
（別紙２）

（１０月実施分のみ）平成１５年度「住宅月間」地方公共団体関連行事予定

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月中旬 なかしべつ家づくり 地域住宅の推 中標津町次世代 (社)北海道建築士 パネル展示、住宅相談

フェア 進 工務店会 会中標津支部

10/25～26 北の家づくりフェア 北方型住宅の 北海道 (財)北海道建築指 講演会、パネルディスカ

普及 (共催) 導センター、(社) ッション、セミナー、パ

北海道開発局､ 北海道建築士会､ ネル展示

網走市、住宅金 (社)北海道建築士

融公庫北海道支 事務所協会 他

店

青森県 未定 平成１５年度建築士事 (社)日本建築士 国土交通省、青森 建築無料相談会(耐震診

務所キャンペーン事業 事務所協会連合 県、青森市、(社) 断含む）

会、(社)青森県 青森県建築士会、 一般住宅ほか

建築士事務所協 (株)建築住宅セン (住宅相談、建築相談、

会、既存建築物 ター 他 木造住宅簡易耐震診断）

耐震診断・改修

等推進全国ネッ

トワーク委員会

岩手県 10/18～19 ２００３住まい☆フェ 人・自然・ゆ 住まい☆フェス 花巻市・大迫町・ パネル展示、関連企業団

スティバルＨＯＴ-Ｉ とりが織りな ティバルHOT-I 東和町・石鳥谷町 体等による情報提供、無

す街づくり 実行委員会、花 の各教育委員会、 料住宅相談所開設、特別

巻地方振興局、 (社)岩手県建設業 企画展、まちの探検隊

花巻市、大迫 協会、岩手県住宅

町、石鳥谷町、 供給公社、(財)岩

東和町、(社)岩 手県建築住宅セン

手県建築士会花 ター、住宅金融公

巻支部 庫東北支店、(社)

岩手県建築士事務

所協会花巻支部、

花巻商工会議所、

花巻市農業協同組

合 他

10/25～26 ２００３一関地方住宅 住まい快適空 一関地方住宅祭 花泉町、平泉町、 パネル展示、関連企業・

祭 間 実行委員会、一 両磐地区消防組 団体等による情報提供、

地球とひとに 関地方振興局、 合、(社)岩手県建 住宅相談所開設

やさしい「い 一関市 築士事務所協会一

わいの家」 関支部、(社)岩手

県建設業協会一関

支部、岩手県住宅

供給公社、(財)岩

手県建築住宅セン

ター、一関商工会

議所 他

10月下旬 けせん住宅祭 未定 けせん住宅祭実 大船渡市、陸前高 パネル展示、関連企業・

行委員会 田市、住田町、 団体等による情報提供、

(財)岩手県建築住 住宅相談所開設

宅センター、岩手

県住宅供給公社、

(社)岩手県建築士

事務所協会気仙支

部、(株)東海新報

社、県立大船渡工

業高校



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 10/25 住宅講演会 ①｢シックハウ みやぎ・ゆとり 住宅金融公庫東北 県民を対象にした住宅に

ス症候群につ ある住まいづく 支店 係わる内容の講演会

いて」 り推進協議会

②｢バリアフリ (共催)

ーに配慮した 宮城県､仙台市､

住宅改善」 (財)宮城県建築

住宅センター

10/25 住宅相談会 同上 同上 県民を対象にした住宅全

般に関する相談会

10月下旬 住まいのセミナー 未定 仙台市 宮城県 市民を対象とした住まい

に関するセミナー

山形県 10/18～19 山形県住宅フェア２０ 未定 山形県、山形県 国土交通省、鶴岡 建築材料・設備機器・イ

０３鶴岡会場 住宅フェア実行 市、県市長会、県 ンテリア・エクステリア

委員会、鶴岡市 町村会、山形県教 等の展示、下水道展、住

住宅フェア実行 育委員会、住宅金 宅相談コーナー、住宅関

委員会 融公庫東北支店、 連作品パネル展示、鶴岡

県宅地建物取引業 市まちづくりパネル展示

協会、県銀行協会

10/25～26 住宅フェア２００３in 未定 寒河江市、寒河 山形県村山総合支 住宅機器の関連展示、丸

さがえ 江市住宅建設推 庁、山形県建築士 太切り体験、クギ打ち体

進協議会 会西村山支部、寒 験、地元工務店による住

河江市建設クラブ 宅作品展示、施工現場見

、寒河江市建設総 学会、住宅無料相談コー

合組合、寒河江市 ナー

建築業組合、東北

電力(株)寒河江営

業所、寒河江市管

工事組合、寒河江

市左官業組合、寒

河江市塗装組合、

(株)ユアテック寒

河江営業所

秋田県 10/4～5 ２００３住宅月間フェ 県民の居住水 (財)秋田県建築 秋田県、秋田市 住宅相談､耐震診断相談､

アinあきた 準の向上を図 住宅センター 秋田の住宅コンクール、

るため、住宅 木とふれあい体験コーナ

関連情報を提 ー、木工教室、まな板削

供する り、包丁研ぎ、木工工作

福島県 10月～11月 身のまわりのユニバー ユニバーサル 郡山まちづくり 一般市民と共にワークシ

サルデザイン デザインを身 を考える会 ョップを行い、私たちの

近な視点で市 暮らしの中からユニバー

民と共に考え サルデザインを見つめ、

る 生活者の視点でユニバー

サルデザインをつくり出

す。

10/20～ 県南地域の伝統ある建 まちづくりは､ 建築士会白河支 福島県、県南地域 伝統ある建築物やまちな

11/10 築物・まちなみ調査事 まちを知るこ 部 の全ての市町村 みの公募と現地調査によ

業 とからはじま り、まちづくりのための

る 資料を作成

10/24 住宅の増・改築相談 住宅の増･改築 会津建築綜合協 住宅増・改築相談所の開

の相談 同組合 設

(共済)

会津若松市



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 10/4 会津歴史の街なみ再発 歴史の街、会 建築士会会津支 会津若松建設事務 小学生を中心に、市内周

見ふれあいウォーキン 津若松の知ら 部 所 遊バス”ハイカラさん”

グ れざる街の色 を利用して、会津若松の

再発見 歴史的建築物を見て廻り

ながら、建築士としての

説明とともに、街並み意

識の再発掘を図る

10月～11月 第１１回喜多方市ホー 市民の都市景 喜多方市 喜多方市のまちなみち調

プ建築文化賞 観に対する関 和した、優れたデザイン

心と市の建築 の建築物等を表彰

文化を高め、

高齢者等に配

慮する意識の

高揚を図ると

ともに個性的

で魅力あるま

ちづくり運動

の展開

10/12､19 市民健康祭「いきいき 未定 喜多方市 建築士会喜多方支 建築住宅、医療、保健、

蔵の町健康フェアー」 部、医師会、栄養 福祉など参加団体毎に個

士会、保険衛生協 別相談及び機材等を展示

会、齢科医師会、

在宅介護支援セン

ター、薬業会、

10月下旬 住宅改善ネットワーク 高齢化に対応 ＴＭ２００１ 田島町 建築士会が組織した団体

事業 する住宅の改 （旧高齢者のす 「ＴＭ２００１」が、高

善 まいを考える 齢者世帯の手すりの取り

会） 付けや段差の解消をボラ

ンティアとして実施して

いる。住宅改善対象者の

抽出にあたっては、町保

健婦が日常の業務の中で

住宅改善の必要性がある

場所を選び、建築士等が

対象者の住宅を訪問し

て、改善箇所の図面を作

成し施工する。

10月 田島町優秀建築物コン 町民のまちづ 田島町商工会、 田島町、福島民報 田島町の街並みと調和し

クール くりへの関心 田島町商工会工 社、福島民友新聞 た優れたデザインの木造

の向上 業部会 社他 建築物を表彰することに

より、町民の都市景観に

対する関心と町の建築文

化を高め、美しい住み良

い街づくりに寄与するこ

とを目的とする

10月中旬 住まいの相談会 木造住宅の耐 建築士会相馬支 木造住宅の耐震性の簡易

震性チェック 部、相双支部 診断、相談

(青年部)

10/11～12 わくわくいわき2003 未定 建築士会いわき 建築相談コーナー、工作

支部、まちづく 教室、街並みお絵かき、

り実行委員会、 シックハウス対策の普及

いわき市、いわ 啓発、木造在来工法の継

き建設事務所 ぎ手・仕口の展示、技能

五輪作品展



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

茨城県 10/4､18 住まいの相談会 (財)茨城県建築 茨城県建築士事務 住まいづくりに関する無

住宅センター 所協会 料相談会

栃木県 10/17～19 とちぎ住宅フェア2003 ひとに・まち 栃木県、住宅フ 国土交通省、宇都 住宅関連資材・設備等の

に・自然にや ェア栃木実行委 宮市、栃木県市長 展示、住まいの相談、講

さしく 員会 会､栃木県町村会､ 演会等

住宅金融公庫北関 「安全で安心な住まいづ

東支店 他 くり」をテーマに栃木県

のブースを設営し、モデ

ルルーム、パネル等によ

り最新の住宅情報を提供

するとともに、融資等の

各種相談を実施する

埼玉県 10/8 耐震診断相談窓口開設 耐震補強につ (社)埼玉建築設 耐震診断に関する相談

いて 計監理協会 (木造も含む)に対応

10月中随時 高齢者福祉対策住宅改 高齢者対応改 同上 高齢者・障害者の住宅に

実施 造相談窓口開設 修工事 関する相談を受けつけ、

対応

10/17～21 埼玉・住まい・まちづ 住まいまちづ (社)日本建築学 埼玉県、さいたま ＜イベント＞

くり2003交流展 くりの新たな 会関東支部埼玉 市 「学生まちづくり学会」

うねりを起こ 支所 シンポジウム、親子バリ

す アフリー体験研修、まち

づくりお見合い会、

＜展示＞

県内大学の住まいまちづ

くり提案、高齢者住宅の

バリアフリー改修事例、

コンクール受賞作品ほか

多数

10月中 マンション再生シンポ 老朽マンショ 埼玉県住環境整 埼玉県 「マンションの建替えの

ジウム(仮称) ンがもたらす 備推進協議会 円滑化等に関する法律」

課題と対策に 制度説明会、講演会など

ついて

10/18 住宅月間シンポジウム 住宅の防犯に 彩の国豊かな住 国土交通省、埼玉 住宅の防犯についての２

ついて(仮) まいづくり推進 県、住宅金融公庫 部構成によるシンポジウ

協議会 南関東支店 ム

10/19 越谷市住まいの情報館 災害に強く、 越谷市、越谷市 木造軸組等の耐震性を表

フェア 人に優しい家 優良住宅促進協 現する模型の展示、火災

づくり 議会 実験ビデオの放映、太陽

光発電装置の展示、雨水

利用装置の展示、無料住

宅相談の実施 他

千葉県 10/1 マンション管理相談 松戸市 分譲マンションの維持管

理及び管理組合の運営等

に関する相談

10/2､16 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



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 10/6～10 住まい・る・ウイーク 住まいと健康 市川市、市川住 (財)住宅リフォー 住宅リフォームに関連す

『家を考えよう』 について 宅リフォーム相 ム・紛争処理支援 る展示・説明・講座の実

談協議会 センター、市川市 施、相談

介護支援専門員協

議会

10/7～13 「住まいづくり」絵画 ぼくもわたし 千葉市 市内小学生を対象に絵画

コンクール も住みたい家 を募集し、作品を展示

10/10 住宅増改築相談 安心して住み 千葉市、千葉市 住宅の増改築に関する相

続けられる住 増改築相談員協 談の実施

まいづくり 議会

10/15 白井市住宅増築・改築 白井市住宅増築 市民からの住宅の増改

・修繕等無料相談会 ・改築・修繕等 築、修繕等に係る相談に

相談連絡会 ついて無料で応じる

10/15､18 住宅リフォーム相談 松戸住宅リフォ 住宅リフォームに関する

ーム相談員協議 無料相談

会

10/18 第3回マンション管理 千葉県､白井市､ 国土交通省、(社) 適切かつ円滑なマンショ

基礎セミナー 住宅金融公庫、 高層住宅管理業協 ン管理を推進するため、

(財)マンション 会､日本放送協会､ 管理組合、管理業者を対

管理センター 日本ガス協会 象としたセミナーを開催

10/22 第6回マンション問題 千葉県、船橋市 管理組合、管理業者、居

個別相談会 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

東京都 10/9～30 平成15年度東京都住宅 未定 東京都 パネル展、講演会等

月間

10/18 マンション管理セミナ 未定 文京区 マンションの管理等に関

ー する講演会とグループ相

談会

10/5 第21回品川区住宅まつ 住みよいお年 品川区住環境改 品川区 住宅相談、工作広場など

り 寄りに優しい 善協議会

住まいを

10/30 バリアフリー講座 世田谷区 見学会、講演会

10/20～24 足立区総合住宅相談会 足立区 住宅に関する総合相談会

10/18 街頭住宅造園無料相談 未定 町田市、住宅・ 住宅、造園に関する相談

造園相談窓口連 不動産法律相談等

絡会議

10/25 マンション管理・再生 長期修繕計画 多摩市、NPO FU マンションの管理運営

セミナー 作成ワークシ SION (長期修繕計画等)計画の

ョップ 作成をワークショップ形

式で進めていく



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

神奈川県 10/4､11､25 マンション管理セミナ マンション大 (社)かながわ住 神奈川県外壁保全 マンション外壁の基礎講

ー 規模修繕に備 まい・まちづく 協同組合、日本ペ 座

えて り協会 イン(株)

10/31 住まい・まちづくりフ ”われら！！ (社)かながわ住 国土交通省、横浜 講演及びディスカッショ

ォーラム２００３ まちづくり仕 まい・まちづく 市、小田原市、神 ン

事人”末代ま り協会 奈川県商工会議所

で伝える住ま (共催) 連合会、神奈川新

い・まちづく 神奈川県 聞社、テレビ神奈

り 川、ＮＨＫ横浜放

送局、(社)神奈川

県建築士会、(社)

日本建築家協会、

ＪＩＡ神奈川

10月下旬 マンション再生研修会 (社)かながわ住 ﾏﾝｼｮﾝ ﾈｯﾄ 「まち協マンション管理かながわ 管理組合

まい・まちづく ﾜｰｸ､ ﾏﾝｼｮﾝ ﾈ アドバイザー」等マンシ横浜 管理組合

り協会 ｯﾄﾜｰｸ､ ﾏﾝｼｮﾝ ョン管理相談等に携わるかわさき 管

ﾈｯﾄﾜｰｸ､ ﾏﾝ 方々を対象にマンション理組合 よこすか

ｼｮﾝ ﾈｯﾄﾜｰｸ 再生に関する研修を実施管理組合

10/11 マンション再生セミナ 川崎市、NPO集 まちづくり公社 マンション再生に関する

ー 合住宅の将来を かわさきマンショ セミナー、施策説明等

考える会 ン管理組合ネット

ワーク

10月下旬 住宅性能表示展 川崎市 住宅性能表示の周知

10/17～19 よこはま住宅フェア 見つけよう！ よこはま住宅フ 国土交通省、神奈 住まいに関する最新情報

２００３ 暮らしイキイ ェア実行委員会 川県、都市基盤整 を提供することにより、

キ豊かな暮ら (共催) 備公団神奈川地域 市民の居住環境の向上と

し 横浜市、横浜市 支社、住宅金融公 住宅関連産業の活性化を

住宅供給公社、 庫、ＮＨＫ横浜放 目的に、出展者による企

(株)日本住情報 送局、神奈川新聞 画展示、相談会、各種イ

交流センター 社､テレビ神奈川､ ベントを行う

ＲＦラジオ日本、

ＦＭ横浜

山梨県 10月中旬 住宅リフォーム 山梨ゆとりある 山梨県 住宅リフォームに関する

出張相談所 住生活推進協議 県民の多岐にわたる相談

会 に増改築相談員等が対応

長野県 10/25 建築士事務所キャンペ 建築無料相談､ (社)長野県建築 長野県、長野市 建築無料相談会（耐震診

ーン セミナー他 士事務所協会 断を含む)、セミナー｢安

心して家を建てるには｣､

ビデオ放映

新潟県 10/2～5 スーパーハウジングフ ユニバーサル 住宅月間新潟県 国土交通省、住宅 住まい・まちづくりに関

ェアin新潟 デザインから イベント実行委 金融公庫、都市基 する展示、講演会及びセ

始まる住まい 員会 盤整備公団、新潟 ミナー等

・まちづくり 県市長会、新潟県

町村会 他

10/3～4 研修会（スーパーハウ ①にいがた新 新潟県 赤林伸一氏（新潟大学教

ジングフェアin新潟に 築大作戦 授）、田中耕次氏（東京

催事参加） ②住まいと緑 ｸﾞﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ事業協同組合

理事長）による研修会



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

富山県 10/10～12 第23回住宅産業見本市 暮らしのリフ 読売新聞社 国土交通省、中部 住宅部品・設備機器の展

ＴＯＹＡＭＡ住まい博 ォーム2003 (共催) 経済産業局、富山 示、増改築実例紹介

エコロジー＆ 富山テレビ放送 県、富山市、(財) 住まいに関する各種相談

セーフティー 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、住宅金

融公庫北陸支店、

富山住まいとまち

づくり推進懇話会

石川県 10月～11月 児童画コンクール 私の住みたい いしかわ21世紀 石川県、石川県住 児童画の展示、表彰式

家 住まいづくり協 宅供給公社、石川

議会、北陸中日 県教育委員会、住

新聞社 宅金融公庫北陸支

店

10/26頃 いしかわ住文化セミナ 健康と住まい (財)石川県建築 講演

ー 住宅総合センタ

ー、いしかわ21

世紀住まいづく

り協議会、住宅

金融公庫北陸支

店

10/1～15 瑞樹団地フォトコンテ より多くの人 金沢市分譲住宅 まちなみ大賞受賞を記念

スト 々が瑞樹団地 建設協力会 し、コンテストを開催す

を訪れ、その る。賞品等の授与、作品

魅力に触れる の展示

10/5 瑞樹団地クラシックコ より多くの人 金沢市分譲住宅 金沢芸術創造財団 ピアノと弦楽器によるコ

ンサート 々が瑞樹団地 建設協力会 ンサートを開催

を訪れ、その

魅力に触れる

10/5 住宅金融公庫セミナー 未定 住宅金融公庫 石川県、富山県、 講演

福井県、(財)富山

県建築住宅センタ

ー、(財)石川県住

宅総合センター、

(財)福井県建築住

宅センター

福井県 10/1～31 モデル住宅展示 在来軸組工法 福井県木の家協 福井県 在来軸組工法木造住宅を

木造住宅の振 同組合 モデル住宅として展示す

興 るとともに、その室内空

気環境等を調査

岐阜県 10/11 建築文化講演会 建築照明の作 (社)岐阜県建築 (社)岐阜県建築士 講演会

法 士会 事務所協会、(社)

日本建築家協会東

海支部岐阜地域

会、(株)建通新聞

中部支社

10/14 住まい・まちづくりシ ｢中津川の住ま (社)岐阜県建築 中津川市、中津川 講演会及びパネルディス

ンポジウム い・まちづく 士会中津川支部 商工会議所 カッション

り」を考える



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

岐阜県 10月 すまいの講座（仮） 未定 (社)岐阜県建築 未定 未定

士会

10月中 建築設計相談及び木造 安心して家を (社)日本建築士 国土交通省、岐阜 建築無料相談、住宅耐震

耐震相談 建てるには 事務所協会連合 県 診断

会、(社)岐阜県

建築士事務所協

会

10/未定 講演会 シックハウス 岐阜県産直住宅 岐阜県 講演会

対策の課題と 協会

対応

静岡県 7/1～9/31 平成15年度静岡県住ま 地域の特性を 静岡県住宅振興 静岡県、静岡県市 住文化の育成を図るた

(募集期間) いの文化賞 活かした個性 協議会 長会、静岡県町村 め、地域の特性を活かし

と魅力ある住 会他９団体 た個性と魅力ある住宅を

10月～ 宅を表彰 顕彰する制度

(審査）

愛知県 10/9 「すまいる愛知住宅 「ゆとりある 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 住まい」の住 住まい推進協議 市、住宅金融公庫 新しい工夫が見られる住

宅設計 会、中日新聞社 名古屋支店、都市 宅を表彰

基盤整備公団中部

支社、愛知県住宅

供給公社、名古屋

市住宅供給公社

10/9 ゆとりある住まい講 生活のゆとり (同上) (同上)及び ゆとりある住まいの実現

演会 について考え 愛知県地域婦人団 に向けて意識啓発のため

る 体連絡協議会 の講演

未定 建築士事務所キャンペ 安心して家を (社)日本建築士 国土交通省、愛知 消費者を対象とした住宅

ーン 建てるには 事務所協会建合 県、名古屋市、中 相談、小中学生による

会、(社)愛知県 日新聞社 「人に、そして自然にや

建築士事務所協 さしい家」デザインコン

会 テスト作品の展示等を行

う。本年は、本会３０周

年事業として、県内３カ

所の会場で行う予定

10/9 不動産相談 住宅・建築・ (社)愛知県宅地 不動産に関する無料相談

税等に関する 建物取引業協会

相談 知多支部

三重県 10月中 住宅関係パンフレット 木造住宅の耐 三重県 県庁内県民ホール及び地

配布 震化の促進等 域機関にてパンフレット

「住まいの安全安心21通

信」及びマンション建て

替え円滑化法概要等の配

布

10月～11月 地域防災塾への出前講 木造住宅の耐 三重県 県防災部局主催の地域防

座 震化の促進等 災塾において、携帯手回

し振動台（通称ぶるる）

の実演



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月中 住情報特別ミニ番組 滋賀県 テレビによる広報

10月中 わが家のすまいづくり 滋賀県 通常月２回を月４回実施

相談

人と環境にやさしいす

まいのリフォーム相談

10/12～13 木と暮らすフェア2003 木造住宅の普 滋賀県、(社)滋 パネル展示、住宅相談会

及拡大 賀県建築士会、 木工工作コンクール、木

木材の利用拡 滋賀県木造協会 工教室等

大

京都府 10/2､9､16､ 弁護士無料相談 住宅何でも相 京都府、京都府 宅建取引等住宅相談全般

23､30 談 住宅供給公社

10/7､14 建築士無料相談 一級建築士による建築相

談等

10月中 りぶら北山リニューア 京都市住宅供給 国土交通省 モデル住宅展示場のリニ

ルオープン記念イベン 公社、京都市、 ューアルオープンに関連

ト (株)京都すまい するイベントの実施

づくりセンター

大阪府 10/4～13 秋のハウジングフェア 良質な住宅建 (財)大阪住宅セ 展示住宅を通じて良質な

設等の促進 ンター 住宅建設の促進、セミナ

ー、相談会等の実施

10/18 すまい・る大阪講座 確かな住まい 住宅金融公庫大 大阪府、大阪市 住宅建設を計画されてい

づくり 阪支店、(財)大 る方に対し、公庫融資制

阪住宅センター 度や資金・返済計画等の

説明

10/12 平成15年度堺市住宅フ 高齢社会を迎 堺市 国土交通省、大阪 講演「これからの住まい

ェア えた住まいの 府、(社)堺建設業 のかたち」、住宅改造相

リフォーム 協会 談、福祉関連機器・設備

の展示

＜予定＞ 展示会 わたしの好き 八尾市、ＮＰＯ 大阪府、(社)大阪 「わたしの好きな八尾」

10/1～17 な八尾 法人八尾すまい 建築士事務所協会､ をテーマに各地域で、市

(土・日・ まちづくり研究 (社)大阪府建築士 民・ＮＰＯ・市協動で作

祝日を除 会 会 成したマップを展示、住

く) 宅相談を併設

10/15 講演会 ＜予定＞ 同上 同上 住まいに関する暮らしを

まちの暮らし テーマに作家藤本義一氏

が講演

兵庫県 10/4､5 住宅耐震改修相談 兵庫県 兵庫県建築士事務 住宅耐震改修の相談、耐

所協会 震モデルによる体験、耐

震改修工法等の展示、

「ふれあいフェスティバ

ル2003」における県政PR

コーナーへの出展

10/12～ 平成15年マンション管 管理組合の役 西宮市 兵庫県、(財)マン 市内のマンション管理組

12/13 理実務セミナー 割と運営、管 ション管理センタ 合の役員等を対象に，マ

理組合が抱え ー ンション管理に必要な知

る課題 他 識やノウハウをより専門

的に解説する



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

兵庫県 10/13 住宅月間こうべ・すま すまいと暮ら 神戸市 ユニバーサルデザインや

いフェア しのユニバー すまいに関心を持っても

サルデザイン らうきっかけづくりの場

とする市民参加

小学生絵画コンクール、

トイレアイデア募集等、

展示・情報提供等、各種

アンケート実施

10/18､19､ 住宅月間関連セミナー すまいと暮ら 神戸市住まいの 安全なすまいのDIY講座､

25､26 しのユニバー 安心支援センタ 住宅性能表示セミナー

サルデザイン ー (現地見学)

他ユニバーサルデザイン

関連セミナー2件（予定)

奈良県 10/4､16､18 住宅無料相談室 いい家つくろ 奈良県 住宅の新築・増改築など

う に関する無料相談の実施

10/11 建築無料相談室 安全で安心な (社)日本建築家 建物の新築・増改築等に

建物を建築す 協会近畿支部奈 関する無料相談の実施

るために 良会

10/26 マンション管理基礎セ 適切なマンシ 奈良県マンショ 国土交通省、(社) マンション管理の基礎的

ミナー ョン管理 ン管適正化推進 高層住宅管理業協 な情報を提供するセミナ

協議会、住宅金 会､日本ガス協会､ ーの実施

融公庫、(財)マ 日本放送協会

ンション管理セ

ンター、ＮＰＯ

法人奈良県マン

ション管理組合

連合会

10/26 マンション管理無料相 適切なマンシ 奈良県、ＮＰＯ マンションの維持・管理

談室 ョン管理 法人奈良県マン 等に関する無料相談室の

ション管理組合 実施

連合会

和歌山県 10/27 家を建てる人のための 安心して家を (社)日本建築士 国土交通省、和歌 記念講演会、住宅耐震診

セミナー及び住宅耐震 建てるには 事務所協会連合 山県、和歌山市、 断・無料相談会、セミナ

診断・無料相談会 会、(社)和歌山 (社)和歌山県建築 ー「安心して家を建てる

県建築士事務所 士会、(社)日本建 には」、セミナー「自分

協会、和歌山県 築家協会近畿支部 でもできる木造の耐震診

建築構造設計協 和歌山地域会、 断」の実施

会 (財)和歌山県建築

住宅防災センター

鳥取県 10/11～13 （仮）住宅展示フェア 未定 鳥取県住宅供給 鳥取県 環境共生住宅市街地モデ

「きらりタウン赤碕」 公社 ル事業を活用して整備を

行った「きらりタウン赤

碕」において、鳥取県住

宅供給公社が主催となり

住宅展示フェアを行う

島根県 10/10～19 ２００３しまね県民住 提案します－ しまね県民住宅 国土交通省、島根 地域に根ざした住居並び

宅祭八雲会場 住まいと暮ら 祭実行委員会 県、住宅金融公庫 に居住環境を具備した良

し (共催) 中国支店 他 好かつ健全なモデル住宅

八雲村 の展示



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

島根県 10/10～19 「夢のおうち」図画コ 島根県、しまね 「夢のおうち」をテーマ

ンクール作品展示 県民住宅祭実行 に小学生を対象とした図

委員会、 画コンクールの作品展の

開催

10月中4回 女性建築士による住宅 島根県 住まいづくりのポイント

改良・住まいづくり講 ・流れや少子高齢社会対

座 応住宅のポイントを女性

建築士が紹介

岡山県 10/19､25､ おかやままちづくりフ 都心居住、住 岡山のまちづく 岡山県、岡山市教 キッズまちづくりコンク

26 ォーラム２００３ みよい環境づ りフォーラム実 育委員会 ール、ワンデーエクスサ

くり、個性的 行委員会、岡山 イズ、講演会、作品展示

な住まいづく 市 等

り

10/11～19 「岡山グリーンテラス 健康対策、省 岡山県住宅供給 岡山県、岡山市、 住宅展示等

郡」住宅フェア エネ、バリア 公社、(株)山陽 住宅金融公庫中国

フリーなどを 新聞社 支店

配慮した住宅

建築の啓発

10月中 無料住宅相談会等 未定 (社)岡山県住宅 開催市町村商工会 木造建築住宅相談、木造

の5～6回 安定協会、倉敷 議所 住宅の普及推進、住宅パ

市他開催地市町 ネル展示等

村

広島県 10/5～26 家づくりセミナー 納得できる住 ひろしま住宅月 国土交通省 他 住まいづくりの税金セミ

まいづくり 間実行委員会 ナー、住まいの防犯セミ

ナー、住まいのリフォー

ムセミナー、住宅性能表

示制度セミナー、住宅金

融公庫すまい・る講座in

広島、ガーデニング講

座、住まいづくり相談会

未定 建築士事務所協会キャ 住宅相談 (社)広島県建築 住宅等相談業務を行う

ンペーン事業 士事務所協会

山口県 10/1～31 住宅デー・住宅相談会 豊かさとゆと (社)山口県住宅 国土交通省、山口 増改築相談会や木造多目

りが実感でき 建設協会 県 的ハウスの建て方から上

る住生活の推 棟までの実演を行い、木

進 造住宅及び増改築に関す

る知識の普及と啓発を図

ることを目的とする

10/1～31 大工さん派遣します 国民の住意識 (社)山口県建築 山口県 高齢者のみのご家族(一

の向上・ゆと 工事業協会 人暮らしの方含む）を対

りある住生活 象に大工さんの労務を無

の実現 料で提供

10/18～19 ２００３やまぐち住宅 ゆったり生き 山口県ゆとりあ 国土交通省、山口 住宅関連機器展示、イベ

フェア ようスローハ る住生活推進協 県、山口県教育委 ントなどを通じて、住宅

ウス ～癒し 議会 員会、山口市、阿 ・住環境に関する情報を

の住空間の提 知須町、住宅金融 提供することにより、県

案～ 公庫中国支店 他 民の住意識を啓発し、豊

かさの実感できるゆとり

ある住生活の実現を図る
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徳島県 10月～11月 ゆとりある住生活フェ 一人一人のゆ 徳島県、徳島県 住宅相談、パネル展示等

ア とり生活 木造住宅推進協

議会

香川県 10月 建築士事務所大キャン 未定 (社)日本建築士 国土交通省、香川 セミナーの開催、住宅無

ペーン 事務所協会連合 県、高松市、日本 料相談会の開催

会、(社)香川県 弁護士連合会、

建築士事務所協 (社)香川県建築士

会 会

愛媛県 10/25～26 ２００３年えひめ暮ら 共に創ろう豊 愛媛県、愛媛県 国土交通省、住宅 住宅無料相談及び住宅セ

しと住まいフェア かなすまい 住宅建設振興協 金融公庫 ミナー、技術競技会、テ

議会 ーマ展示等

高知県 10/25 防災・減災対策フォー 高知県、住宅金 国土交通省四国地 基調講演、パネルディス

ラムＩｎ高知 融公庫四国支店 方整備局 カッション

福岡県 10/15 住宅月間講演会(未定) 快適な住まい 福岡県､福岡市､ 国土交通省 他 講演会の開催及び

づくり 住宅金融公庫福 パネル展示(13～17日)

岡支店、都市基

盤整備公団九州

支社、福岡県住

宅供給公社、福

岡市住宅供給公

社、(財)福岡県

建築住宅センタ

ー

10/22､29 平成15年度福岡市住ま 福岡市 国土交通省、福岡 市民を対象に住まいづく

いづくりセミナー 県、住宅金融公庫 りに関する情報提供の一

福岡支店 環として専門の講師によ

るセミナーを開催

10/25 北九州市総合住宅展 未定 北九州市総合住 国土交通省、福岡 モデル住宅やモデル的街

～11/3 （YESPO'03） 宅展実行委員会 県 他 並みの建設･展示会

佐賀県 未定 佐賀を活かし、豊かに 未定 佐賀県ゆとりあ 国土交通省、佐賀 佐賀の地域性を活かし、

暮らす「佐賀の住まい る住生活推進協 県 豊かに暮らすための「住

づくり教室」(仮称) 議会、(社)佐賀 まいづくり教室」を開催

県建築士会、住 し、良好な住まいづくり

宅金融公庫福岡 へ向けて、県民が住まい

支店 について学び、考え、体

験する機会を提供

長崎県 10/11～12 まちづくり総合住宅フ 未定 長崎県ゆとりあ 国土交通省 県民参加型の住情報提供

ェア る住まいづくり イベント、住宅パネル展

推進協議会 住宅相談等

10/5､12､ 建築相談会 佐世保市 建築住宅相談会

19､26

10/12 住宅フェアおおむら 大村市 住宅パネル展､木工教室､

棟上げ式、
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長崎県 10/18～24 住宅フェア松浦 ”住人＆彩” 松浦市 街づくり・住まいづくり

「住む人が創るまちの 絵画コンクール

彩り」

10/25～26 住宅フェアたらみ 多良見町 住宅パネル展、住宅相談

等

11/8～9 GAMADASまちづくり・ GAMADASまちづ 県民参加型の住情報提供

住まいづくりフェア くり住まいづく イベント、住宅パネル展

りフェア実行委 住宅相談等

員会

熊本県 10/3 マンションセミナー (財)熊本県建築 熊本県，熊本市 マンション管理に関する

住宅センター 説明会を開催

10月～11月 すまい・るスクール 未定 (財)熊本県建築 熊本県 住宅の建設・購入予定者

「住まいづくりセミナ 住宅センター、 を中心として公庫制度、

ー」 住宅金融公庫南 法律知識（講師：弁護

九州支店 士）、インテリア、メン

テナンス、資金計画等の

セミナーを開催

大分県 10/11～13 環境と住まいフェスタ 住宅性能表示 環境と住まいフ 国土交通省 他 １００の展示ブースで住

ｉｎおおいた２００３ 制度 ェスタｉｎおお 宅性能表示の周知徹底を

いた２００３実 はかる

行委員会

10月中 「第１８回豊の国木造 地域の風土、 大分県木造住宅 優秀作品の表彰

建築賞」表彰式 個性を活かし 等推進協議会

た木造建築物

の振興

10月中 研修会「もく･もく塾｣ 未定 大分県、大分県 木造建築物に関連した研

木造住宅等推進 修を行う

協議会

宮崎県 10/26 住まいづくりｉｎ延岡 心と体の癒し 延岡市、延岡市 宮崎県、(財)宮崎 住宅に関する展示会

の空間 より 住まいづくり協 県建築住宅センタ

よい暮らしは 議会 ー、宮崎県住宅供

住居から 給公社、住宅金融

公庫南九州支店

鹿児島県 10/17～19 ’03かごしま住まいと 環境と住まい 鹿児島県ゆとり 国土交通省、(財) 住宅・建築に関する各種

建築展 ～これからの ある住まいと街 高齢者住宅財団、 展示、無料相談等様々な

住まい・健康 づくり推進協議 (財)建築環境・省 イベント情報により広く

快適空間～ 会 エネルギー機構､ 住情報を提供

(財)住宅リフォー

ム・紛争処理支援

センター、南日本

新聞社 他

10/19 住宅月間講演会 未定 鹿児島県、(社) 一般を対象とした住宅に

鹿児島県建築士 係わる内容の講演会

会、鹿児島県ゆ

とりある住まい

と街づくり推進

協議
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鹿児島県 10/17～19 第39回県内工業高校生 「住宅地に建 (社)鹿児島県建 鹿児島県、鹿児島 県内工業高校生による設

による建築設計競技作 つ専用住宅」 築士会 市、鹿児島県ゆと 計競技作品の展示・表彰

品展 りある住まいと街

づくり推進協議会

10/19 第17回住宅公開講座 住宅展示場等 (財)鹿児島県住 鹿児島県ゆとりあ 一般からの募集した参加

見学会 宅・建築総合セ る住まいと街づく 者による住宅展示場等の

ンター り推進協議会 見学会

10/17～19 第13回住まいのリフォ 住宅のリフォ (財)鹿児島県住 鹿児島県、住宅金 住宅のリフォーム施工例

ームコンクール ーム実例 宅・建築総合セ 融公庫南九州支 の表彰・展示

ンター 店、(財)住宅リフ

ォーム・紛争処理

支援センター

10/17～19 かごしま木造住宅コン 優良な木造住 鹿児島県木造住 鹿児島県 優良な木造住宅の実践実

テスト2003 宅の実例 宅推進協議会 例の表彰・展示

10/17～19 住まいと建築なんでも 相談所 鹿児島県ゆとり 住宅・建築に関するさま

相談 ある住まいと街 ざまな相談に応じる

づくり推進協議

会

沖縄県 10/10～12 住まいの情報展 未定 沖縄県 (社)沖縄県建築士 住宅の品質確保の促進等

事務所協会、(社) に関する法律、住宅性能

沖縄県建築士会 保証制度、シックハウス

対策など住まいに関する

パネル展示、ビデオ上映

無料相談

10/10～12 第17回沖縄県トータル 住まい夢空間 沖縄タイムス社 沖縄総合事務局、 県民に直接かつ正確な住

リビングショウ タイムス住宅新 沖縄県他 情報・住宅関連製品を展

聞社 示

10/10～12 第24回住宅設計展 未定 (社)沖縄県建築 沖縄県、沖縄振興 住宅設計例のパネル展示

士事務所協会 開発金融公庫

10/10～12 建築士事務所セミナー 安心して家を (社)沖縄県建築 セミナー

建てるには・ 士事務所協会、

・・ (社)日本建築士

事務所協会連合

会

全国合計１３８行事


