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 住宅月間実行委員会関係団体の関連行事  

 

 

１ 第２１回住まいのリフォームコンクール表彰式及び作品発表会 
 

[主 催] （財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター 
[後 援] 国土交通省、住宅金融公庫、都市再生機構 
[日 時] 平成１６年１０月２０日（水） 午後 
[会 場] 主婦会館 プラザエフ（四ッ谷駅前） 
[内 容] 国土交通大臣賞をはじめ、入賞者の表彰式と合わせ、入賞者による発表会を実施す

る。 
 
 
２ 公庫すまい・るイベント 
 
[主 催]  住宅金融公庫 他 

[目 的] 住宅月間に協賛し、住まいづくりに関する総合的な情報提供を行うことにより、住

意識の向上を図る。 
 
 

行事名 
（テーマ） 開催日時 開催場所 

「失敗しないマンション選びと資金計画」 
セミナー 

１０月３日（日） ロイトン札幌２Ｆ 
コンベンションホール 
（札幌市中央区） 

公庫相談会（みやぎ・ゆとりある住まいづ

くり） 
（住宅ローン関連相談） 

１０月２３日（土） メディアテーク 
（仙台市青葉区） 

第５７回すまい・る講座（リフォームセミ

ナー（耐震改修） 
１０月２４日（日） 

（地震で我が家を失わないため・・・）  

フォレスト仙台第２フォ

レストホール 
（仙台市青葉区） 

公庫すまい・るセミナー（栃木住宅フェア） １０月１７日（日） 宇都宮産業展示館（マロニ 
（金利上昇に負けない住宅取得の資金計

画） 
 エプラザ） 

（宇都宮市） 
公庫相談会（栃木住宅フェア） 
（住宅ローン関連相談） 

１０月１５日（金） 
～１７日（日） 

宇都宮産業展示館（マロニ

エプラザ） 
  （宇都宮市） 
公庫セミナー・相談会（OZONE ハウジン

グコンシェルジュ 2004、都市型デザイン住

宅ショー） 

１０月２日（土） 

（住宅ローン関連セミナー・相談）  

リビングデザインセンタ

ーOZONE 
（東京都新宿区） 

住宅月間住まいラリー ９月２５日（土）～ 
（みつかる！自分流ライフスタイル） １０月３１日（日） 

住宅金融公庫本店すま

い・るギャラリー他 
(東京都内・千葉市) 
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行事名 
（テーマ） 開催日時 開催場所 

「マンション再生マニュアル」シンポジウ

ム～甦る私たちの住まい～ 
１０月１６日（土） 住宅金融公庫本店すま

い・るホール 
（再生マニュアルの実践的活用手法）  （東京都文京区） 
公庫すまい・るセミナー 
（ユニバーサルデザイン編） 

１０月１７日（日） 住宅金融公庫本店すま

い・るホール 
（東京都文京区） 

第２１回住まいのリフォームコンクール入

賞作品展 
１０月１８日（月） 
～１１月１２日 

住宅金融公庫本店すま

い・るホール 
 （金） （東京都文京区） 
マンション維持管理パネル展 
（東京都住宅月間行事） 

１０月２１日（木） 
～２３日（土） 

新宿西口広場イベントコ

ーナー 
  （東京都新宿区） 
公庫すまい・るセミナー（夜間編） １０月２７日（水） 住宅金融公庫本店９Ｆ 
（これだけは知っておきたい！住宅ローン

の基礎知識） 
 大会議室 

（東京都文京区） 
公庫ミニセミナー・相談会（第２２回よこ

はま住宅フェア） 
１０月２日（土） 
３日（日） 

産業貿易センタービル 
１Ｆホール 

（住宅ローン関連セミナー・相談）  （横浜市中区） 
公庫すまい・るセミナー（安心・安全ライ

フフェア STYLE2004） 
１０月３１日（日） 新潟市産業振興センター 

（新潟市） 
（金利上昇に負けない住宅取得の資金計

画） 
  

公庫相談会（安心・安全ライフフェア

STYLE2004） 
１０月３０日（土） 
３１日（日） 

新潟市産業振興センター 
（新潟市） 

（住宅ローン関連相談）   
公庫すまい・る講座 １０月３０日（土） 金沢エクセルホテル東急 
（失敗しない住宅ローンの選び方）  （金沢市） 
住まいづくり総合セミナー １０月２４日（日） 住宅金融公庫名古屋支店 
（長期固定金利の安心感（新型住宅ローン

のおすすめ）実例から学ぶ住宅の法律知識） 
 会議室 

（名古屋市千種区） 
待ったなし！「住まいを地震に強くするコ

ツ」教えます 
１０月３０日（土） マノアホール 

（名古屋市中区） 
（耐震啓発イベント）  サテライト会場（耐震無料

診断のみ） 
JR 岐阜駅ハートフルス

クェアーG（岐阜市） 
 津駅前アスト津 （津市） 

秋期住宅展示場相談会 １０月１０日（日） KTV 京都五条住宅展示場 
（住宅ローン関連相談）  （京都市下京区） 
秋期住宅展示場相談会 １０月１７日（日） 桃山六地蔵住宅博 
（住宅ローン関連相談）  （京都市伏見区） 
第１７回すまい・る京都講座 
（今こそ選ぼう！長期・固定金利＆安心住 

１０月２３日（土） 京都市勧業館（みやこめっ

せ） 
宅）  （京都市） 
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行事名 
（テーマ） 開催日時 開催場所 

秋期住宅展示場相談会 １０月９日（土） 堺泉北住宅博 
（住宅ローン関連相談）  （堺市） 
第２７回すまい・る大阪講座 １０月２４日（日） 住宅金融公庫大阪支店す 
（今こそ選ぼう！長期・固定金利＆安心住

宅） 
 まい・るホール 

（大阪市中央区） 
秋期住宅展示場相談会 １０月３日（日） 伊丹・昆陽の里住宅公園 
（住宅ローン関連相談）  （伊丹市） 
神戸市すまいの耐震フェア 2004 １０月１６日（土） JR 神戸駅地下街デュオド 
（耐震リフォームなど耐震関連制度の紹介

と相談） 
１７日（日） ―ム 

（神戸市中央区） 
秋期住宅展示場相談会 １０月１７日（日） メリケンハウジングアベ 
（住宅ローン関連相談）  ニュー２１ 

（神戸市中央区） 
公庫すまい・る講座 in 広島 
（住宅づくりの基本を知ろう） 

１０月３１日（日） 牛田住宅情報スクウェア

「アスタ」 
  （広島市東区） 
公庫相談会（２００４やまぐち住宅フェア） 
（住宅ローン関連相談） 

１０月１６日（土）

１７日（日） 
山口県きららスポーツ交

流公園多目的ドーム 
  （山口県吉敷郡阿知須町

きらら浜） 
公庫相談会（えひめ暮らしと住まいフェア） １０月２３日（土） アイテムえひめ 
（住宅ローン関連相談） ２４日（日） （松山市） 
知って得する！！住まいと税金セミナー １０月３日（日） 住宅金融公庫福岡支店 
（住宅取得時の税金と資金計画におけるポ

イント） 
 （福岡市中央区） 

公庫相談会（ナイスわくわくフェア 2004・ １０月３０日（土） 福岡ドーム 
福岡ドーム） ３１日（日） （福岡市） 
住まいづくりセミナー長崎 １０月１７日（日） 長崎県大波止ビル 
（安心できる住まいづくり）  （長崎市） 
公庫相談会（熊本住まいフェア 2004） １０月２３日（土） 下通アーケード街（通町筋 
（住宅ローン関連相談） ２４日（日） ～三年坂通り交差点） 

（熊本市） 
すまい・るスクール in おおいた １０月１３日（水） アイネス 
（マイホーム建設の基礎知識と上手な住宅

ローン） 
 （大分市東春日町） 

すまい・るスクール in おおいた １０月１７日（日） 大分市内各所 
（建築現場見学会）  （大分市） 
家づくりセミナー（２００４みやざき住み １０月９日（土） ＪＡ・ＡＺＭホール 
よい家づくり展） 
（健康で快適な住まいづくり） 

１１日（月） （宮崎市） 

公庫相談会（２００４みやざき住みよい家

づくり展） 
１０月９日（土）～ 
１１日（月） 

ＪＡ・ＡＺＭホール 
（宮崎市） 

（住宅ローン関連相談）   
公庫相談会（住まいづくり in 延岡） １０月２４日（日） 本小路児童公園 
（住宅ローン関連相談）  （延岡市） 
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行事名 
（テーマ） 開催日時 開催場所 

公庫相談会（０４かごしま住まいと建築展） 
（住宅ローン関連相談） 

１０月２２日（金） 
～２４日（日） 

かごしま県民交流センタ

ー 
  （鹿児島市） 
 

 

３ 研究報告会及び都市住宅技術研究所特別公開 
 

[主 催] 独立行政法人都市再生機構 
[入場料] 無料 
 
（１）研究報告会 
①東京会場 

[日 時] 平成１６年１０月６日（水） 

[会 場] ａｂｃ会館ホール（港区芝公園） 

[内 容] ○平成１５年度に実施した調査研究報告等の報告 

     ○特別講演 （検討中） 

 
②名古屋会場 

[日 時] 平成１６年１０月１２日（火） 

[会 場] 昭和ビルホール（名古屋市中区） 

[内 容] ○平成１５年度に実施した調査研究報告等の報告 

○特別講演 （検討中） 
 

③大阪会場 

[日 時] 平成１６年１０月１３日（水） 

[会 場] アクセスホール（大阪市中央区） 

[内 容] ○平成１５年度に実施した調査研究報告等の報告 

    ○特別講演 （検討中） 
 
④福岡会場 
[日 時] 平成１６年１０月１４日（木） 

[会 場] ＮＴＴ夢天神ホール（福岡市中央区） 
[内 容] ○平成１５年度に実施した調査研究報告等の報告 

○特別講演 （検討中） 

 
⑤都市住宅技術研究所特別公開 
[日 時]  平成１６年１０月２２日（金）２３日（土） 

[会 場]  独立行政法人都市再生機構 都市住宅技術研究所（八王子市） 

[内 容]  ○研究実験施設の公開 

○研究成果の展示 

○試験の実演 
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４ 第１８回全国浄化槽大会 

 

[主 催] 「浄化槽の日」実行委員会 

[後 援]  国土交通省、環境省 

[日 時] 平成１６年１０月１日（金）１４：００～１８：３０ 

[会 場] 東京会館 

[内 容] ①全国大会記念式典 １４：００～１５：００ 

      開会挨拶／「浄化槽の日」実行委員会代表挨拶／関係省大臣挨拶 

      浄化槽適正整備推進決議／浄化槽関係功労者表彰 

②記念講演     １５：１５～１６：４５ 

      講師  北尾高嶺 氏（豊橋技術科学大学名誉教授） 

      演題  「エコ生活排水処理システム－浄化槽」－その効用と課題－ 

 

 

５ インテリア月間 

 

[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１６年１０月１日（金）～３１日（日） 

[会 場] 各都道府県組合所在地 

[内 容] 未定 

 

 

６ 晴海デザインセンター イベント 
 
[主 催]  晴海デザインセンター 他 

 

行事名 
（テーマ） 開催日時 開催場所 

住まいのメンテナンス ワークショップ 
（自分でできる我家のメンテナンス） 

10 月 9 日（土） 

23 日（土） 

晴海デザインセンター

フォーラム講演室 
ＬＩＦＥ ＤＥＳＩＧＮ ＦＥＳＴ 
「ライフスタイルセミナー」 
（ライフスタイルに関するセミナー） 

10 月 10 日（日）、

21 日（木）、30 日

（土）、31 日（日）

晴海デザインセンター 
フォーラム講演室 

まちなみ住宅１００選展示 10 月 14 日（木）

（まちなみ住宅１００選と良いまちなみ） ～31 日（日） 

晴海トリトンＺ棟 
エントランスロビー 

インテリアフロアーに於けるリフォームアイ

ディア（仮称） 
10 月 1 日（金）～

31 日（日） 

晴海デザインセンター 
インテリアフロア－ 

（インテリアプランとリフォーム）   
ナビゲーターが選ぶリフォームアイディア 
（仮称） 

10 月 2 日（土）～

15 日（金） 

晴海トリトンＺ棟 
エントランスロビー 

（プロの視点から探るリフォーム）   
第３回さがしもんじゃ 10 月 24 日（日） 晴海デザインセンター 
（佃島～月島～晴海をまわり古き街並、新し

き街並を知る） 
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行事名 
（テーマ） 開催日時 開催場所 

新郷笙子 和のモダン展示会 10 月 1 日（金） 晴海デザインセンター 
（和風インテリアと家具） ～31 日（日） カシワリビング 
住宅メーカーによるプラン提案キャンペーン 10 月 1 日（金） 晴海デザインセンター 
（住まいの計画書をナビゲーターと作り、住

宅メーカーがプランを提案） 
～31 日（日） 住まいづくりフロア－ 

理想のＡＶライフフェスタ（仮称） 
（オーディオビジュアルのある住まいを体

験） 

10 月２日(土) 

～11 日（月） 

 

晴海トリトン 
グランドロビー 
 

ホーム＆カーライフフェスタ（仮称） 10 月 23 日（土） 晴海トリトン 
（生活に取り込んだカーライフスタイル） ～31 日（日） グランドロビー 
住宅月間 住まいを学ぶ旅 スタンプラリー 9 月 25 日（土） 東京・千葉 
（住宅情報を集める） ～10 月 31 日（日）  
 

 

７ 第１０回マンション管理フェア・講演会 
 
[主 催] 特定非営利活動法人日本住宅管理組合協議会 
[後 援] 国土交通省、東京都、住宅金融公庫、（財）マンション管理センター、読売新聞社 他 
[テーマ] 快適なマンションライフの創造を、新たなるステージから 
[日  時] 平成１６年１０月２日（土）～３日（日） 
[会 場] 新宿ＮＳビル ＮＳイベントホール 
[内 容] フェア：  分譲マンションの建物・設備の維持管理等に関する業者による展示会 
           約６０社 
     講演会：  「永住できるマンションの条件・安全快適なコミュニティを目指して」

と題して講演 
           松本恭治 氏 他 １０名 
     入場予定数：１，０００名～１，５００名 
 

 

８ 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 
[会 場] 全国８会場 

[内 容] マンション管理基礎セミナー 
                  
開催地 開 催 日 共 同 主 催 団 体 開催場所 定 員 

習志野 １０月２日（土） 千葉県、習志野市、住宅金融

公庫 

習志野市民会館 １５０名 

熊 本 １０月１３日（水） （財）熊本県建築住宅センタ

ー 

熊本県立劇場 １５０名 

旭 川 １０月１６日（土） 北海道、札幌市、住宅金融公

庫、（社）北海道マンション管

理組合連合会 

旭川市民文化会館 ８０名 
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開催地 開 催 日 共 同 主 催 団 体 開催場所 定 員 

名古屋 １０月２３日（土） マンション管理推進協議会 名古屋市中区役所ホ

ール 

４００名 

松山市 １０月２４日（日） 愛媛県、住宅金融公庫、愛媛

県住宅建設振興協議会 

アイテムえひめ １００名 

高松市 １０月３１日（日） 香川県、住宅金融公庫 香川県県民ホール多

目的大会議室北館 

５階 

１５０名 

 

 

９ 住宅月間協賛 賃貸住宅の住環境向上シンポジウム 
 
[主 催]  （財）日本賃貸住宅管理協会 

[後 援]  国土交通省(予定) 

[テーマ] 原状回復ガイドラインの考え方の普及 

[内 容] 国土交通省の原状回復ガイドラインが賃貸住宅市場に大きな影響を与え、特約の有

効性について争われることが多くなった。しかしながら、賃貸住宅オーナーは個人

経営者、兼業の方が多く、ガイドラインの内容を十分に理解しておらず、そのこと

がトラブルの原因のひとつになっている。そのため、紛争の未然防止の観点からオ

ーナーに現状を理解してもらうためのセミナーを開催する。 

開催地 開 催 日 開催時間 

京都府 １０月２日（土） １３：３０～１６：３０ 

石川県 １０月８日（金） １４：００～１６：３０ 

神奈川県 １０月１５日（金） １４：００～１７：００ 

大阪府 １０月２７日（水） １３：３０～１７：３０ 

埼玉県 １０月２８日（木） １４：００～１６：００ 

福島県 １０月（日は未定） １４：００～１７：００ 

 

 

１０ ＩＹＳＨ（国際居住年）記念賞表彰式 

 

[主 催] （社）日本住宅協会 

[後 援] 国土交通省、外務省 他 

[日 時] 平成１６年１０月４日（月） 

[会 場] ホテルルポール麹町（東京都千代田区） 

[内 容] １９８７年の国際居住年を記念し、発展途上国を中心に居住分野における技術、制

度等に関する調査研究又は実践活動を推進し、優れた業績をあげた団体又は個人に

対し、毎年度「国際居住年記念賞」を授与している。今年度は「国際居住年記念松

下賞」を都市貧民協会の設立者であり、コーディネーターであるデニス・マーフィ

ー氏（フィリピン）に授与する。 

 



 
 

（別紙３） 

 

１１ 第１６回住宅月間協賛・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、住宅金融公庫、都市再生機構 

[日 時]  平成１６年１０月１９日（火）１３：３０～１６：３０ 

[会 場]  住宅金融公庫本店 すまい・るホール 

[テーマ] ここまできた、環境にやさしい住まいづくり 

     －住まい、そして暮らしはどこまで地球環境にやさしくなったか－ 
[内 容] <第１部>基調講演 

     ①環境共生住宅の状況と住まい方の変化     中上英俊 氏（住環境研究所） 

     ②家庭における環境技術の到達点と今後の方向  濱 惠介 氏（大阪ガス） 

     <第２部>パネルディスカッション 

     上記２名の他に 甲斐徹郎 氏 （チームネット代表取締役） 

             善養寺幸子 氏（一級建築士事務所オーガニック・テーブル） 
 

 

１２  第３８回全国大会 
 
[主 催] （社）全国住宅建設産業協会連合会 
[日 時] 平成１６年１０月２１日（木） 
[会 場] グランド・ハイアット福岡 
[内 容] ○会員提言 ○優良団地表彰 ○退任役員の感謝状の贈呈 ○講演会 
 
 
１３  小学生対象第７回「作文コンクール」表彰式 
 
[主 催]  （社）日本木造住宅産業協会 

[後 援]  国土交通省、文部科学省、住宅金融公庫、朝日新聞社 他 

[日  時]  平成１６年１０月２３日（土） 

[会 場] 朝日新聞東京本社２階ロビー 

[テーマ]  木の家・こんな家に住みたい 

[内 容] 木造住宅を通して地球環境の大切さを理解してもらうため、小学生を対象とする「作

文コンクール」を継続実施し、より多くの応募数の確保と充実を図る。今回より文

部科学大臣奨励賞が交付され、小学生の情操教育にも貢献しうるコンクールにした

い。    

目標応募作品数 ４０００作品 
 

 

１４ 住宅月間協賛特別講演会 
 
[主 催] （社）全国賃貸住宅経営協会、（財）日本賃貸住宅管理協会関西支部 
[協賛・後援] （社）大阪賃貸住宅経営協会、 

（財）日本賃貸住宅管理業協会兵庫県支部・大阪府支部・和歌山奈良支部 
[テーマ] 未定 
[日  時] 平成１６年１０月２７日（水）１３：３０～１６：００ 
[会 場] 太閤園 ダイヤモンドホール 
[内 容] 講演 

講師：国土交通省マンション管理対策室 室長 大坂 正氏（予定） 



 
 

（別紙３） 

 

１５ 第３９回全国木材産業振興大会 
 
[主 催]  （社）全国木材組合連合会、全国木材協同組合連合会 

[テーマ] 新たな飛躍のための改革・創造・挑戦 

[日 時] 平成１６年１０月２８日（木）  

[会 場] 飯野ビル７階「イイノホール」 

[内 容] 記念講演「明日のこころ」 小沢 昭一氏 
 

 
１６ 平成１６年度 住宅保証制度普及促進キャンペーン 

 

[主 催] （財）住宅保証機構 

[テーマ] 住まいの安心をサポートする住宅保証制度～完成保証・性能保証・既存住宅保証～ 

[日 時] 平成１６年９月１日～１２月３１日 

[会 場] 全国 

[内 容] １．都道府県事務機関による住宅フェア等への参加 

     ２．住宅保証制度プレゼントクイズの実施 

        期間 平成１６年９月１日～１２月３１日 


