
別紙３ 

 

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２９回住まいのリフォームコンクール表彰式・作品発表会・ 
交流会 
 

[主 催] 公益財団法人住宅リフォーム・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 他３団体 
[協 賛] 一般財団法人建築環境・省エネルギー機構 他１８団体 
[日 時] 平成２４年１０月１８日（木） １３：３０～１７：００ 
[会 場] ホテルルポール麹町（東京都千代田区） 
[内 容] 表彰式：コンクール入賞作品の建築主・設計者・施工者を表彰する。 
     作品発表会：特別賞（国土交通大臣賞等）を受賞した作品について、設計者などに 

当該リフォームの内容を発表してもらう。 
     交流会：参加された入賞者同士や審査委員の方々との交流の場を設ける。 
 
 

２ 東日本大震災被災者の方
かた

向け災害復興住宅融資に関する相談会 
 

 東日本大震災で被災された方の生活の復興に向け、被災市町村や集団移転予定エリア

といった、きめ細かい単位での要請に対応して災害復興住宅融資に関する相談会を実施

する。 

 

[主 催] （独）住宅金融支援機構 
[内 容] 被災された方を対象に、災害復興住宅融資に関する相談を無料で受付 
 
（岩手県会場①） 
[日 時] 平成２４年１０月１６日（火）１０：００～１５：３０ 

[会 場] プラザオデッテ（盛岡市） 

     （岩手県行政評価事務所が主催する行政特別相談会内で実施） 

 

（岩手県会場②） 
[日 時] 平成２４年１０月２３日（火）１０：００～１５：００ 

[会 場] 陸前高田市役所 4号棟（陸前高田市） 

     （岩手県行政評価事務所が主催する行政特別相談会内で実施） 

 

（宮城県会場） 

[日 時] 平成２４年１０月２０日（土） ９：００～１７：００ 

[会 場] （独）住宅金融支援機構東北支店（仙台市） 

 

（福島県会場） 

[日 時] 平成２４年１０月１３日（土）・１４日（日）１０：００～１６：００ 

[会 場] 相馬市役所（相馬市） 

     （相馬市主催の防災集団移転促進事業相談会内で実施予定） 
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３ 賃貸住宅経営セミナー 
 

[主 催] （独）住宅金融支援機構 
[内 容]  高齢者向け賃貸住宅市場の展望と賃貸住宅市場の現況及び入居者が求めるニー 

ズに係る講演を行うとともに、サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資や省エネ 

賃貸住宅建設融資など住宅金融支援機構の賃貸住宅融資についても説明する。 

[日 時] 平成２４年１０月６日（土）１３：３０～１６：２０ 

[会 場] 住宅金融支援機構本店１Ｆ すまい・るホール 

 

 

４ 第２６回研究報告会 
 

[主 催] （独）都市再生機構 
[共 催] （財）都市再生共済会 
[テーマ] 「持続可能なまちづくり」 
[入場料] 無料 
 
①名古屋会場 

[日 時] 平成２４年１０月２３日（火） 

[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 

     講 師：名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻 教授 奥宮 正哉氏 

     テーマ：環境共生型建築・都市の構築 

 

②大阪会場 

[日 時] 平成２４年１０月２４日（水） 

[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 

     講 師：京都大学大学院工学研究科建築学専攻 教授 髙田 光雄氏 

     テーマ：「平成の京町家」とまちづくり 

 

③福岡会場 

[日 時] 平成２４年１０月２６日（金） 

[会 場] レソラ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 
     講 師：豊後高田商工会議所参事 金谷 俊樹氏 

     テーマ：犬猫商店街に奇跡が起こった！～豊後高田『昭和のまち』物語～ 

 

④東京会場 

[日 時] 平成２４年１０月３０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 

講 師：早稲田大学理工学術院建築学科 教授 佐藤 滋氏 

     テーマ：地域協働による持続可能なまちづくり 
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５ 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] インテリアリフォーム 

[後 援] 各都道府県組合 

[日 時] 平成２４年１０月１日（月）～１０月３１日（火） 

[会 場] 各都道府県組合所在地（北海道から沖縄まで） 

[内 容] ①インテリア・リフォームの無料相談 

②高齢者の住宅及び施設、保育園等の内装無料補修 

③自治体及び関連事業団体のイベントに参加 

 
 

 

６ 賃貸住宅の住環境向上セミナー 
 
[主 催]  公益財団法人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 

[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６２会場でセ

ミナーを開催する。 

     全国共通の演題「 近の行政の動向と協会の取組み」 

「満室経営を目指して」 

 

（10月開催分） 

開催地 日 時 会場 定員 共催・後援他 

秋田市 10 月 6 日 イヤタカ 60 名  

13：30～16：30

盛岡市 10 月 6 日 ホテルルイズ 120 名 共催：（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会岩手県

支部、全国賃貸管理ビジネス協会北東北支部 15：00～17：00

高崎市 10 月 6 日 ビエント高崎問屋街

センター 

50 名 共催：（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会、全国

賃貸管理ビジネス協会 13：00～16：30

狛江市 10 月 6 日 株式会社東都本社ビ

ル 会議室 

30 名  

13：30～16：30

諏訪市 10 月 9 日 ホテル紅や ルビー

ホール 

100 名 協賛：全国賃貸管理ビジネス協会関東支部甲信ブロ

ック、（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会諏訪支

部 

13：00～16：00

金沢市 10 月 9 日 ホテル金沢 100 名  

14：00～16：00

大阪市 10 月 11 日 インテックス大阪 120 名 後援：大阪府、協賛・協力：㈱全国賃貸住宅新聞社

13：30～16：00

山形市 10 月 12 日 ホテルキャッスル 100 名  

13：00～15：00

札幌市 10 月 13 日 札幌国際ビル 130 名 共催：（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会、 

13：30～16：30 後援：北海道、札幌市 

協賛：全国賃貸管理ビジネス協会 

神戸市 10 月 13 日 神戸国際会館 4.5 会

議室 

100 名  

13：00～16：00
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開催地 日 時 会場 定員 共催・後援他 

松山市 10 月 13 日 東京第一ホテル松山 80 名  

13：30～16：00

佐賀市 10 月 13 日 佐賀県教育会館 1階 100 名 共催：全国賃貸管理ビジネス協会九州支部、 

13：30～16：00 第一会議室 後援：佐賀県、佐賀市 

宮崎市 10 月 13 日 宮崎観光ホテル 150 名 後援：宮崎県 

13：00～16：00

狛江市 10 月 14 日 株式会社東都本社ビ

ル 会議室 

30 名  

13：30～16：30

和歌山市 10 月 14 日 ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ和歌山

4階 ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ 

90 名 共催：（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会 

13：30～16：30 後援：和歌山県 

岡山市 10 月 14 日 岡山国際交流センタ

ー 

80 名  

13：00～16：30

甲府市 10 月 18 日 ベルクラッシック甲

府 

150 名  

14：00～17：00

北見市 10 月 20 日 オホーツク木のプラ

ザ 

60 名 共催：(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会 

13：30～16：30 後援：北海道、北見市 

協賛：全国賃貸管理ビジネス協会 

いわき市 10 月 20 日 いわき産業創造館

セミナー室 

100 名 後援：福島県、いわき市 

14：00～16：30

富山市 10 月 20 日 ボルファートとやま 80 名 後援：富山県 

13：00～16：00 珊瑚 

福井市 10 月 20 日 ＡＯＳＳＡ 100 名  

13：30～16：30

徳島市 10 月 20 日 ホテルサンルート徳

島 

50 名  

13：30～15：30

長崎市 10 月 20 日 長崎新聞文化ホール 100 名 共催：全国賃貸管理ビジネス協会 

13：30～16：00

熊本市 10 月 20 日 崇城大学市民ホール 250 名 共催：（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会、 

13：30～15：30 大会議室 後援：熊本県、熊本市 

協賛：全国賃貸管理ビジネス協会九州支部 

高知市 10 月 21 日 高知会館 80 名  

13：30～16：30

千代田区 10 月 25 日 イイノホール 500 名 後援：東京都 

14：00～17：00

旭川市 10 月 27 日 地場産業振興センタ

ー 

70 名 共催：（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会 

13：30～16：30 後援：北海道、旭川市 

協賛：全国賃貸管理ビジネス協会 

青森市 10 月 27 日 青森県観光物産館

「アスパム」 

100 名 共催：全国賃貸管理ビジネス協会北東北支部、 

14：00～17：00 （公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会青森県支部

協力：（社）全日本不動産協会青森県支部、 

（社）青森県宅地建物取引業協会青森県支部 

青森商工会議所 

水戸市 10 月 27 日 茨城県開発公社ビル 100 名 後援：茨城県 

13：30～16：00

四日市市 10 月 27 日 じばさん三重 60 名 協賛：全国賃貸管理ビジネス協会東海支部 

13：00～17：00

静岡市 10 月 27 日 ペガサート 6 階 70 名  

13：30～16：30 プレゼンルーム 
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開催地 日 時 会場 定員 共催・後援他 

高松市 10 月 27 日 高松国際ホテル 120 名  

13：30～15：30 瀬戸西の間 

北九州市 10 月 27 日 北九州市立商工貿易

会館（シティプラザ）

2階多目的ホール 

150 名 共催：（公社）全国賃貸住宅経営者協会北九州支部、

北九州中央支部、 13：30～16：00

後援：北九州市 

福岡市 10 月 27 日 エルガーラホール 357 名 共催：（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会福岡県

支部 13：00～17：00 大ホール 

大分市 10 月 27 日 全労済ソレイユ 250 名 後援：（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会 

13：30～17：00    全国賃貸管理ビジネス協会九州支部 

鹿児島市 10 月 27 日 かごしま県民交流セ

ンター 

100 名  

13：30～15：30

名古屋市 10 月 28 日 ウィンクあいち1101 100 名 協賛：全国賃貸管理ビジネス協会東海支部 

13：00～17：00

草津市 10 月 28 日 草津市立まちづくり

センター 

100 名  

13：30～16：30

奈良市 10 月 28 日 ホテル日航奈良 80 名 後援：奈良県 

13：30～16：00 協賛：（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会 

羽島市 10 月 29 日 羽島市文化センター

401 

120 名 協賛：全国賃貸管理ビジネス協会東海支部 

13：00～17：00

文京区 10 月 30 日 東京ガーデンパレス 50 名  

13：30～16：30

                     ＊全住協・・・（社）全国賃貸住宅経営協会 
 
 
 
７ 住まいづくりナビセンター 
 
[主 催] 一般財団法人住まいづくりナビセンター 
[期 間] １０月６日（土）～１０月３０日（火） 

１１：００～１８：００（平日１７：００まで）（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 晴海トリトンスクエアＺ1階） 

[概 要] 住まいづくりセミナー、住宅メーカー相談会など、さまざまイベントを開催する。 

     http://sumanavi.info 

日時・場所 タイトル 内容 講師 定員

10月6日 家づくりに必要

な感覚のみつけ

かた～入門編～ 

家づくりに欠かせない「イメージ」づくり。自分

がどんな家に住みたいのか具体的にイメージで

きるようになるために、自分の中にある家に対す

る感覚を引き出すポイントを学びます。 

住まいのナビゲータ

ー・一級建築士 

12名

13：00～14：00 

(一財)住まいづ

くりナビセンタ

ー 

廣田 文子 

10月8日 住まいづくり 住まいづくりのはじめの一歩を踏み出す前に、こ

れだけは知っておいてほしい内容を住まいづく

りの流れを見ながらお伝えします。参加者にはも

れなく「住まいづくりナビゲート読本はじめの

“？”（はてな）」をプレゼント！ 

住まいのナビゲータ

ー・一級建築士 

20名

13：00～14：00 はじめの？（はて

な）講座 (一財)住まいづ

くりナビセンタ

ー 

青木 千枝子 

10月13日 家づくりに必要

な感覚の見つけ

方～体験編～ 

「江戸東京たてもの園」の4つの住宅を見学。住

まいのナビゲーターが住宅の間取りや建築の意

図などを解説。間取りをイメージする感覚を磨き

ます。 

住まいのナビゲータ

ー・一級建築士 

12名

10：00～12：30 

江戸東京たても

の園 

田中 哉子 
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日時・場所 タイトル 内容 講師 定員

10月14日 『素敵に見せる

住まいの作り方』

収納編 

こだわりのある「自分らしい素敵な家づくり」の

ノウハウを、人気の建築家が教えてくれます。 

一級建築士事務所 35名

13：00～14：30 アトリエサラ 

(一財)住まいづ

くりナビセンタ

ー 

講師紹介：日本女子大学非常勤講師、NHK文化セ

ンター講師、その他テレビや雑誌等で活躍中の建

築家。 

主宰 水越 美枝子 

10月20日 住まいのプロと

行く工務店現場

見学会 

依頼先として工務店を検討されている方のため

の見学会。 

住まいのナビゲータ

ー・一級建築士 

20名

13：00～17：00 

未定 現場見学会または竣工見学会を実施予定。 廣瀬 妙子 

10月27日 聞いてみよう！

設計事務所の住

まいづくり 

設計事務所に依頼したい方のためのセミナー。依

頼するときの進め方や特徴、お金の事などを解説

した後、参加者の質問に4人の建築事務所主宰者

がお答えしていきます。 

一級建築士事務所 20名

13：00～14：30 三坂建築設計工房 

(一財)住まいづ

くりナビセンタ

ー 

代表 三坂 ゆう子 

＊終了後にはお茶を飲みながら直接お話しでき

ます。 

10月30日 サンゲツショー

ルームで内装材

セミナー＆コー

ディネート体験 

住まいのナビゲーターがインテリアの基本にな

る壁紙・床材の選び方のポイントを伝授。その後

自分でコーディネート体験ができます。 

住まいのナビゲータ

ー・一級建築士 

20名

13：00～15：00 

サンゲツ東京シ

ョールーム(赤

坂) 

山本 倫子 

 

 

８ 「都市・住宅団地の再生に関する調査研究」発表会  
 

[主 催]  公益財団法人アーバンハウジング 

 

○大阪会場 

[日 時]  平成２４年１０月３日（水） １８：３０～２０：３０ 

[会 場]  大阪弥生会館 

[内 容] （１）ソウルのマンション団地再生におけるコミュニティーの形成に関する研究 

発表者 周藤利一氏（前国土交通省国土交通政策研究所副所長、日本大学教授） 

韓国の共同住宅システムは、法制度、設計・建築技法を日本から導入して出発 

したが、その後独自の発展を遂げており、特に建替え実績が非常に多いことが 

特徴である。他方、共同住宅団地におけるコミュニティーは、世代ごとに形成 

されているのが特徴であるが、高齢化の進展等により多くの課題を抱えており、 

行政、管理主体、ＮＰＯ等の支援により活性化が図られている。本研究は、韓 

国の集合住宅の基本システムを明らかにするとともに、ソウルを中心とする共 

同住宅団地の建替え、コミュニティーの活性化に関する制度と実態、課題とそ 

れに対する関係者の取り組みを解明したものを発表する。 

 

○東京会場 

 

＜ 第１回 ＞ 

[日 時]  平成２４年１０月１０日（水） １８：３０～２１：００ 

[会 場]  霞が関東海倶楽部（霞が関ビル３５階） 
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[内 容] （２）ドイツの市民参加の都市政策、都市と住宅地再生の動向調査 

発表者 丸山英氣氏（公財・アーバンハウジング評議員、千葉大学名誉教授） 

小畑晴治氏（財・日本開発構想研究所理事、千葉大学客員准教授） 

平成１９年度実施の「縮小都市時代のドイツにおける都市・地域計画と日本への 

示唆に関する調査研究」で、主として都市計画・都市改造計画の面からドイツの 

縮小都市政策の状況を調査したが、今回は、その後のドイツの都市政策・住宅政 

策の大変容を社会政策や公共政策の面から明らかにすべく調査した。特に、２０ 

０６年頃からはじまった社会住宅団地（旧西独）の大量売却や２００８年のリー 

マンショック以降の連邦の住宅政策からの撤退など、都市政策・住宅政策が大き 

く方向転換した社会的背景と、都市における社会福祉政策の状況や地方分権、都 

市政策決定における住民参加の実態について学識者、ドイツ人を含む専門家の参 

画を得て調査したものを発表する。 

 

（３）ソウルのマンション団体再生におけるコミュニティーの形成に関する研究 

     発表者 周藤利一氏（前国土交通省国土交通政策研究所副所長、日本大学教授） 

内容要旨は前掲参照。 

 

＜ 第２回 ＞ 

[日 時]  平成２４年１０月２４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] （４）首都圏における私鉄駅の駅力評価 

発表者 三宮満雄氏（ＮＰＯまちナビ倶楽部 理事）他 

      鉄道駅と街の関係は双方の魅力が相まって、駅を中心としたコミュニティーが形 

成維持されている。本調査ではこれらの駅を「コミュニティー駅」と称し、駅と 

その周辺が持つポテンシャルを「駅力」と定義し、整備レベルを観察し、評点を 

与え評価している。駅力は「駅舎」「駅前」「駅周辺」の３要素に分け、５段階表 

示で調査し、これらを総合したものを「駅力」としている。調査対象は首都圏の 

私鉄１２路線１００駅を抽出し各々について観察、記録しレポートを作成、１０ 

０駅について評価し、分析と提言を行っている。又、１００駅の私鉄９社によ 

る駅力向上にかかわる取組についても、インタビューや公表資料等より要約し紹 

介している。これらについて発表する。 

 

     （５）都市再生資料集：代表的計画市街地・東京都江東区大島・砂町地域の 

公団面開発団地のその後の検証と次代の展望に関する調査研究 

       発表者 澤田初穂氏（公団大島・砂町地区研究会総括、有・プラウド代表）他 

      江東区の全世帯の８２％は共同住宅居住世帯である。江東区にとって共同住宅地 

及びその居住者の在り方は今後の地域・地区に大きな影響を与える。今回の調査 

は、このような江東区の状況を踏まえ、昭和４０年代初頭から日本住宅公団（現 

在のＵＲ）により大規模な面開発市街地住宅「大島４丁目・大島６丁目・北砂５ 

丁目団地」の開発が行われ、街並みが大きく変貌を遂げた特性を持つ「大島・砂 

町」地域を検討対象地域とし、変化動向を分析している。又、当該団地自治会等 

地域コミュニティーの活性化に影響を与えてきた関係者にヒアリングを行い、さ 

らに、団地および周辺地区の特性の検証を行った。そして以上の成果から次世代 

の都市居住に向けて提案を行っている。これらについて発表する。 
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９ 地震に備えよう！快適家づくりフェア 
 

[主 催]  社団法人プレハブ建築協会 

[日 時]  平成２４年１０月６日（土）～８日（月・祝）、１３日（土）～１４日（日） 

[会 場]  桜上水駅前住宅展示場 

[テーマ] 地震に備える ～多世帯住宅～ 
[内 容] ＦＰによる住まいのマネー相談会など 

 

 
１０ 耐震技術認定者講習会 

 

[主 催] 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 

[テーマ] 住宅耐震化の意義と一般診断法の習得について 

[日 時] 平成２４年１０月１２日（金）１０：００～１７：４０ 

[会 場] 名古屋国際会議場 

[内 容] 住宅耐震化促進の第一歩である耐震診断の基礎知識と、一般診断法の習得を目的と 

した研修会を開催する。日本建築防災協会発行『２０１２年改訂版 木造住宅の耐 

震診断と補強方法』をテキストに、一般診断の講習を行い、また住宅ローン減税等 

のメリットを受けるために必要な「耐震基準適合証明書」の発行について講習する。 

受講者には「耐震設計施工技術者研修会修了証」を発行する。 

 
 
１１ 第４７回全国木材産業振興大会 
 
[主 催]  社団法人全国木材組合連合会、全国木材協同組合連合会 

[テーマ] ～新たな木材利用への挑戦で木材産業の創造的再興～ 

[日 時] 平成２４年１０月１７日（水） １３：１５～１７：５０ 

[会 場] 宮崎観光ホテル（宮崎県宮崎市） 

[内 容] 大会議事（式典、大会宣言決議）、表彰式のほか、大会関連行事として基調講演・パ 

ネルディスカッションを行う。 

○基調講演・パネルディスカッション 

テーマ －国産材時代を切り拓く「九州林業・木材産業」－ 

      基調講演  演題「なぜ、いまスギなのか」 

講師 東京大学名誉教授 有馬 孝禮氏 

      パネルディスカッション 

            コーディネーター  

東京大学名誉教授 有馬 孝禮氏 

            パネラー 

             【宮崎県】 

               木脇産業(株)      代表取締役 木脇 桂太郎氏 

               ウッドエナジー(協)   代表理事  吉田 利生氏 

               山三ツリーファーム   代表    黒田 仁志氏 

             【熊本県】 

               (株)ウッディファーム  代表取締役 坂田 雅孝氏 

             【大分県】 

               瀬戸製材(株)      代表取締役 瀬戸 亨一郎氏 

             【流通】 

               ナイス(株)  資材事業本部統括部長 佻渓  崇氏 
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１２ 第２４回住生活月間協賛・まちなみシンポジウム  
 

[主 催]  一般財団法人住宅生産振興財団、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） 

[入場料] 無料 
 

○まちなみシンポジウム in 東京 

[日 時]  平成２４年１０月２５日（木）１３：００～１６：００ 

[会 場] （独）住宅金融支援機構１階「すまい・るホール」 

[テーマ] 伝統的な日本の暮らしに学ぶ 
[内 容] 少子高齢化や欧州経済危機の影響など、わが国の経済はいまだ停滞感に包まれてい

るが、一方で昨年３月１１日の東日本大震災に際しては、非常事態においても規律

を守り、相互扶助に富んだ日本人の姿が世界に報道され、海外から称賛の声が相次

いだ。そこで今回は「称賛される日本人」を育んできた暮らしの知恵や住まいかた

の工夫などをあらためて見出し、これからの住宅やコミュニティのあり方について

議論する。 

 
    基調講演 「伝統的な日本の暮らしに学ぶ」～昭和３０年代の暮らしに学ぶ～ 
            小泉 和子氏（昭和のくらし博物館 館長） 
    パネルディスカッション 「本当に豊かな暮らしとは」 
          モデレーター 
            小原  隆氏（日経ホームビルダー 編集長） 
          パネリスト 
            小玉祐一郎氏（神戸芸術工科大学 教授） 
            大月 敏夫氏（東京大学大学院 准教授） 
            小泉 和子氏（昭和のくらし博物館 館長） 
 
    平成２４年１１月２６日（月）に、大阪国際会議場（グランキューブ大阪）にて「ま 

ちなみシンポジウムin大阪」を実施する。 ＊http://www.machinami.or.jp 

 

 
１３ 消費者のための住宅リフォーム講座＆展示・相談会 
 
[主 催] ＮＰＯ法人消費者住宅フォーラム 
[共 催] 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 

[後 援] 東京都、東京都消費者月間協賛事業 
[テーマ] やってみよう リフォームで始めるエンジョイ・ライフ 

[日 時] 平成２４年１０月２６日（金）１３：３０～１６：００ 

[会 場] 東京都消費生活総合センター学習室Ａ 

[内 容] １．リフォーム講座 

      ①リフォームの計画づくりとその進め方 

      ②性能向上リフォームの目的と実施方法 

     ２．展示 

      耐震・断熱関係のパネル、模型展示など 

     ３．相談会 

      講座終了後、希望者から個別相談（無料）を受ける。 
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１４ 第８回「台所・お風呂の川柳」 
 

[主 催]  キッチン・バス工業会 

[協 賛]  （一財）ベターリビング、（一社）住宅リフォーム推進協議会、 

（一社）日本ガス協会、関西電力（株）、日本ＬＰガス団体協議会、 

（一社）日本バルブ工業会、（一社）浄水器協会、（一社）日本琺瑯工業会、 

（一社）日本ガス石油機器工業会、ステンレス協会、 

（一社）日本建材・住宅設備産業協会、（公社）インテリア産業協会 

[期 日]  平成２４年４月～１０月２５日 

[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、（一財）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、生活者すべてが抱えており、小学校から９０歳までの

幅広い層の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６５，

８８６句の応募をいただいた。 
 

 

１５ マンション管理基礎セミナー 
 

[主 催] 財団法人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 定員 講師 テーマ 

草津市 10 月 13 日（土） 100 名 (財)マンション管理センター ①相談事例からみる管理組合の 

大阪支部長 長田 康夫 あり方 

大阪市立大学名誉教授 ②管理組合とコミュニティ 

        梶浦 恒男 

北区 10 月 13 日（土） 100 名 (財)マンション管理センター ①計画修繕工事の実務について 

   技術部長 菅沼 康雄  

(財)マンション管理センター ②マンションみらいネットについて

   企画部長 村上 秀樹 

文京区 10 月 14 日（日） 80 名 (財)マンション管理センター ①マンションのコミュニティを 

  企画部参与 廣田 信子 考える 

(財)マンション管理センター ②「マンション管理センターの 

  企画部長 村上 秀樹 業務について」 

 ～マンションみらいネット～ 

熊本市 10 月 19 日（金） 80 名 (財)マンション管理センター ①「計画修繕工事の基本的な考え方

と実施の進め方について」    技術部長 菅沼 康雄 

熊本県マンション管理士会 ②「よくある相談事例について」 

住宅金融支援機構南九州支店 ③「マンション共用部分リフォーム

融資、マンションすまい・る債に            職員 

ついて」 

岡山市 10 月 20 日（土） 130 名 明海大学教授  齊藤 広子 ①マンション管理とコミュニティ 

  ～幸せな暮らしのために～ 

(財)マンション管理センター ②マンション管理センター業務と 

  大阪支部長 長田 康夫 相談事例 

住宅金融支援機構中国支店 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 職員 
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開催地 日 時 定員 講師 テーマ 

大阪狭山

市 

10 月 21 日（日） 100 名 (財)マンション管理センター ①マンション管理の基礎知識 

  大阪支部長 長田 康夫 ～管理組合総会に関する相談事例～

大阪府住宅供給公社 ②大阪府分譲マンション管理・ 

マンション建替・相談室  建替えサポートシステムの紹介 

深井 和典  

(社)日本建築家協会 ③時代の流れに乗る！マンションの

長寿命化    近畿支部 楠本 行彦 

～将来の快適な暮らしを求めて～ 

町田市 10 月 21 日（日） 50 名 (財)マンション管理センター ①「防犯カメラ運用細則モデル」に

ついて  管理情報部次長 原 昇 

警視庁町田警察署 防犯担当者 ②「マンションの防犯対策について」

調布市 10 月 27 日（土） 100 名 (財)マンション管理センター ①震災体験から学ぶ防災とコミュニ

ティ    企画部参与 廣田 信子 

大津市 10 月 27 日（土） 100 名 (財)マンション管理センター ①相談事例からみる管理組合の 

  大阪支部長 長田 康夫 あり方 

大阪市立大学名誉教授 ②管理組合とコミュニティ 

        梶浦 恒男 

葛飾区 10 月 27 日（土） 60 名 (財)マンション管理センター ①「マンション暮らしと管理の仕事」

管理情報部参与 吉澤 邦彦 

習志野市 10 月 27 日（土） 70 名 (財)マンション管理センター ①計画修繕工事の実務について 

    技術部長 菅沼 康雄  

千葉県マンション管理士会 ②管理組合運営の秘訣 

        重松 秀士  

(財)マンション管理センター ③(財)マンション管理センター業務

についての紹介    技術部長 菅沼 康雄 

 
 
１６  第１５回「木の家・こんな家に住みたい」作文コンクール 
 
[主 催]  社団法人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 

     朝日学生新聞社 

[期 間]  募集期間 平成２４年６月４日（月）～９月６日（木） 

     表彰式  平成２４年１０月２７日（土）１４：００～１６：３０ 

[会 場] 表彰式：住宅金融支援機構本店１階 「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」を通じて、木

造住宅の良さや地球環境保護の大切さへの理解を深め、木造住宅の普及啓発を図る。

今年で１５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。 
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１７ 日本ツーバイフォー建築協会 

 
○ツーバイフォーセミナー 
[主 催]  社団法人日本ツーバイフォー建築協会北陸支部 

 

①富山会場 

[日 時] 平成２４年１０月２７日（土）１３：００～１６：００ 

[会 場] ファボーレ（アルプラザ）１階ファボーレホール（富山市婦中町下轡田１６５－１） 

②金沢会場 

[日 時] 平成２４年１０月２８日（日）１３：００～１６：００ 

[会 場] しいのき迎賓館（金沢市広坂２－１－１） 

 

[内 容] １．ツーバイフォー工法の魅力 

        講師：静岡文化芸術大学名誉教授 渡邊 章亙氏 

       ①耐震性、耐火性等性能面 ②設計上の自由度など 

２．資金計画の立て方 

   講師：ライフプランアドバイザー 

       ①買い時の探り方 ②金利水準の読み方 
 
○ひろしまフードフェスティバル内「住まいの情報プラザ」 

[主 催]  ひろしま住生活月間実行委員会 

[日 時] 平成２４年１０月２７日（土）、２８日（日） 

[会 場] 広島市 

     広島城周辺「ひろしまフードフェスティバル会場」 

[テーマ] 体感！耐震性、省エネ性 

[内 容] ひろしま住生活月間実行委員会に委員として参画。 

ひろしまフードフェスティバルの会場において、住宅相談、住宅に関する情報提供、 

耐震・環境等の体験型展示に触れてもらい、顧客自身に耐震性・省エネ性向上の重 

要性を体感してもらう。資金、プランニングなどの相談会も開催する。その他２× 

４の耐火性等製造訴求のチラシを配布する。 


