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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３５回住まいのリフォームコンクール表彰式・作品発表会等 
 

[主 催] (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

[テーマ] コンクールに入賞した住宅リフォーム事例等を表彰し、これを消費者や事業者に広

く紹介することにより、住宅リフォームの促進とその水準の向上を図る。 

[後 援] 国土交通省他４団体 

[協 賛] (一財)建築環境・省エネルギー機構 他２４団体 

[日 時] 平成３０年１０月２２日（月） １３：３０～ 

[会 場] 主婦会館 プラザエフ（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）を受賞した作品の設計者などに、当該 

リフォームの内容等を発表してもらう。 

 

 

２ 東日本大震災被災者の方向け住宅再建相談会  
 

[主 催] 【岩手県】岩手県居住支援協議会、(独)住宅金融支援機構 

     【宮城県】みやぎ復興住宅整備推進会議、(独)住宅金融支援機構 

[テーマ] 東日本大震災で被災された方の住宅再建を支援するため、住宅再建相談会を開催す 

     る。 

[後 援]  国土交通省、復興庁 

[日 時] 平成３０年１０月１日（月）～３１日（水）（予定） 

[会 場] 【岩手県】大船渡市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町 

     【宮城県】石巻市、気仙沼市 

[内 容] 被災された方を対象に災害復興融資の制度案内、返済シミュレーションの作成、資 

     金計画のアドバイスを行う。 

 

 

３ 熊本地震被災者の方向け住宅再建相談会  
 

[主 催] (独)住宅金融支援機構 

[テーマ] 熊本地震で被災された方の住宅再建を支援するため、住宅再建相談会を開催する。 

[日 時] 平成３０年１０月１日（月）～３１日（水）（予定） 

[会 場] 熊本市、益城町 

[内 容] 被災された方を対象に災害復興融資の制度案内、返済シミュレーションの作成、資 

     金計画のアドバイスを行う。 

 

  

資料４ 
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４ 平成３０年度ＵＲひと・まち・くらしシンポジウム（ＵＲ技術・ 
研究報告会） 
 

[主 催] （独）都市再生機構 
[後 援] （一財）都市再生共済会 
[テーマ] 「未来の暮らしを考える－次の時代の暮らしとまちづくり－」 
[内 容] ＵＲ都市機構の調査研究等の成果や、事業フィールドにおける取組を幅広く一般の 

     方に知っていただくため、技術・研究報告会を開催する。 

 

□大阪会場 

[日 時] 平成３０年１０月１６日（火）１３：００～１８：１５ 

[会 場] 阪急うめだホール（大阪市北区） 

[内 容] ○特別プログラム１ 

      「コミュニティとテクノロジーが織りなす『なつかしい未来』 

－「自立」と「共生」の両立とは－」 

        講演者   ：株式会社チームネット 代表取締役    甲斐 徹郎氏 

      特別プログラム２（パネルディスカッション） 

      「これまでの１０年間とこれからの未来（団地の暮らし・コミュニティ） 

         －フォト＆スケッチ展 応募作品を用いた動画から見るＵＲ団地－ 

        コーディネーター：千葉大学大学院 教授        池邊このみ氏 

     ○ＵＲ職員による事業報告・研究報告：７課題 

     ○企画展：「フォト＆スケッチ展の１０年間の歩みから、これからの暮らしを考え 

る」 

 

□東京会場 

[日 時] 平成３０年１０月２３日（火）１３：００～１８：３５ 

[会 場] 日経ホール（東京都千代田区） 

[内 容] ○特別プログラム１ 
      「最新テクノロジーで変わる未来の暮らし －暮らしの豊かさとは何か－」 

        講演者  ：ＩＮＩＡＤ（東洋大学情報連携学部）学部長 坂村  健氏 
              日本女子大学家政学部住居学科 教授 
              空間研究所主宰              篠原 聡子氏 

     ○特別プログラム２（パネルディスカッション） 
      「これまでの１０年間とこれからの未来（団地空間の魅力） 
       －フォト＆スケッチ展 応募作品を用いた動画から見るＵＲ団地－」 
        コーディネーター：千葉大学大学院 教授        池邊このみ氏 

     ○ＵＲ職員による事業報告、研究報告：７課題 

     ○企画展：「フォト＆スケッチ展の１０年間の歩みから、これからの暮らしを考え 

る」 

 
     詳細はＨＰにて http://www.ur-net.go.jp/rd/houkokukai/ 
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５  全国一斉不動産無料相談会 

 
[主 催]  (公社)全日本不動産協会 

[後 援]  国土交通省、各都道府県 

[期 間]  平成３０年１０月１日（月） 

[内 容] 不動産取引に伴う一般消費者の利益を保護する立場から、不動産に関する知識の普

及並びに安心安全な不動産取引を実現することを目的に、不動産に精通した専門家

（宅地建物取引士・弁護士・税理士など）が一般消費者等からの相談に無料で応じ

る。 

[会 場]  
地方本部 場所 開催時間 

北海道 札幌アスティ４５ 10：00～17：00 

 スーパーアークス桜町店 10：00～17：00 

青森県 青森市役所駅前庁舎駅前スクエア 10：00～16：00 

岩手県 いわて県民情報交流センター「アイーナ」県民プラザＢ 10：00～16：00 

宮城県 ＪＲ仙台駅 10：00～16：00 

 秋田県 エリアなかいちにぎわい広場 10：00～16：00 

山形県 山形市役所 10：00～16：00 

福島県 ビックパレットふくしま 10：00～16：00 

茨城県 茨城県開発公社ビル１階 13：00～17：00 

栃木県 東武宇都宮百貨店 10：00～16：00 

 ベルモール 10：00～16：00 

群馬県 群馬県庁１階 県民ホール南側 10：00～16：00 

埼玉県 川口市役所 １階ロビー 10：00～16：00 

 さいたま市役所 １階ロビー 10：00～16：00 

 越谷市役所 １階ロビー 10：00～16：00 

 春日部市役所 １階ロビー 10：00～16：00 

 所沢市役所 １階ロビー 10：00～16：00 

 朝霞市役所 １階ロビー 10：00～16：00 
 川越市産業観光館（小江戸蔵里） 10：00～16：00 
 坂戸駅市広報コーナー（駅南北自由通路） 10：00～16：00 
 桶川市役所 １階ロビー 10：00～16：00 
 熊谷市役所 １階ロビー 10：00～16：00 
 行田市商工センター 10：00～16：00 
 加須市市民総合会館（市民プラザかぞ） 10：00～16：00 

千葉県 京成船橋駅 10：00～16：00 

東京都 千代田区役所 10：00～16：00 

 ＪＲ錦糸町駅アルカキット前広場 10：00～16：00 

 ＪＲ田町駅西口歩行者デッキ 10：00～16：00 

 大田区役所 10：30～16：30 
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地方本部 場所 開催時間 

東京都 目黒区役所 10：30～16：30 

 渋谷マークシティ２階連絡通路 11：00～17：00 

 池袋駅ルミネ１階通路 10：00～16：00 

 西武池袋線練馬駅 １階中央エスカレーター前 10：30～16：30 

 田無駅コンコース 10：00～16：00 

 立川市役所 10：00～16：00 

 ＪＲ武蔵小金井駅南口 10：00～16：00 

 「吉祥寺デッキ」コピス吉祥寺Ａ館１階 10：00～16：00 

 青梅市福祉センター 10：00～16：00 

 昭島市役所 10：00～16：00 

 東京都庁 都民広場 10：00～16：00 

神奈川県 横浜そごう９階 センタープラザ 11：00～16：00 

 横須賀中央 駅前広場 13：00～17：00 

 全日本不動産協会西湘支部事務所（ＪＲ平塚駅西口徒歩１３分） 10：00～16：00 

 武蔵溝ノ口駅 南北自由通路 13：00～16：00 

 藤沢市役所５階市民ラウンジ・会議室 10：00～17：00 

 厚木市文化会館 10：00～12：00 

 相模大野駅 ペデストリアンデッキ 10：00～17：00 

山梨県 甲府市役所市民コミュニティホール 9：00～16：30 

新潟県 ＮＥＸＴ２１「１階アトリウム」 10：00～16：00 

富山県 富山県民会館６０８号室 10：00～16：00 

 高岡エクール会議室２０６号室 10：00～16：00 

長野県 信毎メディアガーデン 10：00～16：00 

石川県 金沢市役所 １階エントランスホール 10：00～16：00 

福井県 福井市役所１階ロビー 11：00～16：00 

岐阜県 岐阜市役所 10：00～16：00 

 瑞浪市役所 13：00～16：00 

静岡県 静岡駅北口地下イベントスペース 10：00～15：00 

愛知県 ＪＲゲートタワー イベントスペース 10：00～16：00 

三重県 ララスクエア四日市 10：00～16：00 

滋賀県 イオンモール草津 12：00～16：00 

京都府 ゼスト御池河原町広場 10：00～16：00 

大阪府 なんばＣＩＴＹ・ガレリアコート 12：00～16：00 

兵庫県 神戸ハーバーランド umie センターストリート１階中央特設広場 12：00～16：00 

奈良県 イオンモール大和郡山１階北小路コート 13：00～17：00 

和歌山県 和歌山市役所 １階ロビー 11：00～16：00 

鳥取県 米子市役所 10：00～16：00 
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地方本部 場所 開催時間 

島根県 松江テルサ「テルサホールＣ」 10：00～16：00 

岡山県 岡山市北区駅元町一番街地下「ももたろう観光センター前広場」 10：00～16：00 

広島県 シャレオ中央広場 10：00～16：00 

山口県 中市コミュニティホールＮac 10：00～16：00 

徳島県 ゆめタウン徳島 10：00～16：00 

香川県 イオンモール高松 10：00～16：00 

愛媛県 松山三越 10：00～16：30 

高知県 イオンモール高知 10：00～16：00 

福岡県 全日本不動産協会福岡県本部事務所（ＪＲ博多駅徒歩７分） 13：30～16：30 

 全日本不動産協会福岡県本部北九州事務所（ＪＲ小倉駅北口徒歩７分） 13：30～16：30 

佐賀県 佐賀市役所 10：00～16：00 

長崎県 長崎県庁エントランス 12：00～16：30 

熊本県 下通りアーケード ココサ前 10：00～16：00 

大分県 ＪＲおおいたシティ タイムズスクエア（大分駅前） 10：00～16：00 

宮崎県 宮崎山形屋「四季ふれあいモール」 11：00～16：00 

鹿児島県 霧島市役所 １階ロビー 10：00～16：00 

沖縄県 沖縄県庁前県民広場 13：00～16：00 

 
 
 
６ 住生活月間協賛 住まいづくりに関わるセミナー・見学会 
 

[主 催] (一財)住まいづくりナビセンター 

日時・場所 タイトル 内容 講師 定員 

毎日11:00～、13：

00～、15：00～ 

(60分) 

住まいづくりナ

ビセンター 

 

 

 

住まいづくり 

はじめの？（はて

な）講座 

 

 

 

 

 

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。 

少人数制で質問しやすいので、これから住まいの

計画を始めようという方におすすめです。ご希望

の日時に合わせて1組からでも受講可能です。参

加者には「住まいづくりナビゲート読本 はじめ

の“？”」をプレゼント。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

水曜を除く毎日 

11：00～18：00 

(平日～17:00) 

住まいづくりナ

ビセンター 

 

初回無料相談 

ナビゲーション 

 

 

 

 

住まいのナビゲーターによる住まいづくり個別

相談です。ご質問にお答えしながら、みなさまの

状況をお伺いして、必要な情報提供や最適なサポ

ートをご提案します。 

日程や時間帯など、ご都合に合わせたご利用が可

能です。約30～60分。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

 

 

 

 

― 
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日時・場所 タイトル 内容 講師 定員 

10月6日(土) 

13：00～14：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

 

 

 

 

住まいの安心講

座 

 

 

 

 

 

 

だれもが安心して暮らしやすくあるために知っ

ておきたいことを、住まいづくりのプロがお話し

ます。地震や火事などの災害に強い住まいにする

ことはもちろん、日常生活の中で、子どもや高齢

者が安心して暮らしやすい住まいにするために、

知っておきたいポイントを図解していきます。 

参加者には、「知っててよかった！住まいの安心」

をプレゼント。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

 

 

 

 

 

 

8名 

 

 

 

 

 

 

 

10月13日(土) 

11：20～12：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

 

住まいづくり 

自信を持って進

むための秘訣！ 

①土地購入 ス

タート編 

土地の購入から住まいづくりを始める方のため

のセミナーです。 

スタート編は、これから具体的に土地探しを始め

る方向けに、土地探しの方法と進め方、候補地の

見方やチェックのコツなどをお話します。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

川道 恵子 

 

 

20名 

 

 

 

 

10月13日(土) 

13：00～14：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

 

住まいづくり 

自信を持って進

むための秘訣！ 

②家づくり編 

 

戸建ての新築・建て替えを計画中の方向けの講座

です。 

まずは家づくりのイメージから、資金、契約、工

事まで、納得の住まいづくりのために押さえてお

きたい大切なポイントを正確につかみましょう。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

金山 眞人 

 

 

20名 

 

 

 

 

10月13日(土) 

14：20～15：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

 

 

住まいづくり 

自信を持って進

むための秘訣！ 

③土地購入 実

践編 

 

土地の購入から住まいづくりを始める方のため

のセミナーです。 

実践編は、実際に土地探しが進行中の方、さらに

詳しく聞きたい方向けに、候補地の絞り込み、ト

ラブルの回避の方法などについてお話します。土

地探しする方に毎回好評のセミナーです。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

川道 恵子 

 

 

 

20名 

 

 

 

 

 

10月13日(土)、 

27日(土) 

13：00～17：15 

住まいづくりナ

ビセンター 

建築資金相談 

 

 

 

 

ファイナンシャルプランナーによる、住宅ローン

借り入れやライフプランニングなど、住宅取得の

ための資金相談。約75分。 

 

 

ファイナンシャルプ

ランナー 

香取 玲子 

 

 

3枠 

 

 

 

 

10月14日(日) 

13：00～14：30 

住まいづくりナ

ビセンター 

 

 

 

設計事務所セミ

ナー 

 

 

 

 

 

設計事務所の住まいづくりを知りたい方のため

のイベント。前半は設計事務所の計画の進め方や

得意なこと、設計料金等お金のことなどをわかり

やすく解説します。後半は質問に答えるフリート

ークコーナー、リフォームのことでも、建て替え

のことでも、複数の設計者に直接質問できるチャ

ンスです。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

村上 まみ 

 

 

 

 

20名 

 

 

 

 

 

 

10月15日(月) 

13：00～15：30 

サンゲツ東京シ

ョールーム(品

川) 

※現地集合解散 

ショールーム de

壁紙コーディネ

ート体験 

 

 

 

住まいのナビゲーターが住まいのインテリアを

コーディネートするときの基本的なポイントを

分かりやすくお伝えします。その後、ショールー

ムを見学してから自分で壁紙を選んでいただき

ます。コーディネーターのワンポイントアドバイ

スも受けられる体験型のイベントです。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

三上 紀子 

 

 

 

12名 
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日時・場所 タイトル 内容 講師 定員 

10月20日(土) 

13：00～17：00 

スマートハウジ

ング 豊洲まち

なみ公園 

 

 

比べてみよう！

初めての住宅展

示場見学会inス

マートハウジン

グ豊洲まちなみ

公園 

 

事前にモデルハウスを3棟選んで見学するイベン

ト。初めに住まいのナビゲーターが見学の仕方と

質問のコツを伝授します。当日は記名の必要がな

く匿名で見学できる、住まいづくりナビセンター

ならではのユニークなイベント！展示場見学を

したことがない、初めて、という方におすすめで

す。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

松本 亜古 

 

 

 

 

20名 

 

 

 

 

 

 

10月20日(土) 

13：00～17：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

司法書士相談 

 

 

 

司法書士による、住宅取得および計画敷地に関わ

る法律、不動産取得や登記などの相談。約60分。 

 

 

司法書士 

 

 

 

4枠 

 

 

 

10月20日(土) 

13：00～17：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

税理士相談 

 

 

 

税理士による住まいの取得や相続に関わる税金

についての税務相談。約45分。 

 

 

税理士 

 

 

 

4枠 

 

 

 

10月27日(土) 

13：00～17：00 

住まいづくりナ

ビセンター 

弁護士相談 

 

 

 

弁護士による住まいの契約や相続に関わる法律

の相談。約45分。 

 

 

弁護士 

 

 

 

4枠 

 

 

 

10月30日(火) 

13：00～15：00 

LIXILショールー

ム東京(新宿) 

※現地集合解散 

 

 

キッチンや窓を

見てみよう！ 

～LIXILショール

ーム東京見学会

in新宿～ 

 

 

住まいに関わるものが見られる首都圏最大級の

ショールームで、キッチンやバスルームなど、実

際に体感できる住まいの最新設備をガイドの解

説付きで見学します。まずはショールーム活用の

コツを住まいのナビゲーターがお話します。戸建

ての新築、建て替えやリフォーム、マンションリ

フォームをお考えの方、必見です。 

住まいのナビゲータ

ー/一級建築士 

 

 

 

 

 

20名 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
７ 第１４回「台所・お風呂の川柳」入賞作品発表 
 

[主 催]  キッチン・バス工業会 

[テーマ] 家庭文化のありようを家族みんなで考えよう！ 

[後 援] 国土交通省、経済産業省、内閣府 

[協 賛]  (一財)ベターリビング、(一社)日本ガス協会、日本ＬＰガス団体協議会、 

(一社)住宅リフォーム推進協議会 その他１０団体 

[期 日]  平成３０年１０月１日（月）～１０月３１日（水） 

[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、神田松鯉氏(講談師)、 

     三遊亭金遊氏(落語家)、山遊亭金太郎氏(落語家)、(一財)ベターリビング井上理事 

     長の選者により、応募作品の選考会を実施し、入賞作品の発表を当工業会のホー 

     ムページで実施。 

     第１３回の募集総数は１６５，８２２句。 
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８ 住宅の長寿命化リフォームシンポジウム  
 

[主 催] (一社)住宅リフォーム推進協議会 

[テーマ] 改正建築基準法とストックの有効活用 

[後 援]  (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

[内 容] 今回の建築基準法改正に造詣の深い早稲田大学理工学研究所研究員である、安井  

昇先生に「改正建築基準法と防火改修の実践」と題してご講演いただく。 

     また、長寿命化リフォームを積極的に取り組む事例を紹介する。 

 

□東京会場 

[日 時]  平成３０年１０月４日（木）１３：３０～１６：３０ 

[会 場]  (独)住宅金融支援機構１階「すまい・るホール」（東京都文京区） 

 

□大阪会場 

[日 時] 平成３０年１０月２５日（木）１３：３０～１６：３０ 

[会 場] ｈｕ＋ｇ ＭＵＳＥＵＭ５階（大阪市西区） 

 

 

９ 住生活月間協賛「賃貸住宅の住環境向上セミナー」 

 

[主 催]  (公財)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 

[日 時] 平成３０年９月８日～１１月１７日 

[会 場] 全国４７都道府県５５会場 

[内 容] 賃貸住宅オーナー、賃貸住宅管理業者並びに関係者に対し、統一テーマを持って、

セミナーを開催。 

     改正民法への対応策はじめ、賃貸住宅に関係する正しい知識を伝える。 

 
（10月開催分／39会場） 

開催地 日 時 会場 

山形市 10 月 5 日（金） ホテルキャッスル 

和歌山市 10 月 6 日（土） ホテルグランヴィア和歌山 

石垣市 10 月 6 日（土） 石垣健康福祉センター 

郡山市 10 月 11 日（木） ホテルハマツ 

大阪市 10 月 11 日（木） インテックス大阪 

大阪市 10 月 12 日（金） インテックス大阪 

千歳市 10 月 13 日（土） グランテラス千歳（予定） 

仙台市 10 月 13 日（土） 江陽グランドホテル 

さいたま市 10 月 13 日（土） ＴＫＰ大宮西口カンファレンスセンター 

宮崎市 10 月 13 日（土） 宮崎観光ホテル 

宮古島市 10 月 13 日（土） 宮古島マリンターミナル 

秋田市 10 月 16 日（火） 秋田ビューホテル（予定） 
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開催地 日 時 会場 

甲府市 10 月 18 日（木） ベルクラッシック甲府 

福井市 10 月 18 日（木） 福井県中小企業産業大学校 

函館市 10 月 20 日（土） サンリフレ函館（予定） 

千代田区 10 月 20 日（土） 本部事務局・会議室 

富山市 10 月 20 日（土） ボルファート富山 

京都市 10 月 20 日（土） 新・都ホテル 

神戸市 10 月 20 日（土） 神戸国際会館 

岡山市 10 月 20 日（土） 岡山国際交流センター 

高松市 10 月 20 日（土） 高松国際ホテル 

松山市 10 月 20 日（土） ＪＡＬホテルマイステイズ 

北九州市 10 月 20 日（土） ＴＫＰ小倉シティセンター 

熊本市 10 月 20 日（土） ホテル熊本ニュースカイ 

大分市 10 月 20 日（土） レンブラントホテル 

宇都宮市 10 月 21 日（日） マロニエプラザ 

諏訪市 10 月 21 日（日） ホテル紅や 

高知市 10 月 21 日（日） 高知会館 

松江市 10 月 26 日（金） ホテル白鳥 

青森市 10 月 27 日（土） 青森県観光物産館アスパム 

盛岡市 10 月 27 日（土） ホテルルイズ 

水戸市 10 月 27 日（土） 茨城県開発公社 

横浜市 10 月 27 日（土） 横浜情報文化センター「情文ホール」 

金沢市 10 月 27 日（土） ホテル金沢 

岐阜市 10 月 27 日（土） 岐阜産業会館 第１会議室 

草津市 10 月 27 日（土） 草津市立まちづくりセンター 

奈良市 10 月 27 日（土） ホテル日航奈良 

徳島市 10 月 27 日（土） ＪＲホテルクレメント徳島 

名古屋市 10 月 28 日（日） 名古屋ダイヤビルディング 
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１０ マンション管理基礎セミナー 

 

[主 催] (公財)マンション管理センター 

[テーマ] 管理組合向け基礎セミナー 

[共 催] 地方自治体と共催 

 

（10 月開催分） 

開催地 日 時 定員 講師 テーマ 

北区 10 月 6 日(土) 80 名 (公財)マンション管理センター 

技術部長     本庄 博之 

大規模修繕工事の進め方 

 

   (公財)マンション管理センター 

企画部次長    平野 功一 

マンションみらいネットについて 

越谷市 10 月 6 日(土)  (公財)マンション管理センター 

 

事業案内 

大津市 10 月 6 日(土) 100 名 (公財)マンション管理センター 

大阪支部長    長田 康夫 

マンション管理の基礎知識～新役員の

ために～ 

神戸市 10 月 14 日(日) 120 名 (公財)マンション管理センター 

大阪支部長    長田 康夫 

マンション管理の基礎知識 

マンション管理規約について 

熊谷市 10 月 20 日(土)  (公財)マンション管理センター 事業案内 

岡山市 10 月 20 日(土) 130 名 (公財)マンション管理センター 

管理情報部長    原  昇 

マンション管理組合運営の基礎につい

て 

草津市 10 月 20 日(土) 50 名 (公財)マンション管理センター 

大阪支部長    長田 康夫 

マンション管理の基礎知識～マンショ

ン管理規約を考える～ 

町田市 10 月 21 日(日)  (公財)マンション管理センター 事業案内 

豊中市 10 月 27 日(土) 150 名 (公財)マンション管理センター 

大阪支部長    長田 康夫 

マンション管理の基礎知識 

川口市 

戸田市 

蕨市 

10 月 27 日(土)  (公財)マンション管理センター 事業案内 

伊丹市 10 月 28 日(日) 50 名 (公財)マンション管理センター 

大阪支部長    長田 康夫 

初めてのマンション管理～マンション

管理規約のＱ＆Ａ～ 

熊本市 10 月 28 日(日) 100 名 (公財)マンション管理センター 

技術部長     本庄 博之 

大規模修繕工事の進め方 

松山市 10 月 28 日(日) 100 名 (公財)マンション管理センター 

管理情報部    松本  洋 

マンション管理組合運営の基礎につい

て 
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１１ 第７回住宅部品点検の日シンポジウム 

 

[主 催] (一社)リビングアメニティ協会 

[テーマ] 長く住み継がれる“住まい”のためには 

[後 援]  国土交通省、経済産業省、消費者庁、(独)住宅金融支援機構 

[日 時] 平成３０年１０月１０日（水） １３：００～１６：４０ 

[会 場] (独)住宅金融支援機構１階「すまい・るホール」（東京都文京区） 

[内 容] ・基調講演 テーマ：「消費者参加型の点検文化の醸成に向けて」 

                東京都市大学都市生活学部 准教授  信太 洋行氏 

     ・研究報告１ 

住宅部品経年劣化事故防止のための買い替え促進の可能性を探るアンケート 

一般社団法人リビングアメニティ協会 

         消費者・制度部会長         柴崎 和彦氏 

 ・研究報告２ 

       集合住宅における住宅部品の定期点検・交換を推進する枠組のあり方について 

                一般財団法人ベターリビング 

                住宅部品事業推進部         石神  諒氏 

     ・パネルディスカッション 

       テーマ：「住まいの安全と点検のすすめ」 

       コーディネーター 東京都市大学都市生活学部 准教授  信太 洋行氏 

       パネリスト    (公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・ 

相談員協会             釘宮 悦子氏 

(株)くらし工房大和代表取締役    鈴木 晴之氏 

凸版印刷(株)メディア事業推進本部 

電子カタログ部部長       馬地 宏一氏 

(一社)リビングアメニティ協会 

住宅部品点検推進部会長     田村  朗氏 

 
 
１２ 住宅ローンアドバイザーセミナー 
 

[主 催] (一財)住宅金融普及協会 

[テーマ] 「今、期待される資金計画の提案力」 

[後 援] (独)住宅金融支援機構 

 

□大阪会場 

[日 時] 平成３０年１０月１１日（木） １３：３０～１６：００ 

[会 場] (独)住宅金融支援機構近畿支店 会議室（大阪市） 

[共 催] (一社)関西住宅産業協会 

[内 容] 「行動を促すための資金計画アプローチ」 講師：ＣＦＰ 大石 泉氏 

 

□名古屋会場 

[日 時] 平成３０年１０月１８日（木） １３：３０～１６：００ 

[会 場] (独)住宅金融支援機構東海支店 会議室（名古屋市） 

[共 催] (一社)東海住宅産業協会 

[内 容] 「行動を促すための資金計画アプローチ」 講師：ＣＦＰ 大石 泉氏 
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□東京会場 

[日 時] 平成３０年１０月２５日（木） １３：３０～１６：００ 

[会 場] (独)住宅金融支援機構１階「すまい・るホール」（東京都文京区） 

[内 容] 「行動を促すための資金計画アプローチ」 

講師：ＣＦＰ 大石 泉氏 

「リバースモーゲージの新たな展開に向けて」 

    講師：(一社)不動産総合戦略協会理事長 村林 正次氏 

 

 

１３ 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] 木造住宅の耐震診断 

[日 時] 平成３０年１０月１２日（金） 

[会 場] 駅まえオフィス貸会議室（新潟市中央区東大通１－１－１） 

[内 容] 耐震診断の基礎知識 

     耐震診断の評価と現地調査について 

      講師：木耐協事務局   嶋田  章氏 

 

 

１４ 「都市・住宅団地の再生に関する調査研究」発表会  
 

[主 催] (公財)アーバンハウジング 

 

○東京会場 

[日 時]  平成３０年１０月１７日（水）１８：００～ 

[会 場]  東海大学校友会館（霞が関ビル３５階） 

[内 容] 「空き家」対策に向けてストックをフロー化させる仕組みづくりの研究 

発表者：澤登 信子氏（ライフカルチャーセンター代表取締役） 

           鶴野 美代氏（ライフカルチャーセンター） 

○大阪会場 

[日 時]  平成３０年１０月２２日（月）１８：００～ 

[会 場]  ホテルモントレ ラ・スール大阪（大阪市中央区） 

[内 容] 「地域包括ケアシステムに向けたコミュニティとライフスタイルの形成に関する研

究」 

発表者：三浦  研氏（京都大学大学院）他 
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１５ 第３０回住生活月間協賛 まちなみシンポジウム  
 

[主 催]  (一財)住宅生産振興財団、日本経済新聞社 

[テーマ] 「郊外住宅地の多世代居住を進めるためには」 
      －住宅地マネジメントによる可能性を探る－ 
[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３０年１０月１９日（金）１３：００～１６：３０ 

[会 場] (独)住宅金融支援機構１階「すまい・るホール」（東京都文京区） 

[内 容] かつて住宅すごろくのあがりともいわれた郊外一戸建て住宅。今このような住宅地 

     は高齢化や居住者の減少に直面している。その要因の一つとして同時期に開発され 

て入居した住民が一様に年齢を重ねてきたという開発地特有の等質性が挙げられ 

る。今後、住宅地の活性化のためには多世代居住を進めていく必要がある。空き地・ 

空き家への入居促進のみならず、既存住民のライフステージに合わせた適切な地区 

内住み替えなど、住宅地全体の居住マネジメントによる課題解決の可能性を探る。 

 

    第１部：基調講演 

       「大都市圏郊外住宅地の変容の実態と活性化の方策」 

         中西 正彦氏（横浜市立大学国際総合科学部 准教授） 

    第２部：パネルディスカッション 

        モデレーター 

         中西 正彦氏（横浜市立大学国際総合科学部 准教授） 

        パネリスト 

         室田 昌子氏（東京都市大学環境学部環境創生学科 教授） 

         本多 利明氏（京浜急行電鉄株式会社生活事業創造本部 常務取締役） 

         横山  均氏（（一社）移住・住みかえ支援機構 業務役員副代表理事） 

 

 

１６ 「木のあるくらし」作文コンクール 

 

[主 催]  (一社)日本木造住宅産業協会 

[テーマ]  「木のあるくらし」 

[後 援]  国土交通省、文部科学省、農林水産省、環境省、外務省、(独)住宅金融支援機構 

     (株)朝日学生新聞社 

[期 間]  募集期間 平成３０年６月１日（金）～９月６日（木）（消印有効） 

     表彰式  平成３０年１０月２７日（土）１３：３０～ 

[会 場] (独)住宅金融支援機構１階「すまい・るホール」（東京都文京区） 

[内 容] 全国の小学生を対象とした「木のあるくらし」作文コンクールを通じて、木とふれ

あい、木造住宅の良さや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。 

     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。 

 
 


