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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２７回住まいのリフォームコンクール表彰式・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、 

（社）住宅リフォーム推進協議会 等 
[日 時] 平成２２年１０月２８日（木） １３：３０～ 
[会 場] 主婦会館プラザエフ（予定） 
[内 容] リフォームコンクールにおいて、入賞した設計者、施工者を表彰。 
     また、特別賞作品について、発表会を実施。 
 
 
２ 住宅金融支援機構すまい・るセミナー 
 

[主 催] （独）住宅金融支援機構 
[日 時]  平成２２年１０月１６日(土) １３：３０～１５：３０ 

[会 場] 住宅金融支援機構 すまい・るホール 

[内 容] １３：３０～１４：５０ 

     「生涯設計とマイホーム取得のための資金計画」 

           講師  紀平 正幸氏（ＣＦＰ） 

     １４：５５～１５：３０ 

     「変わらない金利で安心！【フラット３５】」 

           説明  住宅金融支援機構職員 

 

 

３ ＵＲ都市機構 
 

●ＵＲ都市機構平成２２年度研究報告会 

[主 催] （独）都市再生機構 
[テーマ] 団地・新時代へ ～新団地スタイルを拓く～ 
[入場料] 無料 
 
①福岡会場 

[日 時] 平成２２年１０月２０日（水） 

[会 場] ＮＴＴ夢天神ホール（福岡市中央区） 

[内 容] ○前年度に実施した調査研究等の報告ほか 

     ○外部有識者による特別講演 

     テーマ：団地が楽しいコミュニティをつくる！ 

     講 師：佐々木 喜美代 氏（福岡市市長室広報課長） 

 

別紙 ３ 
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②大阪会場 

[日 時] 平成２２年１０月２１日（木） 

[会 場] テイジンホール（大阪市中央区） 

[内 容] ○前年度に実施した調査研究等の報告ほか 

     ○外部有識者による特別講演 

     テーマ：団地再生で介護がかわる 

          －超高齢者社会におけるストック戦略－ 

     講 師：三浦 研 氏 

         （大阪市立大学大学院生活科学研究科長寿社会総合科学講座准教授） 

 

③名古屋会場 

[日 時] 平成２２年１０月２２日（金） 

[会 場] 電気文化会館イベントホール（名古屋市中区） 

[内 容] ○前年度に実施した調査研究等の報告ほか 

○外部有識者による特別講演 
     テーマ：高齢者の安心をつくる団地再生 

     講 師：生田 京子 氏（名城大学理工学部建築学科准教授） 
 
④東京会場 
[日 時] 平成２２年１０月２６日（火） 

[会 場] 津田ホール（東京都渋谷区） 
[内 容] ○前年度に実施した調査研究等の報告ほか 

○外部有識者による特別講演 

テーマ：子供が団体の未来を拓く 

     －子育ち支援のための団地スタイル－ 

講 師：定行 まり子 氏（日本女子大学家政学部居住学科教授） 

 

 

４ 住生活月間協賛 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] 快適な室内環境と健康 

[後 援] 各都道府県組合 

[日 時] 平成２２年１０月１日（金）～１０月３１日（日） 

[会 場] 各都道府県組合所在地（北海道から沖縄まで） 

[内 容] インテリア・リフォームの相談 

高齢者住宅・施設等の無料内装補修 

自治体及び関連事業団体のイベントに参加 
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５ 第６回「台所・お風呂の思い出川柳」 
 

[主 催]  キッチン・バス工業会 

[協 賛]  （財）ベターリビング、（社）住宅リフォーム推進協議会、（社）日本ガス協会、 

東京電力（株）、関西電力（株）、日本ＬＰガス団体協議会、 

（社）日本バルブ工業会、（社）浄水器協会、（社）日本琺瑯工業会、 

（社）日本ガス石油機器工業会、ステンレス協会、 

（社）日本建材・住宅設備産業協会 

[募集期間]  平成２２年５月～１０月２５日 

表彰式：平成２２年１１月２日（火） 

[テーマ] 家庭文化のありようを家族みんなで考えよう！ 
[内 容] 家庭生活での思い出や出来事を川柳にして応募してもらい、講談師 神田松鯉氏、

落語家 三遊亭金遊氏、山遊亭金太郎氏、（財）ベターリビング理事長 那珂正氏

等の選者により、応募作品の審査を実施公表する。 

     台所・お風呂での思い出は、生活者全てが抱えており、小学生から９０歳までの幅

広い方々が興味を持って応募される。 

     学校単位での応募もあり、昨年は３６，０００句の応募をいただいた。 
 
 
 
 
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 

[テーマ] 安心・安全・住環境の向上 

[後 援] 国土交通省、各地方公共団体 

[内 容] ９月初旬から１１月下旬まで、賃貸住宅の貸主（家主）向けに、全国４９都市にお

いてセミナーを開催する。 

     全国共通の演題は「住生活の向上を目指して」 

 

（10 月開催分） 

開催地 日 時 会場 テーマ 講師（敬称略） 定員 共催・後援団体

札幌市 10 月 2 日 

13：30～16：30

札幌国際 

ビル 

国際ホール 

①住生活の向上を目指して 

（本田勝祥：本部事務局） 

100 名 共催：全住協 

協賛：全管協 

後援：各自治体 

（予定） 旭川市 10 月 16 日 

13：30～16：30

道北地域旭

川地場産業

振興センタ

ー 

①住生活の向上を目指して 

（本田勝祥：本部事務局） 

50 名 

釧路市 10 月 30 日 

13：30～16：30
まなぽっと

幣舞 

①住生活の向上を目指して 

（本田勝祥：本部事務局） 

50 名 

北見市 10 月 23 日 

13：30～16：30

オホーツク

木のプラザ 

①住生活の向上を目指して 

（本田勝祥：本部事務局） 

30 名 

青森県 10 月 22 日 

14：00～16：00

ラプラス青

森 

①住生活の向上を目指して 

（本田勝祥：本部事務局） 

②防犯と賃貸住宅（青森警察署担当官）

80 名 協賛：全住協 

   全管協 

秋田県 10 月 9 日 

14：00～17：00

ホテルメト

ロポリタン

秋田 

①住生活の向上を目指して 

（本田勝祥：本部事務局） 

②賃貸住宅のリノベーション 

50 名 協賛：全管協 



4 

開催地 日 時 会場 テーマ 講師（敬称略） 定員 共催・後援団体

山形県 10 月 15 日 

13：00～15：00

ホテルキャ

ッスル 

①住生活の向上を目指して 

（諸橋哲郎：諸橋法律事務所 弁護士）

②安心・安全な賃貸住宅の提供 

（諸橋哲郎：弁護士） 

100 名 後援：山形県 

（予定） 

埼玉県 10 月 16 日 

13：00～16：30

大宮法科大

学院大学 

①住生活の向上を目指して 

（江口正夫：弁護士） 

②これからの入居者ニーズとは 

（野村陽一：㈱リクルート） 

350 名 協賛：全住協 

   全管協 

栃木県 10 月 3 日 

13：00～16：30

宇都宮市東

コミュニテ

ィーセンタ

ー 

①住生活の向上を目指して 

（江口正夫：弁護士） 

②これからの入居者ニーズとは 

（野村陽一：㈱リクルート） 

50 名 協賛：全管協 

（予定） 

群馬県 10 月 9 日 

13：00～16：30

ビエント高

崎問屋街セ

ンター 

①住生活の向上を目指して 

（江口正夫：弁護士） 

②これからの入居者ニーズとは 

（野村陽一：㈱リクルート） 

75 名 協賛：全管協 

（予定） 

千葉県 10 月 23 日 

13：00～15：00

三井ガーデ

ンホテル 

①住生活の向上を目指して 

（松木信行：弁護士） 

②日管協の活動について 

（土岐勝哉：本部理事） 

175 名 後援：千葉県 

（予定） 

茨城県 10 月 23 日 

13：00～16：30

茨城県開発

公社ビル 

①住生活の向上を目指して 

（飯島繁樹：本部事務局） 

②賃貸マーケットについて 

（関矢洋海：㈱リクルート） 

120 名  

東京都 10 月 7 日 

14：30～17：30

アジュール

竹芝 

①住生活の向上を目指して 

（本田勝祥：本部事務局） 

②更新料問題について 

（田中伸：弁護士） 

1000

名 

後援：東京都 

（予定） 

神奈川県 10 月 2 日 

13：00～16：30

崎陽軒本店

6階会議室 

①住生活の向上を目指して 

（立川正雄：立川・及川法律事務所 弁

護士） 

②税制をめぐる最近の動き 

（飯塚美幸：税理士 エクスプレス・タ

ックス㈱） 

300 名  

山梨県 10 月 28 日 

14：00～16：00

ベルクラシ

ック甲府 

①住生活の向上を目指して 

（亀井英樹：弁護士） 

60 名 後援：山梨県 

（予定） 

長野県 10 月 7 日 

13：00～17：00

ホテル紅や

ルビーホー

ル 

①住生活の向上を目指して 

（松木信行：弁護士） 

②これからの賃貸住宅経営 

（本田勝祥：本部事務局） 

120 名 協賛：全住協 

   全管協 

後援：長野県 

（予定） 

富山県 10 月 24 日 

13：30～16：00

高岡エクー

ル 

①住生活の向上を目指して 

（江口正夫：弁護士） 

②相続対策の基本的考え方・愛情相続に

ついて 

（今井税理士） 

③最近の賃貸事情について 

（石倉央：ファイナンシャルプランナ

ー） 

50 名 後援：富山県 

（予定） 

愛知県 10 月 17 日 

13：00～17：00

安保ホール

501ＡＢ室 

①税務・相続対策セミナー 

（山本和義：税理士法人ＥＰ総合研究所

税理士） 

②住生活の向上を目指して 

（本田勝祥：本部事務局） 

200 名 協力：愛知県宅建

協会 
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開催地 日 時 会場 テーマ 講師（敬称略） 定員 共催・後援団体

京都府 10 月 2 日 

13：30～16：30

京都商工会

議所 

3 階大講堂 

①住生活の向上を目指して 

（田中伸：弁護士） 

300 名 協力：一般社団京

都府不動産コン

サルティング協

会 

後援：京都府、京

都市（予定） 

滋賀県 10 月 3 日 

13：00～16：00

草津市立市

民交流プラ

ザ大会議堂 

①住生活の向上を目指して 

（本田勝祥：本部事務局） 

100 名  

大阪府 10 月 23 日 

13：30～16：00

ラマダホテ

ル 

①最近の賃貸住宅市場について 

（三好修：本部会長） 

②住生活の向上を目指して 

（石河博史：本部事務局） 

500 名  

兵庫県 10 月 21 日 

13：30～16：00

神戸国際会

館 

①住生活の向上を目指して 

（本田勝祥：本部事務局） 

②地上波デジタル化対策 

（総務省・近畿総合通信局） 

70 名 後援：兵庫県 

（予定） 

和歌山県 10 月 23 日 

13：30～17：00

和歌山ビッ

クアイ 

①住生活の向上を目指して 

（種村吉正：本部事務局） 

50 名 協賛：全住協 

（予定） 

奈良県 10 月 9 日 

13：30～15：00

南都銀行 3

階会議室 

①現在の賃貸住宅のニーズについて 

（塩見紀昭：本部副会長） 

②住生活の向上を目指して 

（伊勢川徹：リクルートフォレントイン

シュア） 

50 名 後援：奈良県 

（予定） 

鳥取県 10 月 30 日 

14：00～16：00

サルーテ ①住生活の向上を目指して 

（石河博史：本部事務局） 

50 名 協力：鳥取県 

香川県 10 月 9 日 

13：30～16：00

高松国際ホ

テル 

①住生活の向上を目指して 

（松木信行：弁護士） 

②これからの賃貸住宅経営 

（本田勝祥：本部事務局） 

50 名 協賛：全住協 

   全管協 

愛媛県 10 月 9 日 

13：30～16：30

愛媛県武道

館 

大会議室 

①住生活の向上を目指して 

（種村吉正：本部事務局） 

②住宅用火災報知機の設置義務につい

て（松山市消防局担当官） 

80 名  

徳島県 10 月 23 日 

13：30～16：00

徳島市ふれ

あい健康館

1 階大ホー

ル 

①厚労省の住宅手当の活用法 

（徳島県地域福祉課・担当官） 

②原状回復に係る「徳島ルール」 

（木村正美：徳島県宅建協会・副会長）

③住生活の向上を目指して 

（本田勝祥：本部事務局） 

50 名 協力：全住協 

福岡県 10 月 16 日 

12：00～17：00

アクロス福

岡 

①住生活の向上を目指して 

（石河博史：本部事務局） 

300 名 共催：全住協 

後援：福岡県、福

岡市、西日本新聞

社（予定） 

北九州市 10 月 16 日 

12：00～17：00

北九州市 ①住生活の向上を目指して 

（石河博史：本部事務局） 

50 名  

佐賀県 10 月 16 日 

12：00～17：00

佐賀市 ①住生活の向上を目指して 

（種村吉正：本部事務局） 

50 名  

熊本県 10 月 16 日 

13：00～16：00

熊本市国際

交流会館ホ

ール 

①住生活の向上を目指して 

（松木信行：弁護士） 

②これからの賃貸住宅経営 

（本田勝祥：本部事務局） 

200 名 共催：全住協 

協賛：全管協 

後援：熊本県、熊

本市（予定） 
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開催地 日 時 会場 テーマ 講師（敬称略） 定員 共催・後援団体

大分県 10 月 16 日 

13：30～16：30

全労災ソレ

イユ 7 階

「 ア イ リ

ス」 

①住生活の向上を目指して 

（石河博史：本部事務局） 

②空室対策最前線！入居が決まる管理

会社の選び方教えます 

100 名 協賛：全管協 

宮崎県 10 月 19 日 

13：30～16：00

ニューウェ

ルシティ宮

崎 

①住生活の向上を目指して 

（石河博史：本部事務局） 

100 名 協賛：全管協 

後援：宮崎県（予

定） 

                     ＊全住協・・・（社）全国賃貸住宅経営協会 
                          全管協・・・（社）全国賃貸管理ビジネス協会 
 
 
 
 
７ 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 他 
[テーマ] 分譲管理組合向け基礎セミナー 

 

（10 月開催分） 

開催地 日 時 会場 内容 主催 後援 

北九州市 10 月 4 日 

18：00～20：00

ＡＩＭビル3階 ・地上デジタル放送の

受信対策 

1.マンションの受信

対策 

2.ビル影に対する受

信対策 

・マンションの管理運

営のポイント～理事

会の役割～ 

北九州市、（財）

マンション管理

センター 

国土交通省、福岡県、（独）

住宅金融支援機構九州支

店、（社）高層住宅管理業

協会、マンション再生協議

会、ＮＰＯ法人福岡県マン

ション管理組合連合会、日

本放送協会、日本ガス協

会、朝日新聞社、毎日新聞

社、読売新聞西部本社、西

日本新聞社、北九州マンシ

ョン管理士会 

北区 10 月 15 日 

19：00～21：00

北とぴあ 7階 

第２研修室 

・大規模修繕について

～注意するポイント

～ 

・マンションみらいネ

ットについて～2 つの

コースの概要と活用

方法～ 

北区、（財）マン

ション管理セン

ター 

国土交通省 

調布市 10 月 16 日 

13：20～16：00

調布市文化会

館たづくり8階

「映像シアタ

ー」 

・管理組合の運営につ

いて 

・個別相談会 

調布市、（財）マ

ンション管理セ

ンター 

 

文京区 10 月 17 日 

13：00～16：30

文京区民セン

ター3 階 Ａ会

議室 

・管理組合運営の基礎

～理事会の役割等に

ついて～ 

・グループ相談会 

文京区、（財）マ

ンション管理セ

ンター 

国土交通省、（社）高層住

宅管理業協会 

大津市 10 月 17 日 

13：30～16：45

コラボしが 21

3 階大会議室 

・長期修繕計画の作成

ポイント 

・マンション管理の基

礎知識～管理組合役

員になって～ 

・個別相談会 

滋賀県、大津市、

（財）マンション

管理センター 

【共催】国土交通

省 

（社）高層住宅管理業協

会、（独）住宅金融支援機

構、滋賀県マンション管理

士会、草津市 

【協力】守山市 
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開催地 日 時 会場 内容 主催 後援 

福岡市 10 月 23 日 

13：00～16：00

福岡市健康づ

くりセンター

「あいれふ」10

階ホール 

・長期修繕計画の作成

と見直しのポイント 

・暴力団のいない平和

なマンションのため

に 

・地デジ対策やったつ

もりになっていませ

んか？ 

福岡市、福岡県、

（財）マンション

管理センター、

（独）住宅金融支

援機構九州支店、

（財）福岡県建築

住宅センター 

国土交通省、福岡県マンシ

ョン対策連絡協議会、

（社）高層住宅管理業協

会、ＮＰＯ法人福岡県マン

ション管理士会、九州マン

ション管理士等協会、ＮＰ

Ｏ法人福岡マンション管

理組合連合会、ＮＰＯ法人

福岡県マンション管理組

合連合会、ＮＰＯ法人マン

ション管理組合適正運営

ネットワーク、ＮＰＯ法人

マンション再生支援ふく

おか 

秋田市 10 月 23 日 

13：30～16：00

秋田県青少年

交流センター

（ユースパル）

・管理組合運営の基礎

・質疑応答 

秋田県、秋田市、

（財）マンション

管理センター 

国土交通省、（社）高層住

宅管理業協会 

岡山市 10 月 23 日 

13：00～16：30

西川アイプラ

ザ 5階ホール 

・マンション管理組合

活動とコミュニティ 

・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 

・マンション管理セン

ター業務と相談事例 

・専門家でなくてもで

きるマンション再生 

岡山県、岡山市、

倉敷市、（財）マ

ンション管理セ

ンター、（独）住

宅金融支援機構

中国支店 

【共催】国土交通

省（予定） 

（社）高層住宅管理業協会

【協力】（予定）ＮＰＯ法

人岡山県マンション管理

組合連合会、建物診断設計

事業共同組合中国支部、Ｎ

ＰＯ法人まちづくり推進

機構岡山（うぶすな岡山）

熊本市 10 月 29 日 

13：30～16：30

熊本テルサ ・マンション管理運営

の基本～役員と組合

員の役割等～ 

・元気なマンションの

活動体験報告 

・地上デジタル放送の

受信対策～マンショ

ンと近隣地域への対

策 

（財）熊本県建築

住宅センター、

（財）マンション

管理センター 

国土交通省、熊本県、熊本

市、（独）住宅金融支援機

構南九州支店、マンション

再生協議会、ＮＰＯ法人熊

本県マンション管理組合

連合会、熊本県マンション

管理士会、（社）高層住宅

管理業協会 

八王子市 10 月 31 日 

10：00～11：50

クリエイトホ

ール 10 階 第

2学習室 

・相談事例からみる管

理組合のあり方につ

いて 

・質疑応答 

八王子市、（財）

マンション管理

センター 
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８ 「都市・住宅団地の再生に関する調査研究」発表会  
 

[主 催]  （財）アーバンハウジング 

[後 援]  国土交通省 

 

○東京会場 

 

（１）「オランダの都市づくり・住宅地づくりとその実践的手法に関する調査研究」発表会 

[日 時]  平成２２年１０月７日（木） １８：３０～２１：００ 

[会 場]  霞が関東海倶楽部（霞が関ビル３５階） 

[内 容] 発表者：座長 稲垣 道子 （株）フェリックス代表 

         委員 後藤 和子  埼玉大学教授 

            松本 暢子  大妻女子大学教授 

            星野 賢一  プラウド一級建築士事務所 

     オランダの都市政策・住宅政策には、わが国のこれからの都市再生・団地再生を考

える上で学ぶべき点が多い。九州とほぼ同じ大きさ（人口、面積とも）の国土の主

要部は、グリーンハートと呼ばれる広大な緑地（農地）を囲む環状都市ラントシュ

タットの考え方が基本フレームとなっており、コンパクトなまちづくりと、緑・水

の環境の調和がよくはかられている。ここではオランダに詳しい専門家等により、

この分野でＥＵを牽引する活躍等注目すべき諸点について発表する。 

 

（２）「代表的計画市街地・川崎市河原町高層住宅団地の変遷に係る検証および将来の展望に 

関する研究」発表会 

[日 時]  平成２２年１０月２７日（水） １８：３０～２１：００ 

[会 場]  霞が関東海倶楽部（霞が関ビル３５階） 

[内 容] 発表者：代表  小林 正美  明治大学教授 

         副代表 園田 眞理子 明治大学教授 

     １９７０～７４年に建設・開設された川崎市河原町高層住宅団地について、当初の

計画理念と設計から、当該団地が経年していくプロセスでの問題、現況および将来

展望について、①計画当初の理念と設計、②１９９０年代に顕著であった共用空間

における人為的環境破壊行為（ヴァンダリズム）の発生、③経年する過程での共用

空間の維持・管理の変遷と現況、④河原町団地の今、⑤近未来にむけた団地再生の

方向性について調査・研究した内容を発表する。 

 

○大阪会場 

（３）「代表的計画市街地・芦屋浜高層住宅地区の検証と次代への展望に関する研究」発表会 

[日 時]  平成２２年１０月１９日（火） １８：３０～２１：００ 

[会 場]  大阪弥生会館 

[内 容] 発表者：代表  江川 直樹  関西大学教授 

             岡 絵理子  関西大学准教授 

             鳴海 邦碩  関西大学特別任用教授 

             橋寺 知子  関西大学准教授 

     芦屋浜高層住宅地区は、コンペ時からは約４０年近く、竣工からでも３０年が経過

した。ここでは、調査研究の内容の内、①集住を巡る次代への検証と証言から、②

１９７０年代における阪神地域の埋立都市開発を巡る状況に関する考察、③提案競

技入選作品の特徴と意義、④芦屋浜住宅地区のこれまでと展望について発表し、加

えて高層住宅とはいったい何だったのか、これからどうあるべきなのか等について

も考えるひとつのきっかけを提起したい。 
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９ 家づくり納得フェア 
 

[主 催]  （社）プレハブ建築協会 

[日 時]  平成２２年１０月９日（土）～１１日（月）、１６日（土）～１７日（日） 

[会 場]  桜上水駅前住宅展示場 

[テーマ] 桜上水に行ってみよう 
[内 容] 住宅金融支援機構相談会、東京ガスセミナーなど、さまざまなイベントを開催。 

 

 

 

１０ 住まいづくりナビセンター 
 
「住まいのことフェア２０１０」 ＊詳細はhttp://sumakoto.net/ （９月中旬より開設） 

 
[期 間] １０月９日（土）～１０月３０日（土）（水曜日定休） 

[会 場] 住まいづくりナビセンター（中央区晴海 1-18-12 オフィスタワーＺ1階） 

[主 催] 住まいづくりナビセンター 
[テーマ] 安心・安全の住まいづくり 

[概 要] ①１０月 ９日（土） リフォームセミナー＆相談会 

     ②１０月１０日（日） リフォームセミナー＆相談会 

     ③１０月１１日（祝） 新築セミナー＆相談会 

     ④１０月１６日（土） サンゲツ東京ショールーム見学会 

     ⑤１０月１７日（日） 親と子の都市と建築講座 

               「とび出すカードでイスや家を作ろう！ 

～折り紙建築の世界～」 

     ⑥１０月２３日（土） 住宅展示場バス見学会 

     ⑦１０月３０日（土） 工務店現場見学会 
                （現場の状況により変更になる場合あり） 

 

 

 

１１ 第２２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２２年１０月１５日（金）１３：００～１６：３０ 

[会 場]  （独）住宅金融支援機構 すまい・るホール 

[テーマ] 健康なすまい・まちづくり 
[内 容] 健康で安心して暮らせる住まいとまちなみは、子供たちから働く世代、お年寄りま 

で、あらゆる世代の人々にとって生活を支える基本条件である。「衣」「食」と並ん 

で「住」は量的に充足されたとはいえ、個々の住宅の広さや質、まちなみや環境の 

面で誇るに足るものだろうか。「健康」をキーワードに、居住環境の現状と課題を 

探っていく。 
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    基調講演 「健康で暮らす住まいとまちなみ」 
            小嶋 勝衛（一般財団法人 建築・まちづくり協力研究所 理事長） 
    パネルディスカッション 「健康なすまい・まちづくり」 
          モデレーター 
            森野 美徳（都市ジャーナリスト） 
          パネリスト 
            向平すすむ（コミュニティハウス法隆寺 代表） 
            矢郷 恵子（（有）毎日の生活研究所 代表） 
            仲田 法子（南医療生活協同組合 事業所部長） 
            小嶋 勝衛（一般財団法人 建築・まちづくり協力研究所 理事長） 
 
    今年度は、平成２２年１１月１９日（金）に、大阪商工会議所にて「まちなみシンポ 

ジウム（大阪開催）」を実施する。＊http://www.machinami.or.jp 
 
 
１２「住まいのエコリフォーム祭り」 
 
[主 催] ＮＰＯ法人消費者住宅フォーラム 
[後 援] 東京都、地域協議会「窓から環境を考える会」他 
[日  時] 平成２２年１０月２３日（土）、２４日（日） 
[会 場] 展示・相談会 ：光が丘ＩＭＡ「光の広場」（練馬区）10：00～17：00 
     消費者セミナー：光が丘「区民センター」（練馬区） 

[内 容] ①展示・相談会 
      ・商品及びパネル展示（エコリフォームとは？住宅エコポイント制度など） 
        展示商品：断熱窓、断熱材、給湯器、ユニットバス、太陽光発電装置など 
      ・断熱窓のデモ機による体験（エコリフォームの効果） 
      ・施工法の実演（エコリフォームの手法） 
      ・リフォーム相談コーナー（リフォーム支援制度の紹介など） 
     ②消費者セミナー 
      ・エコリフォームの目的と効果   講師 １級建築士 深沢 昭祥 
      ・エコリフォームの支援制度    講師 ＮＰＯ法人消費者住宅フォーラム 
                             理事 助村 武 
      ・具体的なエコリフォームの手法  講師 窓から環境を考える会 
                             会長 本橋 満他 
     詳細はＨＰで  http://npo-sif.com 

 

 
１３ ツーバイフォーパネル展 
 
[主 催]  （社）日本ツーバイフォー建築協会 東北支部 

[後 援]  山形新聞社（予定） 

[テーマ] ツーバイフォーのすべてをお伝えします 

[日 時] 平成２２年１０月２４日（日） 

[会 場] 山形県山形市内 

[内 容] 今年度は、東北６県のうち、山形県を重点普及地域として活動を行う。 

      ・山形市内の一般の方の集まる場所にてツーバイフォー工法のアピールとなるパ 

ネルを展示（予定） 

      ・支部会員による「工法紹介ミニセミナー」の開催（予定） 
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１４ 第４６回全国不動産会議 奈良県大会 
 
[主 催] （社）全日本不動産協会 
[後 援] 国土交通省、奈良県、奈良市 
[テーマ] 平城遷都１３００年 まほろばの奈良 
[日  時] 平成２２年１０月２９日（金） １４：００～ 
[会 場] なら１００年会館 
[内 容] 式典  １４：００～１５：００ 

     講演会 １５：１０～１６：４０ 

      テーマ「平城遷都１３００年によせて日本を考える」 

      講師  薬師寺 管主  山田 法胤氏 

 
 
１５  第１３回「木の家・こんな家に住みたい」作文コンクール 
 
[主 催]  （社）日本木造住宅産業協会 

[共 催]  一般社団法人 木の家推進協議会 

[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 

     朝日学生新聞社 

[期 間]  募集期間 平成２２年６月１４日～９月６日 

     表彰式  平成２２年１０月３０日（土）１４：００～１６：１５ 

[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] 小学生を対象とした作文コンクール「木の家・こんな家に住みたい」を通して、木

造住宅の良さや地球環境保護の大切さへの理解を広め、木造住宅の普及を図る。今

年で１３回目となる継続実施であり、さらなる応募作品数の確保と、内容の充実を

図る。 

     参加賞として、地球環境に優しいエコロジーな「かわくと木になるエコねんど」を

プレゼントする。 

 

 

１６ 平成２２年度 「まもりすまい保険」普及促進キャンペーン 

 

[主 催] （財）住宅保証機構 

[テーマ] まもりすまい保険が住まいの安心をサポートします。 

[日 時] 平成２２年９月１５日～１２月３１日 

[会 場] 全国 

[内 容] 都道府県事務機関による住宅フェア等への参加 
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１７ インフィルリフォーム共通無料相談（社会実験） 

 

[主 催] 住宅インフィル・リフォーム懇談会、事務局（財）ベターリビング 

[協 賛] 伊藤忠建材（株）、サンウエーブ工業（株）、三協立山アルミ（株）、 

（株）住生活グループ、住友林業（株）、大建工業（株）、東京ガス（株）、 

東京電力（株）、ＴＯＴＯ（株）、（株）ノーリツ、橋下総業（株）、 

パナソニック電工（株）、リンナイ（株）、ＹＫＫＡＰ（株）他全４２社（8/31 現在） 

 

[目 的] 住宅リフォームを特に予定はしていないが興味のある『潜在ユーザー』をターゲッ 

トとし、潜在ユーザーが安心して気軽に相談でき、良好なリフォームの実施へと繋 

げることができる、「場」「スタッフ」「ツール」等の在り方を明確化するための社 

会実験を行い、その成果をもとに本格的なインフィルリフォーム促進体制の構築を 

図る。 

 

[内 容] 業界共通のツールとして「共通無料相談券」（財団法人ベターリビング発行）を流 

通させ、相談券を持参するユーザーに対し、協賛企業が推薦する「相談ショップ」 

が受注目的とせずに無料で相談に応じる。使用された相談券は全て回収し、これに

記載された事項及び追加のアンケート調査等により、①潜在ユーザーの期待の本質

を把握するとともに、②相談スタッフの資質、③相談ショップの位置づけ・態様、

④工事店との関係構築、等の在り方を探求する。 

 

     【共通無料相談券の配布場所及び相談ショップの場所】 

配布場所：住生活月間関連イベント、協賛企業のリフォーム相談会・ 

セミナー等で配布。 

相談ショップの場所：全国６７１ヶ所（8/31 現在） 

 

＊詳細はホームページを参照 http://www.cbl.or.jp/soudan/ 

 

[期 間] １０月を中心に１１月末日まで 

 


