある住ま 種展示、木工教室など

な住まいづくり いづくり推進協

議会

10/26 住宅なんでも相談会 － 平戸市 － 住宅相談

10/31 第18回GAMADASまちづ エコで安全安心 長崎県、GAMADA － 住宅相談、木工教室

くり・住まいづくりフ 住まいづくり Sまちづくり・

ェア 住まいづくりフ

ェア実行委員会

熊本県 10/1 マンション管理・法律 マンション管理 NPO法人熊本県 熊本市 弁護士による法律トラブ

講座 適正化法の要点 マンション管理 ルをテーマとした講座を

解説 組合連合会 開催

10/3 住まいづくりフェア 住宅に関する情 熊本市 熊本県、熊本県住 無料相談会、パネル展

報提供 共催：国土交通 宅リフォーム推進 示、わくわく夢の住まい

省、(財)熊本県 協議会、熊本県建 づくり絵画コンクール作

建築住宅センタ 築物安全安心推進 品展示・表彰式

ー 協議会 他

10/3～11 わくわく夢の住まいづ 住んでみたい、 熊本市 熊本県、(財)熊本 将来こんな家に住んでみ

くり絵画コンクール 未来のわたし 共催：国土交通 県建築住宅センタ たい、こんな家があった

（作品展示・表彰式） （ぼく）の家 省、(財)熊本市 ー、熊本県住宅メ らいいな、という夢の住

美術文化振興財 ーカー協議会、熊 まいをテーマとした絵画

団 本県マンション管 を募集し、表彰式、入賞

理士会 他 作品の展示を行う

10/20 マンション管理相談会 － 熊本県マンショ － マンション管理士がマン

ン管理士会、熊 ション管理組合等の相談

本市 に応じる
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(熊本県) 10/29 マンション管理基礎セ マンション管理 (財)熊本県建築 熊本市 他 マンション管理に携わる

ミナー の基礎知識習得 住宅センター、 関係者へマンション管理

(財)マンション の様々な課題をとりあげ

管理センター それらの対応について研

共催：国土交通 修会を実施

省、熊本県

大分県 9/1～10/16 住生活月間協賛「賃貸 賃貸住宅セミナ (財)日本賃貸住 国土交通省、大分 賃貸住宅の借主・貸主を

住宅の住環境向上セミ ー2010～安心・ 宅管理協会 県 はじめ、広く国民に理解

ナー」 安全・快適な賃 を促す目的で、安心・安

貸住宅から 全を統一テーマとする住

環境向上セミナーを開催

10/9,23 住宅相談会、リフォー － (財)大分県建築 － 一般消費者からの住宅に

ム相談会 住宅センター、 関する相談に対応

大分県住宅リフ

ォーム推進協議

会

10月末頃 第25回 豊の国木造建 地域の風土・個 大分県木造住宅 － 大分県に建設された優れ

築賞表彰式 性を活かした木 等推進協議会 た木造建築を表彰する

造建築の振興

10月末頃 もく・もく塾 未定 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 10/23～24 住まい・る・メッセ 住情報提供、無 宮崎県、宮崎県 － 県民に対して、無料相談

料相談会 住宅供給公社、 会・企画展示・イベント

宮崎県ゆとりあ 実施を通じ、住宅・住環

る住生活推進協 境・住まい方について適

議会 切な情報提供をする

10/30～31 住まいづくりin延岡 お待ちしてます 延岡市、延岡市 宮崎県、(財)宮崎 住宅の建設等を検討して

のべおか住まい 住まいづくり協 県建築住宅センタ いる市民に対して、パネ

の情報広場～ 議会 ー、宮崎県住宅供 ル・機器展示・無料相談

「元気がでる 給公社、住宅金融 ・木工教室等を通じ、安

家」住まいがも 支援機構南九州支 全で快適な住生活の実現

っと好きになる 店 に寄与するため、総合的

～ な住情報を提供する

鹿児島県 10/29～31 2010かごしま住まいと やさしい住まい 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 とみんなのまち ある住まいと街 島県教育委員会、 展示、無料相談会など様

～家族・楽しく づくり推進協議 (財)高齢者住宅財 々なイベントにより広く

・エコ住まい～ 会、南日本新聞 団、(財)住宅リフ 住宅に関する情報を提供

社 ォーム・紛争処理

支援センター、

(財)建築環境省エ

ネルギー機構 他

10/29～31 第46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

築系生徒による建築設 用住宅 築士会 県教育委員会、鹿 設計競技作品の表彰・展

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
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(鹿児島県) 10/29～31 第20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 表彰・展示

ンター 争処理支援センタ

ー

沖縄県 10/15～17 住まいの情報展 未定 沖縄県 未定 住宅政策に関するパネル

の展示、パンフレット配

布等

10/15～17 トータルリビングショ 住まい夢空間 沖縄タイムス 沖縄総合事務局、 県民に直接かつ正確な住

ウ (仮） 社、タイムス住 沖縄県 他 情報を提供

宅新聞社、 住宅関連製品を展示

10/15～17 第31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

士事務所協会 開発金融公庫 他

10/18～22 住まいのパネル展示 未定 沖縄県 未定 住宅施策に関するパネル

展示、パンフレット配布

10月下旬 マンション管理士会に マンション管理 マンション管理 浦添市 マンション管理組合や区

よる無料相談 について 士会 分所有者等からの相談に

対する相談窓口の設置


