
 
（別紙３） 

 

 関 係 団 体 の 行 事  

 

 

 

１ 「こんなまちに住みたい」論文募集表彰式 

 

[主 催] 独立行政法人建築研究所 

[後 援] 国土交通省、住宅金融公庫、都市基盤整備公団、（社）住宅生産団体連合会 

[日 時] 平成１４年１０月１０日（木） 

[会 場] 東京都 

[内 容] 「こんなまちに住みたい」論文募集の入賞者表彰式を行う。入賞作品は、住宅金融

公庫本店すまい・るギャラリーに展示する。 

 

 

 

２ ＩＹＳＨ（国際居住年）記念賞表彰式及び受賞講演会 

 

[主 催] （社）日本住宅協会 

[後 援] 国土交通省、外務省 他 

[日 時] 平成１４年１０月７日（月） 

[会 場] 麹町会館（東京都千代田区） 

[内 容] 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又は実践活動を推進し、優れた業績をあげた団体又は個人に

対し、毎年度「国際居住年記念賞」を授与している。今年度は、「国際居住年記念

松下賞」をナミビアのナミビア・スラム居住者連盟とナミビア家づくり活動グルー

プに授与する。 

 
受賞講演会 

[日 時] 平成１４年１０月１０日（木） １３：００～１３：４５ 
[会 場] 住宅金融公庫本店１階 すまい・るホール 
[内 容] 国際居住年記念賞の受賞者であるナミビア・スラム居住者連盟及びナミビア家づく

り活動グループの講演会を開催する。 

 
 
 
３ 第１９回住まいのリフォームコンクール表彰式 
 

[主 催] （財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター 
[後 援] 国土交通省、住宅金融公庫、都市基盤整備公団 他 
[日 時] 平成１４年１０月１０日（木） 
[会 場] 東京都 
[内 容] 第１９回住まいのリフォームコンクールの入賞者表彰式を行う。入賞作品は、住宅

金融公庫本店すまい・るギャラリーに展示する。 
 
 
 



 

４ 第１６回全国浄化槽大会 

 

[主 催] 「浄化槽の日」実行委員会 

[テーマ] 「浄化槽の日」を記念し、浄化槽の健全な普及促進を図り、生活環境の保全、向上

に寄与する。 

[後 援] 国土交通省、環境省 

[日 時] 平成１４年１０月１日（火）１４：００～１７：００ 

[会 場] 明治記念館 

[内 容] １．全国大会記念式典 

     ２．記念講演 

        講師  滋賀県環境生活協同組合 理事長 藤井 絢子氏 

        演題  未定 

 

 

５ インテリア月間・インテリアリフォームキャンペーン   
 

[主 催] 日本室内装飾事業協同組合連合会 

[テーマ] 環境・健康 

[日 時] 平成１４年１０月１日（火）～３１日（木） 

[会 場] 都道府県４９組合の所在地を中心 

[内 容] インテリア・リフォームの相談、高齢者住宅等の内装補修の無料奉仕他 

 

 

６ 平成１４年度 住宅保証制度普及促進キャンペーン 

 

[主 催] （財）住宅保証機構 

[テーマ] 住まいの安心をサポートする住宅保証制度～完成保証・性能保証・中古住宅保証～ 

[会 場] 全国 

[内 容] １．都道府県事務機関による住宅フェア等への参加 

     ２．住宅保証制度プレゼントクイズの実施  

期間 平成１４年９月１日～平成１４年１１月３０日 

     ３．住宅性能表示制度普及促進キャンペーンの一貫として、住宅性能保証制度と 

住宅性能表示制度の同時申請促進キャンペーンプレゼントの実施 

        期間 平成１４年１０月１日～平成１５年３月３１日 

 
 
７ 公庫すまい・るイベント 
 
[主 催]  住宅金融公庫 他 

[目 的] 住宅月間に協賛し、住まいづくりに関する総合的な情報提供を行うことにより、住

意識の向上を図る。 
 

行事名 
（テーマ） 開催日時 開催場所 備考 

北国の安心の住まいづくりフォーラム  
（北国に適した快適・健康な家づくり） 

１０月９日（水） センチュリーロイヤル

ホテル（札幌市）  



 

行事名 
（テーマ） 開催日時 開催場所 備考 

公庫すまい・るセミナー（北の家づく

りフェア） 
 

（安心できる住宅ローンを選ぶコツ） 

１０月１９日（土） 
・２０日（日） 

北海道立北方建築総合

研究所 
（旭川市）  

公庫すまい・るセミナー １０月６日（日）  
（杜の都…快適な住まいづくり）  

ハーネル仙台３階 蔵

王（仙台市）  
公庫すまい・るセミナー（とちぎ住宅

フェア 2002） 
１０月１９日（土） マロニエプラザ 

（宇都宮市） 
 

（安心できる住宅ローンの選び方）    
公庫すまい・るセミナー（明日の住ま

い展ライフピア 2002） 
１０月２７日（日） 新潟市産業振興センタ

ー 
 

（安心できる住宅ローンの選び方）  （新潟市）  
公庫すまい・るセミナー（戸建住宅編）

（住宅ローンの基本を知ろう） 
１０月６日（日） 住宅金融公庫本店 

すまい・るホール 
 

  （東京都文京区）  
東海地震！あなたの住まいは・・・ １０月７日（月）  
（防災の観点からの住まいづくり）  

ホテルキャッスルプラ

ザ（名古屋市中村区）  
後悔しないマイホーム選び １０月６日（日）  
（住宅ローンと家づくりのプロに聞く

マイホーム取得術） 
 

エルフ金沢２階ホール 
（金沢市）  

公庫相談会（住まいの情報展２００２） １０月５日（土） 福井県産業会館  
（公庫融資・返済相談） ６日（日） （福井市）  
フォーラム「女性が創る快適な住まい」

（女性の視点から見たよりよい住まい

とはなにか） 

１０月５日（土） 大阪市立 住まい情報

センター 
（大阪市北区） 

 

公庫すまい・るセミナー（第２５回す

まい・る大阪講座） 
（住宅ローンの基本を知ろう） 

１０月２６日（土） 住宅金融公庫大阪支店

すまい・るホール 
（大阪市中央区） 

 

すまい・る講座（広島） 
（住宅ローンの基本を知ろう） 

１０月１２日（土） 牛田住宅情報スクウェ

ア「アスタ」 
 

  （広島市）  
えひめ「すまい・る」セミナー １０月６日（日） 南海放送本町会館  
（マイホーム実現のために）  （松山市）  
すまい・る講座（ゆとりある住生活フ

ェア） 
１０月１９日（土） ヨンデンプラザ徳島 

（徳島市） 
 

（健全な資金計画の立て方）    
すまい・るフォーラム １０月２日（水） アクロス福岡大会議室  
（これからの「すまい」や住まい方と

は？） 
 （福岡市中央区）  

すまい・る講座長崎 １０月２３日（水） 長崎県町村会館  
（住宅ローンの基本を知ろう）  （長崎市）  
すまい・る講座佐賀 １０月３０日（水） はがくれ荘  
（住宅ローンの基本を知ろう）  （佐賀市）  
すまい・るスクール １０月９日（水） 熊本東急イン  
（住宅ローンの基本を知ろう） 
 

 （熊本市）  



 

行事名 
（テーマ） 開催日時 開催場所 備考 

公庫相談会（２００２みやざき住みよ

い家づくり展） 
１０月１２日（土）

～１４日（月） 
JA  AZM ホール 
（宮崎市） 

 

（公庫融資・返済相談）    
すまい・るスクール in 宮崎（２００２

みやざき住みよい家づくり展） 
１０月１３日（日） JA  AZM ホール 研

修室 
 

（住宅ローンの基本を知ろう）  （宮崎市）  
公庫相談会（２００２かごしま住まい

と建築展） 
１０月１７日（木）

～２０日（日） 
県歴史資料センター黎

明館 
 

（公庫融資・返済相談）  （鹿児島市）  
すまい・る大学（２００２かごしま住

まいと建築展） 
１０月１７日（木） パレスイン鹿児島 

（鹿児島市） 
 

（住宅ローンの基本を知ろう）    
公庫相談会（環境と住まいフェスタ in
おおいた） 

１０月２５日（金）

～２７日（日） 
大分スポーツ公園内広

場 
 

（公庫融資・返済相談）  （大分市）  
すまい・るスクール in 大分（環境と住

まいフェスタ in おおいた） 
１０月２５日（金） 大分スポーツ公園内広

場 
 

（住宅ローンの基本を知ろう）  （大分市）  
平成１４年度ｲﾝﾃﾘｱと増改築ｾﾐﾅｰ 
（環境と住まいフェスタ in おおいた） 

１０月２６日（土） 大分スポーツ公園内広

場 
 

（リフォームの基礎知識）  （大分市）  
公庫相談会（住まいづくり in 延岡） 
（公庫融資・返済相談） 

１０月２６日（土）

２７日（日） 
延岡市社会消費センタ

ー 
 

  （延岡市）  
すまい・る講座（住まいづくり in 延岡）

（住宅ローンの基本を知ろう） 
１０月２７日（日） 延岡市社会消費センタ

ー 
 

  （延岡市）  
すまい・る講座 １０月２７日（日） アークホテル熊本  
（住宅ローンの基本を知ろう）  （熊本市）  
 
８ 研究報告会 
 

[主 催] 都市基盤整備公団 
[入場料] 無料 
 
①東京会場 

[日 時] 平成１４年１０月３日（木）１０：００～１６：００ 

[会 場] ａｂｃ会館ホール（東京都港区） 

[内 容] ○平成１３年度に実施した調査研究報告等の報告 

     ○特別講演 （検討中） 

②名古屋会場 

[日 時] 平成１４年１０月１６日（水）１０：００～１６：００ 

[会 場] 昭和ビルホール（名古屋市中区） 

[内 容] ○平成１３年度に実施した調査研究報告等の報告 

○特別講演 （検討中） 



 

③大阪会場 

[日 時] 平成１４年１０月１７日（木）１０：００～１６：００ 

[会 場] 大阪市立住まい情報センター内３階ホール（大阪市北区） 

[内 容] ○平成１３年度に実施した調査研究報告等の報告 

    ○特別講演 （検討中） 

 
④福岡会場 
[日 時] 平成１４年１０月１８日（金）１０：００～１６：００ 

[会 場] ＮＴＴ夢天神ホール（福岡市中央区） 
[内 容] ○平成１３年度に実施した調査研究報告等の報告 

○特別講演 （検討中） 

 
⑤技術センター特別公開 
[日 時]  平成１４年１０月２４日（木）２５日（金） 

[会 場]  都市基盤整備公団 総合研究所 技術センター 

[内 容]  ○研究実験施設の公開 

○研究成果の展示 

○試験の実演 
 
 
９ マンション管理基礎セミナー 
 
[日 時] (財)マンション管理センター 
[会 場] 全国５会場 

[内 容] マンション管理基礎セミナー 
                  
開催地 開 催 日 共 同 主 催 団 体 開催場所 備 考

熊 本 １０月４日（金） (財)熊本県建築住宅センター 熊本県立劇場  

千 葉 １０月１９日（土） 千葉県、住宅金融公庫 千葉市ベリエホール  

松 山 １０月２０日（日） 愛媛県、住宅金融公庫、 

愛媛県住宅建設振興協議会 

アイテムえひめ  

奈 良 １０月２７日（日） 奈良県、住宅金融公庫 奈良商工会議所 

５階大ホール 

 

高 松 １０月２７日（日） 香川県、住宅金融公庫 福祉センター  

 

 
 
１０ 第３７回全国木材産業振興大会 
 
[主 催]  （社）全国木材組合連合会、（社）全国木材協同組合連合会 

[後 援]  

[テーマ] 未定 

[日 時] 平成１４年１０月１７日（木） 

[会 場] 名古屋国際会議場 

[内 容] 講演 「日本経済出直しの時」 時事評論家 増田 俊男氏 



 

１１ 第３７回 宅地開発全国会議 
 
[主 催] （社）日本宅地開発協会 

[後 援] 国土交通省、茨城県(予定) 

[日 時] 平成１４年１０月１７日（木）～１８日（金） 

[会 場] 茨城県水戸市 他 

[内 容] （１）研修会 

講演 国土交通省総合政策局宅地課長 

           筑波大学教授 大村 謙二郎氏 他 

     （２）現地見学 

 

 
 
１２ 賃貸住宅なんでもホットライン 
 
[主 催]  （財）日本賃貸住宅管理協会 

[後 援]  国土交通省(予定) 

[テーマ] 入居者・家主の為の弁護士等による無料電話相談 

[日 時]  平成１４年１０月１７日（木）～１８日（金）１３：００～１７：００ 

[会 場]  札幌・東京・甲府・京都・大阪・神戸・奈良・和歌山・広島・高松・福岡・那覇 

[内 容] 原状回復・修繕義務・解約申入・更新拒絶等、賃貸住宅に関するトラブル相談を臨

時電話を設置して、弁護士等がアドバイスする。 

 
 
 

１３  第５回「作文コンクール」 
 
[主 催]  （社）日本木造住宅産業協会 

[後 援]  国土交通省、文部科学省、住宅金融公庫、朝日学生新聞社 

[日  時]  平成１４年６月１６日～１０月１９日 

[会 場] 朝日新聞東京本社２階ロビー（表彰式） 

[テーマ]  木の家・こんな家に住みたい（小学生対象） 

[内 容] 木造住宅を通して地球環境の大切さを理解してもらうため、小学生を対象とする「作

文コンクール」を実施する。 

 

 

１４ 住宅月間協賛特別講演会 
 
[主 催] （社）全国賃貸住宅経営協会、（財）日本賃貸住宅管理協会 
[協 賛] （社）大阪賃貸住宅経営協会 
[テーマ] 住んでみたいな。こんな家・こんな街 
[日  時] 平成１４年１０月１７日（木）１３：３０～１６：３０ 
[会 場] 大阪ガス（株）ドームシティガスビル４階 会議室 
[内 容] （講演 未定） 
     講師  国土交通省 飯島マンション管理対策室長 
     （講演 未定） 

     （講師 未定） 

 



 

 
 
１５ 住宅月間協賛イベント 
 
[主 催] 晴海デザインセンター 他 
 
①第３回親と子の都市と建築講座２００２『家族もんじゃ～佃・月島・晴海の「まちを感じる」』 
[テーマ] 新旧の時代が交差するまちを子どもたちに感じてもらう。 
     江戸からの漁師まち「佃」・古き人工のまち「月島」・未来型都市「晴海トリトンス

クエア」 
[日  時] 平成１４年１０月１９日（土） 
[会 場] 佃～月島～晴海トリトンスクエア～晴海デザインセンター 
[内 容] 参加する親子がよその家族とチームを組み、まちを歩く事により、日常生活では気

付かない新しい視点でまちを感じ、晴海デザインセンターで発表する。 
     案内人  河西 哲也氏（谷中学校）、志村 秀明氏（早稲田大学） 
          佐藤 将之氏（東京大学大学院） 
 

②住まいの面白科学実験 
[テーマ] 住まいの性能を支える素材や構造について面白い科学実験で学ぶ 
[日  時] 平成１４年１０月１９日（土）２０日（日） １０：００～１６：００ 
[会 場] 晴海トリトンスクエア グランドロビー 
[内 容] 実験実演 サイエンスプロデューサー 米村 傳次郎氏 
 
③成熟人が手をつなぐ会『成熟人のための「住まい」と「住まい方」提案コンペ』 
[テーマ] “助け合いと自立”の意識を持ちながら高齢化により体力の衰えや不自由を感じる

ようになった人にとって快適な「住まい」や「住まい方」の提案 
[日  時] 発表・展示 平成１４年１０月２６日（土）、２７日（日） 
[会 場] 晴海トリトンスクエア ８棟ロビー 
[内 容] 「住まい」部門   住まいとそれを取り巻く環境に関する設計提案を募集 
     「住まい方」部門  成熟人としてアクティブで自立した生活を送るためのガイド

となるようなノウハウ、知恵、心構えなど提案募集 
 
④成熟人が手をつなぐ会「成熟人の楽しく自立した生活実現に向けてのシンポジウム・講演会」 
[テーマ] Ⅰ部「楽しきかなわが人生」 
     Ⅱ部「終の住処、都会派ＶＳ田舎派」 
     Ⅲ部「２１世紀を助け合いと自立した生活で」 
[日  時] Ⅰ・Ⅱ部 平成１４年１０月２６日（土） １３：００～１７：００ 

Ⅲ部   平成１４年１０月２７日（日） １０：００～１２：００ 
 

[会 場] 晴海デザインセンター 講演会室 
[内 容] Ⅰ部 講演 経済・商・文学博士 長谷部 平吉氏 
     Ⅱ部 司会 東京大学大学院教授 神田 順氏 
     Ⅲ部 司会   松島 トモ子氏 
        講演   秋山 ちえ子氏 
        メンバー 澤田  光英氏（予定） 
             八代  英太氏 
 
 



 

 
 
⑤成熟人が手をつなぐ会「車椅子ダンス・エグジビジョン」 
[テーマ] 身障者と健常者を結ぶ車椅子ダンス 
     出会いと感動のトータルコミニュケーションの創造 
[日  時] 平成１４年１０月２６日（土）、２７日（日） 
[会 場] 晴海トリトンスクエア グランドロビー 
[内 容] ２１世紀の本格的なユニバーサル社会に向けて「楽しく踊る事により、生きる喜び

を得る」理念は身障者と健常者を結ぶだけでなく人種を超え、国境を超えた、卓越

したバリアフリー社会を構築できます。 
     実施 ＮＰＯ法人 日本車いすダンススポーツ連盟会員とその有志 
 
 
１６ 安心ハウス講習会 
 
[主 催]  （財）高齢者住宅財団 
[後 援] 内閣府、厚生労働省、国土交通省（予定） 
[日 時] 平成１４年１０月２２日（火） 東京 

平成１４年１０月２５日（金） 大阪 
[会 場] 東京：住宅金融公庫本店 すまい・るホール 

大阪：国土交通省 近畿地方整備局 
[内 容] 「安心ハウス」の事業化推進を目的として高齢者住宅等の事業化に関心のある者を

対象として説明会を実施し、安心ハウスの目的や各種制度等を説明する。 
     講師  島田 晴雄氏（慶應義塾大学経済学部教授・内閣府特命顧問） 
         厚生労働省老健局振興課担当官 
         国土交通省住宅局高齢者住宅整備対策官 
         伊藤 弘泰氏（特定非営利活動法人 日本アビリティーズ協会会長） 
         (財)高齢者住宅財団担当者 
 
 
１７ 第１４回住宅月間協賛「まちなみシンポジウム」                      
 

[主 催]  （財）住宅生産振興財団、日本経済新聞社(共催)                         

[後 援]  国土交通省、住宅金融公庫、都市基盤整備公団（予定）                       

[日 時]  平成１４年１０月２４日（木）１３：３０～１６：３０ 

[会 場]  住宅金融公庫本店 すまい・るホール                                        

[テーマ] 美しく快適な住まいとまちのつくり方、育て方 

[内 容]  未定 
 
 
 
１８  第３６回全国大会 
 
[主 催] （社）全国住宅宅地協会連合会 
[日 時] 平成１４年１０月２４日（木） 
[会 場] 帝国ホテル大阪 
[内 容] ○住宅・土地事業推進に係る政策提言○大会決議の採択○住宅に係る講演 
 
 


