
（別紙２）

（１０月実施分のみ）平成１４年度「住宅月間」地方公共団体関連行事予定

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 10/19､20 北の家づくりフェア 北方型住宅の普 北海道 講演会、パネルディスカ国土交通省、住宅金融公庫北海道支

及 ッション、セミナー、パ店、道建築士会､道建築士事務所協

ネル展示会他

10/1～31 住宅相談 「元気」住宅 白老町 なし 町のホームページ・広報

誌に掲載。住宅相談（ﾊﾞ

ﾘｱﾌﾘｰ､ﾘﾌｫｰﾑ､住宅全般）

10月中旬 第５回住宅教室 「介護と住まい 陸別町 (社)北海道建築士 講師による講演、ナイト

とは」 会十勝支部陸別分 フォーラム

会

10月上旬 住宅リフォーム講習会 「確かなリフォ 北海道日高支庁 (社)北海道建築士 講師による講習会

ームをするため 会日高支部

に」

青森県 10/19～20 東北建築賞作品展 (社)日本建築学 青森県、八戸市、 受賞作品パネル展示

会東北支部青森 県建築士会他

支所、八戸工業

大学

10/20 平成１４年度福祉のま ( ) 講演会等青森県、むつ市、 社 青森県 青森県市長会、青森県町村長会、日

社会福祉協議会、 社 むつ市 本赤十字社青森県支部、青森県建築ちづくり推進大会 ( )

社会福祉協議会 士会、青森県建築士事務所協会 他

岩手県 10/5～6 2002一関地方住宅祭 住まい快適夢空 一関地方振興局 ﾊﾟﾈﾙ展示、関連企業・団花泉町、平泉町、岩手県住宅供給公

間 一関市、一関地 体等による情報提供、住社、(財)岩手県建築住宅ｾﾝﾀｰ、一関

方住宅祭実行委 宅相談所開設商工会議所、(社)岩手県建築士事務

所協会一関支部、(社)岩手県建設業員会

協会一関支部、(社)岩手県宅地建物

取引業協会一関支部、(社)岩手県電

気工事業区叔父組合一関支部他

10/26～27 2002住まい☆ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 人・自然・ゆと ･ ･ ･ パネル展示、関連企業・住まい☆フェスティバルＨＯＴ 花巻市 大迫町 石鳥谷町 東和町

HOT-I りが織りなす街 ､( ) 団体等による情報提供、－Ｉ実行委員会、花巻地方振興 の各教育委員会 社 岩手県建設

づくり ､ ､ 無料住宅相談所開設、ま局、花巻市、大迫町、石鳥谷 業協会 岩手県住宅供給公社

( ) ｾﾝﾀｰ､ ちづくりトーク 他町、東和町、 岩手県建 財 岩手県建築住宅 住(社)

築士会花巻支部 宅金融公庫東北支店 社 岩手県､( )

建築士事務所協会花巻支部 花巻商､

工会議所 花巻市農業共同組合他､

10/下旬 けせん住宅祭 未定 けせん住宅祭実 ﾊﾟﾈﾙ展示、関連企業・団大船渡市、陸前高田市、住田町、

行委員会 体等による情報提供、住(財)岩手県建築住宅ｾﾝﾀｰ、岩手県住

宅相談所開設宅供給公社、(社)岩手県建築士事務

所協会気仙支部、(株)東海新報社､

県立大船渡工業高等学校

宮城県 10/12 住宅講演会 ①「地震から我 住宅金融公庫東北 県民を対象にした住宅にみやぎ・ゆとりあ

が家を守る方 支店 係わる内容の講演会る住まいづくり推

進協議会(共催:宮法」

城県､仙台市､(財)②「簡単に出来

宮城県建築住宅ｾﾝﾀる我が家の耐震

ｰ)診断」

10/12 住宅相談会 同上 同上 県民を対象にした住宅全

般に関する相談会

10/28 住まいのセミナー 未定 仙台市 宮城県 市民を対象にした住まい

に関するセミナー



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

山形県 10/26～27 住宅フェア 2002in 未定 寒河江市、寒河 寒河江市、山形県 住宅機器の関連展示、丸

さがえ 江市住宅建設推 村山総合支庁、山 太切り体験、クギ打ち体

進協議会 形県建築士会西村 験、地元工務店による住

山支部、寒河江市 宅作品展示、施行現場見

建設ｸﾗﾌﾞ、寒河江 学会、住宅無料相談コー

市建設総合組合、 ナー

寒河江市建築業組

合、東北電力㈱寒

河江営業所、寒河

江市管工事組合、

寒河江市左官業組

合、寒河江市塗装

組合、㈱ﾕｱﾃｯｸ寒

河江営業所

秋田県 10/5～6 森と木と住宅 あきた 秋田杉と住宅 秋田県、(財)秋 住宅相談、住宅コンクー国土交通省、秋田市、ＮＨＫ秋田放

ふれあいフェア2002 田県建築住宅ｾﾝ ル、木造住宅写真展、秋送局、ＡＢＳ秋田放送、ＡＫＴ秋田

ﾀｰ、（社）秋田 田杉ふれあいコーナー、テレビ、ＡＡＢ秋田朝日放送、エフ

県建築士事務所 バリアフリー体験コーナエム秋田、秋田魁新報社、朝日新聞

協会 ー、パネル・模型展示、秋田支局、毎日新聞秋田支局、読売

木造軸組の展示、新聞秋田支局、秋田林政記者クラ

ブ、住宅金融公庫東北支店

福島県 10/25～26 高齢者等住宅改修講習 在宅介護環境の 福島県、(財)ふ 持家率及び高齢化率の高（財）高齢者住宅財団、（財）住宅

会 整備と高齢者等 くしま建築住宅 ﾘﾌｫｰﾑ ｾﾝﾀ い福島県における高齢者・紛争処理支援

の自立した住ま ｾﾝﾀｰ ｰ 等住宅のリフォームのあ、福島県建築士会、福島県建設業

いの在り方 り方についての啓発事業協会、福島県建築設計協会、福島県

建築大工業協会、福島県理学療法士

会、福島県作業療法士会

9/25～10/8 ゴミステーションを考 都市景観の中の 郡山まちづくり 郡山市在住の専門学校・

えるin koriyama ゴミステーショ を考える会、建 大学生を対象として、ゴ

ンとは 築士会郡山支部 ミステーションのあるべ

き姿を描いてもらい、そ

の優れた作品を表彰する

ことにより、専門学校・

大学生に街づくりの興味

を持っていただく

10月中旬 2002しらかわ建築賞 まちづくりの意 建築士会白河支 県南地域を対象に街なみ福島県、白河商工会議所、県南地区

識の高揚 部 や自然と調和した優れた商工会連絡協議会、福島民報社、福

建築物等を表彰する島民友新聞社、業界紙各社

10月中旬 住まいのセミナー 未定 建築士会猪苗代 未定 水環境セミナー、絵画コ

支部 ンクール

10/5 会津歴史の街なみ再発 歴史の街、会津 建築士会会津支 会津若松建設事務 小学生を中心としてスタ

見ふれあいウォーキン 若松の知られざ 部 所 ンプラリーの形式で、会

グ る箇所の再発見 津若松の歴史的建築物を

見て廻りながら、建築士

としての説明を加え、街

なみに対する市民の意識

の向上を図る。

10月～11月 第10回美しい会津若松 美しい景観を 会津若松市 会津若松建設事務 美しい会津若松景観賞表

景観賞表彰 「まもり」「つ 所 彰式（美しい景観をまも

くり」「そだて る賞、美しい景観をつく

る」を基本理念 る賞、美しい景観をそだ

に、市民意識の てる賞）、景観フォーラ

高揚を図り、会 ム

津若松らしい景

観を創造する。



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月下旬 住宅改善ネットワーク 高齢化に対応す ＴＭ２００１ 田島町 建築士会が組織した団体

事業 る住宅の改善 （旧高齢者のす 「ＴＭ２００１」が、高

まいを考える 齢者世帯の手すりの取り

会） 付けや段差の解消をボラ

ンティアとして実施して

いる。住宅改善対象者の

抽出にあたっては、町保

健婦が日常の業務の中で

住宅改善の必要性がある

場所を選び、建築士が対

象者の住宅を訪問して、

改善箇所の図面を作成し

施工する。

10月 田島町優秀建築物コン 町民のまちづく 田島町商工会、 田島町、福島民報 田島町の街並みと調和し

クール りへの関心の向 田島町商工会工 社、福島民友新聞 た優れたデザインの木造

上 業部会 社他 建築物を表彰することに

より、町民の都市景観に

対する関心と町の建築文

化を高め、美しい住み良

い街づくりに寄与するこ

とを目的とする。

10/12～13 わくわくいわき2002 未定 建築士会いわき なし 建築相談コーナー、工作

支部、まちづく 教室、街並みお絵かき、

り実行委員会、 シックハウス対策の普及

いわき市、いわ 啓発、木造在来工法の継

き建設事務所 ぎ手・仕口の展示、技能

五輪作品展

茨城県 10/5,19 住まいの相談会 （財）茨城県建 茨城県建築士事務 住まいづくりに関する無

築住宅センター 所協会 料相談会

栃木県 10/18～20 とちぎ住宅フェア2002 ひとに・まちに 栃木県、住宅フ 住宅関連資材・設備等の国土交通省､宇都宮市､栃

・自然にやさし ェア栃木実行委 展示、住まいの相談、講木県市長会､栃木県町村

く 員会 演会等会､住宅金融公庫北関東

支店他

10/18～20 とちぎすまいアップコ 栃木県 モデルルーム、ﾊﾟﾈﾙ等に

ーナー設置 より最新の住宅情報を提

供するとともに、融資・

税制等の各種相談を実施

する

群馬県 10/17～23 「ぐんまの家」設計建 群馬県ゆとりあ 群馬県、住宅金融 県内に建設された優良な

設コンクール る住生活推進協 公庫 住宅を表彰し、写真・図

議会 面等の展示を行う。

10/17～23 「私の住みたい家」児 群馬県 群馬県教育委員会 県内の小学生等を対象に

童絵画コンクール 群馬県ゆとりあ した絵画コンクール。

る住生活推進協

議会

埼玉県 10/25 住宅月間シンポジウム これからの住宅 彩の国豊かな住 国土交通省、埼玉 ２部構成の講演

産業 まいづくり推進 県

協議会

10/20 越谷市住まいの情報館 将来をみすえた 越谷市、越谷市 地震に強く、高齢者にや

フェア マイホームづく 優良住宅促進協 さしい住宅のＰＲ

り 議会



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 10/25～29 埼玉・住まい・まちづ 住まい・まちづ （社）日本建築 埼玉県、都市基盤 「学生ＮＰＯ集まれ」ｼﾝ

くり2002交流展 くりについて各 学会関東支部埼 整備公団 ﾎﾟｼﾞｳﾑ、「子供のための

世代へのメッセ 玉支所 建築探検隊」、「大人と

ージ 子供の建築模型制作教

室」、「ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ住宅改

修相談」、「お父さんが

伝える民家再生」ｼﾝﾎﾟｼﾞ

ｳﾑ、埼玉景観賞作品・県

内大学の住まいまちづく

り提案・秩父まちづくり

ｺﾝﾍﾟ受賞作品他多数展示

千葉県 10/1～7 「住まいづくり」絵画 住んでみたいな 千葉市 市内小学生を対象に絵画

コンクール こんな家 を募集し、作品を展示す

る。

10/3～7 住まい・る・ウィーク 高齢者・障害者 市川市、市川市 （財）住宅リフォ 住宅リフォームに関する

～～家を考えよう のための住宅改 住宅リフォーム ーム紛争処理支援 展示・説明・相談窓口の

修、健康や環境 相談協議会 センター、市川市 開設、講座の実施等

に配慮した建 介護支援専門員協

材、耐震補強建 議会

物修繕

10/3､17 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等

に関する相談

10/11 住宅増改築相談 安心して住み続 住宅の増改築に関する相千葉市、千葉市増

けられる住まい 談改築相談員協議会

づくり

10/19 ちば住まいづくりフェ 魅力ある千葉の ､ 千葉県住宅ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝのﾊﾟ千葉県まちづくり・す 国土交通省 千葉県、千葉県警察本

ア 住まいづくり ﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、防犯講習まいづくりﾌｪｱ実行委 部、千葉県企業庁、住宅金融公庫、

会、個別相談会、ﾏﾝｼｮﾝ員会 都市基盤整備公団千葉地域支社、千

管理基礎ｾﾐﾅｰ、住まいの葉県住宅供給公社

情報展

10/19､30 ﾏﾝｼｮﾝ問題個別相談会 千葉県 ﾏﾝｼｮﾝ問題全般に係る相

談

東京都 10/9～30 平成14年度東京都住宅 ２１世紀都市東 東京都 パネル展、講演会など

月間行事 京の住まい方

10/6 第20回品川区住宅まつ 住みよい品川お 品川区住環境改 品川区 住宅相談・工作広場など

り 年寄りに優しい 善協議会

住まいを

10/12 マンション管理セミナ 未定 武蔵野市 未定 マンションの管理等に関

ー する講演会と相談懇談会

10/19､20 建築物耐震診断相談会 建物の耐震診断 板橋区 個々の建物診断と簡易耐(社)東京都建築士事務

震診断法のビデオ上映所協会(協賛)

10/10～31 足立区総合住宅相談会 足立区 住宅に関する総合相談会

10/25～31 分譲マンションの居住 狛江市 パネル展

を考える

10/未定 住まい建て替え相談会 建物の一般相談 (財)墨田区ま 建築規制、各種助成金、

ちづくり公社 公的融資、法律相談、共

同建築等についての相談



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

神奈川県 10/下旬 住まい・まちづくりフ 未定 ､( ) 住まいまちづくりに関わ神奈川県 社 かながわ住ま (社)神奈川県建築

ォーラム2002 ･ ､ るタイムリーな話題につい まちづくり協会 神奈川県 士会､神奈川新聞

いて、講演やディスカッ公共住宅供給推進協議会 社､ﾃﾚﾋﾞ神奈川､NHK

ションを行う。横浜放送局

10/18～30 住宅性能表示展 川崎市 住宅性能表示制度の周知

10/25～27 よこはま住宅フェア 安心と快適、暮 住まいに関する最新情報よこはま住宅フェア実行委員会 国土交通省、神奈川県、都市基盤整

２００２ らしの原点を考 の提供による市民の居住（共催） 備公団神奈川地域支社、住宅金融公

える 環境の向上と住宅生産業横浜市、横浜市住宅供給公社、 庫住情報相談センター、NHK横浜放

ー の活性化を目的として、㈱日本住情報交流センタ 送局、神奈川新聞社、テレビ神奈

展示や各種イベントを行川、RFラジオ日本、FM横浜

う。

10月下旬 住宅資材利用高度化推 地域産材の住宅 神奈川県、 地域産材の住宅資材とし

進講習会 資材としての利 （財）日本住宅 ての利用拡大のための講

用拡大について 木材技術ｾﾝﾀｰ 習会を行う。

山梨県 10月中旬 住宅リフォーム出張相 山梨ゆとりある 山梨県 住宅ﾘﾌｫｰﾑに関する県民

談所 住生活推進協議 の多岐にわたる相談に増

会 改築相談員等が対応。

長野県 10/26 建築士事務所キャンペ 安心して家を建 （社）長野県建 国土交通省、長野 建築無料相談会（耐震診

ーン てるには 築士事務所協会 県、諏訪市 断を含む)、ｾﾐﾅｰ「安心

して家を建てるには」、

ﾋﾞﾃﾞｵ放映、ﾊﾟﾈﾙ展

新潟県 10/26･27 明日の住まい展ライフ ヒトと地球に優 新潟日報社 ､ モデルルーム、住宅部品国土交通省 住宅金融公庫北関東支

ピア２００２ しい住まいと暮 ､( ) ﾘﾌｫｰﾑｾﾝ 設備機器の展示、住宅相店 財 日本住宅

らしを考える ﾀｰ( ) ､ 談、シンポジウム、建築社 新潟県年金福祉協会

( ) 大工の実演財 新潟県長寿社会振興財団

新潟放送局 新潟放送NHK ､BSN

NST ﾃﾚﾋﾞ､NT21新潟総合

ﾃﾚﾋﾞ21､FRNｴﾌｴﾑ新潟

新潟 新ﾗｼﾞｵ ､TeNYﾃﾚﾋﾞ

､( )ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝ潟 財

、新潟県、新潟市、にいがたゆｸﾞ

とりの住まいづくり推進協議会

9月～3月 すまいづくり教室 個人のすまいづ 新潟市 1.住まいの本質

(予定) くりを住民主体 2.お住まい拝見(見学会)

の地域、まちづ 3.住まいづくりとお金、

くりへとつなげ そして・・・

る 4.楽しい空間づくりとく

ふうさまざま～Part.1

5.楽しい空間づくりとく

ふうさまざま～Part.2

6.ひとをはぐくむ、すま

いを育てる

の６回講座を楽しくやさ

しくおもしろく提供（予

定）

10/26･27 明日の住まい展記念シ 住情報の提供に 新潟市 にいがたゆとりの 明日の住まい展の中で、

ンポジウム より住環境・住 住まいづくり推進 記念シンポジウムを開催

意識の向上を図 協議会、新潟日報 し、都心部での居住につ

る 社（予定） いての情報を提供する

富山県 10/11～13 第22回住宅産業見本市 今を未来、さら 読売新聞社 富山県、富山市他 住宅部品・設備機器の展

TOYAMA住まい博 に快適に 示、増改築実例紹介ｺｰﾅｰ

住まいのﾄｰﾀﾙ･

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ



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

石川県 10月～11月 児童画コンクール 「わたしの住み 児童画の展示、表彰式展いしかわ２１世紀住ま (財)石川県建築住石川県、

いづくり協議会､北陸 宅総合ｾﾝﾀｰ､石川県住宅たい家」

中日新聞社 供給公社、住宅金融公庫

北陸支店

10/6 「これだけ聞いておけ 住宅ローンと家 住宅金融公庫北 石川県、富山県、 講演、フォーラム

ば大丈夫！！後悔しな づくりのプロに 陸支店 福井県、（財）石

いマイホーム選び」 聞くマイホーム 川県建築住宅総合

取得術 センター

10/26 いしかわ住文化セミナ 環境と住宅 講演(財)石川県建築住

いしかー 宅総合ｾﾝﾀｰ、

わ２１世紀住まいづく

､住宅金融り協議会

公庫北陸支店

福井県 10/5～6 住まいの情報展2002 健康 快適 住まいの情報展 国土交通省、住宅 住宅・建築資材・不動産

福井の住まい ２００２実行委 金融公庫北陸支店 ・設備機器の展示、住宅

員会（福井県、 他 相談、大工実演等を行う

福井市、北陸電 フェア

力(株)他）

10/1～31 モデル住宅展示 在来軸組工法木 福井県木の家協 福井県 在来軸工法木造住宅をモ

造住宅の振興 同組合 デル住宅として展示する

とともに、その室内環境

等を調査する。

岐阜県 10/12～28 建築設計相談 安心して家を建 (社)岐阜県建築 国土交通省､岐阜 建築無料相談､住宅耐震

てるには 士事務所協会 県､日本弁護士連 診断

合会、（社）日本

建築士事務所協会

連合会

10/26～27 森と木のふれあいフェ 森の恵みに学ぶ 岐阜県林材振興 岐阜商工会議所 間伐材製品・ログハウス

ア ・遊ぶ・ふれあ 大会実行委員会 等の展示、木に親しむ体

う 験コーナー等

10/12,26 建築士による“すまい 住宅づくりを模 （社）岐阜県建 岐阜県 ワークショップ形式によ

の講座” 型で体験しませ 築士会 る住宅模型製作体験

んか

静岡県 7/1～9/31 平成14年度静岡県住ま 地域の特性を活 静岡県住宅振興 静岡県、静岡県市 住文化の育成を図るた

(募集期間) いの文化賞 かした個性と魅 協議会 長会、静岡県 め、地域の特性を活かし

力ある住宅を表 町村会他９団体 た個性と魅力ある住宅を

10月～ 彰 顕彰する制度

（審査）

愛知県 10/11 「すまい 愛知住宅 「ゆとりある住 愛知ゆとりある ､ ､ 「ゆとりある住まい」にる 愛知県 名古屋市 住宅金融公庫名

賞」表彰 まい」の住宅設 住まい推進協議 ､ 新しい工夫が見られる住古屋支店 都市基盤整備公団中部支

計 会、中日新聞社 ､ 宅を表彰社 愛知県住宅供給公社、名古屋市

住宅供給公社

10/11 ゆとりある住まい講演 生活のゆとりに (同上) (同上)及び ゆとりある住まいの実現

会 ついて考える 愛知県地域婦人団 に向けて意識啓発のため

体連絡協議会 の講演

8／24～11/ 不動産フェア (社)愛知県宅地 国土交通省、愛知 不動産無料相談、物件展

17 建物取引業協会 県 示、アンケート等



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月中 住宅（耐震）関係パン 木造住宅の耐震 三重県 県庁内県民ホールにて及

フレットの発行 化推進 び地域機関にて「住まい

安全安心２１通信」パン

フレットの配布

滋賀県 10月中 住情報特別ミニ番組 滋賀県 テレビによる広報

10月中 わが家のすまいづくり 滋賀県 通常月2回を4回に倍増

相談

人と環境にやさしいす

まいのリフォーム相談

10/19～20 （仮）木と暮らすフェ 木造住宅の需要 パネル展示、住宅相談、滋賀県、（社）滋

ア２００２ 拡大 木工工作コンクール、木賀県建築士会、滋

木材の利用拡大 工教室等賀県木造協会

京都府 10/3,10, 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

17,24,31 住宅供給公社

10/1,15 建築士無料相談 一級建築士による建築相

談等

10月中 すまいよろず相談 総合住宅相談 京都市 住まいに関するあらゆる

相談に応じる。

大阪府 10/5～14 秋のハウジングフェア 良質な住宅建設 (財)大阪住宅 展示住宅を通じて良質な

等の促進 センター 住宅建設の促進、セミナ

ー、相談会等の実施

10/26 すまいる大阪講座 確かな住まいづ 住宅金融公庫大 大阪府、大阪市 住宅建設を計画されてい

くり 阪支店、（財） る方に対し、公庫融資制

大阪住宅センタ 度や資金・返済計画等の

ー 説明

10/13 平成14年度堺市住宅フ ＜予定＞ 堺市、（財）マ 国土交通省、大阪 ＜予定＞

ェア ・住まいと健康 ンション管理セ 府、（社）堺建設 ・「住まいと健康～シッ

・マンション管 ンター 業協会、（社）高 クハウス症候群につい

理 層住宅管理業協会 て」

・「マンション管理基礎

セミナー」

9/30～ 展示会 家ができるまで 八尾市、NPO法 大阪府、(社)建 ・ある家の設計から家が

10/18 人八尾すまいま 築士事務所協会、 出来るまでを時間軸でわ

(土・日・ ちづくり研究会 (社)大阪府建築 かりやすく展示

祝を除く) 士会 ・住宅相談を併設

10/19 住まいづくりフォーラ ＜予定＞ 八尾市、NPO法 大阪府、(社)建 ＜予定＞

ム 住宅記者から見 人八尾すまいま 築士事務所協会、 「モダンリビング」編集

た快適な狭小住 ちづくり研究会 (社)大阪府建築 長・「週間朝日」理想の

宅 士会 家 筆者・「カーサウェ

スト」編集長の３人をパ

ネラーに迎え、ＮＰＯ法

人八尾すまいまちづくり

研究会の会員をコーデイ

ネイターとして今話題の

狭小住宅についてデイス

カッションをして頂く。



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

兵庫県 ９～１２月 住まい・まちづくりフ ＮＰＯ等との連 兵庫県 県内各地域に応じた住ま

ォーラム 携による２１世 神戸新聞社 い・まちづくり施策の誘

紀（民自律地方 導と支援に資する。

分権時代）の住 県内６カ所で開催

宅・住環境づく ・北播磨：明舞団地の明

りと住まい方 日を考える～まちの活性

化に向けて～

・神戸・東播磨：元気な

まちでありつづけるため

に～まちの活性化に向け

て～

・中播磨：現在の住まい

と歴史的景観との共生に

向けて

・但馬：住まいからのま

ちづくり～住宅を活用し

た交流居住の推進～

・丹波：丹波の特性を生

かした住まいづくり

・阪神南：２１世紀の居

住を考える～ＮＰＯ等と

の連携による民自律地方

分権時代の住宅・住環境

づくりと住まい方～

奈良県 10/5,17, 住宅無料相談 いい家つくろう (社)奈良県建 住宅の新築・増改築など

19,26 築士会、奈良県 に関する無料相談の実

施。

10/12 建築無料相談室 安全で安心な建 (社)日本建築家 建物の新築・増改築等に

物を建築するた 協会近畿支部奈 関する無料相談の実施

めに 良会

10/20 セミナー及び建築無料 安心して家を建 (社)奈良県建築 国土交通省 住宅を建てるときに基本

相談会 てるには 士事務所協会、 知識として知っておくべ

(社)日本建築 き事柄について一般消費

士事務所協会連 者に説明するとともに、

合会他 耐震診断等建築無料相談

会を実施する。

10/27 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、 マンション管理の基礎的

ミナー ン管理 ン管理適正化推 （社）高層住宅管 な情報を提供するセミナ

進協会、(財)マ 理業協会、日本放 ーの実施

ンション管理セ 送協会（NHK）、

ンター、住宅金 日本ガス

融公庫、ＮＰＯ

法人マンション

管理組合連合会

未定 マンション管理無料相 適切なマンショ 奈良県 マンションの維持・管理

談 ン管理 等に関する無料相談室の

実施

和歌山県 10/6 家を建てる人のための 安心して家を建 （社）日本建築 国土交通省、和歌 住宅耐震診断・無料相談

セミナー及び住宅耐震 てるには 士事務所協会連 山県、和歌山市、 セミナー「安心して家を

診断・無料相談会 合会、（社）和 （社）日本建築課 建てるには」

歌山県建築士事 協会近畿支部和歌 セミナー「自分でもでき

務所協会 山地域会、（財） る木造の耐震診断」

和歌山県建築住宅

センター、和歌山

県建築構造設計協

会



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

鳥取県 10/5 地域と住まいを考える 復興 鳥取県 復興をテーマとしたパネ

フォーラム（仮称） ルディスカッション（住

宅・メンタル・産業関係

者）

10月中 福祉機器展 福祉機器の紹介 鳥取県 鳥取県住宅生産促 福祉機器の紹介と住宅相

と相談 進協議会他 談

島根県 10/11～20 ２００２しまね県民住 提案しますー住 しまね県民住宅 国土交通省、島根 地域に根ざした住居並び

宅祭松江会場 まいと暮らし 祭実行委員会 県、住宅金融公庫 に居住環境を具備した良

（松江） 中国支店他 好かつ健全なモデル住宅

の展示

「理想のすまい」図画 しまね県民住宅 「理想の住まい」をテー

コンクール 祭実行委員会、 マとした図画コンクール

島根県 を開催する（小学生を対

象とする）

10月中４回 女性建築士による住宅 島根県 住まいづくりのポイント

改良・住まいづくり講 ・流れや長寿社会対応住

座 宅のポイントを女性建築

士が紹介

岡山県 10/20 岡山のまちづくりフォ 都心居住、住み （協力） キッズまちづくり、いえ岡山のまちづくりフォ

ーラム２００２ よい環境づく 出石小学校施設暫 づくりコンクール、住宅ーラム実行委員会

都心居住セミナー り、個性的な住 定活用運営協議会 パネル展示、住宅相談等【(社)岡山県建築士

まいづくり ・生活文化研究会会、（社)岡山県建築

等士事務所協会、（社)

日本建築家協会中国支

部、岡山建築設計クラ

ブ、（社)日本建築学

会中国支部岡山支

所】、岡山市

10/5～14 「中圧夢団地」住宅フ 健康対策、省エ 岡山県住宅供給 岡山県、倉敷市、 優良住宅展示、小中学生

ェア ネバリアフリー 公社、(株)山陽 住宅金融公庫中国 による「おかやま夢の

などを配慮した 新聞社 支社、ＮＨＫ、山 街」絵画コンクール等

住宅建築の啓発 陽放送、岡山放

送、テレビせとう

ち

10月中の 無料住宅相談会等 （社）岡山県住 開催市町村商工会 建築住宅相談、木造住宅

5～6回 宅安定協会、倉 議所 の普及推進、住宅パネル

敷市他開催地市 展示等

町村

広島県 10/15 安全な家シンポジウ 安心でやさしい ひろしま住宅月 国土交通省他 講演会

ム 住まいづくり 間実行委員会

10/12,19,2 家づくりセミナー 1.公庫すまい・ ひろしま住宅月 国土交通省他 セミナー、講習会

6, る講座 間実行委員会

2.住宅性能表示

3.ガーデニング

10月中 パネル展示 住宅性能表示 ひろしま住宅月 パネル展示

間実行委員会

10/15 建築士事務所協会キャ 住宅相談 （社）広島県建 住宅等相談業務を行う

ンペーン事業 築士事務所協会



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

山口県 10～12月 住宅デー・住宅相談会 豊かさとゆとり （社）山口県住 国土交通省、山口 地域のふるさとまつり等

が実感できる住 宅建設協会 県 の中で、増改築や参考と

生活の推進 なる住宅建材の展示、木

工教室や住宅耐震・増改

築相談会を開催し、また

木造多目的ハウスの建て

方から上棟までの実演を

行い、より県民に密着し

た普及啓蒙活動を行い、

豊かさとゆとりが実感で

きる住生活の推進に寄与

する

10月～11月 大工さん派遣します 国民の住意識の （社）山口県建 山口県 高齢者のみの御家族（一

向上、ゆとりあ 築工事業協会 人暮らしの方）を対象に

る住生活の実現 大工さんの労務を無料で

提供する

10/19～20 ２００２やまぐち住宅 人と住まいのす 山口県ゆとりあ 国土交通省、山口 住宅関連機器展示、イベ

フェア てきな関係、 る住生活推進協 県、山口県教育委 ントを通じて情報を提供

モノから発信す 議会 員会、徳山市、下 することにより、意識の

るココロへのメ 松市、光市、新南 啓発とゆとりある住生活

ッセージ 陽市他 の実現を図る

10月 建築士事務所キャンペ 安心して家を建 (社)日本建築士 国土交通省、山口 家を建てる人のための

ーン事業 てるには 事務所協会連合 県、山口県建築士 「セミナー」および「建

会、(社)山口県 会、(財)山口県建 築無料相談会」

建築士事務所協 築住宅センター

会

徳島県 10/19～20 ゆとりある住生活フェ 一人一人のゆと 徳島県、徳島県 住宅相談、パネル展示等

ア り生活 木造住宅推進協

26～27 議会

香川県 10月 建築士事務所キャンペ 未定 （社）日本建築 国土交通省、香川 家を建てる人のためのセ

ーン事業 士事務所協会連 県 ミナー、建築無料相談会

合会、（社）香

川県建築士事務

所協会

愛媛県 10/19～20 2002年えひめ暮らしと 共に創ろう豊か 愛媛県住宅建設 国土交通省、住宅 住宅無料相談及び住宅セ

住まいフェア なすまい 振興協議会・愛 金融公庫 ミナー、講演会(一般消

媛県 費者向け講演会、マンシ

ョン管理セミナー)、テ

ーマ展示

福岡県 10/24～25 総合住宅相談会（仮） 快適な住まいづ ､ ､ 住まいの相談コーナー、福岡県 北九州市、福岡市 住

くり ､ 住まいの情報コーナー、宅金融公庫福岡支店 都市基盤

､ リフォーム住宅コーナ整備公団九州支社 福岡県住宅

ー、トークショーの実施供給公社、北九州市住宅供給公

他社、福岡市住宅供給公社､(財)

福岡県建築住宅 、福岡ｾﾝﾀｰ

県ゆとりある住まいづくり協議

会

10/24 平成14年度住宅月間合 住宅における水 国土交通省他 講演他

同イベント「節水シン の有効活用推進

ポジウム」 協議会、福岡県



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

福岡県 10/26～11/ 北九州市総合住宅展 （仮）緑・風・ 北九州市総合住 国土交通省、福岡 モデル住宅の展示会、街

4 （YESPO'02） ひとがひびきあ 宅展実行委員会 県、住宅金融公庫 並みづくりの提案

うまち （都市基盤整備 他

公団、北九州市

他）

10/22･30 平成14年度福岡市「住 福岡市 国土交通省、福岡 住まいづくりに関する情

まいづくりセミナー」 県、住宅金融公庫 報提供セミナー

福岡支店

「佐賀の家」の良さをＰＲし、住宅産業及び地域佐賀県 10/18～20 「チャレンジ！佐賀の 国土交通省、佐賀佐賀県ゆとりある

経済の活性化に資する体験型イベントを実施す家づくり」体験イベン 県他住生活推進協議

る。ト 会、(社)佐賀県建

①県産材を使った「佐賀の家づくり」築士会、住宅金融

②大工さんとのすのこづくり、左官さんとの泥壁公庫福岡支店

塗り

③地震体験車

④オール電化体験

⑤高校生建築設計競技入選者表彰式

⑥パネル展示

長崎県 10/19～20 まちづくり総合住宅フ 諫早西部台 長崎県ゆとりあ 国土交通省 県民参加型の住情報提供

ェア る住まいづくり イベント

推進協議会

住宅パネル展

住宅相談等

9/19～23 住まい・るフェスタ２ 住宅フェアin佐 県民参加型の住情報提供

10/12 ００２in佐世保 世保実行委員会 イベント

住宅パネル展（9/19～2

3）

住宅月間啓発パレード等

11/23 GAMADASまちづくり・ GAMADASまちづ 県民参加型の住情報提供

住まいづくりフェア くり住まいづく イベント

りフェア実行委 住宅パネル展

員会 住宅相談等

10/13 住宅フェアおおむら 大村市 住宅ﾊﾟﾈﾙ展等長崎県ゆとりある住まい

づくり推進協議会

長崎県ゆとりある住まい10/未定 住宅フェア「まちな 松浦市

づくり推進協議会み」ギャラリー

10/21 コレクティブハウジン 長崎県 講演会長崎県ゆとりある住まい

グシンポジウム シンポジウムづくり推進協議会

熊本県 10月～11月 すまい・るスクール 未定 (財)熊本県建築 熊本県 住宅の建設・購入予定者

予定 「住まいづくりセミナ 住宅ｾﾝﾀｰ､住宅 を中心として公庫制度、

ー」 金融公庫南九州 法律知識(講師：弁護

支店 士)､ｲﾝﾃﾘｱ､ﾒﾝﾃﾅﾝｽ､資金

計画等のセミナーを開催

10/4 マンションセミナー （財）熊本県建 熊本県、熊本市 マンション管理に関する

築住宅センター 説明会を開催

11月予定 くまもと木の家づくり くまもと木造住 熊本県 講演会

フォーラム 宅推進協議会 在来型木造住宅のＰＲ

大分県 10/25～27 環境と住まいフェスタ 自然・健康・す 環境と住まいフ 国土交通省、大分 住宅性能表示制度にそっ

inおおいた まい ェスタinおおい 県、大分市、住宅 た情報提供及びセミナー

た実行委員会 金融公庫他 開催
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大分県 10/25 「第17回豊の国木造建 地域の風土、個 大分県木造住宅 住宅作品のﾊﾟﾈﾙ展示、優

築賞」表彰式 性を活かした木 等推進協議会 秀作品の表彰

造住宅の振興

10/25 研修会「もく・もく 未定 大分県、大分県 工務店や建築士等を対象

塾」 木造住宅等推進 に、木造建築物に関連し

協議会 た研修を行う

宮崎県 10/27 住まいづくりin延岡 未定 延岡市、延岡市 住宅に関する展示会及び宮崎県､（財)宮崎県建

築住宅ｾﾝﾀｰ､宮崎県住住まいづくり協

宅供給公社､住宅金融議会

公庫南九州支店

10/12～14 2002年みやざき 未定 (財)宮崎県建築 宮崎県、宮崎市、 住宅に関する展示会、相

住みよい家づくり展 住宅ｾﾝﾀｰ、同屋 住宅金融公庫南九 談会及びモデル住宅の展

内展示者連絡協 州支店他 示等による木造住宅の振

議会 興

10/12 住まいに関する講演会 未定 (財)宮崎県建築 宮崎県、宮崎市他 2002年みやざき住みよい

住宅ｾﾝﾀｰ、宮崎 家づくり展に合わせた消

県ゆとりある住 費者向けの住まいに関す

生活推進協議 る講演会

会、住宅金融公

庫南九州支店

10月下旬 消費者向け 新築住宅と品確 延岡市、延岡市 宮崎県 住まいづくりin延岡に合

住宅品質確保促進法説 法 住まいづくり協 わせた消費者向けの説明

明会（延岡会場） 議会、（財）宮 会

崎県建築住宅セ

ンター、宮崎県

ゆとりある住生

活推進協議会

10/13 消費者向け 新築住宅と品確 （財）宮崎県建 宮崎県、宮崎市他 ２００２年みやざき住み

住宅品質確保促進法説 法 築住宅センタ よい家づくりに合わせた

明会（宮崎会場） ー、宮崎県ゆと 消費者向けの説明会

りある住生活推

進協議会

鹿児島県 10/18～20 ’02かごしま住まいと 環境と住まい～ 住宅・建築に関する各種鹿児島県ゆとりある住 国土交通省､(財)高齢者

建築展 はじめよう身近 展示、無料相談等様々なまいと街づくり推進協 住宅財団､(財)建築環境

な工夫から～ イベント情報により広く議会 ・省ｴﾈﾙｷﾞｰ機構､(財)日本

住情報を提供住宅ﾘﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰ､南日本新

聞社他

10/20 住宅月間講演会 未定 一般を対象とした住宅に鹿児島県､(社)鹿児島県建

係わる内容の講演会築士会、鹿児島県ゆとり

ある住まいと街づくり推

進協議

10/18～20 第38回県内工業高校生 「住宅地に建つ (社)鹿児島県建 鹿児島県､鹿児島 県内工業高校生による設

による建築設計競技作 専用住宅」 築士会 市、鹿児島県ゆと 計競技作品の展示・表彰

品展 りある住まいと街

づくり推進協議会

10/20 第16回住宅公開講座 住宅展示場等見 (財)鹿児島県住 鹿児島県ゆとりあ 一般からの募集した参加

学会 宅・建築総合セ る住まいと街づく 者による住宅展示場等の

ンター り推進協議会 見学会
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鹿児島県 10/18～20 第12回住まいのリフォ 住宅のリフォー (財)鹿児島県住 住宅のリフォーム施工例鹿児島県､住宅金融

ームコンクール ム実例 宅･建築総合ｾﾝﾀ の展示・表彰公庫南九州支店､

(財)住宅ﾘﾌｫｰﾑ・紛ｰ

争処理支援ｾﾝﾀｰ

未定 街並みタウンウォッチ 未定 ( )鹿児島県建 郷土の街並みのすばらし社

ング 築士会青年部会 さを歩いて再発見する

沖縄県 10上旬 住まいの情報展 (未定) 沖縄県 沖縄県建築士会、 環境共生住宅及び高齢者

沖縄県建築士事務 対応住宅に関するパネル

所協会 展示、その他、住宅関連

ビデオの上映、住まいに

関する講演会及び無料相

談

10/4～6 第23 住宅設計展 未定 (社)沖縄県建築 住宅設計例のパネル展示沖縄県､沖縄振興開発金

士事務所協会 ・住まいに関する相談コ融公庫､沖縄県住宅供給

ーナーの開設公社､県建築士会他

10/4～6 第15回沖縄県トータル 住まい夢空間 沖縄ﾀｲﾑｽ社、ﾀｲ 住宅関連資材・設備・エ沖縄総合事務局､沖縄県､

リビングショウ ﾑｽ住宅新聞社 クステリア等展示沖縄県市町村会他

未定 建築士事務所セミナー 安心して家を建 (社)沖縄県建築 講演会

てるには・・・ 士事務所協会、

日本建築士事務

所協会連合会

全国合計１３６行事


