
（別紙２）
（１０月実施分のみ）平成１８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 6/1～10/31 北方型住宅賞の募集 北国の気候風土 (財)北海道建築 (社)北海道住宅建 平成17年度から新しい取

に適した良質な 指導センター 築協会， り組みを進めている北方

資産となる北方 （共催）北海道 (社)北海道建築士 型住宅の中から優れた北

型住宅の普及啓 会， 方型住宅を応募し、建築

発 (社)北海道建築設 主、設計者、施工者を表

計事務所協会， 彰する。

(社)日本建築家協 （表彰は12月の予定）

会北海道支部，

(社)北海道建築工

事業組合連合会

10/2 戸建て住宅の無料耐震 道民の方々の地 北海道（各支庁 ・木造住宅を対象とした

診断の実施 震に対する不安 建設指導課） 耐震診断窓口を開設。

の解消と住宅の ・2階建て以下、延べ床

耐震改修等を促 面積500㎡以下の戸建

進する。 て住宅で図面のあるも

のが対象。

青森県 9/30～10/1 (仮称)住宅Ｒｅフェア 「安心・安全の 青森テレビ 未定 リフォーム業界「健全化

住まいづくり」 宣言」(案)として、リフ

もっと信頼され ォネット・(財)住宅保証

るリフォーム住 機構の各種保証制度・青

宅 森県リフォーム推進協議

会設立等推進ＰＲにあた

るとともに、一般消費者

を対象としたセミナー

（耐震改修等）を行う。

10/1 「福祉用具の日」in みて触れて、も 青森県社会福祉 青森県， 県民を対象に、10月1日

あおもり2006 っと身近に福祉 協議会 福祉用具店， の「福祉用具の日」に福

用具 建築協会等 祉用具の効果的な活用方

法や住宅改修等について

展示・助言を行う。

10月中旬～ 建築士事務所キャンペ ・建築無料相談 (社)青森県建築 国土交通省， 弘前市内を会場に、一般

下旬 ーン事業 会（耐震相 設計事務所協会 青森県，弘前市， 消費者を対象とした住宅

談、リフォー (社)日本建築士 (社)青森県建築士 に係るよろず相談会と併

ム相談） 事務所協会連合 会 せて、展示コーナーを設

・バリアフリー 会 け、耐震関係の金具等を

改修相談 展示する。

・住宅金融公庫

による融資相

談

・展示コーナー

（建築部品）

岩手県 10月中 一関住宅祭 未定 一関住宅祭実行 未定 ・パネル展示

委員会 ・関連企業団体等による

情報提供

・住宅相談所開設

10月中 住まいる講座 環境共生 いわてハウジン － 県民に対する住まいの講

グフォーラム 習会

毎週日曜日 住宅相談 － けんみん住宅プ － 住宅全般に関する相談

ラザ



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

宮城県 10/19 住宅講演会 こんな家に住み みやぎ・ゆとり 住宅金融公庫東北 県民を対象にした住まい

たい ある住まいづく 支店 づくりに関する講演会

り推進協議会

（共催）

宮城県，

仙台市，

(財)宮城県建築

住宅センター

10/19 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

秋田県 10/6 マンション管理基礎セ マンション管理 秋田県， 国土交通省， マンション管理の基礎的

ミナー の基礎知識、標 秋田市， (社)高層住宅管理 な情報を提供するセミナ

準指針の解説等 (財)マンション 業協会 ーの実施

管理センター，

秋田県マンショ

ン管理士会

10/9 「秋田の住宅」 「秋田の住宅」 秋田県， (財)秋田県建築住 「秋田の住宅」（四季を

コンクール作品展示・ （四季を通じて (社)秋田県建築 宅センター， 通じて快適な住宅）を共

入選者表彰 快適な住宅） 設計事務所協会 日本建築学会東北 通のテーマに、各部門別

・一般部門：日 支部秋田支所， に作品や提言を募集し、

頃住宅につい (社)秋田県建築士 入選作品を公開展示。

て考えている 会，

こと ㈱秋田魁新報社，

・学生部門：南 (社)秋田県建設業

ヶ丘ニュータ 協会，

ウンの家 ㈱東北電力秋田支

・専門部門：住 店

まいの環境づ

くり及び秋田

型住宅への提

案となる作品

10/9 無料建築相談会 (社)秋田県建築 秋田県， 住宅・宅地、設計・工事

設計事務所協会 秋田市， など建築に関する無料相

(社)秋田県建築士 談

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

秋田県 10/21 秋田花まるっ住宅ネッ 建築・福祉・医 秋田県 国土交通省東北地 建築・福祉・医療関係者

トワークフォーラム 療が相互に連携 方整備局， を対象とした講演会やワ

して地域の住ま 住宅金融公庫東北 ークショップ

いづくりを支援 支店，

するサポートネ (社)都市住宅学会

ットワークの形 東北支部，

成促進 (財)秋田県建築住

宅センター，

(社)秋田県建築士

会，

(社)秋田県建築設

計事務所協会，

秋田県建築労働組

合，

秋田県建設技能組

合連合会，

(社)秋田県宅地建

物取引業協会，

(社)全日本不動産

協会秋田県支部，

(社)秋田県住宅宅

地協会，

秋田県住宅性能保

証協議会，

(財)秋田県長寿社

会振興財団，

(福)秋田県社会福

祉協議会，

ＮＰＯ法人秋田バ

リアフリーネット

ワーク，

ＮＰＯ法人あきた

ＮＰＯコアセンタ

ー

10/28 秋田花まるっ住宅セミ いつまでも元気 秋田県 同上 住宅の新築やリフォーム

ナー に暮らし続けら を予定している県民の方

れる住まいづく 々やこれからの住まいづ

りを くりに興味のある方々を

対象に、秋田花まるっ住

宅ガイドラインや事例を

もとに「住宅のバリアフ

リーの進め方」等につい

ての講演や、参加者から

のバリアフリー改修等の

質問に専門家がお答えす

る相談会を開催。

福島県 10月上旬 第２回高齢者等住宅対 県中地域におけ 福島県県中建設 専門講師と福祉関係者を

策懇談会 る高齢者の住ま 事務所 交えた討論会の実施

いおよび住宅政

策について

10中旬 （仮）高齢者等住宅改 高齢者等住宅改 福島県県北建設 未定 ・関係機関及び専門家等

（予定） 修セミナー 修について 事務所 による意見交換

・主催者からの関連事業

説明や管内市町村にお

ける先進事例の発表等



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

福島県 10月中旬～ 田島優良建築物コンク 町民のまちづく 田島商工会， 南会津町， 町民の都市景観に対する

下旬 ール りへの関心の向 田島商工会工業 福島民報社， 関心と町の建築文化を高

上 部会 福島民友新聞社 め、美しい住み良い街づ

他 くりに寄与することを目

的として、南会津町田島

地区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。

10/21 公開ワークショップ 高齢化社会、人 (社)福島県建築 福島県県北建設事 ・専門講師を招いての講

（予定） 「楽しくくらす・かろ 口減少社会に向 士会伊達支部 務所 演会

やかに住まう」 けて、これから ・公開ワークショップの

の生活環境を考 開催

える

10月下旬 地域住宅懇談会 会津地方におけ 福島県会津若松 地元の有識者等を中心に

「城下町の住宅をかん る二地域居住に 建設事務所 新たな住まい方である二

がえてみねぇがし！ ついて考える 地域居住について考え、

Part2」 ともに関心を高める機会

とする。

10/27 住宅の増・改築の相談 住宅の増・改築 会津建築綜合協 住宅の増・改築相談所の

の相談 同組合， 開設

会津若松市

10月中 県南地域住宅政策 地域の歴史や住 福島県県南建設 白河市街地の伝統ある建

懇談会 まいの文化を生 事務所 物・まちなみを調査し、

かしたまちづく 中心市街地の居住の可能

り 性を検討する。

10月中 「高齢者等住宅対策推 高齢者向けリフ 福島県いわき建 懇談会の開催

進事業 地域別懇談会 ォーム 設事務所

（勉強会）」

10月 「高齢者等住宅対策推 効果的な住宅改 相双建設事務所 高齢者住宅推進の勉強会

進事業 地域別懇談会 修について を行う。

（勉強会）」

10月 （仮称）いきいき蔵の みんなでつくる 喜多方市 (社)福島県建築士 建築・保健・福祉・医療

町健康福祉フェアー 健康なまち喜多 会喜多方支部， などそれぞれの分野につ

方 喜多方医師会， いて個別相談を受ける。

喜多方栄養士会，

保健衛生協会，

歯科医師会，

在宅介護支援セン

ター

（予定）

10月 （仮称）無理・無駄の 猪苗代建築会 (社)福島県建築士 ライフラインが整備され

少ない街づくり （予定） 会猪苗代支部 ている市街地の、建築出

（予定） 来ない「虫食い」状態の

土地の調査。

茨城県 10/7,21 いばらき住まいの相談 茨城県 (財)茨城県建築住 住まいづくりに関する無

会 宅センター， 料相談会

(社)茨城県建築士

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

茨城県 10/14 茨城ハウジングシンポ なるほどリフォ 茨城ゆとりある 国土交通省， 住宅のリフォームに関す

ジウム2006 ーム …… 住生活推進協議 茨城県 他 る講演会等

夢のある住まい 会

・安心な住まい

栃木県 10/13～15 とちぎ住宅フェア2006 ひとに・まちに 住宅フェア栃木 国土交通省， 住宅関連資材・設備等の

・自然にやさし 実行委員会 栃木県， 展示、住まいの相談、講

く 宇都宮市， 演会等

栃木県市長会，

栃木県町村会，

住宅金融公庫北関

東支店 他

群馬県 10/21 「'06ぐんまの家」 県民の住宅に関 群馬県， (社)群馬県建築士 周辺と調和したデザイ

設計・建設コンクール する関心を高 群馬県ゆとりあ 事務所協会， ン、生活スタイルに適応

表彰式 め、居住水準の る住生活推進協 (社)群馬建築士会 した平面計画、適切な材

向上及び住環境 議会 (社)群馬県建設業 料及び施工に配慮された

の改善を図る。 （共催） 協会， 作品に対し、建築主、設

住宅金融公庫北 (社)群馬県木造住 計者、施工者の三者を表

関東支店 宅産業協会 彰し、その作品を展示す

る。

10/21 平成18年度「私の住み 子供達の住まい 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 に対する夢や希 群馬県ゆとりあ 夢や希望にあふれた絵画

クール表彰式 望を、絵画コン る住生活推進協 の中から、優秀な作品を

クールとして募 議会 表彰し、その作品を展示

集し、住まいに する。

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 10/1～31 埼玉県下一斉 わが家 (社)日本建築士 国土交通省， 県内各会場において木造

の耐震診断相談会 事務所協会連合 埼玉県，市町村 住宅の無料耐震診断を行

会， う。（期間中 埼玉県内

(社)埼玉県建築 の20～30会場で開催）

士事務所協会

10/14～15 埼玉・住まい・まちづ 地域に息づく歴 (社)日本建築学 埼玉県， 住まいやまちづくりの分

くり交流展2006 史的資産の保全 会関東支部埼玉 埼玉建築設計監理 野で活躍する県内の大

と活用 支所， 協会， 学、専門家、ＮＰＯ、自

いきいき埼玉 日本建築家協会関 治体等が日頃の活動成果

東甲信越支部埼玉 を市民に向けて発表する

地域会 と共に、相互のネットワ

ークの構築を目指して、

毎年開催している。

10/23 埼玉県住まいづくり協 埼玉の未来を見 埼玉県住まいづ 国土交通省， 住宅リフォーム等に係る
ゆ め

議会住宅月間シンポジ つめて くり協議会 埼玉県， 講演会

ウム 住宅金融公庫首都

圏支店



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

千葉県 10/1 マンションの管理に係 千葉県マンショ 国土交通省， マンションの区分所有者

る無料相談会 ン管理士会 千葉県，千葉市， ・管理組合の理事等を対

(財)マンション管 象に、マンションの管理

理センター に係る諸問題について相

談に応じる。

10/2～6 すまい・る・ウィーク 耐震・バリアー 市川市， 住宅リフォームに関する

フリーについて 市川住宅リフォ 市民の知識向上のため、

ーム相談協議会 展示や相談を行う。

10/7 マンション問題個別相 千葉県 管理組合、管理業者、居

談会 住者等が抱えているマン

ション特有の様々な問題

に対して専門の相談員に

よる個別相談会を開催。

10/12,19 分譲マンション 千葉市 分譲マンションの維持管

無料相談窓口 理及び管理組合の運営に

関する相談を実施する。

10/13 住宅増改築相談 安心して住み続 千葉市， 住宅の増改築に関する相

けられる住まい 千葉市増改築相 談を実施する。

づくり 談員協議会

10/17～23 「住まいづくり」絵画 住んでみたいな 千葉市 市内の小学生を対象に絵

コンクール こんな家 画を募集し、入賞作品を

展示する。

10/28 マンションセミナー・ ＮＰＯ法人「マ マンション管理組合及び

相談会 ンションオーナ 居住者向け基礎セミナー

ーズコミュニテ の開催と個別相談会を行

ィ」 う。

10/29 マンション問題個別相 千葉県，松戸市 管理組合、管理業者、居

談会 住者等が抱えているマン

ション特有の様々な問題

に対して専門の相談員に

よる個別相談会を開催。

東京都 10/13～19 平成18年度東京都住宅 未定 東京都 耐震工法の展示、パネル

月間行事 展示等

10/14 分譲マンション管理セ 未定 北区 分譲マンションの管理組

ミナー 合の方及び区分所有者を

対象にした管理セミナー

10/15 分譲マンション管理セ 未定 中野区 分譲マンション管理組合

ミナー 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を

実施。

10/16 マンション管理相談 マンションの管 調布市 分譲マンションに関する

理に関する個別 相談

相談

10/18 足立区総合住宅相談会 未定 足立区 住宅に関する総合相談会



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

東京都 10/21 分譲マンション管理セ 管理費の削減 杉並区， 講演会・相談会

ミナー 杉並区マンショ

ン管理士会

10/21 分譲マンション維持管 大規模修繕まで 葛飾区 マンションの管理等に関

理セミナー にやることⅡ する講演会

10/28 マンション管理セミナ （仮）独自の長 文京区 マンションの管理等に関

ー 期修繕計画を管 する講演会とグループ相

理組合の手で 談

～分譲時の修繕

計画は、必ずし

も実態を反映し

ていない～

10/28 分譲マンションよろず 台東区 マンションの維持・管理

相談 について、弁護士及び１

級建築士が個々の相談に

応じる（事前予約制）。

10/28 マンション管理セミナ 未定 多摩市 分譲マンション管理に関

ー するセミナー

神奈川県 10/1～31 住宅の品質確保の促進 住宅の品質確保 神奈川県 なし 住宅の品質確保の促進等

等に関する法律の紹介 の促進等に関す に関する法律についての

る法律の紹介 パネル展示

10/14 マンション管理セミナ マンション管理 相模原市 ＮＰＯ法人相模原 マンション管理組合等を

ー 組合の応用問題 マンション管理組 対象とした講演会

・危機管理の具 合ネットワーク

体的な進め方

10/21～22 よこはま住宅フェア つくろう！より よこはま住宅フ 国土交通省， 住まいに対する最新情報

2006 良い品質と安全 ェア実行委員会 住宅金融公庫， を提供することにより、

な住まい （共催） ＮＨＫ横浜放送局 居住環境の向上、地域住

横浜市， 神奈川新聞社， 宅産業の活性化を図るた

横浜市住宅供給 ｔｖｋテレビ， め、出展者による企画展

公社， ＲＦラジオ日本， 示、相談会、各種イベン

㈱日本住情報交 ＦＭヨコハマ トを実施する。

流センター

10月中 マンション講演会 未定 ＮＰＯ法人よこ 未定 マンション全般をテーマ

すかマンション とし、購入時のポイン

管理組合ネット ト、マンション生活の実

ワーク 際等について実例を交え

た講演会を行う。

山梨県 10/7 住宅リフォーム出張相 夢を現実へ！理 山梨ゆとりある 山梨県 住宅リフォームに関する

談 想の住まい 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 10/14～15 建築士事務所キャンペ 安心して家を建 (社)長野県建築 国土交通省， 住宅無料相談会、耐震セ

ーン てるには 設計事務所協会 長野県，伊那市 ミナー等



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

新潟県 10/3～ すまいづくり教室 「すまいづく 新潟市 住宅の新築・改築・改修

11/25 り」「まちづく などを考えている家庭を

り」に関する基 対象に、

本的な住情報の Ａコース（火曜夜２時間

提供 ×６回）

Ｂコース（土曜昼３時間

×４回）の教室を開催

富山県 10/6～8 なるほど!!暮らし博 セーフティ＆ 読売新聞東京本 富山県，富山市 富山県内の住宅関連企業

in TOYAMA ヘルシーな暮ら 社北陸支社 に出展参加の協力を得

し発見 て、企業の紹介や最新の

住宅情報を提供する。

石川県 10/7～8 いしかわ住まい博2006 これからの住ま いしかわ住まい 国土交通省, ・金沢に住むことの魅力

い 博実行委員会， 石川県,金沢市, をＰＲする。

北國新聞社 住宅金融公庫北陸 ・定住候補地や分譲住宅

支店, のＰＲをする。

石川県建築住宅セ

ンター,

北陸放送,

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

10/7～8 住宅相談 いしかわ住宅相 建築設計事務所協 住宅に関する設計、契

談情報ネットワ 会, 約、施工、資金計画、バ

ーク 建築士会, リアフリー瑕疵、宅地建

宅地建物取引業協 物取引、消費者契約につ

会, いて相談会を行う。

住宅金融公庫,

消費生活センタ

ー,

バリアフリー総合

研究所,

石川県,金沢市

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

紀住まいづくり 石川県住宅供給公 の住みたい家の児童画コ

協議会， 社, ンクールを開催し、作品

北陸中日新聞社 石川県教育委員 の展示、優秀作品の表彰

会, を行う。

住宅金融公庫北陸

支店

岐阜県 10月中 建築無料相談会・高齢 「安心して家を (社)岐阜県建築 岐阜県 ・建築設計相談

者向け住宅無料相談会 建てるには」 設計事務所協会 ・住宅耐震診断

・高齢者向け住宅改修相

談

10/7～8 住宅販売フェア 区画事業地内の 中部台地土地区 なし 美濃加茂市内区画事業地

保留地販売 画整理組合 内の保留地の販売フェア



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

愛知県 10/5 「すまいる愛知住宅 「ゆとりある住 愛知ゆとりある 愛知県， 「ゆとりある住まい」に

賞」表彰式 まい」の住宅設 住まい推進協議 名古屋市， 新しい工夫が見られる住

計 会， 住宅金融公庫名古 宅を表彰

中日新聞社 屋支店，

(独)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

10/5 ゆとりある住まい講演 ゆとりある住ま 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 いの実現のため 住まい推進協議 屋支店， に向けた意識啓発のため

のリフォームに 会， (独)都市再生機構 の講演

ついて 愛知県， 中部支社，

名古屋市， 愛知県住宅供給公

中日新聞社 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

（予定）

10/12～14 第36回建築総合展 原点 (社)愛知建築士 国土交通省， ・建築関連メーカー、商

NAGOYA 2006 会， 経済産業省， 社が最新の製品・機器

中部経済新聞社 林野庁 他 を発表展示

・建築相談の実施

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月 地域防災講演会におけ 住宅耐震化促進 三重県 県防災部局主催の地域防

る住宅相談窓口 等 災講演会において、住宅

相談窓口の設置

10月 住まい改修アドバイザ 木造住宅の耐震 三重県 地域住民に情報発信ので

ー研修会 化及びバリアフ きる建築技術者を育成す

リーの促進 るため、木造住宅の耐震

化及びバリアフリー等に

関する研修会を開催

静岡県 10/5～9 2006住まい博 静岡県 もっと！安全、 住まい博 静岡 国土交通省中部地 住宅・住宅関連材料、機

住宅展 もっと！安心、 県住宅展実行委 方整備局， 器等の展示・相談及び最

快適住まい 員会 林野庁， 新情報の提供、企画・行

(独)都市再生機 政展示、ミニセミナー、

構， 無料相談会

住宅金融公庫首都

圏支店，

(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



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 10/1 もくもく祭り 住宅耐震ＰＲ 静岡県建築士会 牧之原市，吉田市 ・住宅相談

榛原支部， （協賛） ・耐震相談

榛南建築工業組 静岡県， ・セミナー

合 静岡県木造住宅耐

震協議会

10/1,8 分譲マンション定期相 分譲マンション 静岡県， マンション管理士による

談会 管理 静岡市， アドバイス

浜松市，

ＮＰＯ法人静岡

マンション管理

士会

10/5 住宅月間講演会 伝統に学ぶ楽し 静岡県住宅振興 講演会

い暮らし 協議会

10/7 木造住宅振興研修会 木造振興 静岡県， ・セミナー

静岡県木造住宅 ・ワークショップ

振興連絡会議

福井県 10/14～15 建築相談会 (社)福井県建築 建築無料相談の実施

設計事務所協会

10/15 消費者向け住情報セミ (財)福井県建築 福井県 住まいについての消費者

ナー(仮称) 住宅センター 向けセミナーを開催

滋賀県 10/1 ～31 わが家の住まいづくり 安全・安心なす 滋賀県， 住まいづくり相談・・・

相談 まいの新増改築 湖国すまい・ま 月～金曜電話で受付け相

・リフォームの ちづくり推進協 談の結果必要に応じて、

ための一般的、 議会 ・住宅建設、増改築等計

技術的アドバイ 画：１級建築士による

ス 面接相談を実施

（４日間）

・バリアフリー対策や耐

震対策等の増改築計画

：１級建築士による現

地相談を実施

（２日間）

10/7 減災連続講座 減災まちづくり 滋賀大学， 滋賀地震防災市民 建築中の木造住宅の見学

について 滋賀県 ネット， による構造の解説、わが

読売新聞， 家の危険箇所の再検証お

京都新聞 よび減災への検討

10/14 湖国すまいスクール ①これからのす 湖国すまい・ま ①すまいづくりに関する

まいづくり ちづくり推進協 記念講演会

②家づくり・土 議会， ②家づくりについての実

地・資金に関 滋賀県， 例の紹介

する疑問・勉 (社)滋賀県不動 土地の一般的な疑問に

強会 産鑑定士協会， 対する事例紹介と解説

③住宅悪質リフ 住宅金融公庫 住宅金融公庫の紹介

ォーム対策 ③訪問販売等による被害

の事例紹介

リフォームする前に覚

えておくことの講習



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 10/28～29 きゃんせ。たかしま。 まちづくりや市 淡海ネットワー 滋賀県， 県としてブースを借り受

民活動に取り組 クセンター 滋賀県教育委員 け、耐震化普及促進のた

む各種団体によ 会， めの啓発パネル展示、模

る展示、体験コ 高島市 他 型による地震時のシミュ

ーナー、ステー レーション、耐震診断状

ジ発表等への出 況のＤＶＤ放映

展

10/29 森づくり交流会 木造住宅知識の 滋賀県， ・耐震・バリアフリーリ

普及木造住宅の 滋賀県建築組合 フォームなどの情報提

リフォームの相 滋賀県木材協会 供

談・情報提供 湖国すまい・ま ・大工さんのリフォーム

ちづくり推進協 講座およびなんでも相

議会 談

・大工さんのスゴイトコ

ロ・・・「鉋けずり」

「組み立て実演」

・住宅の軽微な補修方法

の講習

・「滋賀らしい環境こだ

わり住宅」の紹介

未定 マンション管理基礎セ 分譲マンション 滋賀県， 国土交通省， 分譲マンションの適正な

ミナー の適正な管理に 大津市， 滋賀県マンション 管理のための管理組合が

ついて (財)マンション 管理士会， 運営や建物管理に関する

管理センター， ＮＰＯ法人京滋マ 情報提供知識、及び他の

住宅金融公庫 ンション管理対策 管理組合との意見交換

協議会

京都府 10/1 マンション問題相談会 マンション問題 京都マンション 電話相談

管理士会

10/1,15 すまいよろず相談 ・建築相談 京都市 ・建築に関する相談

・法律相談 ・すまいに関する法律相

・不動産相談 談

・分譲マンショ ・不動産売買，賃貸借に

ン管理相談 関する相談

・分譲マンション管理に

関する相談

10/ 3,17 建築士無料相談 住宅何でも相談 京都府， 一級建築士による建築相

京都府住宅供給 談等

公社

10/ 5,12, 弁護士無料相談 住宅何でも相談 京都府， 宅建取引等住宅相談全般

19,26 京都府住宅供給

公社

10/8 すまいよろず相談 ・建築相談 京都市 ・建築に関する相談

・法律相談 ・すまいに関する法律相

・不動産相談 談

・税務相談 ・不動産売買，賃貸借に

関する相談

・住宅に関する税金上の

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

京都府 10/14 すまいスクール ・住まいの資金 京都市 ・住宅購入資金計画に関

計画 する市民向け講座

・悪質住宅リフ ・悪質住宅リフォーム商

ォームに御用 法に関する市民向け講

心！ 座

10/15 「既存京町家の防火改 化粧軒裏・開口 関西木造住文化 木造伝統構法に関する公

修マニュアル」公開検 部の防火改修ポ 研究会 開検討会

討会 イント及び防火

改修適用事例の

解説

10/21 すまいスクール 不動産の選び方 京都市 ・不動産購入時の基礎知

～不動産購入時 識に関する市民向け講

の注意事項～ 座

～賃貸住宅編～ ・不動産賃貸時の基礎知

識に関する市民向け講

座

10/22 すまいよろず相談 ・建築相談 京都市 ・建築に関する相談

・法律相談 ・すまいに関する法律相

・不動産相談 談

・不動産売買，賃貸借に

関する相談

10/28 すまいスクール ひとにやさしい 京都市 安全な暮らしに関する市

住まい 民向け講座（福祉機器の

体験を含む）

10/28 建築士事務所協会キャ 御池設計ビレッ (社)京都府建築 京都府，京都市 ・各種相談コーナー

ンペーン ジ2006 設計事務所協 宇治市，京都府警 ・作品展示

会， ＮＨＫ京都放送局 ・体験

(社)日本建築事 ＫＢＳ京都放送 ・お祭り

務所協会 ・マーケット

10/28 建物管理無料相談会 分譲マンション ＮＰＯ法人京滋 相談会

の建物管理に関 マンション管理

する無料相談 対策協議会

10/28 みらいネット説明会 みらいネットの 京都マンション 京都府（予定） セミナー

普及 管理士会 京都市（予定）

(財)マンション管

理センター

10/29 すまいよろず相談 ・建築相談 京都市 ・建築に関する相談

・法律相談 ・すまいに関する法律相

談

10月中予定 大規模改修工事セミナ 分譲マンション ＮＰＯ法人京滋 セミナー

ー の大規模改修工 マンション管理

事に関するセミ 対策協議会

ナー

10月中 バリアフリー体験教室 バリアフリーに 京都市 福祉機器の体験、高齢者

（申込制） 関する体験 疑似体験等



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

京都府 10月中 すまいスクール出張版 ・悪質リフォー 京都市 ・悪質リフォーム商法対

（申込制） （悪質リフォーム編、 ム商法 策に関する講座（団体

耐震改修編） ・耐震改修 向け）

・耐震改修に関する講座

（団体向け）

10月中の土 すまいスクール出張版 分譲マンション 京都市 分譲マンション管理に関

曜日 （分譲マンション編） 管理 する講座（管理組合向

（申込制） け）

大阪府 9/24, 市大ゼミナール 大阪市立大学大 大阪市立住まい ①日時：9月24日(日)

10/15, 「住まいの歴史～近世 学院生活科学研 情報センター 「民家とは何か」

11/5,26 の民家編」 究科の市民向け ②日時：10月15日(日)

講座です。大学 「民家の地方性」

院の居住文化史 ③日時：11月5日(日)

の講座を行い、 「大阪の民家」

最終日には大阪 ④日時：11月26日(日)

市平野区の奥田 「奥田家住宅の建築調

家住宅にて現地 査」

実習を行いま 場所：①～③大阪市立住

す。全4回の連 まい情報センター

続講座です。 3階ホール

④現地見学

講師：谷 直樹（大阪市

立大学大学院生活科学

研究科教授）

参加費無料、定員100名

10/1 マンション管理勉強会 マンション管理 ＮＰＯ法人南大 大阪狭山市 ・マンションの維持保全

と無料相談 標準指針につい 阪マンション管 及び管理運営に関する

て 理士会 勉強会

・ＮＰＯ法人南大阪マン

ション管理士会会員に

よる無料相談会

10/4 大阪市、関西経済同友 都心居住の推進 大阪市， 国土交通省， シンポジウム（講演、パ

会共催シンポジウム に向けて、大阪 関西経済同友会 住宅金融公庫， ネルディスカッション

「大阪都心居住シンポ の居住地として 大阪市住宅供給 大阪ガス， 等）

ジウム～大阪のまちに の魅力を再発見 公社 関西電力 日時：10月4日（水）

住まう～」 し、広く発信す （以上予定） 18:30～21:00（予定）

るとともに、行 場所：大阪市中央公会堂

政はもとより、 3階中集会室

経済界を含め、

地域住民やNPO

など、多彩な主

体を交えた議論

の契機にしま

す。

10/4～末 住まいネットワーク 居住地魅力の向 大阪市立住まい 国土交通省 ①日時：10月4日（水）

「パネル展」（仮） 上・住まいの情 情報センター 17:30～20:00（予定）

報提供をテーマ 場所：大阪市中央公会堂

に、地域の魅力 3階中集会室

づくり、よりよ ②10月12日以降、大阪市

い住まいづくり 立住まい情報センターで

や各種団体の活

動を紹介しま

す。



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 10/7～15 秋の住まいづくり大応 良質な住宅建設 (財)大阪住宅セ 大阪府，大阪市， 展示住宅を通じて良質な

援フェア 等の促進 ンター 箕面市，岸和田市 住宅建設の促進、セミナ

住宅金融公庫（大 ー、相談会等の実施

阪支店）

10/16～27 ちょっとむかしの暮ら 住まいの安全や 八尾市 大阪府， ・戦後から現在にかけ

しと住まい[見つめな 耐震の必要性に (社)大阪建築士事 て、暮らしや住まいの

おそう住まいの安全] ついて 務所協会， 変遷を切り口に、住ま

(社)大阪府建築士 いの安全や耐震の安全

会 性について啓発する。

・パネルと昔の生活用品

を展示する。

・無料住まい耐震相談実

施

先着10名に無料耐震

診断実施

（条件あり）

兵庫県 9/1～10/31 神戸市すまいの耐震キ すまいの耐震化 神戸市 内閣府， 市民団体、専門家団体、

ャペーン 国土交通省， 報道機関と連携して、

(財)日本建築防災 集中的に「すまいの耐震

協会， 化」に関するPRを行い、

兵庫県 他 市民に適切に情報を伝え

る。

10月 兵庫県住宅再建制度の 県民の助け合い 兵庫県， 全国に先駆けて昨年９月

ＰＲ の精神に基づく (財)兵庫県住宅 に創設した同制度（愛称

全国初の制度 再建共済基金 ：フェニックス共済）の

一層の普及啓発を図る。

・のじぎく国体でのＰＲ

・ふれ愛の祭典総合フェ

スティバルでのＰＲ

・マンション管理セミナ

ー等住宅関連行事での

ＰＲ等

10/7～8 ひょうご木の住まいづ 新伝統木構法に 兵庫県， 県では、大工・工務店・

くり講座 ついて ひょうご住まい 建築士などを対象に、

新伝統木構法の現場セ サポートセンタ 「ひょうご木の住まいづ

ミナーと現地見学会 ー くり講座」を実施してお

り、今回は、新伝統木構

法について、「ＮＰＯ法

人伝統木構法の会」によ

る現地説明会及び現地で

作業場や工事現場などの

見学を行う。

10月中旬 木造新構法「j.Podシ 木造新構法「j. 兵庫県， 住宅行政関係者、設計事

ステム」の現場セミナ Podシステムに ひょうご住まい 務所、工務店など住宅建

ーと現地見学会 ついて サポートセンタ 設に関わる人を主な対象

ー 者として、「j.Podシス

テム」の全国で初めての

本格的な建物である、

「県営夢前清水谷住宅建

築工事」の見学会と同シ

ステムの説明会



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

兵庫県 10/7 マンション管理セミナ 「大規模修繕と 明石，兵庫県， 住宅金融公庫大阪 分譲マンション管理組合

ー in 明石 コミュニティづ ひょうご住まい 支店 の役員や居住者等を対象

くり」 サポートセンタ に、マンション管理に関

ー する講演会とマンション

特有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。

場所：明石市生涯学習

センター７階・８階

（アスピア明石北館）

内容：

①講演会（午後1時30

分～3時20分、7階学

習室1）

・「大規模修繕とコミ

ュニティづくり」

講師：一級建築士

野崎 隆一氏

②個別相談会（午後3

時30分～4時30分、8

階学習室2）

・「管理規約、管理

費、修繕積立金など

管理運営上の問題

・「長期修繕計画の立

てなど」

・「共用部分の改修等

の融資など」

定員：100名（講演会）

参加費：無料

10/7,11/11 平成18年度マンション 適切なマンショ 西宮市 兵庫県， 市内のマンション管理組

12/2 管理実務セミナー ン管理について (財)マンション管 合の役員等で基礎的な知

理センター 識有する者を対象に、紛

争解決や維持管理などに

ついて、より専門的な知

識を解説する。（６講座

３日間集中セミナー）

10/28 マンション管理セミナ マンション管理 尼崎市， マンション管理セ マンション管理組合の役

ー in 阪神南 基礎セミナー 芦屋市， ンター， 員等を対象に、管理運営

兵庫県， 住宅金融公庫 等に必要な基礎知識等に

住まいサポート 関する講演

センター

奈良県 10/7 住まいづくりセミナー 知っておきたい 奈良県 住まいづくりに関する一

住まいづくりの 般消費者向けのセミナー

基礎の基礎② を開催

～着工から引き

渡しまで～

10/21,25 住宅無料相談室 いい家つくろう 奈良県， 建築士による住宅に関す

(社)奈良県建築 る無料相談の実施

士会



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

奈良県 10/22 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， 主にマンションの管理組

ミナー ン管理 ン適正化推進協 住宅金融公庫， 合や区分所有者を対象

議会， (財)マンション管 に、マンション管理に関

ＮＰＯ法人奈良 理センター， する基礎的な情報を提供

県マンション管 日本放送協会 し、マンション管理の適

理組合連合会 （すべて予定） 正化を啓発するセミナー

を実施

10/22 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

談室 ン管理 ＮＰＯ法人奈良 に関する無料相談室の実

県マンション管 施

理組合連合会

10/28 建築物安全安心フォー 未定 なら安全安心住 奈良新聞社 住まいづくりに関する関

ラム2006 まい・まちづく （予定） 心と理解を深めるため、

り協議会 イベントを実施

（ミニセミナー、住宅相

談、展示コーナー、体験

コーナー）

和歌山県 8/25～11/4 家を建てるためのセミ 安心して家を建 (社)日本建築士 国土交通省， 建物よろず相談会（無

ナー及び建物よろず相 てるには 事務所協会連合 和歌山県， 料）県内７ヶ所

談会（無料） 会， 和歌山市， セミナー「安心して家を

(社)和歌山県建 (社)和歌山県建築 建てるには」

築設計事務所協 士会，

会， (社)日本建築家協

和歌山県建築構 会近畿支部和歌山

造設計協会 地域会，

(財)和歌山県建築

住宅防災センター

鳥取県 10/2 環境共生型ものづくり 鳥取県木造住宅 森林整備の木材の魅力に

デザイン教育 推進協議会 ついて学習できる場を設

け、住宅設計における木

材利用の提案のできる人

材を育成する。

10/7 木の住まいふれあい体 鳥取県木造住宅 県産材の生産・流通過程

験ツアー 推進協議会 と木造住宅が完成するま

での過程を紹介し、県産

材及び木造住宅に関する

知識・理解を深めてもら

うため消費者（住宅取得

予定者等）を対象にツア

ーを行う。

10/7～19 伝統建築フェア 職人が創り出す 伝統建築フェア 国土交通省， ・体験型イベント

次世代の住まい 実行委員会 倉吉市，鳥取県， （木造軸組展示キット、

づくり （鳥取県建築技 新日本海新聞社， 木工教室、左官体験、

能近代化協会， ㈱山陰放送， 建具工作、ミニ畳製

鳥取県左官業協 鳥取環境大学， 作、板金工作体験等）

同組合，鳥取県 鳥取女子短期大学 ・展示イベント

木造住宅推進協 国立米子工業高等 （伝統的継手模型、各種

議，鳥取県住宅 専門学校 パネル展示等）

生産促進協議

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

島根県 10/7～9 しまね県民住宅祭2006 役立つ住まいと しまね県民住宅 国土交通省， ・島根県住まいづくり協

「住まいと暮らし展」 暮らし展 祭実行委員会 島根県， 会加盟の住宅建築メー

住宅金融公庫中国 カーを中心に、木材、

支店 他 新建材、瓦、塗装など

の住宅建材、電気、ガ

ス、水道、防犯などの

住宅設備機器を展示。

・展示と共に、住宅の設

計ならびに施工、県内

の不動産情報、金融な

ど住宅全般にかかわる

相談を実施。

・住まいの情報発信に併

せて、医療、福祉、環

境保護活動を紹介。

・イベントコーナーの展

開（講演会、住まいリ

フォームセミナーの開

催、木工教室の開催）

岡山県 10/14 平成18年度岡山マンシ マンション管理 岡山県， 国土交通省， マンション管理に関する

ョン管理基礎セミナー について 岡山市， (財)マンション管 基調講演、管理組合参加

倉敷市， 理センター， による交流会

住宅金融公庫中 (社)高層住宅管理 参加人数：150名程度

国支店 業協会 場所：西川アイプラザ

10/15 備前焼きまつり 木造住宅の普及 実行委員会 共催：備前商工会 木造住宅の普及促進を図

促進 （住宅イベント 議所など るため、無料住宅相談を

は岡山県住宅安 はじめ、住宅パネル展、

定協会が実施） 木工品販売等を行う。

広島県 10/14～15 住まいに関する情報提 住みたい家発 広島県，広島市 住宅金融公庫中国 リーフレットや小冊子の

供・相談会 見！～快適な暮 (社)日本住宅協 支店， 配布

らし教えます。 会広島支部， 中国新聞社， ・建築士による相談会

広島県住宅宅地 ＮＨＫ広島放送局 ・起震車体験等

産業五団体協議 中国放送，

会， 広島テレビ，

(社)広島県建築 広島ホームテレビ

士事務所協会， テレビ新広島，

(社)広島県建築 広島エフエム放送

士会， ＮＰＯ法人広島県

(社)日本建築家 マンション管理組

協会中国支部， 合連合会，

(社)日本建築構 ＮＰＯ法人マンシ

造技術者協会中 ョン管理ネットワ

国支部， ーク，

国土交通省 広島マンション管

理士会

10/21～22 住まいに関するセミナ 〃 〃 〃 ・安心して満足のできる

ー・相談会 ﾘﾌｫｰﾑについてのｾﾐﾅｰ

・建築士及び弁護士によ

る住宅相談会

10/31 マンション管理セミナ 〃 〃 〃 ・ﾏﾝｼｮﾝ管理の現状と課

ー 題について

・ﾏﾝｼｮﾝﾄﾗﾌﾞﾙの解決法



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 10/14～15 2006やまぐち住宅フェ やさしく住まう 山口県ゆとりあ 国土交通省， ・住まいに関する展示

ア ～ロハス流私の る住生活推進協 山口県， ・住まいに関するイベン

住まい～ 議会 住宅金融公庫， ト

(財)ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ， ・住宅、住情報の提供

(財)住宅ﾘﾌｧｵｰﾑ・ ・ロハス流の住まいと生

紛争処理支援ｾﾝﾀｰ 活に関するテーマ展示

(財)建築環境・省

ｴﾈﾙｷﾞｰ機構 他

10/1～31 大工さん派遣します ゆとりある住生 （社）山口県建 山口県 ・高齢者のみのご家庭を

活の実現 築工事業協会 対象に大工さんの労務を

無料提供(材料等は実費)

・大工さん１人で一日以

内に完了する工事に限定

徳島県 10/21～22 ゆとりある住生活フェ 安全・安心・快 徳島県， 住宅相談、木造住宅耐震

ア 適な住まいの実 徳島県木造住宅 キャンペーン

現（仮題） 推進協議会

香川県 10/1 香川県建築士事務所協 住まいに関する 香川県建築士事 増改築、耐震診断・改

会キャンペーン 相談会 務所協会 修、高齢化対応等の住宅

相談

愛媛県 10/21～22 2006年えひめ暮らしと 共に創ろう豊か 愛媛県， 国土交通省， ・住宅無料相談

住まいフェア な住まい 愛媛県住宅建設 住宅金融公庫四国 ・住宅セミナー

振興協議会 支店 ・住情報提供セミナー

高知県 10/1,8,15, 「住宅耐震相談」 (社)高知県建築 高知県，高知市 専門家による無料の住宅

22,29 士事務所協会 耐震相談を実施

福岡県 10/18 住宅月間記念講演会 安全・安心な 住宅情報プラザ 国土交通省 他 ・講演会の開催

「カズヨの住まいの見 住まいづくり 福岡 （10/18,19）

極め塾」 （福岡県，福岡 ・パネル展示

市，(独)都市再 （10/18～20）

生機構九州支社 ・相談会

福岡県住宅供給 （10/18～20）

公社，住宅金融

公庫福岡支店，

(財)福岡県建築

住宅センター）

10/19 トークイベント 同上 同上 同上 同上

「教えて教授！地震防

災、こんな時どうす

る？」

10/20,27 福岡市住まいづくりセ 「住宅防犯講 福岡市 国土交通省， ・市民を対象に住まいづ

ミナー2006 座」、「住宅リ 福岡県， くりに関する情報提供

フォームと耐震 住宅金融公庫福岡 の一環として専門講師

化について」 支店 による講演会を開催

(10/20)

・ﾘﾌｫｰﾑ及び耐震化に関

する住宅相談会、ﾊﾟﾈﾙ

展示会を開催(10/27)



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

長崎県 10/8 住まい・るフェスタ 住まい・るフェ 長崎県ゆとりある 住まいづくりに関する各

2006 in 佐世保 スタ2006 in 佐 住まいづくり推進 種展示、建築相談、各種

世保実行委員会 協議会 イベント

10/14～22 長崎県住まいづくり・ 長崎県 木造住宅コンクール入賞

まちづくり展 作品パネル展ほか

10/15 住宅見学会 長崎県 木造住宅見学バスツアー

10/15 住宅フェアおおむら 大村市 長崎県， 住宅相談、木工教室、棟

ゆとりある住まい 上げ式など

づくり推進協議会

10/22～23 2006まちづくり総合住 長崎県ゆとりあ 国土交通省 住まいづくりに関する各

宅フェア る住まいづくり 種展示、建築相談、講演

推進協議会 会、各種イベント

熊本県 10/27 マンション管理基礎セ 質の高い住宅ス (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 トックの維持 住宅センター 他 状況や管理方法等を講義

することによる、質の高

い住宅ストックの維持

10月 無料住宅相談 住情報の充実 (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、専門家による相談

窓口を設置

（「くまもと県民木材ふ

れあいまつり」内におい

ても無料住宅相談会を開

催）

大分県 10月中 「第２０回豊の国木造 地域の風土・個 大分県木造住宅 （共催）大分県 県内に建設された優れた

建築賞」表彰式 性を活かした木 等推進協議会 木造建築を表彰する。

造建築の振興

10月中 もく・もく塾 未定 大分県木造住宅 設計事務所・工務店等の

等推進協議会 建築技術者を対象とした

木造建築に関する講習会

を行う。

宮崎県 10/7～9 2006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、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、無料住宅相談会

10/7,9 住まいに関する講演会 未定 (財)宮崎県建築 宮崎県，宮崎市 2006みやざき住みよい家

住宅センター， 他 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



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

宮崎県 10/22 住まいづくり in 延岡 「安心・安全・ 延岡市， 宮崎県， 住宅の建設等を検討して

快適」 延岡市住まいづ (財)宮崎県建築住 いる市民に対して安全で

～見に来んけ くり協議会 宅センター， 快適な住生活の実現に寄

住まいの情報 宮崎県住宅供給公 与する為の総合的な住宅

勢揃い～ 社， の情報提供

宮崎県ゆとりある 〈催事内容〉

住生活推進協議会 展示、体験、相談

住宅金融公庫南九

州支店

鹿児島県 10/27～29 '06かごしま住まいと 21世紀 私たち 鹿児島県ゆとり 国土交通省， 住宅・建築に関する各種

建築展 のすまい ある住まいと街 鹿児島県教育委員 展示、無料相談や講演会

～安全・安心・ づくり推進協議 会， 等様々なイベントにより

美しい郷土づく 会、南日本新聞 (財)高齢者住宅財 広く住情報を提供

り～ 社 団，

(財)建築環境・省

エネルギー機構，

(財)住宅ﾘﾌｫｰﾑ・

紛争処理支援ｾﾝﾀｰ

他

10/27～29 第42回県内工業高校生 「住宅地に建つ (社)鹿児島県建 鹿児島県， 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 鹿児島県教育委員 計競技作品の展示・表彰

品展 会，

鹿児島市，

鹿児島県ゆとりあ

る住まいと街づく

り推進協議会 他

10/27～29 第16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 (財)住宅ﾘﾌｫｰﾑ・ の表彰・展示

ンター 紛争処理支援ｾﾝﾀｰ

10/29 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 10/20～22 住まいの情報展 未定 沖縄県 (社)沖縄県建築設 住宅施策に関するパネル

計事務所協会 展示、ビデオ上映、無料

相談の実施等

10/20～22 第20回沖縄県トータル 住まい夢空間 沖縄タイムス社 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 タイムス住宅新 沖縄県 他 情報・住宅関連製品を展

聞社 示

10/20～22 第27回住宅設計展 未定 (社)沖縄県建築 沖縄県， 住宅設計事例の展示

設計事務所協会 沖縄振興開発金融

公庫

10/22 住宅設計展セミナー 未定 (社)沖縄県建築 セミナー

（予定） 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159行事


