
1

別紙２

平成２１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 10/14 建築指導課パネル展 北方型住宅の普 北海道 － 北海道の気候風土に適応

及啓発 した北方型住宅につい

て、パネル等により紹介

し、普及を図る。

札幌市 10/7,14, 木造住宅の耐震に 耐震 札幌市、 － 木造住宅の建築士による

21,28 関する相談 （社）北海道建 耐震相談

(毎週水曜) 築士事務所協会

10/2,9,16, 建物の耐震に関する相 耐震 札幌市、 － 鉄筋コンクリート・

23,30 談 （社）北海道建 鉄骨鉄筋コンクリー造・

(毎週金曜) 築士事務所協会 鉄骨造の建物の建築士に

よる耐震相談

青森県 10月上旬 すまい職人きらりアッ すまい職人の育 青森県住宅リフ － 建築関係団体の協力を得

プ体験モデル事業 成・確保 ォーム推進協議 て、工業高等学校や高等

会、青森県 技術専門校の生徒が、中

学校敷地に小規模な建築

物を建築する職業体験を

行うとともに、小中学生

に職人の魅力を発信し、

木造住宅を担う職人を育

成・確保する方策を探

る。

10月24日 すまい職人きらりアッ すまい職人の育 青森県住宅リフ － 職業能力開発校におい

プ体験塾 成・確保 ォーム推進協議 て、小学校高学年の親子

会、青森県 を対象に、木造住宅を担

う職人の技を体験できる

イベントを開催し、職業

能力開発校のＰＲ及び職

人の魅力発信を行う。

10月又は11 平成２１年度建築士事 全国統一テ－マ （共催） 国土交通省（予 １．新聞広告（東奥日

月（予定） 務所キャンペーン事業 「信頼のあかし （社）日本建築 定）※、青森県 報）

建築士事務所 士協会連合会、 法定団体としての事務所

協会～法定化さ （社）青森県建 ※ 協会の果たすべき役割と

れた建築士事務 築士事務所協会 （社）日本建築士 事務所協会会員名簿の記

所協会の会員は 事務所協会連合会 載による消費者への周知

あなたをサポー から一括後援を取 ２．建築無料相談会等

トします～」 得予定 （耐震診断含む。）

岩手県 10/1～31 住生活月間パネル展 住宅全般 けんみん住宅プ － 住宅税制やリフォームの

ラザ 推進に関するパネル展を

行う。

毎週日曜日 住宅相談 － けんみん住宅プ － 住宅全般に関する相談

ラザ

宮城県 10/3～4 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 たみやぎ版住宅 ール運営委員会 の新たな利用技術や新製

の普及啓発 品の展示・普及と新築・

リフォームの無料相談を

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

(10/23出張 等の耐震に関する無料 改修の相談 築士事務所協会 その他の建築物の耐震相

相談会) 相談会 談を行う。

仙台市 マンション管理基礎セ 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10/17
ミナー の基礎知識の情 支援ネットワー ・管理組合役員・居住者

報提供・相談会 クせんだい・み を対象に、マンションの

やぎ 管理・運営に関する情報

提供を行う。

・国土交通省東 第１部 講演「長期修繕

北地方整備局・ 計画作成のポイント

宮城県・仙台市 （仮）」

他全 団体 第２部 ・テーマ別意見39
による共催 交換会

・個別相談会

秋田県 10/3 第２３回「秋田の住 秋田の住宅 秋田県、（社） （財）秋田県建築 「秋田の住宅」を共通テ

宅」コンクール（作品 秋田県建築士事 住宅センター、日 ーマに、各部門別に作品

展示・入賞者表彰） 務所協会 本建築学会東北支 や提言を募集し、入選作

部秋田支所、 品を公開展示する。

（社）秋田県建築

士会、（社）秋田

県建設業協会、秋

田県立大学、

（株）秋田魁新報

社

10/31 平成２１年度マンショ マンションの自 秋田県、秋田 国土交通省、 マンションの区分所有者

ン管理基礎セミナー 主点検と長期修 市、（財）マン （社）高層住宅管 ・管理組合役員・居住者

繕計画の見直し ション管理セン 理業協会 等を対象に、マンション

ター の管理運営に関する講演

を行う。

10/31 賃貸住宅の住環境向上 賃貸住宅の空き （財）日本賃貸 国土交通省、秋田 賃貸住宅の家主や管理業

セミナー（賃貸住宅オ 家対策と物件の 住宅管理協会東 県、秋田市、 者等を対象に、良質な物

ーナーセミナー２００ 魅力を高めるリ 北支部連合会、 （株）秋田魁新報 件の提供等、住環境の向

９） ノベーション （社）全国賃貸 社 上や家主・管理業社の資

住宅経営会 質の向上に資する講演会

を行う。

山形県 10/3～4 第23回住宅フェア'09 実感しよう！！ 寒河江市住宅建 国土交通省、山形 小学生図画・工作コンク

INさがえ 木づくりで安心 設推進協議会・ 県 ール、耐震診断コーナ

快適エコ生活 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

福島県 9/23～ ふくしまの棟梁 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

10/23 ［親方］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

10/1 10/31 景観研究会 まちなみの屋 景観守り隊 （社）福島県建築 成果品として作成した資～

根、外壁の色彩 士会猪苗代支部 料等を広く一般に公開す

を考える。 る。

10/10 「建築を知る環境講 建築・住宅の普 (社)日本建築 － 建築家 千葉学（東京大

座」～そこにしかない 及啓発と建築文 学会福島支所 学准教授）による講演

形式～（仮） 化の向上
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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) 10/23 地震災害や建築物の耐 耐震 福島県 － 岡田恒男東京大学名誉教

震化に関する講演 授による講演

（仮）

10/23 被災建築物応急危険度 住宅・建築への (社)福島県建築 － 古い公営住宅を被災した

判定模擬訓練 災害対策 士会 住宅として、応急危険度

判定の実地訓練を行う。

10/29･30 地域住宅計画全国大会 すまいづくりや 地域住宅計画推 国土交通省、福島 すまいづくり・まちづく

シンポジウム2009会津 まちづくりの啓 進協議会、 県、住宅金融支援 りに関する 学識経験者

坂下大会 発 豊かな住まい・ 機構、建築研究 による講演、パネルディ

まちづくり推進 所、(社)日本建築 スカッション、ワークシ

会議 士会連合会、(社) ョップ等

日本建築家協会、

(財)日本住宅・木

材技術センター、

(財)Ｈ＆Ｃ財団、

(社)日本建築学

会、(社)日本都市

計画学会、(社)都

市住宅学会、(社)

すまいづくりまち

づくりセンター連

合会、福島民友新

聞社、福島民報社

（予定）

10月下旬 住宅相談会 住宅の増改築に 只見町住まいづ － 住宅の増改築に関する無

関する相談 くり・まちづく 料相談会

り研究会

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

茨城県 10/25 建設フェスタ2009 － 建設フェスタ実 － 会場の中に「住まいの相

行委員会 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。

栃木県 10/16～18 とちぎ住宅フェア2009 ひとに・まちに 住宅フェア栃木 国土交通省、 住宅関連資材・設備等の

・自然にやさし 実行委員会 栃木県、 展示、住まいの相談、講

く 宇都宮市、 演会 等

栃木県市長会、

栃木県町村会、

住宅金融支援機構

他

群馬県 10/24 「’０９ぐんまの家」 県民の住宅に関 群馬県、群馬県 （社）群馬県建築 周辺と調和したデザイ

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

表彰式 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 計画、適切な材料及び施

の改善を図る。 建設業協会、 工に配慮された作品に対

（社）群馬県木造 し、建築主、設計者、施

住宅産業協会、住 工者の三者を表彰し、そ

宅金融支援機構北 の作品を展示する。

関東支店（共催）

埼玉県 10/18～31 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Ｐ 建物取引業協会 り」等に協賛し、不動産

Ｒと啓蒙 本庄支部、埼玉 無料相談やチャリティー

西部支部 イベント等を行う
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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

(埼玉県) 10/3 マンション管理基礎セ マンション管理 埼玉県、越谷 － マンションの地デジ対

ミナー に関する講演 市、埼玉県マン 策、新たな管理方式につ

ション居住支援 いて、パネルディスカッ

ネットワーク ション

10/24、25 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２００９ くりに関わる諸 会関東支部埼玉 い街づくりに関する事例

団体の交流 支所 発表や提案及び討議意見

交換

10/23 平成21年度住生活月間 ライフスタイル 埼玉県住まいづ 国土交通省、埼玉 ライフスタイルをテーマ

シンポジウム から見る住まい くり協議会 県、住宅金融支援 とした講演会

づくり 機構首都圏支店、

都市再生機構埼玉

地域支社

10/17 第５回埼玉埼玉住み心 「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） 地の良いまち大賞 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、展

10/23、11/ 「まち」につい 示し、優秀作品の表彰を

6～11/12 て考える 行う

(展示会)

10/1 平成21年度・県下一斉 「信頼のあかし (社)日本建築士 国土交通省、 県内各会場において木造

～11/31 「わが家の耐震診断相 建築士事務所 事務所協会連合 埼玉県、市町村 住宅の無料耐震診断を行

談会」 協会～法定化さ 会 う。（期間中 埼玉県内

れた建築士事務 (社)埼玉県建築 の20～30会場で開催）

所協会の会員は 士事務所協会

あなたをサポー

トします～」

10/1、8、 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

22、29 断の実施 宅の無料耐震診断を行

う。

千葉県 10/3 マンション管理に関す － 流山市 － 管理組合、管理業者、居

る相談会 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す

る。

10/4 マンション問題個別相 － 千葉県、鎌ヶ谷 － 管理組合、管理業者、居

談会 市 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す

る。

10/5～9 住まい・る・ウィーク 耐震リフォーム 市川住宅リフォ － 耐震改修等リフォームに

について ーム相談協議会 関する知識の向上を図る

（共催：市川 ため、展示物やパネル等

市） による事例紹介と相談会

を開催する。

10/7 分譲マンション相談会 － 松戸市 － 分譲マンション全般に関

する相談会
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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

(千葉県) 10/9 住宅相談 － 我孫子市 － 住宅の増改築等に関する

相談を実施する。

10/10 マンション管理セミナ ①マンションの 千葉県マンショ － マンションの管理等に関

ー・個別相談会 植栽 ン管理士会 する講演会と個別相談会

②マンションの （共催:市川

高齢者対策 市）

10/17 マンション問題個別相 － 千葉県、習志野 － 管理組合、管理業者、居

談会 市 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す

る。

10/18 マンション管理セミナ ①トラブルを防 我孫子市、千葉 － 管理組合、管理者、居住

ー・個別相談会 止するマンショ 県マンション管 者などを対象にセミナー

ン管理の知識 理士会 会を実施し、また、専門

②大規模修繕工 の相談員による個別相談

事の進め方につ 会を実施する。

いて

10/20 長期優良住宅に関する 長期優良住宅の 千葉県、千葉県 － 長期優良住宅の認定制度

事業支援セミナー 認定について 建築士会、千葉 について、建築士対象の

県建築士事務所 講習会を開催する。

協会、千葉県建

築家協会

10/25 マンション管理セミナ 耐震改修を含め 市川市マンショ － マンションの管理組合の

ー・交流会 たマンションの ン管理組合連絡 方及び居住者等を対象と

防災対策 協議会 したマンションの管理等

（共催：市川 に関する講演会及び参加

市） 者との交流会を開催す

る。

10/25 マンション管理相談会 － 松戸市 － 講演会・個別相談会

及びセミナー

千葉市 10/8、15 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

関する相談を実施する。

10/9 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 談を実施する。

10/20～26 「住まいづくり」絵画 住んでみたいな 千葉市 － 市内の小学生を対象に絵

コンクール こんな家 画を募集し、入選作品を

展示する。

東京都 10/3 主婦建築家３人の家づ 生活に根ざした 多摩市 － 主婦建築家３人が生活者

くり講座＆なんでも相 家づくりを考え ＮＰＯ法人家づ としての視点から家づく

談会 る くりの会 りのための講座

10/3 小規模マンション維持 （未定） 港区 － マンションの維持・管理

管理講座 等についての学習会及び

受講者同士の意見交換会

10/4 マンション管理講座・ 管理組合運営と 世田谷区・世田 － マンションの管理等に関

相談会 管理規約 谷区マンション する講演会と個別相談会

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) 10/4,10/25 全国一斉マンション管 分譲マンション 首都圏マンショ 日本マンション管 マンション管理士による

（２回実 理士無料相談会 維持管理 ン管理士会城北 理士連合会、板橋 無料相談

施） 支部板橋部会及 区

び板橋区マンシ

ョン管理士会

10/6 不動産無料相談会 （未定） （社）全日本不 世田谷区 不動産に関する専門家に

動産協会東京都 よる組合相談会

本部世田谷支部 高齢者・障害者等を対象

に民間賃貸物件の情報提

供

10/7、21 総合建築相談 － ＮＰＯ法人 ア － 耐震やアスベスト対策を

ーバンデザイン はじめとする、一般住宅

東村山会議、東 の建築に関する相談窓口

村山市 を開設

10/10 分譲マンションセミナ どう解決する？ 荒川区 － 分譲マンションの管理組

ー マンショントラ 合役員及び区分所有者を

ブル 対象としたセミナー

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

しませんか 多摩市木造住宅 向上を図るため展示物や

耐震促進協議会 事例紹介を行う

10/11 マンション管理組合交 管理者制度につ 八王子市マンシ （共催） ・マンション管理の新た

流会 いて ョン管理組合連 八王子市 な枠組みづくりに関する

合会 調査報告書の概要説明

・意見、情報交換

10/11 ねりまマンション“未 ①自主的な大規 練馬区 － 区内のマンション管理士

来塾”（セミナー） 模修繕の進め方 の協力による。

②管理組合の金

銭管理と管理委

託契約

10/17 分譲マンション管理無 － 文京区・ － 分譲マンションの維持管

料相談会 首都圏マンショ 理について、マンション

ン管理士会 管理士がアドバイスを行

う。（事前予約制）

10/17 分譲マンションよろず － 台東区 － マンションの維持管理に

相談室 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）

10/17 分譲マンション管理セ （未定） 杉並マンション － 講演会と個別相談会

ミナー 管理士会

（共催：杉並

区）

10/17 分譲マンション維持管 ①相談事例から 葛飾区 － 分譲マンションの管理等

理セミナー みるマンション （財）マンショ に関する講演会

管理のあり方 ン管理センター

②長期修繕計画

作成のポイント

10/18 分譲マンション管理セ （未定） 中野区 － 分譲マンションの管理組

ミナー 合役員、居住者等を対象

に、マンション管理の講

義と参加者との交流会を

実施
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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) 10/18 分譲マンション管理セ （未定） 町田市・（財） － マンションの管理等に関

ミナー マンション管理 する講演会

センター・町田

市分譲マンショ

ン管理組合ネッ

トワーク（共

催）

10/19 マンション居住者交流 管理組合の運営 板橋区 － 他のマンション居住者と

会 方法や大規模修 の交流、情報交換を図る

繕など とともに、問題を共有

し、解決の糸口を見つけ

る

10/19 マンション無料個別相 維持管理やトラ 板橋区 － 維持管理や日常生活のト

談（交流会と同時開 ブル等に関する ラブル等に対して個別に

催） こと 相談に応じる

10/19 集合住宅地デジ説明会 地デジの移行に 板橋区 － デジサポから講師を派遣

（仮称） ついて してもらい、地デジにつ

いての説明会、個別相談

を行う

10/19～22 平成２１年度住生活月 （未定） 東京都 － パネル展示等

間行事

10/20～26 住まいの情報展 － 足立区 － 住宅に関するパネル展示

やパンフレットの配布を

行う

10/24 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

家が一同に会し、幅広く

相談に応じる（事前予約

制）

10/24 調布市分譲マンション （未定） 調布市 － 講演会

セミナー’０９ （財）マンショ 個別相談会

ン管理センター

10/24 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）

を開催する。

10/25 第２回マンション管理 地域マンション 板橋マンション 板橋区 マンション管理組合同志

組合理事長連絡会議 ネットワークの 管理組合ネット が維持管理に関する情報

構築 ワーク 交換や相互支援ができる

ように、話し合いの場を

提供する

10/31 マンション管理セミナ 地上デジタル放 武蔵野市 － 分譲マンション管理組合

ー 送等の対応につ 役員、居住者等を対象

いて に、マンション管理の講

演と参加者の交流会を実

施
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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) ～3/31 マンション管理士無料 分譲マンション 板橋区 － （財）マンション管理セ

派遣 維持管理 （財）マンショ ンターと連携し、申込み

ン管理センター のあった管理組合へマン

ション管理士を派遣す

る。維持管理に関する相

談に応える。（１回のみ

無料。ただし、みらいネ

ットへの登録が条件）

（常時実施であるが、月

間に合わせ区報でＰＲ）

（未定） 分譲マンション管理セ （未定） 豊島区 － 分譲マンション管理組合

ミナー の役員または区分所有者

を対象に、マンション管

理に関する講演会（セミ

ナー内で交流会も実施）

を実施予定

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

び住宅品確法の紹介 行法及び住宅品 住宅品確法のパネル展示

確法の紹介 等を行う

10/3 シンポジウム より良い住まい 茅ヶ崎市 国土交通省、 講演及び市の施策説明

づくりのために （社）神奈川県建

築士会、

（社）神奈川県建

築士事務所協会

10/17 住生活月間協賛「賃貸 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

住宅の住環境向上セミ 安心・安全・住 住宅管理協会神 川県、横浜市、 係者等を対象に、講義形

ナー」 環境の向上 奈川県支部 （社）神奈川県宅 式で安心して入居できる

地建物取引業協会 民間賃貸住宅の課題、賃

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

川崎市 10/11 川崎市マンショ 川崎市マンショ 川崎市、 マンション管理組合・区マンション管理セミナー

ン登録制度の案 ン管理士会連合 （財）マンション 分所有者を対象にしたセ

内、管理会社変 会 管理センター ミナー及びマンション管

更の成功事例 理士による無料相談会を

実施する。

横浜市 10/19 （仮）環境にやさしい 環境にやさしい 横浜市、 （財）建築環境・ 住宅設計者等向けに環境

住宅セミナー 住宅の普及啓発 （株）日本住情 省エネルギー機構 をテーマにした講演会と

報交流センター CASBEEすまいの制度紹介

新潟県 10/3・4 不動産フェア 不動産無料相談 (社)新潟県宅地 国土交通省 不動産フェア会場にて不

物件展示 建物取引業協会 動産取引に関する相談会

上越支部 を実施。

併せて、不動産物件の展

示を実施。

10/11 不動産フェア 不動産無料相談 (社)新潟県宅地 国土交通省 不動産フェア会場にて不

物件展示 建物取引業協会 動産取引に関する相談会

魚沼支部 を実施。

併せて、不動産物件の展

示を実施。
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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

(新潟県) 10/17、18 平成21年度 電話による無料 (社)不動産保証 － 二日間（10:00～16:00）

取引苦情相談会 相談会 協会新潟県本部 県本部事務局にて相談員

2名体制で不動産の取引

に関する電話及び来所で

の相談対応。

新潟市 10/2～ 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

11/27 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。

石川県 10/1～31 いしかわ住まい博2009 住宅全般 いしかわ住まい 国土交通省、石川 住宅市場の活性化を目的

博実行委員会、 県、金沢市、 とし協賛各社のイベント

北國新聞社 （財）石川県建築 をショッピングセンター

、 等で実施する。北國新聞住宅総合センター

ラジオかなざわ、 紙面にて特集紙面を掲載

ラジオこまつ、ラ する。

ジオななお、金沢

ケーブルテレビネ

ット

10/3～ 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

11/14 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

催する。

10月～11月 児童画コンクール 私の住みたい家 いしかわ２１世 石川県、石川県土 幼児、小学生を対象に私

紀住まいづくり 地・住宅供給公 の住みたい家の児童画コ

協議会、北陸中 社、石川県教育委 ンクールを開催し、作品

日新聞社 員会、住宅金融支 の展示、優秀作品の表彰

援機構北陸支店 を行う。

岐阜県 10/3、10、 建築相談会 安心して家を建 社団法人 岐阜 － 建築相談会

17、24、31 てるには 県建築士事務所 木造住宅耐震診断相談

(毎週土曜) 協会 高齢者向け住宅改修相談

10/3、4 ふれあい2009大野まつ 文化の高揚、産 大野町 － 木造住宅耐震診断、耐震

り 業の発展、豊か 補強相談

な住みよい町づ 高齢者向け住宅改修相談

くり

静岡県 10/10 マンション管理ビギナ 分譲マンション ＮＰＯ法人 静 沼津市 マンション管理士による

ーズセミナー＆相談会 管理 岡県マンション アドバイスを行う

管理士会

10/17 マンション管理ビギナ 分譲マンション ＮＰＯ法人 静 － マンション管理士による

ーズセミナー＆相談会 管理 岡県マンション アドバイスを行う

管理士会、静岡

県、静岡市
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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

場所：名古屋栄ビル12階愛知県 10/8 FPと楽しく学ぶマイホ （仮）現在の経 (社)ナゴヤハウ － ・

ームセミナー＆相談会 済情勢を踏まえ ジングセンタ ・吉田江美氏の講演

（仮称） た人生設計と今 ー、(独)住宅金 ・支援機構の「ﾌﾗｯﾄ35の

後の住宅ローン 融支援機構、中 特徴」説明

選択方法 日新聞社、㈱FM ・個別相談会 FP相談

愛知 ﾌﾗｯﾄ35相談

建築技術相談

住宅事業者紹介コーナー・

10/8～10 第39回建築総合展 (社)愛知県建築 国土交通省、経済 ・テーマ催事新時代への提案Ⅱ

～縮小する時代に 産学官情報発信コーナーNAGOYA2009 士会、中部経済 産業省、林野庁 ・

新聞社 他 ・学生コンペ審査会・講抗して～

演会

・各企業セミナーの開催

・講習会の開催

・建築相談

10/23 「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」の表彰式 まい」の住宅設 住まい推進協議 市、(独)住宅金融 新しい工夫が見られる住

計 会、中日新聞社 支援機構東海支 宅を表彰

店、(独)都市再生

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

10/23 ゆとりある住まい講演 「今日からあな 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 たも収納上手」 住まい推進協議 市、(独)住宅金融 に向けた意識啓発のため

＜講師＞ 会、愛知県、名 支援機構東海支 の講演

古屋市、中日新 店、(独)都市再生収納アドバイザー

本多 弘美 氏 聞社 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、愛知県

地域婦人団体連絡

協議会（予定）

10/27 建築士事務所協会キャ 未定 （社）愛知県建 愛知県、名古屋 未定

ンペーン 築士事務所協会 市、中日新聞社、

NHK名古屋放送

局、東愛知新聞

（予定）

三重県 10月中 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月中 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 化の推進 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月中 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
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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

(三重県) 10/11 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

10/18 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

10/18 紀宝港フェスタ 防災 紀宝町 － 住宅耐震相談・パネル展

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。

10/3 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 － マンション管理組合や住

ミナー の適正な管理・ 市、 民向けに、分譲マンショ

運営について （財）マンショ ンの適正管理に必要な管

ン管理センター 理組合の運営方法や建物

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。

京都府 10/1,8,15, 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

22,29 住宅供給公社

10/3,4,10, 全国一斉マンション管 無料相談会開催 一般社団法人日 京都府、京都市 分譲マンションの管理組

11,12,24 理士相談日 本マンション管 合の相談に無料で応じる

理士会連合会

10/6,20 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 談等

京都市 10/3 耐震セミナー「自宅か ①我が家の地震 京都市，NHK京 － すまいの耐震化や地震へ

ら考えてみよう！地震 対策 都放送局 の備えについて，家族み

への備え」 ②すまいの耐震 んなで身近なものと感

化に役立つ京都 じ，取り組んでいただく

市の施策 ため，自宅を中心に，地

③どーもくんの 震への備えの「必要性」

防災劇場 と「役立つ情報を」をNH

Kキャラクター「どーも

くん」による防災劇場も

交えて，わかりやすくお

知らせするセミナー
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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 10/1～31 住宅相談会 聞けば安心住ま （財）大阪住宅 大阪府、大阪市、 地域住宅情報相談センタ

(水曜日は いづくり相談会 センター 岸和田市、（独） ー（花博、岸和田）で開

除く) 住宅金融支援機構 催。（住宅相談含む、法

近畿支店 律、税務、資金計画、建

築相談）

10/1～31 住宅相談会 聞けば安心住ま （財）大阪住宅 大阪府、大阪市、 本部住宅情報相談センタ

(土日祝は いづくり相談会 センター 岸和田市、（独） ー（大阪市）で開催。

除く) 住宅金融支援機構 （住宅相談含む、法律、

近畿支店 税務、資金計画、建築相

談）

10/10～17 個性豊かな住環境づく 私の好きな八尾 八尾市 大阪府、大阪府建 八尾市内のさまざまな魅

り事業 展示会 ２００９ 築士会、大阪府建 力ある場所や風景、祭り

築事務所協会 の写真を展示する。

10/10～25 住まいづくり応援フェ － （財）大阪住宅 大阪府、大阪市、 展示住宅を通じて良質な

ア センター 岸和田市、（独） 住宅建設を促進する。

住宅金融支援機構

近畿支店

住宅セミナー 知ってトクする （財）大阪住宅 大阪府、大阪市、 日曜日に地域住宅情報セ10/11、12、

18、25 住まいづくりセ センター 岸和田市、（独） ンター（花博、岸和田）

ミナー 住宅金融支援機構 で開催。延べ５講座

近畿支店

10/25 マンション管理勉強会 － NPO法人南大阪 河内長野市 ・分譲マンションでの

マンション管理 「ペット問題」を考える

士会 ・マンション管理無料相

談会

10/26 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。

10／29～30 住宅相談会 「すまい力」の 豊中市、NPO法 － 市民一人ひとりの「すま

向上 人ユニバーサル い力」の向上を目指し、

デザイン推進協 パネル展示及び相談会を

議会 実施する。

大阪市 10/3 住まい情報センターセ シニアライフを 大阪市立住まい － 高齢期を迎えるにあた

10/31 ミナー「クイズで学ぶ 楽しむ 情報センター り、暮らしを豊かにする

住まいの工夫」 ための住まいづくりの工

夫を、クイズと事例を交

えながら学ぶセミナーで

す。

10/10 住まい情報センタータ 安心の住まいと 大阪市立住まい － 高齢者向け住宅の種類や

イアップセミナー「高 は？ 情報センター 選び方などの情報や、高

齢者住宅の最新情報」 (社)コミュニテ 齢者向け住宅の入居者の

ィネットワーク 体験談などを、ハーブの

協会 香りを楽しみながら学べ

アロマテラピー るセミナーです。

＆ハーブＭaＮa
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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

神戸市 9/1～10/31 神戸市すまいの耐震キ すまいの耐震化 神戸市・神戸市 － 市民団体・専門家団体・

ャンペーン すまいの安心支 報道機関と連携して、期

援センター 間中に集中的に「すまい

の耐震化」に関するPRを

行い、市民に適切に情報

を伝える。

奈良県 10/1～31 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、6 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

とパンフレットの配布

10/14 住民向け耐震診断普及 住宅の耐震性の 奈良県、建築物 － 木造住宅の耐震診断・改

促進講演会 向上について の耐震化促進に 修の普及を目的とした、

係る市町村連絡 県民が対象の講演会

会議

10/25 マンション管理基礎セ 適切なマンショ 奈良県マンショ 国土交通省、(独) マンション管理組合や区

ミナー ン管理 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、(財) （すべて予定） ンション管理に関する基

マンション管理 礎的な情報を提供し、マ

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

する。

10/25 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

施する。

10/28 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 10/17 木の住まいウォーク 木造住宅、伝統 一般社団法人 鳥取県、鳥取県教 伝統的まちなみ、建設中

的技術の良さの 鳥取県木造住宅 育委員会、倉吉 の木造住宅等を巡るウォ

ＰＲ 推進協議会 市、倉吉市教育委 ーキング

員会、鳥取県住宅

生産促進協議会等

10/22、 鳥取県建築物環境総合 建築物に係る温 鳥取県 － 平成22年度から施行す

10/27 性能評価制度説明会 室効果ガス排出 る鳥取県建築物環境総合

抑制の取組み推 性能評価制度の概要説明

進

岡山県 10/18 岡山マンション管理 安全･安心で快 岡山県、岡山 国土交通省、 マンションの区分所有者

基礎セミナー 適なマンション 市、倉敷市、 (社)高層住宅管理 や管理組合等を対象に、

ライフを実現す (財)マンション 業協会 マンション管理に関する

るために 管理センター、 講演を通して、基礎的知

独立行政法人住 識の普及･啓発を図る

宅金融支援機構

中国支店
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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 10/4 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 ・耐震診断・耐震改修の

化セミナー＆耐震相談 まいづくりを応 震マイスター倶楽 事例紹介や住宅の耐震補

会 援します 部 強の重要性，廿日市市の

耐震診断事業の紹介など

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

習得および意識啓発を測

る。

10/14 末永く人も住ま ひろしま住生活 国土交通省，住宅 ・相談事例からみるマンマンション管理セミナー

いも健やかに 月間実行委員会 金融支援機構中国 ション管理のあり方（区

支店，ＮＨＫ広島 分所有者―管理会社間，［広島県・広島

放送局，中国新聞 大規模修繕計画，区分所市・広島県住宅

社，中国放送，広 有者間）宅地産業五団体

島テレビ，広島ホ ・マンションにおける防協議会・（社）

ームテレビ，テレ 犯対策について日本住宅協会広

ビ新広島，広島エ ・マンショントラブルの島県支部・（社）

フエム放送，ＮＰ 解決法広島県建築士事

Ｏ法人広島県マン務所協会・（社）

ション管理組合連広島県建築士会

合会，ＮＰＯ法人・（社）日本建

マンション管理ネ築家協会中国支

ットワーク，広島部広島地域会・

県マンション管理（社）日本建築

士会，（社）高層構造技術者協会

住宅管理業協会，中国支部・（社）

（財）マンション広島県建築セン

管理センターター協会・国土

交通省中国地方

整備局］

・小学生に住まいづくりに10/15～31 住まいづくり絵画コン 僕が、私が考え 東広島市 未定

関する作品を描いてもらうクール２００９展示会 た１００年住め

ことにより、住まいに対する家

る意識や関心を深め、多く

の人々に小学生の描いた絵

を通じ、住まいづくりの将

来について考えてもらう機

会を設けることを目的とし

て実施。入選作品について

は東広島市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲

載する。
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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

(広島県) 10/17 長期優良住宅及び住宅 末永く人も住ま ひろしま住生活 国土交通省，住宅 ・長期優良住宅に関する

瑕疵担保履行法に関す いも健やかに 月間実行委員会 金融支援機構中国 セミナー

るセミナー 支店，ＮＨＫ広島 ・住宅瑕疵担保履行法に［広島県・広島

放送局，中国新聞 関するセミナー市・広島県住宅

社，中国放送，広宅地産業五団体

島テレビ，広島ホ協議会・（社）

ームテレビ，テレ日本住宅協会広

ビ新広島，広島エ島県支部・（社）

フエム放送，ＮＰ広島県建築士事

Ｏ法人広島県マン務所協会・（社）

ション管理組合連広島県建築士会

合会，ＮＰＯ法人・（社）日本建

マンション管理ネ築家協会中国支

ットワーク，広島部広島地域会・

県マンション管理（社）日本建築

士会，（社）高層構造技術者協会

住宅管理業協会，中国支部・（社）

（財）マンション広島県建築セン

管理センターター協会・国土

交通省中国地方

整備局］

10/18 住宅相談 〃 〃 〃 ・弁護士による法律トラ

ブル相談

・建築士によるリフォー

ム，耐震診断など住まい

づくりの相談

10/24、25 住まいの情報プラザ 〃 〃 〃 ・建築士による住宅相談

（ひろしまフードフェ 会

スティバル会場内） ・住宅に関する情報提供

・木造住宅の耐震模型に

よる実演

・住まいづくりに関する

クイズ

10/24、25 耐震診断・改修の啓発 安心ですか，あ 三原市 未定 ・耐震診断・改修の相談

相談事業 なたの住まい ・パンフレット等の配布

・パネル展示

・地震体験起震車等によ

る市民への意識啓発

10/24、25 住宅相談会 安心・安全です 三次市・庄原市 備北地区消防組合 ・建築士による住宅相談

か？あなたの住 ・（社）広島県 会

まい！ 建築士会県北支 ・パネル，軸組補強金

部 物，火災報知器等展示

・住宅に関する情報提供

10/26～31 住まいの安全パネル展 住まいの安全・ 呉市 ・耐震診断・改修，住宅

耐震啓発や空き 用火災報知機の普及啓発

家に関する相談 ・パネル展示，リーフレ

ット配布

・空き家の賃貸・売買に

関する相談

10/31～ 住宅相談会 住まいに関する 尾道市・（社） 住宅相談会・

11/1 （尾道福祉祭の一部） 何でも相談 広島県建築士会 耐震診断・改修等の普・

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・
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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

広島市 10/1、8、 分譲マンション管理運 － 広島市 財団法人マンショ ・マンションの管理につ

15、22、29 営講座 ン管理センター いて

・管理組合業務と管理業

務委託について

・修繕計画について

・トラブルの事例とその

対策

山口県 10/17 2009やまぐち住宅ﾌｪｱ なが～く愛せる 山口県ゆとり 国土交通省 住まいに関する展示

～10/18 住まい ある住生活 山口県 住まいに関するｲﾍﾞﾝﾄ

（いつもでも 推進協議会 (独)住宅金融支援 住情報の提供

一緒に暮ら 機構

せる喜び） (財)ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ

(財)住宅ﾘﾌｫｰﾑ・

紛争処理支援ｾﾝﾀｰ

等

徳島県 10/24～25 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

る住宅相談を実施する。

香川県 10/23～24 建築設備展2009 地球温暖化防止 (社)香川県設備 国土交通省、経済 設備機器等の展示を通じ

と省エネルギー 設計事務所協会 産業省、香川県 て地球温暖化防止と省エ

他 ネルギーを考える。

愛媛県 10/24～25 2009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、 住宅無料相談、住宅セミ

住まいフェア な住まい 住宅建設振興協 （独）住宅金融支 ナー、住情報の提供

議会 援機構四国支店

住生活月間の目的及び意福岡県 10/30～31 平成２１年度住生活月 長寿命住宅 住宅情報プラザ 国土交通省、県、

義を踏まえ、県民に広く住間イベント「すまいる 福岡（福岡県、 福岡市 他

宅情報プラザ福岡の広報フェア福岡２００９」 福岡市、（独）

を行うことを目的として、住宅金融支援機

構九州支店、 福岡市天神地区のイベン

（独）都市再生 ト広場イムズにおいてパ

機構九州支社、 ネル展示、住まいに関す

福岡県住宅供給 る講演会、住宅相談会等

公社、福岡市住 を実施する。

宅供給公社、

（財）福岡県建

築住宅センタ

ー）

北九州市 10/25 平成２１年度マンショ （仮）大規模修 北九州市、 国土交通省、福岡 マンション管理に関する

ン管理基礎セミナー 繕、マンション （財）マンショ 県、（社）高層住 セミナー

管理適正化法及 ン管理センター 宅管理業協会、マ

び地上デジタル ンション再生協議

放送対応につい 会

て

福岡市 10/24 福岡マンション管理基 大規模修繕を成 福岡市、福岡 国土交通省、福岡 マンション管理に関する

礎セミナー 功させる５つの 県、（財）マン 県マンション対策 セミナー及び無料相談会

ポイントほか ション管理セン 連絡会議、（社） の実施

ター、（独）住 高層住宅管理業協

宅金融支援機構 会 他

九州支店、

（財）福岡県建

築住宅センター
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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

(福岡市) 10/30 福岡市住まいづくりセ 安心リフォーム 福岡市 国土交通省、福岡 住宅リフォームに関する

ミナー のすすめ 県、（独）住宅金 セミナー

融支援機構九州支

店、（財）福岡県

建築住宅センター

佐賀県 9月～10月 佐賀の木・家・まちづ － 佐賀の木・家・ － ・佐賀の地域特性や市街

くり賞 まちづくり協議 地の環境・景観等に配慮

会 した、良好な市街地や住

環境形成の手本となるよ

うな建築物やまちづくり

を募集し、表彰する。

(表彰は1月頃）

10月中旬 (仮称)佐賀の木スロー － 佐賀の木・家・ － ・住まいづくりに関する

な住まいづくり まちづくり協議 セミナーの開催、県産木

会 材の伐採現場及び佐賀の

木を使用した住宅の建築

現場見学会 など

10/31 (仮称)初めてください － 佐賀の木・家・ － ・省エネルギー対策の一

「自立循環型住宅」講 まちづくり協議 環として、自然エネルギ

習会 会 ーを有効に活用し、居住

時のエネルギー消費量を

少なく保つことができる

住宅の計画・設計手法を

習得する。

長崎県 10/11 住まい・るフェスタ － 住宅フェアin佐 － 住宅相談会、住まいづく

2009in佐世保 世保実行委員会 りに関する各種展示、木

工教室など

10/18 いきいき住生活 － 大村市 － 住宅パネル展、木工教室

10/20 平戸市住宅相談会 － 平戸市 － 住宅相談

10/24～25 2009まちづくり総合住 リフォームでゆ 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 とりある住生活 ゆとりある住ま 種展示、木工教室など

いづくり推進協

議会

10/31～ 第１７回ＧＡＭＡＤＡ 温暖化防止策で 長崎県、GAMAD － 住宅相談、棟上げ式、木

11/1 Ｓまちづくり・住まい 安心住まいづく ASまちづくり・ 工教室、街づくり住宅づ

づくりフェア り 住まいづくりフ くり絵画展など

ェア実行委員会

熊本県 10月2日 マンション管理・法律 管理費滞納者へ ＮＰＯ法人熊本 熊本市 弁護士による法律トラブ

講座 の対応について 県マンション管 ルをテーマとした講座を

理組合連合会 開催

10月4日 住まいづくりフェア 住生活に関する 熊本市 国土交通省 住まいに関する様々なパ

情報提供 （財）熊本県建 熊本県 他 ネル展示、消費者向けの

築住宅センター 住宅に関する無料相談

会、マンションのコミュ

ニティ活動や管理状況の

コンテストを実施

10月11日 住まいづくり講演会 住まいづくりの （財）熊本県建 熊本県 芸能人が、自らの体験か

知識取得 築住宅センター 熊本市 ら得た住まいづくりのア

イデアやポイントなどを

紹介する
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(熊本県) 10月28日 マンション管理基礎セ マンション管理 （財）熊本県建 国土交通省 マンション管理に携わる

ミナー の基礎的な知識 築住宅センター 熊本県 関係者へマンション管理

習得 （財）マンショ 熊本市 他 の様々な問題を取り上げ

ン管理センター それらへの対応について

研修会を実施

10月下旬 住まいのリフォーム講 住宅リフォーム 熊本県住宅リフ 熊本県 消費者向けに住宅リフォ

演会・相談会 に関する情報の ォーム推進協議 熊本市 ームに関する講演会及び

提供 会 相談会を実施

大分県 10/3 第2回大分県マンショ － 大分県マンショ 大分県（予定） マンショントラブル無料

ン・フェア ン管理士会 相談会、相談事例からの

ＮＰＯ法人マン 講演

ション管理組合

ネットワーク

10/10、24 住宅相談会・リフォー － （財）大分県建 － 一般消費者からの住宅相

ム相談会 築住宅センター 談に対応。

10/22 すまい・るスクール大 － （財）大分県建 － 一般消費者を対象とし

分 築住宅センター た、住宅を建てるための

講習会

10/29 第24回豊の国木造建築 地域の風土・個 大分県木造住宅 － 大分県内に建設された優

賞表彰式 性を活かした木 等推進協議会 れた木造建築を表彰す

造建築の信更 る。

10/29 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 10/24・25 住まい・る・メッセ 住情報提供・ 宮崎県、宮崎県 － 県民に対して、住宅、住

無料相談会 住宅供給公社、 環境、住まい方について

宮崎県ゆとりあ 適切な情報を提供する。

る住生活推進協 （催事内容）

議会 ・無料相談会

・企画展示

・イベント実施

10/25 住まいづくりin延岡 知って安心、住 延岡市、延岡市 宮崎県、(財)宮崎 住宅の建設等を検討して

まいの情報広場 住まいづくり協 県建築住宅センタ いる市民に対して、安全

議会 ー、宮崎県住宅供 で快適な住生活の実現に

給公社、(独)住宅 寄与するため、総合的な

金融支援機構南九 住情報を提供する。

州支店 （催事内容）

・パネル・機器展示

・無料相談

・木工教室等

鹿児島県 10/23～25 2009かごしま住まいと 21世紀 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 私たちの住まい ある住まいと街 島県教育委員会， 展示，無料相談など様々

～あんしん づくり推進協議 (財)高齢者住宅財 なイベントにより広く住

長持ち 会，南日本新聞 団，住宅リフォー 情報を提供

よか住まい～ 社 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
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10/23～25 第45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(鹿児島県)

築系高校生による建築 用住宅 築士会 県教育委員会，鹿 設計競技作品の表彰・展

設計競技作品展 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

10/23～25 第19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

争処理支援センターンター

沖縄県 10/30～ 住まいの情報展 未定 沖縄県 (社)沖縄県建築設 住宅施策に関するﾊﾟﾈﾙ展

11/1 計事務所協会 示、パンフレット配布、

無料相談の実施等

10/30～ 第23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

11/1 リビングショウ 家族と地球に優 タイムス住宅新 沖縄県、他 情報・住宅関連製品を展

しい家づくり～ 聞社 示

10/30～ 第29回住宅設計展 未定 (社)沖縄県建築 沖縄県、 住宅設計事例作品の展示

11/1 設計事務所協会 沖縄振興開発金融

公庫 他


