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 住生活月間における実行委員会会員団体の関連行事  

 

 

１ 第２４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 
[テーマ] 住宅リフォームの普及促進 
[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] 平成１９年１０月２７日（土） 午後 
[会 場] 東京ビックサイト 
[内 容] 国土交通大臣賞他、入賞者の表彰式及び入賞者による作品発表会を実施する。 
 
 
２ 住宅金融支援機構すまい・るイベント 
 
[主 催]  （独）住宅金融支援機構 他 

[目 的] 住生活月間に協賛し、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。 
 

①機構 すまい・るセミナー 

[主 催] （独）住宅金融支援機構 
[日 時]  平成１９年１０月２１日(日) １３：００～１５：００ 

[会 場] 住宅金融支援機構 すまい・るホール 

[テーマ] （仮）「後悔しない家づくり」 

[内 容] ○１部（仮）「後悔しない家づくり」 

      １３：００～１４：３０ 

      講師：大江 泊利氏（リクルート「月刊ハウジング」編集長） 

     ○２部「変わらない金利で安心！フラット３５」 

      １４：３０～１５：００ 

      講師：機構職員 

 

②大宮駅ＤＥ住宅ローン相談会 

[主 催] （独）住宅金融支援機構 埼玉センター 
[日 時]  平成１９年１０月１２日（金）１４：００～１９：００ 

１０月１３日（土）及び１４日（日）１０：００～１６：００ 
[会 場] 埼玉県住宅供給公社 入居・相談プラザ（埼玉県さいたま市） 

[テーマ] ローン相談会 

[内 容] 機構職員による住宅ローン相談会 

別紙３ 
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３ ＵＲ都市機構研究報告会 
 

[主 催] （独）都市再生機構 
[テーマ] 団地再生～ルネッサンス～ 
[入場料] 無料 
 
①東京会場 

[日 時] 平成１９年１０月５日（金） 

[会 場] 有楽町朝日ホール（東京都千代田区） 

[内 容] ○平成１８年度に実施した調査研究等の報告 

     ○特別講演 

      講師  深尾 精一氏（首都大学東京 都市環境科学研究科 教授） 

 
②名古屋会場 

[日 時] 平成１９年１０月２４日（水） 

[会 場] マナハウスイベントホール（名古屋市中区） 

[内 容] ○平成１８年度に実施した調査研究等の報告 

○特別講演 
 講師  村上 心氏（椙山女学園大学 生活科学部 准教授） 

 

③大阪会場 

[日 時] 平成１９年１０月２５日（木） 

[会 場] テイジンホール（大阪市中央区） 

[内 容] ○平成１８年度に実施した調査研究等の報告 

    ○特別講演 

     講師 柏原 士郎氏（武庫川女子大学 生活環境部 教授） 

 
④福岡会場 
[日 時] 平成１９年１０月２６日（金） 

[会 場] ＮＴＴ夢天神ホール（福岡市中央区） 
[内 容] ○平成１８年度に実施した調査研究等の報告 

○特別講演 

 講師  竹本 慶三氏（させぼ四ヶ町商店街協同組合理事長） 

 

 

４ インテリア月間 

 

[主 催] 日本室内装飾事業協同組合連合会 

[テーマ] インテリアリフォームキャンペーン 

[後 援] 各都道府県組合 

[日 時] 平成１９年１０月１日（月）～３１日（水） 

[会 場] 各都道府県組合所在地 

[内 容] 各組合によって異なるが、統一のロゴ・シンボルマークを使用してキャンペーンを

行う。 

     最近は高齢者住宅の階層など、ボランティア活動を行う組合が増えている。その他

リフォームの無料相談、他団体と技能祭など開催を予定している。 
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５ 第２１回全国浄化槽大会 

 

[主 催] 「浄化槽の日」実行委員会 

[後 援]  国土交通省、環境省 

[日 時] 平成１９年１０月１日（月）１４：００～１８：３０ 

[会 場] 東京会館（東京都千代田区） 

[内 容] 「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

に寄与することを目的とする。 

 ①全国大会記念式典 １４：００～１５：００ 

      開会挨拶／浄化槽の日実行委員会代表挨拶／関係省大臣挨拶 

      浄化槽適正整備推進決議／浄化槽関係功労者表彰 

②記念講演     １５：１５～１６：４５ 

      講師  加藤 三郎氏（環境・文明研究所 所長） 

      演題 「新時代にますます活躍する浄化槽」 

     ③懇親会      １７：００～１８：３０ 

 

 

６ 住生活月間協賛 賃貸住宅の住環境向上セミナー 
 
[主 催]  （財）日本賃貸住宅管理協会 

[後 援]  国土交通省 

[テーマ] 安心・安全・住環境の向上 

[内 容] １０月を中心に９月から１１月まで、全国１６都市でセミナーを開催する。 

 

（10 月実施分） 

開催地 日 時 テーマ 開催場所 

旭川市 
10 月 6 日 

13：30～16：00 

①安心・安全・住環境の向上 

②滞納問題と家賃保証の導入 

③付加価値ﾏﾝｼｮﾝ・ｱﾊﾟｰﾄの提案 

旭川勤労者福祉会館 

札幌市 
10 月 13 日 

13：30～16：00 

①安心・安全・住環境の向上 

②滞納問題と家賃保証の導入 

③付加価値ﾏﾝｼｮﾝ・ｱﾊﾟｰﾄの提案 

きょうさいサロン 

釧路市 
10 月 20 日 

13：30～16：00 

①安心・安全・住環境の向上 

②滞納問題と家賃保証の導入 

③付加価値ﾏﾝｼｮﾝ・ｱﾊﾟｰﾄの提案 

釧路マナベット 

岩手県 
10 月 6 日 

13：00～17：00 

①「プレミアム物件」をつくりだす いわて広域交流センター

神奈川県 
10 月 2 日 

14：00～17：30 

①「高齢期の住まい」～高齢者優良賃

貸住宅の事例～ 

②空き家活用事例「シニアハウス」 

③空き家改修事例 

ホテル横浜ガーデン 

山梨県 
10 月 26 日 

14：00～1700 

①安心・安全・住環境の向上 ベルクラッシック甲府 

京都府 
10 月 6 日 

13：00～17：00 

①これからの賃貸経営について 

②安心・安全・住環境の向上について 

京都商工会議所 

滋賀県 
10 月 19 日 

13：30～16：30 

①これからの賃貸借契約  
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開催地 日 時 テーマ 開催場所 

大阪府 
10 月 13 日 

14：00～17：00 

①不動産ファンドについて 

②最近の防犯事情について 

渡辺リクルートビル 

愛媛県 
10 月 13 日 

13：30～16：00 

①賃貸住宅の防犯のあり方 

②原状回復・敷引金の考え方 

③賃貸経営のリスク 

愛媛県武道館 

 
 

７ 有料老人ホーム協会セミナー 
 
[主 催]  （社）全国有料老人ホーム協会 

[テーマ] ライフスタイルの選択と創造 

 

①東京会場 
[後 援] 厚生労働省、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県 
[日 時]  平成１９年１０月３日(水) １０：３０～１６：００ 

[会 場] 東京国際フォーラム ホールＢ７ 定員７００名 

[内 容] １．相談会 

     ２．主催者挨拶 

     ３．入居者相談員紹介 

     ４．シンポジウム 

「入居者・身元引受人が語る～有料老人ホームへの期待と現実～」 

 

②福岡会場 
[後 援] 厚生労働省、福岡県、福岡市、北九州市、筑紫野市、飯塚市、中間市、福津市、 
     志免町 
 （予定）別府市、西日本新聞社、朝日新聞社、RKB 毎日放送、FBS 福岡放送、 

KBC 九州朝日放送、TNC テレビ西日本、TVQ 九州放送 
[日 時]  平成１９年１０月４日(木) １１：００～１６：２５ 

[会 場] アクロス福岡 イベントホール 定員３００名 

[内 容] １．相談会 

     ２．主催者挨拶 

     ３．特別講演会 

「有料老人ホームの現状とその上手な選び方」 

        講師：（社）全国有料老人ホーム協会 顧問 松岡 昭任氏 

     ４．「そこが知りたい 有料老人ホームＱ＆Ａ」 

 

③大阪会場 
[後 援] 厚生労働省、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県 
[日 時]  平成１９年１０月１１日(木) １１：００～１６：３０ 

[会 場] ハービスホール 定員５００名 

[内 容] １．相談会 

     ２．主催者及び来賓挨拶 

     ３．講演会 

「有料老人ホームに暮らすということは・・・」 

        講師：有料老人ホームアドバイザー 木下 幹郎氏 
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④仙台会場 
[後 援] 厚生労働省、宮城県、青森県、秋田県、岩手県、山形県、福島県、仙台市 
（予定） 河北新報社、ＴＢＣ東北放送 
[日 時]  平成１９年１０月２４日(木) １２：３０～１６：００ 

[会 場] ホテルメトロポリタン仙台 千代の間 定員１５０名 

[内 容] １．相談会 

     ２．主催者挨拶・協会講演 

     ３．参加ホーム紹介 

     ４．講演会 

「これからの高齢期の暮らし方を考える」 

        講師：主婦連合会 副会長 勝又 三千子氏 

 
 
８ マンション管理基礎セミナー 
 

[主 催] (財)マンション管理センター 
 

開催地 日 時 テーマ 協賛・後援 

大津市 10 月 6 日 

①「ﾏﾝｼｮﾝ管理と運営～管理組合が抱える課

題～」 

②「相談事例からみる管理組合のあり方」 

国土交通省 

(社)高層住宅管理業協会 他

横浜市 10月 13日 

①「大規模改修工事の進め方・設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

及び施工業者の選び方」 

②分科交流会 

国土交通省 他 

福岡市 10月 19日 

①「ﾏﾝｼｮﾝ共用部分ﾘﾌｫｰﾑﾛｰﾝとすまい・る債

について」 

②「大規模修繕に備えて取り組む課題」～長

期修繕計画作成の実務と自主点検の必要性

～ 

③「安全・快適に住み続けられるﾏﾝｼｮﾝ」～

適切な維持管理とﾘﾌｫｰﾑによる価値の向上～

国土交通省 

(社)高層住宅管理業協会 他

天理市 10月 21日 

①「管理組合の運営」～快適なﾏﾝｼｮﾝﾗｲﾌのた

めに～ 

②「相談事例の紹介と対処の仕方」 

③「ﾏﾝｼｮﾝの維持管理支援について」 

④「耐震診断・耐震改修について」 

国土交通省 

(独)住宅金融支援機構 

岡山市 10月 28日 

①「ﾏﾝｼｮﾝﾄﾗﾌﾞﾙ解決法」～ﾏﾝｼｮﾝで生活する

ことの法律的意味、生活ﾄﾗﾌﾞﾙ対策 

②「相談事例と細則例の紹介」～ｾﾝﾀｰに寄せ

られる様々な相談事例と相談事例に即した

細則例の紹介～ 

③「ﾏﾝｼｮﾝ維持管理に関する住宅金融支援機

構の支援制度」 

国土交通省 

(社)高層住宅管理業協会 

松山市 10月 28日 

①地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送と受信障害対応について 

②相談事例からみる管理組合の在り方につ

いて 

③長期修繕計画と大規模修繕の進め方につ

いて 

国土交通省 

(社)高層住宅管理業協会 

日本放送協会 他 
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９ 晴海デザインセンター 
 
①晴海・ｉ・住まいフェスタ ２００７ 

[主 催] 晴海デザインセンター、三井住商建材㈱アイラック 
[協 賛] （株）晴海コーポレーション 
[テーマ] 地球がよろこぶ、心とからだにやさしい住まいづくり提案 
[日 時]  平成１９年１０月１１日(木)～１４日（日）４日間 

[会 場] 晴海アイランドトリトンスクエアグランドロビー、晴海デザインセンター他 

[内 容] 住宅設備機器、建材の展示、住まいづくりセミナー、バス見学ツアーの開催など 

 

②絵画コンクール「みんながよろこぶ未来の家」作品展示会 

[主 催] 晴海デザインセンター、（株）晴海コーポレーション 

[協 賛] 中央区教育委員会、（社）東京建築士会、（社）日本建築学会関東支部 

[日 時]  平成１９年１０月１１日（木）～１３日（土）３日間 

[会 場] 晴海アイランドトリトンスクエアグランドロビー 

（晴海・ｉ・住まいフェスタ会場内） 

[テーマ] みんながよろこぶ未来の家 

[内 容] 「みんながよろこぶ未来の家」をテーマに、中央区内の小学生を対象に絵画を募集

し、応募作品の全てを会場に展示する。 

 

③親と子の都市と建築講座「測る ～寸法～」 

[主 催] （社）日本建築学会、晴海デザインセンター 
[日 時]  平成１９年１０月２８日（日）１０：００～１５：００ 
[会 場] 晴海アイランドトリトンスクエアグランドロビー、晴海デザインセンター他 

[テーマ] 空間の大きさを体感するワークショップ 

[内 容] 自分の体をかたちどった段ボール製の「分身」をものさしにして、建物や路地など

空間の広がりやボリュームを測るワークショップ。 

 

 

１０ シンポジウム「住宅の上手なリフォーム法」 
 
[主 催] ＮＰＯ消費者住宅フォーラム 
[テーマ] 住宅リフォーム・トラブルの実態とその防止対策について 

     （（財）トステム建材産業振興財団からの研究助成事業） 

[後 援] 国土交通省、東京都（予定）、（中）日本増改築産業協会 
[日  時] 平成１９年１０月１２日（金） １４：００～１６：４０ 
[会 場] 新宿西口住友（三角）ビル４７階 スカイルーム第 1 会議室 
[内 容] 第１部 基調講演及び研究成果発表 

過去 2 年間の、リフォーム・トラブルの事例調査による原因とその対策につい 
て、共同研究の結果を、基調講演と成果報告の形で発表する。 
①基調講演「データから見たリフォーム・トラブルの実態と効果的な対策」 

       講師： 蟹澤 宏剛氏（芝浦工業大学建築工学科 准教授） 
      ②成果発表「リフォーム・トラブルの予防法について」 
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     第２部 パネル討論 
テーマ 「こうすれば、安心・満足リフォームは実現できる」 

 パネラー：消費者代表  東都生活協同組合    理事 仲野 いづみ氏 
      事業者代表 （中）日本増改築産業協会 会長 山口 慶之助氏 
      行政関係者 （財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター 
             リフォームセンター長     小川  陵介氏 
      研究     芝浦工業大学建築工学科准教授 蟹澤  宏剛氏 
      司会     新建新聞社 編集長      三浦  祐成氏 

[その他] 一般消費者など１００名限定（先着順） 
 
 
１１ 住生活月間協賛セミナー 
 
[主 催] （社）全国賃貸住宅経営協会、（財）日本賃貸住宅管理協会関西支部 
[日  時] 平成１９年１０月１３日（土） １４：００～１６：３０ 
[会 場] 渡辺リクルートビルＢ２Ｆ「リクルートＢ２セミナーホール」 
[内 容] 講演 安全神話崩壊？！資産と入居者を守るために知っておくべきこと 
        「治安情勢と危機管理」 
          講師 ダイセル化学工業（株）顧問 京師 龍之助氏 
        「変化を感じて実践する賃貸住宅経営のコツ」 
          講師 （財）日本賃貸住宅管理協会理事 東京支部長 
             （株）明和住販流通センター代業取締役 塩見 紀昭氏 
 
 
１２ 第４２回全国木材産業振興大会 
 
[主 催]  （社）全国木材組合連合会、全国木材協同組合連合会 

[テーマ] 未定 

[日 時] 平成１９年１０月１８日（木） １３：３０～１７：３０ 

[会 場] 香川県県民ホール（香川県高松市） 

[内 容] ・大会議事 （大会式典、大会宣言決議） 

・記念講演 演題「未定」 

           講師 泉 英二氏（愛媛大学農学部長） 

     ・表彰式  木材産業功労者、協同組合事業功績者等 
 

 

１３ 住生活月間協賛 免震構造普及講演会 
 
[主 催]  （社）日本免震構造協会 

[テーマ] 地震リスクと免震構造 

[日 時] 平成１９年１０月１８日（木） １１：００～１２：００ 

[会 場] 東京ビックサイト西１・２ホール 

     危機管理産業展２００７内 

[内 容] 高まる地震リスクに対する有効な建築構造を考える。 

講師：平野 範彰氏 （社）日本免震構造協会普及委員会委員 

               （株）竹中工務店エンジニアリング部副部長 
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１４  小学生対象第１０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、農林水産省、環境省、（独）住宅金融支援機構 

[日  時]  平成１９年６月１５日～１０月２７日 

[会 場] 表彰式：住宅金融支援機構 すまい・るホール 

[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」（木の家・こんな家に住みたい）を継続実施し、より多くの応募数の

確保と充実を図る。 

     今回新たに、環境省の後援をいただき、環境問題に関する教育にも貢献しうるコン

クールとする。 

 

 

１５ 第４３回 全国不動産会議 群馬県大会 
 
[主 催] （社）全日本不動産協会 
[共 催] （社）不動産保証協会 
[後 援] 国土交通省、群馬県、前橋市 
[テーマ] 見直そう 地域の力と日本の文化 
      －起こせ 上昇気流の空っ風－ 
[日  時] 平成１９年１０月２５日（木） 
[会 場] 群馬県民会館（式典・講演会） 
[内 容] 第２部 講演  １５：１０～１６：４０ 

テーマ「この国のゆくえ」 
     講師  猪瀬 直樹氏（作家） 
 
 

１６ 第１９回住生活月間協賛・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 

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

[日 時]  平成１９年１０月２６日（金）１３：３０～１６：３０ 

[会 場]  （独）住宅金融支援機構 すまい・るホール 

[テーマ] 子育てと住まい 
[内 容] 基調講演「女性の品格と住まい」 

       講師：坂東 眞理子氏（昭和女子大学学長） 

     パネルディスカッション「子育てと住まい」 

       モデレータ：森野 美徳氏（都市ジャーナリスト） 

       パネリスト：仙田  満氏（こども環境学会会長・（社）日本建築家協会会長） 

             園田眞理子氏（明治大学理工学部建築学科准教授） 

             尾島 和雄氏（（株）日経ホーム出版社・日経 Kids＋編集長） 
[その他] 定員３００名、入場無料、先着順 
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１７ ＩＹＳＨ（国際居住年）記念賞表彰式 

 

[主 催] （社）日本住宅協会 

[後 援] 国土交通省、外務省 他 

[日 時] 平成１９年１０月２９日（月） 

[会 場] ホテルルポール麹町（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「国際居住年記念損

保ジャパン賞」を、タイ北部、ミャンマーとの国境周辺でストリートチルドレンの

ための緊急保護施設や子どもの家の整備、アートセラピー活動の他、諸政府機関や

ＮＧＯ団体との連携活動により、子ども達の生活状況の向上のために活動されてい

る、アーサー・パッタナー・デック財団（タイ）に授与する。 

 

 

１８ 平成１９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] 私たちは住宅の保証をサポートしています 

[日 時] 平成１９年９月１５日～１２月３１日 

[会 場] 全国 

[内 容] １．住生活月間中央イベントへの参加 

        期間 平成１９年１０月１１日～１０月１４日 

        内容 パネル展示、パンフレットの配布等 

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１９年９月１５日～１２月３１日 

 

 


