
（１０月実施分のみ）平成１６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 10/18～20 北方型住宅パネル展 北方型住宅の普 北海道 パネル展

及啓発

10/23 北方型住宅地域セミナ 北方型住宅の普 北海道､室蘭市､ 講演会、親子ふれあい体

ーin室蘭 及啓発、技術力 北海道建築士会 験学習、ペーパークラフ

向上 室蘭支部、室蘭 ト、パネル展、ビデオ上

市建設業協会 映、住宅相談

青森県 10/15～17 津軽の職と産業まつり 未定 弘前商工会議所 青森県建設組合連合会弘

前支部が住宅デーと銘打

ち、会場の一部で職人の

技と木造住宅をＰＲする

10月中旬～ 平成16年度建築士事務 未定 (社)日本建築士 国土交通省、青森 住宅相談、建築相談、木

下旬 所キャンペーン事業 事務所協会連合 県、青森市、(社) 造住宅簡易耐震診断

会、(社)青森県 青森県建築士会、

建築士事務所協 (株)建築住宅セン

会 ター

岩手県 10/2～3 2004一関地方住宅祭 メインテーマ 一関地方住宅祭 岩手県住宅供給公 関連企業団体等による情

「住まい快適夢 実行委員会、一 社、(財)岩手県建 報提供、県産木材需要拡

空間｣ 関地方振興局、 築住宅センター、 大コーナー、一関地方型

サブテーマ 一関市 一関商工会議所、 住宅（いわいの家）の提

「地球にやさし 一関建設組合 他 案、寸劇による最新建築

いいわいの家｣ 情報の提供、地震に強い

家づくり、児童絵画展、

住宅相談所開設、他

10/9～10 2004住まい☆フェステ 人・自然・ゆと 住まいフェステ 花巻市・大迫町・ パネル展示、関連企業団

ィバルＨＯＴ－Ｉ りが織りなす街 ィバルHOT-I実 石鳥谷町・東和町 体等による情報提供、無

づくり 行委員会、花巻 の各教育委員会、 料住宅相談所開設、特別

地方振興局、花 (社)岩手県建設業 企画展、まちの探検隊

巻市、大迫町、 協会花巻支部、岩

石鳥谷町、東和 手県住宅供給公

町、(社)岩手県 社、(財)岩手県建

建築士会花巻支 築住宅センター、

部 住宅金融公庫東北

支店、(社)岩手県

建築設計事務所協

会花巻支部、花巻

商工会議所、花巻

農業協同組合 他

10/9～10 2004かまいし住まいる 未定 ゆとりある住ま (社)岩手県建築士 パネル展示、関連企業団

フェア いづくり推進キ 会釜石支部、(社) 体等による情報提供、住

ャンペーン釜石 岩手県建築士事務 宅相談所開設

実行委員会、釜 所協会釜石支部、

石地方振興局、 (社)岩手県建設業

釜石市、大槌町 協会釜石支部、

(社)岩手県管工業

協会釜石支部、岩

手県電気工事業工

業組合釜石支部、

釜石大工組合、大

槌建成組合、釜石

金融団、釜石大槌

地域汚水適正処理

推進協会 他

（別紙２）



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

岩手県 10月中旬 盛岡駅西通り特定優良 ゆとりある住生 盛岡地方振興局 (財)岩手県建築住 一般の方々を対象にした

賃貸住宅の見学会 活の実現 宅センター 特定優良賃貸住宅の見学

会の実施、パンフレット

等の配布

10月下旬 けせん住宅祭 未定 けせん住宅祭実 大船渡市 パネル展示、関連企業団

行委員会 体等による情報提供、住

宅相談所開設

宮城県 10/23 住宅講演会 ①住宅建築にお みやぎ・ゆとり 住宅金融公庫東北 県民を対象にした住宅に

けるトラブルを ある住まいづく 支店 かかわる内容の講演会

なくすために り推進協議会

②みやぎ版住宅 (共催)

について 宮城県､仙台市､

③みやぎハウス (財)宮城県建築

21構築のために 住宅センター

10/23 住宅相談会 みやぎ・ゆとり 住宅金融公庫東北 県民を対象にした住宅全

ある住まいづく 支店 般に関する相談会

り推進協議会

秋田県 10/2～3 ｢秋田の住宅｣コンクー ｢秋田の住宅｣ 秋田県、(社)秋 (財)秋田県建築住 「秋田の住宅」(四季を

ル作品展示・入選者表 （四季を通じて 田県建築設計事 宅センター、(社) 通じて快適な住宅)を共

彰 快適な住宅） 務所協会 秋田県建築士会、 通のテーマに各部門別に

一般部門：日頃 (社)日本建築学会 作品や提言を募集し、入

住宅について考 東北支部秋田支 選作品を公開展示する。

えていること 所、(社)秋田県建

学生部門：三世 設業協会、秋田魁

代住宅 新報社、東北電力

専門部門：住ま ㈱秋田支店

いの環境づくり

及び秋田型住宅

への提案となる

作品

山形県 10/16～17 山形県住宅フェア2004 未定 山形県、山形県 国土交通省、鶴岡 建築材料・設備機器・イ

鶴岡会場 住宅フェア実行 市､山形県市長会､ ンテリア・エクステリア

委員会、鶴岡市 山形県町村会、山 等の展示、下水道展、住

住宅フェア実行 形県教育委員会、 宅相談コーナー、住宅関

委員会 住宅金融公庫東北 連作品パネル展示、鶴岡

支店、山形県宅地 市まちづくりパネル展示

建物取引業協会、

山形県銀行協会

10/23～24 第18回住宅フェア'04 本物の住まいづ 寒河江市、寒河 山形県村山総合支 住宅機器の関連展示、丸

inさがえ くり「買う」か 江市住宅建設推 庁、山形県建築士 太切り体験、クギ打ち体

ら「造る」へ 進協議会 会西村山支部、寒 験、地元工務店による住

河江市建設クラブ 宅作品展示、施工現場見

、寒河江市建設総 学会、住宅無料相談コー

合組合、寒河江市 ナー

建築業組合、東北

電力(株)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、

(株)ユアテック寒

河江営業所

（別紙２）



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 10/17 いきいき蔵の町健康フ 未定 喜多方市 (社)福島県建築士 建築・保健・福祉・医療

ェアー 会喜多方支部、喜 などそれぞれの分野につ

多方医師会、喜多 いて個別相談を受ける

方栄養士会、保健

衛生協会、歯科医

師会、在宅介護支

援センター

10/29 住宅の増・改築相談 住宅の増・改築 会津建築綜合協 住宅増・改築相談所の開

の相談 同組合 設

(共催)

会津若松市

10月 まちづくり研究 住民主体のまち 川俣町建設同業 福島県県北建設事 住民による住宅づくり・

づくり 会 務所、川俣町、飯 まちづくり講演会、先進

野町 地調査

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 町民の都市景観に対する

クール りへの関心の向 田島町商工会工 社、福島民友新聞 関心と町の建築文化を高

上 業部会 社 他 め、美しい住み良い街づ

くりに寄与することを目

的として、田島町の街並

みと調和した優れたデザ

インの木造建築物を表彰

する。

10月下旬 地域の技術者達による 優れた伝統技術 福島県南会津建 (社)福島県建築士 南会津地域の未来を担う

座談会 の継承は、地域 設事務所 会、(社)福島県建 技術者たちと参加者によ

を元気にする 築大工業協会、 る意見交換を行い、地域

(社)福島県建設業 の活性化やまちづくり、

協会 地域の文化に根ざした家

づくりについての情報を

発信する。

10月下旬 高齢社会の住宅リフォ 建築と福祉の連 (社)福島県建築 福島県、(社)福島 建築士、理学療法士、作

ーム講座 携 士会 県建築大工業協会 業療法士等が参加しての

他 事例研究ワークショップ

10月下旬 住宅改善ネットワーク 高齢化に対応す TM2001（旧高齢 田島町 建築士会が組織した団体

事業 る住宅の改善 者のすまいを考 ｢TM2001｣が、高齢者世帯

える会) の手すりの取り付けや段

差の解消をボランティア

として実施する。

10月下旬 会津歴史の街なみ再発 歴史の街、会津 (社)福島県建築 小学生を対象とし、建築

見ふれあいウォーキン 若松の知られざ 士会会津支部 士会会員とともに会津若

グ る街の色再発見 松の歴史的建築物を見て

廻りながら、街並みの再

発掘と意識高揚を図る。

茨城県 10/2､16 住まいの相談会 茨城県 (財)茨城県建築住 すまいづくりに関する無

宅センター、(社) 料相談会

茨城県建築士事務

所協会

10/23 茨城ハウジングシンポ 今、｢住み替え｣ 茨城ゆとりある 国土交通省、茨城 住宅の住み替えや再利用

ジウム2004 を考える 住生活推進協議 県、水戸市 他 に関する講演会 他

会

（別紙２）



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

栃木県 10/15～17 とちぎ住宅フェア2004 ひとに・まちに 栃木県、住宅フ 国土交通省、宇都 住宅関連資材・設備等の

・自然にやさし ェア栃木実行委 宮市、栃木県市長 展示、住まいの相談、講

く 員会 会､栃木県町村会､ 演会等(県ブース)日本の

住宅金融公庫北関 住宅の歴史や戦後からの

東支店 他 住宅政策の変遷等を住宅

模型や写真、パネル等に

より紹介するとともに、

融資等の各種相談を実施

する。

10/15～17 住宅増改築相談 栃木県豊かな住 住宅の増改築に関する相

まいづくり協議 談の実施

会

10/17 住宅セミナー 安心して家を建 栃木県建築設計 住宅に関する講演会と無

てるには 事務所協会 料相談会の実施

群馬県 10/7､21 木づくりの家・住宅相 地元産木材の活 桐生市 桐生建築士事務所 木づくりの家・住宅に関

談 用 協会、桐生建築団 する無料相談会

体協議会、(社)群

馬県木造住宅産業

協会桐生支部

10/23 ｢'04ぐんまの家｣設計･ 県民の住宅に関 群馬県、群馬県 (社)群馬県建築士 周辺との調和、生活スタ

建設コンクール表彰式 する関心を高 ゆとりある住生 事務所協会、(社) イルに適応した平面計画

め、居住水準の 活推進協議会 群馬建築士会、 及び良好な施工に配慮さ

向上及び住環境 (共催) (社)群馬県建設業 れた作品に対し､建築主､

の改善を図る。 住宅金融公庫北 協会 設計者、施工者の三者を

関東支店 表彰しその作品を展示す

る。

10/23 平成16年度「私の住み 子供たちの住ま 群馬県、群馬県 群馬県教育委員会 小学生から応募のあった

たい家」児童絵画コン いに対する夢や ゆとりある住生 夢いっぱいの絵画の中か

クール表彰式 希望を、絵画コ 活推進協議会 ら、優秀な作品を表彰し

ンクールとして その作品を展示する。

募集し、住まい

について考える

機会を与え、住

宅に関する関心

を高める。

埼玉県 10/1～3 埼玉・住まい・まちづ 身近な住まいや (社)日本建築学 埼玉県、さいたま ＜イベント＞

くり交流展2004年 まちの話題を共 会関東支部埼玉 市 「学生まちづくり学会」

有化しよう。 支所 「住民発意の地区計画」

「専門家向け。木造建築

構造計画セミナー」「高

齢者のための住宅相談と

WS」ほか

10/22 彩の国豊かな住まいづ 作り手が提案す 彩の国豊かな住 国土交通省、埼玉 住宅リフォームについて
す す め

くり推進協議会住宅月 る住宅リフォー まいづくり推進 県、住宅金融公庫 の２部構成による講演会

間シンポジウム ム 協議会 南関東支店 とパネルディスカッショ

ン

10/30 マンション管理支援の マンション居住 埼玉県住環境整 国土交通省、埼玉 マンション居住支援ネッ

ための講演会(仮称) の支援について 備推進協議会 県 トワーク設立記念講演会

(マンション管理に関わる方(仮)

を対象にした講演会)

10月中 耐震診断相談窓口開設 耐震補強につい (社)埼玉建築設 耐震診断に関する相談

(仮) て 計監理協会 (木造も含む)に対応する

（別紙２）



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月中随時 高齢者福祉対策住宅改 高齢者対応改修 (社)埼玉建築設 高齢者・障害者の住宅に

実施 造相談窓口開設(仮) 工事 計監理協会 関する相談を受け付け対

応する。

千葉県 10/2 第２回マンション管理 千葉県、習志野 国土交通省、(社) 適切かつ円滑なマション

基礎セミナー 市、住宅金融公 高層住宅管理業協 管理を推進するため、管

庫、(財)マンシ 会､日本放送協会､ 理組合、管理業者を対象

ョン管理センタ 日本ガス協会、マ としたセミナーを開催す

ー ンション再生協議 る。

会、千葉県マンシ

ョン管理士会、首

都圏マンション管

理士会千葉県支部

10/3 既存木造住宅の耐震相 千葉県 茂原市、一宮町、 既存木造住宅の耐震診断

談会 (共催) 睦沢町、長生村、 やパネル展示、パンフレ

(社)千葉県建築 白子町、長柄町、 ットを配布する。

士会長生支部、 長南町、NPO法人

(社)千葉県建築 ふるさと未来ネッ

士事務所協会長 トワーク

生支部、(社)千

葉県建築組合連

合会長生支部

10/4～8 住まい・る・ウィーク 健康・安全・安 市川市、市川住 (財)住宅リフォー 住宅リフォームに関する

｢家を考えよう｣ 心な住まい 宅リフォーム相 ム・紛争処理支援 市民の知識向上のため、

談協議会 センター 市役所多目的ホールにお

いてパネルや資材等の展

示、リフォーム相談を実

施する。

10/6 マンション管理相談 松戸市 分譲マンションの維持管

理及び管理組合の運営に

関する相談を実施する。

10/7､21 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。

10/8 住宅増改築相談 安心して住み続 千葉市、千葉市 住宅の増改築に関する相

けられる住まい 増改築相談員協 談の実施する。

づくり 議会

10/19～25 ｢住まいづくり｣絵画コ ぼくもわたしも 千葉市 市内小学生を対象に絵画

ンクール 住みたい家 を募集し、作品を展示す

る。

10/20 第５回マンション問題 千葉県、船橋市 管理組合、管理業者、居

個別相談会 住者等が抱えているマン

ションの様々な問題に対

して専門の相談員による

個別相談会を開催する。

10/20 白井市住宅増築・改築 白井市住宅増築 専門的な知識と経験を活

・修繕等無料相談会 ・改築・修繕等 用し、市民からの住宅の

相談連絡会 増築、改築、修繕等の相

談に無料で応じ、適切な

助言等を行う。

10/20､23 住宅リフォーム相談 松戸市住宅リフ 住宅リフォームに関する

ォーム相談員協 無料相談

議会

（別紙２）



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 10/2 小規模マンション維持 小規模マンショ (財)港区住宅公 講義、居住者及び管理組

管理講座 ンの管理形態に 社 合同士の交流会

ついて

10/2 マンション管理セミナ 未定 葛飾区 マンションの管理等に関

ー する講演会

10/2 分譲マンション管理セ 判例から見るル 台東区 講演会、相談会

ミナー・グループ相談 ール違反者への

会 対処方法につい

て(予定)

10/3 第22回品川区住宅まつ 住みよいお年寄 品川区住環境改 品川区 住宅相談、工作広場など

り りに優しい住宅 善協議会

を

10/7 マンション居住者交流 マンションの管 板橋区 分譲マンションの維持管

会 理運営 理及び管理組合の運営等

に関する相談

10/9 住まいづくり教室 地震対策とその 目黒区住宅街づ 目黒区 失敗しない家づくりの話

時 くりセンター として、地震対策などを

テーマとした講座（連続

講座３回の第１回目）

10/15､ 平成16年度東京都住宅 すみよいまち・ 東京都 講演会、パネル展示等

10/21～23 月間 東京の実現～す

まいづくりはま

ちづくり～

10/16 マンション管理セミナ 未定 文京区 マンションの管理等に関

ー する講演会とグループ相

談会

10/20 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月中旬 マンション管理セミナ 大規模修繕につ 墨田区 マンション管理に関する

ー いて 講演会

10/24 分譲マンション管理セ マンションのル 中野区 分譲マンションの管理組

ミナー ールとは 合役員や居住者等を対象

に、マンション管理の講

演と参加者との交流会

10/24 分譲マンション管理セ 未定 町田市、分譲マ マンション管理等に関す

ミナー ンション管理組 る情報交換等

合

10/30 マンション管理セミナ 未定 新宿区 講演、分科会

ー

10/30 マンション管理・再生 マンション管理 多摩市 マンション管理規約改正

セミナー 規約改正 の説明、管理組合の交流

神奈川県 10/2～3 よこはま住宅フェア 環境にやさしい よこはま住宅フ 国土交通省、神奈 住まいに関する最新情報

2004 住まいのつくり ェア実行委員会 川県、住宅金融公 を提供することにより、

方、くらし方 (共催) 庫、独立行政法人 市民の居住環境の向上と

横浜市、横浜市 都市再生機構神奈 住宅関連産業の活性化を

住宅供給公社、 川地域支社、日本 目的に出展者による企画

(株)日本住情報 放送協会横浜放送 展示、相談会、各種イベ

交流センター 局､神奈川新聞社､ ントを行う。

テレビ神奈川、RF

ラジオ日本、FMヨ

コハマ

（別紙２）



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 10/9 マンション相談会 横須賀市 分譲マンション管理組合

の運営、建物の修繕・維

持管理についての相談会

10/9 マンション管理基礎講 大規模修繕工事 (社)かながわ住 神奈川県､横浜市､ マンション管理組合役員

座 に備えて まい・まちづく 川崎市､横須賀市､ を対象に、マンションの

り協会 N P O法人神管ネッ 大規模修繕工事に備えて

ト、N P O法人浜管 ｢塗装工事｣｢防水工事｣に

ネット、N P O法人 ついての基礎知識を深め

川管ネット、N P O る。

法人よこ管ネット

10月中旬 住宅性能表示展 川崎市 住宅性能表示の周知

10/22 高齢社会の住まい・ま 高齢者・障害者 (社)かながわ住 平塚市(予定) 建築関係者、福祉・医療

(予定) ちづくり研修会 などだれにもや まい・まちづく 関係者合同で、各業種の

さしい住まい・ り協会、(社)神 相互理解と高齢社会の住

まちづくりにつ 奈川県建築士 まい・まちづくりについ

いて、異業種交 会、神奈川県社 て、知識を深める。

流を図りながら 会福祉協議会、

知識を深める 神奈川県総合リ

ハビリテーショ

ンセンター

新潟県 10月下旬 にいがたユニバーサル 未定 新潟県、にいが 新潟県の地域特性に沿っ

デザイン住宅講演会 たゆとりの住ま たユニバーサルデザイン

(仮称) いづくり推進協 住宅に関する講演

議会

10/31 住宅月間記念シンポジ 住宅の耐震診断 新潟市 木造住宅を中心とした耐

ウム ・改修など 震改修・リフォーム・メ

ンテナンス等に関する最

新の情報を提供する。

富山県 10/8～10 第24回住宅産業見本市 未定 読売新聞社 富山県、富山市、 住宅部品・設備機器の展

TOYAMA住まい博 (共催) 住宅金融公庫北陸 示、増改築実例紹介、住

富山テレビ放送 支店、(財)ベター まいに関する各種相談

リビング、(財)住

宅リフォーム・紛

争処理支援センタ

ー、富山住まいと

まちづくり推進懇

話会

石川県 10/2～3 いしかわ住まい博2004 21世紀にふさわ いしかわ住まい 国土交通省北陸地 新築・リフォーム・住宅

しいゆとりある 博実行委員会、 方整備局、住宅金 設備等各分野毎のブース

多様な石川の住 北國新聞社 融公庫北陸支店、 を設置し、展示・イベン

まいをめざして (財)石川県建築住 ト・情報発信を行う。

宅総合センター、

テレビ金沢、ラジ

オかなざわ、ラジ

オこまつ、ラジオ

ななお、金沢ケー

ブルテレビネット

（別紙２）



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 ｢白帆台ニュータウン｣ 美しい団地のさ 石川県住宅供給 地区計画を定めた美しい

写真コンテスト まざまな風景 公社、内灘町、 街並みの写真コンテスト

内灘町内灘北部 の作品を展示することに

地区土地区画整 より、街並みや住まいに

理組合 ついて考える機会を提供

する。作品募集7/15～9/

30、入選発表及び作品発

表10月

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

住まいづくり協 宅供給公社、石川 の住みたい家の児童画コ

議会、北陸中日 県教育委員会、住 ンクールを開催し、作品

新聞社 宅金融公庫北陸支 の展示、優秀作品の表彰

店 を行う。

福井県 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 在来軸組工法木造住宅を

造住宅の振興 同組合 モデル住宅として展示

山梨県 10/2 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

談所 住生活推進協議 県民の多岐にわたる相談

会 に増改築相談員等が対応

長野県 10/15～16 安心住宅設計フェア 安心できる住宅 (社)長野県建築 国土交通省、長野 セミナー「安心して家を

づくり 士事務所協会 県、上田市、東御 建てるには」、住宅無料

市、真田町、丸子 相談会、ビデオ放映、地

町、長門町、青木 震体験車

村、武石村、和田

村

岐阜県 10/30 地震対策啓発イベント 耐震化とリフォ 住宅金融公庫名 (社)岐阜県建築士 無料相談会

ーム促進等 古屋支店、岐阜 事務所協会、(社)

県 岐阜県建築士会

10月中 建築無料相談会・高齢 「安心して家を (社)岐阜県建築 国土交通省、岐阜 建築設計相談・住宅耐震

者向け住宅無料相談会 建てるには」 士事務所協会、 県 診断・高齢者向け住宅改

(社)日本建築士 修相談

事務所協会連合

会

10月中 新聞広告 新聞広告による 岐阜県産直住宅 産直住宅協会及び傘下組

産直住宅のPR 協会 合による新聞広告（住宅

性能保証・産業廃棄物処

理･リサイクル化･シック

ハウス対策等をPRする）

静岡県 10/8～11 2004住まい博 静岡県 ゆめ創造！安全 静岡県住宅振興 国土交通省中部地 高齢社会・環境共生・耐

住宅展 ・安心・快適住 協議会(静岡県､ 方整備局､林野庁､ 震に配慮した住宅を普及

まい 静岡市、建通新 住宅金融公庫南関 させるため、これらの良

聞社等61会員で 東支店、独立行政 質な情報を県民に提供す

構成)､静岡新聞 法人都市再生機 る。

社、静岡放送 構、(財)住宅リフ

ォーム・紛争処理

支援センター、静

岡県市長会、静岡

県町村会他６団体

（別紙２）



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

静岡県 10/13 住まいづくり相談 住宅何でも相談 伊東建設関連業 伊東市、伊東商工 建物の建築､リフォーム､

者連絡協議会 会議所、東海税理 耐震診断､バリアフリー､

士会熱海支部、静 手摺の取り付け、建築に

岡県行政書士会伊 於ける税制問題等の相談

東支部、静岡県土 を実施

地家屋調査士会伊

東支部

10/17 住宅無料相談 未定 大須賀建築士す 大須賀町 地域の方々が感じている

まいの研究会 住宅の疑問に関する無料

相談（地域の特徴を生か

した新築・改築及び耐震

診断･耐震補強等の相談)

愛知県 10/9～10 犬山市産業祭 産業祭 犬山市、犬山商 木造住宅耐震診断相談、

工会議所 木造住宅耐震改修相談

10/13 ｢すまいる愛知住宅賞｣ 「ゆとりある住 愛知ゆとりある 愛知県､名古屋市､ 「ゆとりある住まい」に

表彰 まい」の住宅設 住まい推進協議 住宅金融公庫名古 新しい工夫が見られる住

計 会、中日新聞社 屋支店、独立行政 宅を表彰

法人都市再生機構

中部支社、愛知県

住宅供給公社、名

古屋市住宅供給公

社

10/13 ゆとりある住まい講演 明りがつくる街 愛知ゆとりある 住宅金融公庫名古 ゆとりある住まいの実現

会 と暮し 住まい推進協議 屋支店、独立行政 に向けて意識啓発のため

会、愛知県、名 法人都市再生機構 の講演

古屋市、中日新 中部支社、愛知県

聞社 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

10/30 地震対策啓発イベント 耐震化とリフォ 住宅金融公庫名 (社)愛知県建築士 名古屋市内において講演

ーム促進等 古屋支店、愛知 事務所協会、(社) 会の開催と無料相談会

県、岐阜県、三 愛知県建築士会、

重県、名古屋市 愛知県建設組合連

合、全愛知建設労

働組合、愛知県建

築組合連合会、愛

知建設労働組合

三重県 10/30 地震対策啓発イベント 耐震化とリフォ 住宅金融公庫名 無料相談会

ーム促進等 古屋支店、三重

県

10月中 住宅関係パンフレット 木造住宅の耐震 三重県 県庁内県民ホール及び地

配布 化の促進等 域機関にてパンフレット

｢住まい安全安心21通信｣

の配布

10～11月 木造住宅の耐震化の促 木造住宅の耐震 三重県 県防災部局主催の地域防

進等 化の促進等 災塾において、携帯手回

し振動台(通称ぶるる)の

実演

滋賀県 10/1～2 木と暮らすフェア2004 木造住宅の普及 滋賀県、滋賀県 耐震・メンテナンス・リ

拡大 木造協会 フォームなどのパネル展

示、大工さんのリフォー

ム講座

（別紙２）



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

滋賀県 10/1､6､12､ 住環境特別ミニ番組の 住情報の提供 滋賀県 住宅月間の紹介や地域の

22､27 放送 工務店等の取組み、また

滋賀県が進める「滋賀ら

しい環境こだわり住宅」

の紹介、住宅性能表示制

度等の紹介などの情報提

供を行う。

10/6､13 わが家のすまいづくり 滋賀県 住宅建設、増改築等の計

(大津会場) 相談 画に関して一級建築士に

10/20､27 よる相談を行う。

(彦根会場)

10/9､16 人と環境にやさしいす 滋賀県 バリアフリー対策や省エ

(現地相談) まいのリフォーム相談 ネルギー対策などの増改

築計画に関して一級建築

士が現地相談を行う。

京都府 10/3 大規模改修工事セミナ 大規模改修工事 N P O法人京滋マ 建物コンサルタントによ

ー に関するセミナ ンション管理対 るセミナー

ー 策協議会

10/5､19 建築士無料相談 住宅何でも相談 京都府、京都府 一級建築士による新築、

住宅供給公社 改築等の建築相談等

10/7､14､ 弁護士無料相談 住宅何でも相談 京都府、京都府 契約のトラブル等宅建取

21､28 住宅供給公社 引等住宅相談全般

10/7､14 マンション管理木曜セ 管理組合運営の N P O法人京滋マ 京都府、京都市、 管理組合役員向け初歩講

ミナー 基礎 ンション管理対 滋賀県、大津市 座

策協議会、N P O

法人マンション

センター京都

10/17 鴨川フェスタ2004 「やさしい街、 (社)京都府建設 国土交通省近畿地 無料建築相談

ゆたかな鴨川、 業協会京都支部 方整備局､京都府､

私たちの京都」 京都市 他

10/17 役員講習会 建物や工事に関 N P O法人京滋マ 建物コンサルタントによ

する用語解説 ンション管理対 るセミナー

策協議会

10/23～24 平成16年度建築士事務 共生・確かな一 (社)京都府建築 国土交通省、京都 無料住宅相談、無料耐震

所のキャンペーン 歩から 士事務所協会 府、京都市、宇治 相談、パネル展示、住宅

市、京北町 資材オークション、省エ

ネルギーシステム紹介、

京町家再生講習会、KASS

システム紹介 他

10月下旬 府営住宅全面的改善 最新の府営住宅 京都府 府営住宅全面的改善（ト

(トータルリモデル)住 状況を府民にア ータルリモデル）住戸一

戸一般公開 ピールする 般公開する。

大阪府 10/2 マンションフォーラム マンショントラ 八尾市、N P O法 平成15年度に実施したマ

ブルの解消(予 人八尾すまいづ ンション管理実態調査を

定) くり研究会 踏まえ、マンション内の

トラブルの対応や長期修

繕の必要性をについてフ

ォーラムを行う。(予定)

（別紙２）



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 10/9～17 秋のハウジングフェア 良質な住宅建設 (財)大阪住宅セ 展示住宅を通じて良質な

等の促進 ンター 住宅建設の促進、セミナ

ー、相談会等の実施。

10/9､17､ 市民大学 住まいの選 まず住み方を考 大阪市立住まい 講演

11/7､12/11 択肢 えましょう 情報センター

(10/9)分譲マン

ションに住む心

得、(10/17)リ

フォームして住

むということ、

(11/7)不動産業

者で住まいを選

ぶということ

(12/11)未定

10/18～22､ 展示会 私の好きな八尾 八尾市、N P O法 大阪府、(社)大阪 大和川付替えによって生

10/25～29 「大和川付替え 人八尾すまいま 建築士事務所協 まれた新田がもたらした

300周年記念新 ちづくり研究会 会、(社)大阪府建 八尾の風景や住環境をみ

田今昔展」 築士会 つめる。またあわせて住

宅相談を実施する。

10/20 民間住宅建替セミナー 密集住宅市街地 大阪市、住宅金 講演及び支援制度説明会

の再生に向けて 融公庫大阪支店

(仮題)

10/23 平成16年度堺市住宅フ 住まいと安全セ 堺市 国土交通省、大阪 住まいと安全セミナーと

ェア ミナー ～住ま 府 して、住まいの防犯対策

いと防犯、安心 に係る講演と、住宅金融

できる住まいづ 公庫融資制度の説明を行

くりのために う。

10月中 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)大 る方に対し、住宅金融公

阪住宅センター 庫融資制度や資金・返済

計画等の説明

兵庫県 10/9､30､ 平成16年度マンション 適切なマンショ 西宮市 兵庫県、(財)マン 市内のマンション管理組

11/20 管理実務セミナー ン管理について ション管理センタ 合の役員等を対象に、マ

ー ンション管理に必要な知

識やノウハウをより専門

的に解説する｡(6講座3日

間集中セミナー)

10/16～17 神戸市住まいの耐震フ 住宅の耐震化 神戸市 国土交通省、内閣 パネル展示、関連企業・

ェア2004 府、(財)日本建築 団体等による情報提供住

防災協会 他 宅耐震化相談所設置

10/23～24 住宅耐震改修相談(仮) 兵庫県 兵庫県建築士事務 住宅耐震改修の相談、地

所協会 他 震体験車による地震疑似

体験、耐震改修工法等の

パネル展示、「ふれあい

フェスティバル2004」に

おける県政ＰＲコーナー

への出展

10/31 (仮)住宅フォーラム (仮)“みんなで 宝塚市、宝塚商 兵庫県 基調講演及びパネルディ

考えよう！宝塚 工会議所、宝塚 スカッションを開催し、

のすまい・まち マンション管理 あわせて住宅に関する専

づくり” 組合協議会 門相談会と住宅関連機器

の展示、紹介等を行う。

（別紙２）



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 10/17､23､ 住宅性能評価セミナー 住宅性能表示制 (財)兵庫県住宅 国土交通省、兵庫 講演会「ユーザーが主体

11/3 ＆相談会 度 建築総合センタ 県 的に住まいづくりを考え

ー る必要性」の開催、住宅

性能表示制度の紹介と解

説パネルの展示、相談会

の実施

奈良県 10/2､14､16 住宅無料相談室 いい家つくろう 奈良県、(社)奈 建築士及び弁護士による

良県建築士会 住宅に関する無料相談の

実施

10/24 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、(社) マンション管理の基礎的

ミナー ン管理 ン適正化推進協 高層住宅管理業協 な情報を提供するセミナ

議会、住宅金融 会､日本ガス協会､ ーの実施

公庫、(財)マン 日本放送協会

ション管理セン

ター､NPO法人奈

良県マンション

管理組合連合会

10/24 マンション管理無料相 適切なマンショ 奈良県､NPO法人 マンションの維持・管理

談室 ン管理 奈良県マンショ 等に関する無料相談室の

ン管理組合連合 実施

会

10/30 住まいづくり講演会 より良い住まい 奈良県 県民の住まいづくりに関

づくりのために する関心と理解を深める

ための講演会を実施

和歌山県 10/21 家を建てる人のための 安心して家を建 (社)日本建築士 国土交通省、和歌 講演会、住宅耐震診断・

セミナー及び住宅耐震 てるには 事務所協会連合 山県、和歌山市、 無料相談、セミナー「安

診断・無料相談会 会、(社)和歌山 (社)和歌山県建築 心して家を建てるには」

県建築士事務所 士会、(財)和歌山 を開催

協会 県建築住宅防災セ

ンター、(社)日本

建築家協会近畿支

部和歌山地域会、

和歌山県鉄構工業

共同組合連合会、

和歌山県建築構造

設計協会

鳥取県 10/14 顔の見える木材での家 「地域材活用型 鳥取県 鳥取県住宅生産促 木造住宅産業関係者及び

づくり講演会 住宅のための木 進協議会、(社)鳥 県民を対象とした木造住

材利用方法」、 取県建築士会、 宅づくり講演会

「地域木材産業 (社)鳥取県建築設

と工務店の活性 計士事務所協会、

化に向けて」 鳥取県木造住宅推

進協議会

島根県 10/1～11 2004しまね県民住宅祭 提案します－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

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

中国支店 他 好かつ健全なモデル住宅

の展示

10/1～11 「夢のおうち」図画コ しまね県民住宅 小学生を対象に「夢のお

ンクール作品展示 祭実行委員会 うち」をテーマとして実

施した図画コンクールの

作品を展示

（別紙２）



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

島根県 10月中2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 ・流れや少子高齢社会対

座 応住宅のポイントを女性

建築士が紹介

岡山県 10/5､12､ 岡山県住宅性能表示制 住宅性能表示制 岡山県 住宅を供給する側である

19､26 度普及講習会（ワーク 度の利用促進 県内の建築士等を対象と

ショップ) した実務演習型の講習会

(ワークショップ)を実施

する。

10/30 第1回岡山マンション マンション管理 岡山県､岡山市､ 国土交通省、山陽 マンション管理に必要な

管理基礎セミナー に必要な知識、 倉敷市、住宅金 新聞社、日本放送 知識の高揚を図るため、

ポイント等につ 融公庫、(財)マ 協会 他 管理組合、入居者等を対

いて、初めての ンション管理セ 象としたセミナーを開催

方にもわかりや ンター する。

すく説明する。

10月 無料住宅相談会等 (社)岡山県住宅 倉敷市商工会議所 倉敷市役所ほか県内各地

安定協会、倉敷 他 で木造住宅の普及促進を

市 他 図るため、無料住宅相談

をはじめ、親子木工教室

や住宅パネル展、木工品

販売等を行う。

広島県 10/2～31 家づくりセミナー及び 住まいづくりを ひろしま住宅月 国土交通省 他 住宅性能表示、環境に配

相談会 基礎から学ぼう 間実行委員会 慮した家づくり、住まい

の防犯、ライフプランを

考えた資金計画などのセ

ミナーの実施や弁護士や

建築士による住まいづく

りの相談会を実施

10/30 建築士事務所協会キャ 住宅相談 (社)広島県建築 相談会

ンペーン事業 士事務所協会

山口県 10/1～31 大工さん派遣します 国民の住意識の (社)山口県建築 山口県 高齢者のみのご家族（一

向上・ゆとりあ 工事業協会 人暮らしの方含む）を対

る住生活の実現 象に大工さんの労務を無

料で提供する。

10/16～17 2004やまぐち住宅フェ 住まい再発見 山口県ゆとりあ 国土交通省、山口 住まいに関する展示、住

ア る住生活推進協 県、山口県教育委 宅、住情報提供、住関係

議会 員会、山口市、防 イベント

府市、住宅金融公

庫 他

徳島県 10/2～3 ゆとりある住生活フェ 木造住宅の耐震 徳島県、徳島県 住宅相談、木造住宅耐震

ア 化促進 木造住宅推進協 キャンペーン

議会

香川県 10/27 木造住宅耐震対策事業 「既存木造住宅 香川県 (協力) 講演、講習会

建築士向け講習会 を地震に強くす (社)香川県建築士

るために」～で 会

きる耐震診断・

耐震改修～

10月 建築士事務所キャンペ 後悔しない住ま (社)香川県建築 香川県、高松市 無料相談、地震対策等の

ーン いづくり 士事務所協会 講演

（別紙２）



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

愛媛県 10/23～24 2004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 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 金融公庫四国支店 ナー、住情報提供コーナ

議会 ー

高知県 9/23 住まいの防災・減災対 次の南海地震に (社)高知県建築 住宅耐震相談、住宅金融

～11/21 策フェアー 備えるために 士会 公庫融資相談、地震関係

(共催) パネル展示、地震関係ビ

高知県､高知市､ デオ上映、地震関係セミ

高知県建築士事 ナー開催、地震関連民間

務所協会、高知 企業紹介、起震車による

県建設業協会建 地震体験

築部会、住宅金

融公庫、ゆとり

ある住生活推進

協議会、高知県

建設技術公社

福岡県 10/14 住宅月間記念講演会 住宅ストックの 福岡県､福岡市､ 国土交通省 他 講演会の開催、住替え・

「ライフスタイルにあ 活用 独立行政法人都 リフォーム相談会、福岡

った、わたし流、やさ 市再生機構九州 県あんしん住替え情報バ

しい住まいづくり」 支社、福岡県住 ンクオープニングセレモ

宅供給公社、福 ニー(14日)及びパネル展

岡市住宅供給公 示(13～15日)

社、(財)財団法

人福岡県建築住

宅センター

10/20､27 平成16年度福岡市住ま 福岡市 国土交通省、福岡 市民を対象に住まいづく

いづくりセミナー 県、住宅金融公庫 りに関する情報提供の一

福岡支店 環として専門の講師によ

るセミナーを開催

10/23～31 第12回北九州市総合住 未定 北九州市総合住 国土交通省、福岡 モデル住宅やモデル的街

宅展(YESPO’04) 宅展実行委員会 県、住宅金融公庫 並みの建設・展示会

福岡支店 他

佐賀県 10/30､ 「佐賀の住まいづくり 暮らしにやさし 佐賀県ゆとりあ 国土交通省、佐賀 佐賀の地域性を活かし、

11/13､27 教室」 い木の家づくり る住生活推進協 県 豊かに暮らすための「住

(予定) 議会、(社)佐賀 まいづくり教室」を開催

県建築士会 し、良好な住まいづくり

へ向けて、県民が住まい

について学び、考え、体

験する機会を提供する。

長崎県 10/3､ 住まい・るフェスタ 住まい・るフェ 長崎県 住宅相談、住宅パネル展

10/11～14 2004in佐世保 スタ2004in佐世 木工教室

保実行委員会

10/10 住宅フェアおおむら 大村市 長崎県 住宅相談、木工教室、棟

上げ式

10/16～17 2004まちづくり総合住 長崎の家からな 長崎県ゆとりあ 国土交通省 パネル展示、住関連企業

宅フェア がさ木の家へ る住まいづくり 団体等による各種展示、

推進協議会 無料相談等県民参加型の

住情報提供イベント

10/17 住まい・るセミナー 住宅金融公庫福 長崎県 住宅ローン等に関する講

岡支店 習

10/23～24 住宅フェアたらみ 多良見町 長崎県 住宅相談、住宅パネル展

（別紙２）



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

熊本県 10/13 マンション管理基礎セ (財)熊本県建築 熊本県、熊本市 マンション管理に関する

ミナー 住宅センター 説明会を開催

10/23～24 住宅フェア(仮称) 住宅フェア実行 熊本県 住宅リフォームに関する

委員会 情報提供

10月 無料住宅相談 (財)熊本県建築 住宅に関する諸問題につ

住宅センター いて、専門分野のエキス

パートによる相談所を設

置

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

住宅センター、 を中心として、住宅金融

住宅金融公庫南 公庫制度、法律知識（講

九州支店 師:弁護士)､インテリア､

メンテナンス、資金計画

等のセミナーを開催

宮崎県 10/9～11 2004みやざき住みよい 未定 (財)宮崎県建築 宮崎県、宮崎市、 住宅に関する展示会、相

家づくり展 住宅センター、 住宅金融公庫南九 談会及びモデル住宅の展

同屋内展示者連 州支店 他 示等による木造住宅の振

絡協議会 興、無料住宅相談会

10/9､11 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 2004みやざき住みよい家

住宅センター、 づくり展に合わせた消費

宮崎県ゆとりあ 者向けの住まいに関する

る住生活推進協 講演会

議会、住宅金融

公庫南九州支店

10/24 住まいづくりin延岡 環境づくりは住 延岡市、延岡市 宮崎県、(財)宮崎 住宅に関する展示会

まいから あな 住まいづくり協 県建築住宅センタ

たの省エネは地 議会 ー、宮崎県住宅供

球を救う 給公社、住宅金融

公庫南九州支店

鹿児島県 10/22～24 第14回住まいのリフォ 住宅のリフォー (財)鹿児島県住 鹿児島県、住宅金 住宅のリフォーム施工例

ームコンクール ム実例 宅・建築総合セ 融公庫南九州支 の表彰・展示

ンター 店、(財)住宅リフ

ォーム・紛争処理

支援センター

10/22～24 第40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

10/22～24 '04かごしま住まいと 環境と住まい～ 鹿児島県ゆとり 国土交通省、(財) 住宅・建築に関する各種

建築展 健康・快適・空 ある住まいと街 高齢者住宅財団、 展示、無料相談等様々な

間～ づくり推進協議 (財)建築環境・省 イベントにより広く住情

会、南日本新聞 エネルギー機構､ 報を提供

社 (財)住宅リフォー

ム・紛争処理支援

センター 他

10/24 住宅シンポジウム 環境と住まい 住宅月間実行委 国土交通省 一般を対象とした住宅に

員会、鹿児島県 係わる内容の講演及びパ

ゆとりある住ま ネルディスカッション

いと街づくり推

進協議会

（別紙２）



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

鹿児島県 10/24 第18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

10月 街並みタウンウオッチ 未定 (社)鹿児島県建 郷土の街並みのすばらし

ング 築士会青年部会 さを歩いて再発見する

沖縄県 10/15～17 住まいの情報展 安全・安心・快 沖縄県 (社)沖縄県建築設 住宅の品質確保の促進等

適な住まいづく 計事務所協会 に関する法律、住宅性能

り 保証制度、シックハウス

対策など住まいに関する

パネル展示、ビデオ上映

無料相談

10/15～17 第18回沖縄県トータル 住まい夢空間 沖縄タイムス 沖縄総合事務局、 県民に直接かつ正確な住

リビングショウ 社、タイムス住 沖縄県 他 情報・住宅関連製品を展

宅新聞社 示

10/15～17 第25回住宅設計展 未定 (社)沖縄県建築 沖縄県、沖縄振興 住宅設計事例の展示

設計事務所協会 開発金融公庫

10/16 住宅設計展セミナー 安心して家を建 (社)沖縄県建築 セミナー

てるには 設計事務所協

会、(社)日本建

築士事務所協会

連合会

全国合計１５７行事

（別紙２）


