
 

（別紙３） 

 住宅月間における実行委員会会員団体の関連行事  

 

 

１ 第２３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 
[テーマ] 住宅リフォーム 
[後 援] 国土交通省、住宅金融公庫、都市再生機構 
[日 時] 平成１８年１０月２０日（金） 午後 
[会 場] 主婦会館 プラザエフ（四ッ谷） 
[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。 
 

①住宅金融公庫北陸支店 福井相談所相談会 

[主 催] 住宅金融公庫北陸支店 
[日 時]  第１回 平成１８年１０月１日(日)１０：００～１７：００ 

（毎月第１日曜日に開催） 

[会 場] すまいの展示場「家の森」管理棟２階（福井県福井市） 

[テーマ] 「フラット３５」に関する相談会 

[内 容] 「フラット３５」に関する個別相談会 

 

②家づくりセミナー 

[主 催] 住宅金融公庫南九州支店、（財）宮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 
[後 援] 宮崎県、宮崎市ほか 

[日 時]  第１回 平成１８年１０月７日（土） 

     第２回 平成１８年１０月９日（月・祝） 

[会 場] ＪＡ・ＡＺＭホール ２階中研修室（宮崎県宮崎市） 

[テーマ] 住宅ローンおよび建築関係 

[内 容] 「２００６みやざき住みよい家づくり展」内のプログラムとして開催。 

 

③すまい・るセミナー in とちぎ住宅フェア２００６ 

[主 催] 住宅金融公庫北関東支店 
[日 時]  平成１８年１０月１５日（日）１１：００～１２：００ 

[会 場] 栃木県宇都宮産業展示館展示ホール（栃木県宇都宮市） 

[テーマ] 住宅ローンに関する正しい知識の啓蒙 

[内 容] セミナー ～失敗しない住宅ローンの選び方～ 



 

 

 
 
④すまい・るセミナー 

[主 催] 住宅金融公庫 
[日 時]  平成１８年１０月２２日（日）１３：００～１５：００ 

[会 場] 住宅金融公庫本店１階 すまい・るホール（東京都文京区） 

[テーマ] 住宅取得の資金計画 

[内 容] 自分に合った住宅ローンの選び方等に関するセミナー 
 
 
３ 研究報告会 
 

[主 催] 独立行政法人都市再生機構 
[入場料] 無料 
 
①東京会場 

[日 時] 平成１８年１０月４日（水） 

[会 場] ヤマハホール（東京都中央区） 

[内 容] ○平成１７年度に実施した調査研究等の報告 

○特別講演 

      講 師 大宅映子氏（ジャーナリスト・評論家） 

      テーマ 「どう輝いて生きるか」～都市の再生をめざして～ 
 
②福岡会場 

[日 時] 平成１８年１０月２４日（火） 

[会 場] ＮＴＴ夢天神ホール（福岡市中央区） 

[内 容] ○平成１７年度に実施した調査研究等の報告 

○外部有識者による特別講演（検討中） 
 

③大阪会場 

[日 時] 平成１８年１０月２５日（水） 

[会 場] コンベンションルームアクスネッツ（大阪市北区） 

[内 容] ○平成１７年度に実施した調査研究等の報告 

    ○外部有識者による特別講演（検討中） 

 
④名古屋会場 
[日 時] 平成１８年１０月２６日（木） 

[会 場] 栄ガスホール（名古屋市中区） 
[内 容] ○平成１７年度に実施した調査研究等の報告 

○外部有識者による特別講演（検討中） 

 

 

 

 



 

 

４ 晴海デザインセンター 
 
[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 

住まいの性能展（仮称） 
（住まいの性能） 

9 月 28 日（木）～

11 月 5 日（日） 
晴海アイランドトリトン

スクエアオフィスタワーZ
建築士とつくる住まい展（仮称） 
（建築士との住まいづくりのプロセス） 

10 月 14 日（土）

～17 日（火） 
晴海アイランドトリトン

スクエアオフィスタワーZ
2 階ロビー 

マネーライフから見た“世代別住まいづくり”

展 
10 月 14 日（土）

～11 月 5 日（日）

（住まいづくりの資金計画）  

晴海アイランドトリトン

スクエアオフィスタワーZ

マネーライフから見た“世代別住まいづくり”

セミナー 
10 月 14 日（土）、

15 日（日）、21 日

晴海アイランドトリトン

スクエアオフィスタワーZ
（住まいづくりの資金計画） （土） 4 階晴海デザインセンター

親と子の都市と建築講座“測る” 10 月 29 日（日） 晴海アイランドトリトン 
（親子向けワークショップ）  スクエアオフィスタワーZ
Life+“音”（ライフプラス 音） 
（音を楽しむ暮らしの提案） 

10 月 1 日（日）～

11 月 5 日（日） 
晴海アイランドトリトン

スクエア 
  晴海デザインセンター 
【Life+“音”セミナー】 
①音を楽しむ暮らし“リビングシアター” 

 
10 月 28 日（土）

 

   講師 浅野孝介氏（音響インストラクター）、城戸崎和佐氏（建築家） 
②身体・脳にやさしい音の話 10 月（調整中）  
③インテリアと照明セミナー 10 月（調整中）  
④水の音を楽しむおもてなし 10 月（調整中）  
⑤ホームビデオ撮影・編集セミナー 10 月（調整中）  
 

 

５ 住宅月間協賛 賃貸住宅の住環境向上セミナー 
 
[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] 住環境の安心・安全 

[内 容] １０月を中心に９月から１１月まで、下記１６都市でセミナーを開催する。 

     北海道・山形・埼玉・東京・神奈川・山梨・愛知・富山・京都・滋賀・大阪・兵庫 

     和歌山・高知・福岡・沖縄（全て予定） 

 

 



 

 

６ インテリア・リフォーム月間 

 

[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１８年１０月１日（日）～３１日（火） 

[会 場] 各都道府県組合所在地 

[内 容] インテリア・リフォームの相談、高齢者住宅等の内装補修の無料施工、自治体のイ

ベントに参加。 

     リフォームキャンペーンを行う際の日装連の統一シンボルマーク・インテリア・Ｔ

ＯＲＩ・ＫＡＥＲＵマークを印刷したシール・メモ帳等の作成を行う。 

 

 

７ 第２０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（予定） 

[日 時] 平成１８年１０月２日（月）１４：００～１８：３０ 

[会 場] 東京会館（東京都千代田区） 

[内 容] 「浄化槽の日」を記念し、浄化槽の健全な普及促進を図り、生活環境の保全、向上

に寄与することを目的とする。 

 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 真柄 泰基氏（北海道大学 創成科学共同研究機構 特任教授） 

      演題 浄化槽を考える 

 

 

８ マンション管理基礎セミナー 
 

①マンション管理基礎セミナー（秋田県秋田市） 

[主 催] 秋田県、秋田市、(財)マンション管理センター、秋田県マンション管理士会 
[後 援] 国土交通省、（社）高層住宅管理業協会 

[日 時]  平成１８年１０月６日（金）１３：１０～１４：３０ 

[会 場] 秋田市役所自治研修センター第一・第二研修室 

[テーマ] マンション管理標準指針とみらいネットについて  
 
②マンション管理基礎セミナー（愛媛県松山市） 

[主 催] 愛媛県、（財）マンション管理センター、愛媛県住宅建設振興協議会 
[後 援] 国土交通省、（社）高層住宅管理業協会、日本放送協会、日本ガス協会 

[日 時]  平成１８年１０月２２日（日）１３：１０～１６：３０ 

[会 場] アイテムえひめ 

[テーマ] ①マンション管理標準指針とみらいネットについて 

     ②管理規約の改正事例等について 

     ③デジタル放送への対応について 
 



 

 

③マンション管理基礎セミナー（熊本県熊本市） 

[主 催] （財）熊本県建築住宅センター、（財）マンション管理センター 
[後 援] 国土交通省、熊本県、熊本市、住宅金融公庫南九州支店、マンション再生協議会、 

     ＮＰＯ法人熊本県マンション管理組合連合会、（社）高層住宅管理業協会、 

     日本放送協会、日本ガス協会 

[日 時]  平成１８年１０月２７日（金）１３：１０～１６：３０（予定） 

[会 場] 未定 

[テーマ] ①マンション管理・運営とマンションみらいネットの活用について 

     ②マンションの福祉（高齢者）に関するテーマ（予定） 

     ③融資に関するテーマ（予定） 
 
 
９ 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１８年１０月１６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、ネパール各地において生活向上のための基金設立、そして強制立退き被

害世帯の再定住地の確保等を通して、人々の生活を改善されてきたルマンティ：サ

ポート・グループ・フォー・シエルター（ネパール）に授与する。 

 
 
１０ 第１８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、独立行政法人都市再生機構（予定） 

[日 時]  平成１８年１０月１９日（木）１３：３０～１６：３０ 

[会 場]  住宅金融公庫本店 すまい・るホール 

[テーマ] まちのブランド －住生活価値の最大化をめざして－ 
[内 容] 基調講演「まちのブランド学」 

       講師：田中 洋氏（法政大学経営学部市場経営学科教授） 

     パネルディスカッション 

       モデレーター：望月久美子氏（東急住生活研究所 代表取締役社長） 

       パネリスト ：田中  洋氏（法政大学経営学部市場経営学科 教授） 

              山本  忠氏（(財)日本不動産研究所研究部 理事部長） 

              樋野 公宏氏（(独)建築研究所住宅・都市研究グループ研究員） 
[その他] 定員３００名、入場無料、先着順 

 

 



 

 

１１ 第４２回 全国不動産会議 山形県大会 
 
[主 催] （社）全日本不動産協会 
[共 催] （社）不動産保証協会 
[後 援] 国土交通省、山形県、山形市（予定） 
[テーマ] 四季感動 べにばなの山形 
      ～みどり豊かな国から未来へ出発～ 
[日  時] 平成１８年１０月１９日（木） 
[会 場] 山形県県民会館大ホール（式典・講演会） 
     パレスグランデール（懇親会） 
[内 容] 国内における不動産の相互研究の場として、協会主催により、各方面から多数の参

加を得て、昭和４２年以来、毎年「全国不動産会議」を開催している。第３０回大会

からは、一般消費者の方々に不動産に対する認識を深めてもらうべく、講演会を開放

している。 
      講演会 －仮称「世界潮流と日本」－ 
      講師  （財）日本総合研究所 寺島 実朗氏 
 
 
１２ 全木協連創立４５周年記念 第４１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] 築け「木づかい」新時代 未来につなげ緑の地球 

[日 時] 平成１８年１０月２７日（金） １３：００～１７：５０ 

[会 場] リーガロイヤルホテル広島「ロイヤルホール」 

[内 容] 記念講演 演題「木の事業の夢」 

          講師 （株）ウッドワン代表取締役 中本 祐昌氏 

              中国木材（株）代表取締役 堀川 保幸氏 

              院庄林業（株）代表取締役 豆原 直行氏 

              銘建工業（株）代表取締役 中島浩一郎氏 
 
 
１３  小学生対象第９回「作文コンクール」 
 
[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、農林水産省、住宅金融公庫 他 

[日  時]  平成１８年６月１５日～１０月２８日 

[会 場] 表彰式：住宅金融公庫 すまい・るホール 

[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。今回より住

宅金融公庫総裁賞が交付された。 

     環境問題に関する教育にも貢献しうるコンクールにしたい。 

     当協会発行 環境小冊子「地球にとってもやさしい木の家」を応募小学校・応募者

に配布する。 

 

 



 

 

１４ 第１２回マンション管理フェア 
 
[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（予定）、東京都（予定） 他 
[テーマ] 安心できるマンションライフのために（マンション快適ライフ２００６） 
[日  時] 平成１８年１０月２９日～３０日 午前１０時～午後４時３０分 
[会 場] 都立産業貿易センター（浜松町館） 
[内 容] マンションの建物及び設備の維持管理に関する機材等の展示、並びにマンション管 

理組合の運営に関する情報書籍等の展示 
 

 

１５ 平成１８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] 私たちは住宅の保証をサポートしています 

[日 時] 平成１８年９月１５日～１２月３１日 

[会 場] 全国 

[内 容] １．住宅月間中央イベントへの参加 

        期間 平成１８年１０月５日～１０月９日 

        内容 パネル展示、パンフレットの配布等 

２．都道府県事務機関による住宅フェア等への参加 

     ３．住宅保証制度プレゼントクイズの実施 

        期間 平成１８年９月１５日～１２月３１日 

 
 
１６ アスベスト対策の全国ラジオ広報番組 

 

[主 催] 番組制作 （株）中国放送 

[番組提供] （財）住宅保証機構、（財）日本建築センター、（財）ベターリビング 

     （財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

[テーマ] アスベスト問題の現状と国の対策について紹介 

[日 時] 平成１８年１０月中 

[会 場] 全国ＡＭ３２局ネット 

[内 容] 国民にアスベスト問題について正しく理解してもらい、アスベスト問題への不安を

取り除くために、現状と国の対策について紹介する全国向けラジオ番組を放送。 
     出演：橋谷 能理子（キャスター） 
        村上 周三（慶應義塾大学教授） 


