
 
 

 

（別紙３） 

 関 係 団 体 の 関 連 行 事  

 

 

１ ＩＹＳＨ（国際居住年）記念賞受賞講演会 

 

[主 催] （社）日本住宅協会 

[後 援] 国土交通省、外務省 他 

[日 時] 平成１５年１０月２日（木） 

[会 場] 新潟市 朱鷺メッセ 

[内 容] 国際居住年記念賞の受賞者であるインドのアーメダバード研究活動グループの講

演会を開催する。 

 
 
２ 第２０回住まいのリフォームコンクール表彰式及び作品発表会 
 

[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 
[日 時] 平成１５年１０月２２日（水） 午後 
[会 場] 住宅金融公庫本店 すまい・るホール 
[内 容] 国土交通大臣賞をはじめ、入賞者の表彰式と合わせ、入賞者による作品発表会を行

う。 
 
 
３ 第１７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１５年１０月１日（水）１４：００～１８：３０ 

[会 場] 東京会館 

[内 容] 記念講演 

      講師  独立行政法人産業技術総合研究所 

化学物質リスク管理研究センター長  中西 準子 氏 

      演題  私と下水道、そして浄化槽 

 

 

４ 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] 省エネ・環境・健康 

[日 時] 平成１５年１０月１日（水）～３１日（金）（組合によって期間延長） 

[会 場] 都道府県４９組合の所在地周辺 

[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施工 

     自治体にあわせてイベントに参加する 等 

 



 
 

 

５ 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 

公庫すまい・るセミナー（北の家づく

りフェア２００３ in 網走） 
 

（住宅ローンの基本を知ろう） 

１０月２５日（土） 
・２６日（日） 

網走市オホーツク・文化

交流センター 
（網走市）  

「建築士事務所キャンペーン」  
（「あなたの家は安心ですか」） 

１０月１１日（土） 札幌地下街オーロラプラ

ザ 
（札幌市） 

 

耐震住宅セミナー １０月１２日（日）  
（大地震！家の備えは大丈夫？＆賢い

住宅ローンの借り方） 
 

ハーネル仙台 
（仙台市）  

公庫すまい・るセミナー １０月４日（土） 朱鷺メッセ  
（失敗しない家づくり「ＦＰによる資

金計画」） 
 （新潟市）  

公庫すまい・るセミナー １０月５日（日） 朱鷺メッセ  
（失敗しない家づくり「欠陥住宅を防

ぐための注意点」 
 （新潟市）  

公庫すまい・るセミナー １０月１８日（土） マロニエプラザ  
（欠陥住宅関連のセミナー、住宅金融

公庫の基礎基準を知ろう） 
 （宇都宮市）  

公庫すまい・るセミナー（家づくり編） １０月５日（日）  
（住宅ローンの基本を知ろう）  

住宅金融公庫本店 
すまい・るホール 
（東京都文京区） 

 

マンション建替えセミナーと無料相談

会 
１０月２６日（日）  

（マンション建替えをお考えの方へ）  

住宅金融公庫本店 
すまい・るホール 
(東京都文京区)  

都市居住再生展 ～１０月９日（木）  
（まちづくりを考えよう）  

住宅金融公庫本店 
すまい・るギャラリー 
（東京都文京区） 

 

住宅リフォームコンクール入賞作品展 １０月１４日（火）  
（適切なリフォームが住宅をよみがえ

らせます） 
～１１月下旬 

住宅金融公庫本店 
すまい・るギャラリー 
（東京都文京区） 

 

公庫すまい・る講座 in 水戸 １０月４日（土） 茨城県立県民文化センタ

ー分館 
 

  （水戸市）  
住まいづくり総合セミナー １０月２６日（日）  
（住宅ローンの基本を知ろう）  

住宅金融公庫名古屋支店 
（名古屋市）  

公庫セミナー １０月５日（日） 金沢都ホテル  
（どうなる日本経済 どうする家計と

住宅ローン） 
 （金沢市）  



 
 

 

行事名 
（テーマ） 開催日時 開催場所 備考 

公庫すまい・るセミナー兵庫 １０月４日（土） 神戸市勤労会館  
（住宅ローンの基本を知ろう）  （神戸市）  
公庫すまい・るセミナー大阪 １０月１８日（土） 住宅金融公庫大阪支店 

すまい・るホール 
 

（住宅ローンの基本を知ろう）  （大阪市）  
公庫すまい・るセミナー京都 １０月２５日（土） 京都市勧業館  
（住宅ローンの基本を知ろう）  （京都市）  
TKV 京都五条展示場日曜相談会 １０月１２日（日） TKV 京都五条展示場  
（住宅ローン関連相談）  （京都市）  
メリケンハウジングアベーニュー １０月１９日（日） メリケンハウジングアベ

ーニュー 
 

（住宅ローン関連相談）  （神戸市）  
公庫すまい・る講座 in 広島（ひろしま

住宅月間行事） 
１０月１９日（日） 牛田住宅情報スクェア

「アスタ」 
 

（住宅ローンの基本を知ろう）  （広島市）  
公庫相談会（２００３おかやま快適安

心「住まい・まちづくり」屋台村） 
１０月２５日（土） 
・２６日（日） 

岡山コンベンションセン

ター 
 

（住宅ローン関連相談）  （岡山市）  
公庫相談会（２００３やまぐち住宅フ

ェア） 
１０月１８日（土） 
・１９日（日） 

 

（住宅ローン関連相談）  

きらら元気ドーム 
（山口県吉敷郡阿智須

町）  
公庫相談会（２００３しまね県民住宅

祭） 
１０月１０日（金） 
～１２日（日） 

宮谷グリーンタウン 
（島根県八束郡八雲村） 

 

（住宅ローン関連相談等）    
公庫相談会（２００３えひめ暮らしと

住まいフェア） 
１０月２５日（土） 
・２６日（日） 

アイテムえひめ 
（松山市） 

 

（ゆとりある豊かな生活の実現）    
すまい・るセミナー福岡 １０月１９日（日） アクロス福岡  
（安心できる住宅ローン利用法）  （福岡市）  
すまい・るセミナー長崎 １０月１２日（日） 長崎 JA 会館  
（安心できる住宅ローン利用法）  （長崎市）  
リフォーム資金計画セミナー １０月１７日（金） イリス福岡  
（手軽な予算でリフォームを） ・１８日（土） （福岡市）  
平成１５年度すまい・るスクール in 大

分 
１０月１日（水） 大分県消費生活・男女共

同参画プラザ 
 

（住宅性能表示制度と住まい創り）  （大分市）  
公庫相談会（環境と住まいフェスタ in
おおいた２００３） 

１０月１１日（土） 
～１３日（月） 

大分スポーツ公園内 
ビックアイ 

 

（安心・安全な住まい）  （大分市）  
公庫相談会（０３かごしま住まいと建

築展） 
１０月１７日（金）

～１９日（日） 
かごしま県民交流センタ

ー 
 

（環境とすまい）  （鹿児島市）  
平成１５年度第２回すまい・る大学 １０月１９日（日） かごしま県民交流センタ

ー内 
 

（納得できる住まいづくりに向けて）  （鹿児島市）  



 
 

 

行事名 
（テーマ） 開催日時 開催場所 備考 

平成１５年度第２回すまい・るスクー

ル（１回目） 
１０月２６日（日） 熊本東急イン 

（熊本市） 
 

（納得できる住まいづくりに向けて）    
公庫すまい・る講座（宮日住宅教室） １０月１９日（日） 都城宮日会館  
（マイホーム建築資金プランについ

て） 
 （都城市）  

 
６ 平成１５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・既存住宅保証～ 

[日 時] 平成１５年９月１日～１１月３０日 

[会 場] 全国 

[内 容] １．住宅月間中央イベントへの参加 

        期間 平成１５年１０月２日～平成１５年１０月５日 

        パネル展示、アンケート解答者抽選会等 

     ２．都道府県事務機関による住宅フェア等への参加 

     ３．住宅保証制度プレゼントクイズの実施 

        期間 平成１５年９月１日～１１月３０日 

 
 
７ 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７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 定 員 

熊 本 １０月３日（金） (財)熊本県建築住宅センター 熊本県県立劇場 １５０名 

新 潟 １０月４日（土） 新潟県、新潟市、 

住宅金融公庫 

新潟県庁講堂 ２００名 

一 宮 １０月１１日（土） マンション管理推進協議会 一宮市スポーツ文化

センター 

２００名 

静 岡 １０月１８日（土） 静岡県、住宅金融公庫 静岡労政会館 

６階ホール 

３００名 

千 葉 １０月１８日（土） 千葉県、住宅金融公庫 白井市文化会館 １００名 

愛 媛 未定 未定 未定 未定 

奈 良 １０月２６日（日） 奈良県マンション管理推進的

盛況議会、ＮＰＯ奈良県マン

ション管理組合連合会、 

住宅金融公庫 

奈良市中央公民館 １５０名 



 
 

 

                                                  

８  まちなみ、まちづくりシンポジウム 
 
[主  催]  (財)住宅生産振興財団、(社)新潟県建築士会 
[日  時]  平成１５年１０月３日(金)  １３:００～１７：００ 
[会  場]  朱鷺メッセ ４階マリンホール(国際会議場) 定員５００名 
[テーマ]  風景の復権 
[内 容］ 地域固有の風景という視点から新たなまちづくりの展望と可能性を論じます。 
          基調講演  講演者：蓑原 敬氏(都市プランナー) 
                                北川フラム氏(アートディレクター) 
            鼎談として上記２氏及びコーディネーター  馬場 璋造氏(建築評論家、日本景観

学会副会長) 
 
 
９  全建連・工務店サポートセミナー 
[主 催]  (社)全国中小建築工事業団体連合会 
[日 時]  平成１５年１０月３日（金）  １３：３０～１６：３０ 
[会 場]  朱鷺メッセ  ２階中会議室 
[テーマ]  伝統工法復権ののろし～土塗り壁の耐火実験を足掛かりとして～ 
[内 容］ ・伝統木造軸組工法を今に伝える 
      ・今、何故土塗り壁なのか 
      ・土塗り壁耐火実験等の経緯とその成果 等 
 
 
１０ 家づくり応援フェア 
 
[主 催]  （社）プレハブ建築協会 
[後 援] 国土交通省、経済産業省、住宅金融公庫（予定） 
[日 時] 平成１５年１０月４日（土）～１０月１９日（日） 
[会 場] 桜上水住宅総合展示場 
[テーマ] 夢をカタチに・新生活のご提案！ 

[内 容] １．住宅金融公庫住宅ローンセミナーと相談会  住宅金融公庫アドバイザー 
     ２．ガーデニング教室 
     ３．わんわんふれあい広場 
 
 
１１  第１８回全建連大会 
[主 催]  (社)全国中小建築工事業団体連合会 
[日 時]  平成１５年１０月８日（水）  １３：３０～ 
[会 場]  ホテル日航熊本 
[内 容］ ・記念講演（性能表示制度の対応） 

・国家表彰顕彰等 
 
 
１２ REFORM FESTA ２００３ 
 
[主 催]  晴海デザインセンター 
[日 時] 平成１５年１０月９日（木）～１１月３日（月） 



 
 

 

[会 場] 晴海デザインセンター 
[テーマ] リフォーム  

[内 容] セミナー 
      ①ここまでできる！戸建リフォーム 
      ②覗いて見たい、コーディネーターの住まい（仮称） 
      ③癒しの空間に学ぶ、理想の住まい方 
      ④我が家のインテリア・センスアップ計画 
      ⑤スタイリングのプロに学ぶコーディネイト術 
     
     体験イベントとセミナー 
      ①起震車体験 
      ②家族の命を守る家づくり（セミナー） 
 

パネル展示 
      日本の伝統住宅から学ぶ、美しい暮らしのための知恵（仮） 
 
 
１３ 研究報告会及び技術センター特別公開 
 

[主 催] 都市基盤整備公団 
[入場料] 無料 
（１）研究報告会 
①横浜会場 

[日 時] 平成１５年１０月９日（木） 

[会 場] ランドマークホール(横浜市西区) 

[内 容] ○平成１４年度に実施した調査研究報告等の報告 

     ○特別講演 テーマ「美しいまちづくり」 

 

②名古屋会場 

[日 時] 平成１５年１０月２１日（火） 

[会 場] 昭和ビルホール（名古屋市中区） 

[内 容] ○平成１４年度に実施した調査研究報告等の報告 

○特別講演 テーマ「美しいまちづくり」 
 
③大阪会場 

[日 時] 平成１５年１０月２２日（水） 

[会 場] 大阪国際交流センター（大阪市天王寺区） 

[内 容] ○平成１４年度に実施した調査研究報告等の報告 

    ○特別講演 テーマ「美しいまちづくり」 

 
④福岡会場 
[日 時] 平成１５年１０月２３日（金） 

[会 場] ＮＴＴ夢天神ホール（福岡市中央区） 
[内 容] ○平成１４年度に実施した調査研究報告等の報告 

○特別講演 テーマ「美しいまちづくり」 

 
 
 
 



 
 

 

（２）技術センター特別公開 
[日 時]  平成１５年１０月１６日（木）１７日（金）１８日（土） 

[会 場]  都市基盤整備公団 総合研究所 技術センター（八王子市） 

[内 容]  ○研究実験施設の公開 

○研究成果の展示 

○試験の実演 
 
 
１４ 第２０回住まいのリフォームコンクール入賞作品パネル展示 
 

[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 
[日 時] 平成１５年１０月１４日（火）～１１月末日 
[会 場] 住宅金融公庫本店 すまい・るギャラリー 
[内 容] 国土交通大臣賞をはじめ、「第２０回住まいのリフォームコンクール」において入

賞した作品をパネル化し、展示する。 
 
 
１５ 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１５年１０月１６日（木）～１７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・松山・福岡・那覇 

[内 容] 原状回復・修繕義務・解約申込・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。 

 

 

１６  小学生対象第６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、朝日新聞社、朝日学生新聞社 

[日  時]  平成１５年６月１５日～１０月１８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 

[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」を継続実施し、より多くの応募数の確保と充実を図る。今回より木

住協支部長賞を設け、支部地域に根ざした活動を展開する。 

     目標：応募数 ２０００作品 

 

 
１７ 第３８回全国木材産業振興大会 
       －全木連創立５０周年記念大会－  
 
[主 催]  （社）全国木材組合連合会、（社）全国木材協同組合連合会 

[テーマ] 未定 



 
 

 

[日 時] 平成１５年１０月２１日（火） 

[会 場] グランキューブ大阪「大阪国際会議場」 

[内 容] 記念トーク「私と木材」 浜村 淳氏 
 

 
１８  第３７回全国大会 
 
[主 催] （社）全国住宅宅地協会連合会 
[日 時] 平成１５年１０月２２日（水） １３：３０～ 
[会 場] 千代田区 ホテルニューオータニ 
[内 容] ○記念講演 ○会員提言 ○優良団地（住宅）表彰 
 
 
１９ 第１５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１５年１０月２３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] まちを育てるＮＰＯ 
[内 容] テーマに即したまちづくり関連のＮＰＯ団体の事例発表を中心に、延藤安弘氏のコ

ーディネートによるシンポジウムを開催 
 
 
２０ 住宅月間協賛特別講演会 
 
[主 催] （社）全国賃貸住宅経営協会 
[協 賛] （社）大阪賃貸住宅経営協会 
[テーマ] 新・いきいき住まい 
[日  時] 平成１５年１０月２４日（金）１３：００～１６：３０ 
[会 場] 大阪ガス（株）ドームシティガスビル４階 会議室 
[内 容] 基調講演 

講師：国土交通省マンション管理対策室 大坂室長 
    （講演 未定） 

    （講師 未定） 

 

 

２１ マンション建替えセミナーと無料相談会 
 
[主 催]  (社)再開発コーディネーター協会 

[共 催] 住宅金融公庫、東京都防災・建築まちづくりセンター 
[後 援] 国土交通省、東京都、マンション管理センター、ＪＩＡ 

マンション再生協議会 
[日 時] 平成１５年１０月２６日（日） １３：００～１７：００ 
[会 場] 住宅金融公庫本店 すまい・るホール 
[テーマ] マンション建替えに伴う情報提供 

 

 



 
 

 

[内 容] セミナーカリキュラム 
・マンション建替えについての基礎知識 
・実際に推進するためのポイント 
・まちづくりセンター制度紹介 
・融資制度の紹介 

     無料相談会 
      マンション建替えに伴う諸問題について相談を受ける 
      相談員：マンション建替えアドバイザー 
          日本建築家協会の会員等のメンテ部門専門家 
          公庫担当者 
 
 
２２ 住宅性能表示制度普及推進キャンペーン 
［主 催］ 住宅性能表示制度普及推進キャンペーン実行委員会 
［テーマ］ 知ってますか？ 住宅性能表示制度 
［日 時］ 平成１５年９月下旬～１１月 
［会 場］ 全国（新聞、各住宅月間フェア会場、住宅展示場、インターネット） 
［内 容］  １．一般消費者向け普及推進 
       ・読売新聞、朝日新聞、日経新聞及び毎日新聞での制度周知 
       ・住宅性能表示制度クイズの実施（１０月１日～３１日） 
       ２．都道府県と連携した普及推進 
       ・住宅月間中に都道府県が実施するフェア、セミナー等による制度の周知 
           ・性能表示キャラクターネーミング募集(１０月１日～１１月２０日) 
       ３．全国住宅展示場と連携した普及推進 
       ・のぼり、チラシ、クイズ映像等を活用した制度の周知 
           ・性能表示キャラクターネーミング募集(１０月１日～１１月２０日) 
       ４．インターネットを活用した普及推進 
            ・「住まいの情報発信局」における、住宅性能表示特集コーナーの設置、メー

ルマガジンの活用等 
 
 


