
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 10/1
賃貸住宅の住環境向上セミ
ナー・札幌

安心・安全なアパート/マ
ンション経営の知識

（公財）日本賃貸住宅管
理協会北海道ブロック

国土交通省・北海道・
札幌市

講演と相談会

北海道 10/1～11/30
「きた住まいる」全道一斉
オープンハウス

きた住まいる制度の普及
推進

北海道 ―
「きた住まいる」に登録された事業者である「きた
住まいるメンバー」により、全道一斉にオープンハ
ウスを実施します。

北海道
10/5,12,19,26（毎
週水曜日）

木造住宅の耐震化に関する
相談

耐震
札幌市、（一社）北海道
建築士事務所協会札幌支
部

― 木造住宅について、建築士による相談対応

北海道
10/7,14,21,28（毎
週金曜日）

建築物の耐震化に関する相
談

耐震
札幌市、（一社）北海道
建築士事務所協会札幌支
部

―
鉄筋コンクリート造等の建物について、建築士によ
る相談対応

北海道 10/18
住宅関連事業者向け住宅セ
ミナー

ユーザーに求められる戦
略的なプランニング、情
報

北海道根室振興局、中標
津町

―
根室管内の良質な戸建て住宅ストックの形成を推進
する取組として、注文住宅雑誌編集社による講演を
行う。

北海道 10/20,21
北国の住まいづくりパネル
展

きた住まいると北海道赤
レンガ建築賞の普及啓発

北海道 ―

良質な住宅を建設、供給する事業者がわかりやすく
情報提供することで多様なニーズに対応するきた住
まいる及び地域性に配慮し、歴史･風土に調和した美
しい景観を創造する優れたデザインの建築物に授与
する北海道赤レンガ建築賞について、パネル展によ
り紹介し、普及を図る。

北海道 10/22
住まいのリフォームセミ
ナー

住宅リフォームの普及啓
発

留萌地域住宅リフォーム
推進協議会

（地独）北海道立総合
研究機構建築研究本部
北方建築総合研究所、
留萌地方総合技能士
会、（一社）北海道建
築士会留萌支部、（一
社）北海道建築士事務
所協会留萌支部

住宅リフォームに関する講演会やリフォーム相談会
を実施します。また、かんな掛け体験などの子ども
向け体験コーナーも設置します。

北海道 10/22
第7回くしろ安心住まい
フェア

耐震・防災・｢きた住まい
る｣の普及

北海道釧路総合振興局
国土交通省北海道開発
局、釧路市教育委員会

道民の住まいに関する防災意識の向上及び新しい北
方型住宅「きた住まいる」の周知等を通して住まい
に関する知識の向上を図る。



青森県 10月中 住宅相談 住宅全般
（一社）青森県建築士事
務所協会

― 住宅に関する相談対応

岩手県 10月中(通年実施) 住宅相談コーナー 住宅全般 岩手県 ― 住宅新築・リフォーム等に関する相談

岩手県 10月中(通年実施) 住宅再建相談会 被災者の自力再建
岩手県居住支援協議会、
（独）住宅金融支援機構

― 被災者の自力再建に係る補助金・資金等の相談

宮城県 10月中(通年実施)
木造住宅・マンション等の
耐震診断や耐震改修の無料
相談

被災住宅の復旧・復興に
関する相談

（一社）宮城県建築士事
務所協会

―
木造住宅・マンションやそれ以外の建築物の耐震診
断や耐震改修について、建築士による無料相談所を
開設

宮城県 10月中(通年実施) 被災住宅に関する各種相談
東日本大震災よる被災者
からの住宅再建に関する
相談

宮城県 ―
東日本大震災により被災した住宅の復旧・復興に関
する各種相談に対応

宮城県 10月中(通年実施) 住宅再建相談会
東日本大震災よる被災者
からの住宅再建に関する
相談

（独）住宅金融支援機構
東北支店とみやぎ復興住
宅整備推進会議との共催

国土交通省、復興庁

①資金計画相談
②住まいの再建のための総合施策情報
③再建する住まいのプランニング等に関する情報提
供等

宮城県 10/5,19 木造住宅耐震化相談会 耐震 仙台市 ― 耐震診断による戸建木造住宅の耐震相談(要予約)

宮城県 10/15 マンション管理相談会 マンション 仙台市 ―
マンション管理士等による分譲マンションの管理運
営等に関する相談

宮城県 10/28,29 2016みやぎ建築未来賞
地域産木材を使った水辺
のある空間

（一社）宮城県建築士事
務所協会

国土交通省東北地方整
備局、宮城県、仙台
市、宮城県教育委員
会、仙台市教育委員
会、（独）住宅金融支
援機構、他各団体

県内建築関係工業高校、専門学校、高等専門学校等
学生対象に建築設計作品を作成し、展示及び顕彰を
実施。併せて住宅相談会を実施する



秋田県 10/1～11/12
第30回「秋田の住宅」コン
クール(作品展示)

秋田の住宅
秋田県、（一社）秋田県
建築士事務所協会

（一財）秋田県建築住
宅センター、（一社）
日本建築学会東北支部
秋田支所、（一社）秋
田県建築士会、（一
社）秋田県建設業協
会、秋田県立大学、
（株）秋田魁新報社

「秋田の住宅」を共通テーマとして部門別（一般、
学生、専門）に作品や提言等を募集し、入選作品を
展示する。

山形県 10/1,2 第30回住宅フェアinさがえ
地域によりそう快適な住
まいづくり

寒河江市住宅建設推進協
議会、寒河江市

（共催）国土交通省、
山形県村山総合支庁

小学生図画・工作コンクール、住宅・不動産相談
コーナー、住宅セミナ－、木造住宅パネル展示、親
子木工教室、模擬上棟式など

福島県 10/14
賃貸住宅の住環境向上セミ
ナー

―
（公財）日本賃貸住宅管
理協会福島県支部

国土交通省、福島県
（予定）、郡山市（予
定）

講演

茨城県 10/1,15 住まいの相談会 ―
茨城県、（一財）茨城県
建築センター

― 住宅全般に関する相談

栃木県 10/8，9 とちぎ住宅フェア2016

ここからはじまる、未来
の栃木～見て 触れて楽し
みながら学べる･･･みんな
の、これからの住まいと
暮らし～

住宅フェア栃木実行委員
会、（一社）栃木県住宅
協会

国土交通省、栃木県ほ
か

住宅の新築、増改築、リフォーム、宅地分譲、住み
替え、中古住宅、不動産、インテリア、住宅設備、
太陽光発電、風力発電、蓄電池、燃料電池、リサイ
クル製品、住宅耐震関連、外構・エクステリア、金
融・保険、セキュリティ、クリーニング、エコカー
等、広く住まいに関する情報の提供

栃木県
10/8，9，22，23，
29

住宅総合相談会 ― 栃木県 ―

耐震対策をはじめ、欠陥住宅問題やバリアフリーリ
フォーム、空き家の利活用などの住宅に関する問題
への県民の不安解消を図るため、建築士、司法書士
等による相談会を実施する。

栃木県 10/28 一級建築士による住宅相談 ― 宇都宮市
（一社）栃木県建築士
会宇都宮支部

住宅の新築・リフォーム等を行う市民を対象に，建
築の知識や制度に関するアドバイスを行う。（予約
制）



群馬県 10/29
「2016ぐんまの家」設計・
建設コンクール表彰式

県民の住宅に関する関心
を高め、居住水準の向上
及び住環境の改善を図
る。

群馬県、群馬県ゆとりあ
る住生活推進協議会（共
催）（独）住宅金融支援
機構

（一社）群馬県建設業
協会、（一社）群馬建
築士会、（一社）群馬
県建築士事務所協会、
（一社）群馬県木造住
宅産業協会、（公社）
日本建築家協会関東甲
信越支部群馬地域会

過去3年以内に群馬県内で新築又はリフォームされ
た、優れた一戸建て住宅に対し、建築主、設計者、
施工者の三者を表彰し、その作品を展示する。

埼玉県 10/1～31
一般消費者向け宅地建物取
引に関する情報提供

住宅賃貸借契約の注意事
項

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会、（公社）全
国宅地建物取引業保証協
会埼玉本部

―

一般消費者を対象に不動産取引に関する正しい知識
の取得及びトラブルを未然に防止するため、宅地建
物取引に関する情報提供及び不動産無料相談所の周
知を行う。

埼玉県 10/１
越谷市マンション管理基礎
セミナー

マンションの長寿命化対
策

埼玉県マンション居住支
援ネットワーク、埼玉
県、越谷市、（公財）マ
ンション管理センター

―
マンション管理に関する講演、マンション管理相談
及び情報交換会

埼玉県 10/8
第12回埼玉住み心地の良い
まち大賞

「住み心地」をテーマに
身近な「まち」について
考える

埼玉県住まいづくり協議
会

埼玉県、埼玉県教育委
員会

埼玉県内の住み心地の良いまちを紹介する作品の展
示

埼玉県 10/5
不動産取引無料相談会（熊
谷市役所会場）

不動産取引の知識普及等
(公社)全日本不動産協会
埼玉県本部

埼玉県
弁護士・税理士・宅地建物取引士で消費者の相談に
対応する。

埼玉県 10/11
不動産取引無料相談会（越
谷市役所会場）

不動産取引の知識普及等
(公社)全日本不動産協会
埼玉県本部

埼玉県
弁護士・税理士・宅地建物取引士で消費者の相談に
対応する。

埼玉県 10/13 耐震相談会 耐震相談
(一社)埼玉建築設計監理
協会

―
特定建築物等、マンション、木造住宅、建築物の耐
震相談

埼玉県 10/14
不動産取引無料相談会（所
沢市役所会場）

不動産取引の知識普及等
(公社)全日本不動産協会
埼玉県本部

埼玉県
弁護士・税理士・宅地建物取引士で消費者の相談に
対応する。



埼玉県 10/14
平成28年度住生活月間シン
ポジウム

―
埼玉県住まいづくり協議
会

国土交通省、埼玉県、
（独）住宅金融支援機
構、（独）都市再生機
構

テーマに関連した講演会及び展示会

埼玉県 10/15 桜区  区民ふれあいまつり
不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  さいたま浦
和支部

国土交通省
不動産無料相談、記念品等配布
【プラザウェスト】
さいたま市桜区道場4-3-1

埼玉県 10/15,16 かすかべ商工まつり
不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  埼葛支部

国土交通省

不動産無料相談、冊子等配布、緑化活動、エコ運動
（ペットボトルキャップ回収）
【春日部大沼公園内市民体育館】
春日部市大沼7-12

埼玉県 10/15,16
秩父はんじょう博（秩父商
工会議所主催）

不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  秩父支部

国土交通省

不動産無料相談・小冊子・記念品（ティッシュ）配
布、緑のトラスト基金募集活動
【秩父ミューズパーク】
秩父市田村

埼玉県 10/16 児玉商工まつり
不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  本庄支部

国土交通省
不動産無料相談、冊子・記念品配布
【児玉駅前通り】
本庄市児玉町上町

埼玉県 10/16 久喜市市民まつり
不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  埼葛支部

国土交通省

不動産無料相談、冊子等配布、環境活動、エコ運動
（ペットボトルキャップ回収）
【久喜駅前通り】
久喜駅西口周辺

埼玉県 10/16 岩槻区民やまぶきまつり
不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  埼葛支部

国土交通省

不動産無料相談、冊子等配布、環境活動、エコ運動
（ペットボトルキャップ回収）
【岩槻文化公園内】
さいたま市岩槻区大字村国229

埼玉県 10/22 富士見ふるさとまつり
不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  埼玉西部支
部

国土交通省
不動産無料相談等
【文化の社公園】
富士見市鶴馬1800－1

埼玉県 10/23 コスモスフェスタ
不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  埼葛支部

国土交通省

不動産無料相談、冊子等配布、緑化活動、エコ運動
（ペットボトルキャップ回収）
【鷺宮総合支所】
久喜市鷺宮6丁目1－1

埼玉県 10/23 越谷市民まつり
不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  越谷支部

国土交通省

不動産無料相談、リーフレット・小冊子・記念品
（ボールペン）配布、チャリティ（震災義捐金）、
バザー開催
【越谷宅建会館】
越谷市越ヶ谷2-8-23



埼玉県 10/23 やしお市民まつり
不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  埼玉東支部

国土交通省

不動産無料相談、記念品（冊子、ホッカイロ、
ティッシュ等）配布
【八潮市役所駐車場】
八潮市中央1-2-1

埼玉県 10/25 耐震相談会 耐震相談
(一社)埼玉建築設計監理
協会

―
特定建築物等、マンション、木造住宅、建築物の耐
震相談

埼玉県 10/29,30
所沢市民フェスティバル
2016

不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  所沢支部

国土交通省

不動産無料相談・記念品配布、子供向け遊具「うき
うきふわふわアニマルパーク」、ハトたま着ぐるみ
登場
【所沢航空記念公園】所沢市並木1-13

埼玉県 10/29 大宮区民ふれあいフェア
不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  大宮支部

国土交通省

不動産無料相談、マグネットダーツ投げの実演・配
布
【大宮ソニックシティ】
第一展示場

埼玉県 10/30 宮代町産業祭
不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  埼葛支部

国土交通省
不動産無料相談、冊子等配布、環境活動、エコ運動
【宮代町役場スキップ広場】
南埼玉郡宮代町笠原1－4－1

埼玉県 10/30 荒川ふれあいまつり
不動産取引に関する無料
相談・情報提供

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会  川口支部

国土交通省
不動産無料相談会・記念品配布
【浮間ゴルフ場】
荒川河川敷

千葉県
9/26～10/7(土日を
除く。）

木造住宅耐震出張無料相談 木造住宅の耐震化促進 流山市 ―
住宅の耐震に不安がある市民に対し、耐震診断士が
直接訪問して耐震相談を実施

千葉県 10/4
木造住宅無料耐震リフォー
ム相談会

― 市原市 ― 木造住宅の耐震リフォームに関する相談（無料）

千葉県 10/7,28 耐震相談会 ― 市川市 ―

千葉県 10/8 マンション管理セミナー
マンション管理組合のた
めのセミナー、相談会

（一社）千葉県マンショ
ン管理士会北総葛南支部

成田市
セミナー
①適正な修繕積立金の額の設定
②マンション管理標準規約等の改正ポイント



千葉県 10/9 住宅リフォーム無料相談会 ―
柏住宅リフォーム相談員
協議会（柏市共催）

― リフォームに関する個別相談会

千葉県 10/13,20 分譲マンション相談会 ― 千葉市 ―
分譲マンションの維持管理や管理組合の運営等に関
する相談会を開催

千葉県 10/13,27 住宅リフォーム相談 ― 市川市 ―

千葉県 10/13 木造住宅耐震相談会 ― 松戸市 ―

千葉県 10/13 増改築リフォーム相談会 住まいの無料相談
四街道市増改築相談員協
議会

四街道市 住まい全般に関する無料相談

千葉県 10/14 住宅増改築相談 ―
千葉市増改築相談員協議
会

千葉市 住宅の増改築に関する相談会を開催

千葉県 10/14 住宅相談 ― 我孫子市 ― 住宅の増改築等に関する相談を実施する。

千葉県 10/14 不動産相談 ― 我孫子市 ― 不動産売買、賃貸契約等の相談を実施する。

千葉県 10/15 マンション問題個別相談会 ― 我孫子市 ―
マンション居住者や管理組合等を対象にマンション
管理や規約、大規模修繕等の相談を実施する。

千葉県 10/15,19
住宅リフォーム無料相談会
及び市民講座

―
松戸住宅リフォーム相談
員協議会

―

千葉県 10/15 住まいづくり講演会
住宅のバリアフリー化や
断熱改修、耐熱化促進

船橋市 ―
高齢期になってもできるだけ長く自宅に住み続けら
れるよう、住宅のバリアフリー改修について講演を
行う

千葉県 10/15
柏市マンション問題等相談
会

― 柏市 ―
柏市内にあるマンションの区分所有者・管理組合・
居住者が抱える様々な問題に対し、マンション管理
士による無料相談会（事前予約制）



千葉県 10/16
木造住宅簡易耐震診断相談
会

― 柏市 ―
平成12年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅を
対象とした耐震に関する相談（無料、予約制）

千葉県 10/17 住宅耐震診断・建築相談会 ― 八千代市 ―
木造住宅の簡易な耐震診断及び住宅の建築に関する
相談を実施する。

千葉県 10/21
木造住宅無料耐震リフォー
ム相談会

― 市原市 ― 木造住宅の耐震リフォームに関する相談（無料）

千葉県 10/21 木造住宅無料耐震相談会 木造住宅の耐震化促進 成田市 ―
建築士による木造戸建て住宅を対象とした耐震相談
会

千葉県 10/22
マンション管理士による相
談会

―
(一社)千葉県マンション
管理士会

千葉市
マンション管理に関する各種相談に応じる相談会を
開催

千葉県 10/22 住情報セミナー ― 千葉市 ― 住宅に関する様々なテーマでセミナーを開催

千葉県 10/23 わが家の耐震相談会 木造住宅の耐震化促進 富津市 ―
昭和56年5月以前に建築された在来工法木造住宅を対
象とした、富津市耐震診断士による簡易耐震診断を
実施する（無料：予約制）

千葉県 10/29 マンション管理セミナー ―
（一社）千葉県マンショ
ン管理士会北総葛南支部

八千代市
マンション管理組合役員及び区分所有者を対象とし
たマンション問題に関するセミナー及び個別相談会
を実施する。

千葉県 10/29
木造住宅耐震リフォーム
フェア

― 市原市

市原市耐震改修促進協
議会、千葉県建築士会
市原市部、市原ふるさ
と木の家普及建設協議
会など

耐震工法の紹介やリフォームでの耐震建築相談、起
震車体験など

千葉県 10/30
分譲マンション管理個別相
談会・セミナー・交流会

未定 松戸市 ― 分譲マンション全般に関する相談

東京都 10/1 ねりまマンション未来塾 ― 練馬区 ―
マンション区分所有者、管理組合等を対象にマン
ション管理に係る講演を行う



東京都 10/1
木造住宅耐震セミナー出前
講座

耐震診断、耐震改修工事 多摩市 ―
木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事についての講
演、木造住宅耐震化事業の案内並びに個別相談会

東京都 10/1 足立区総合住宅相談会 ― 足立区 ―
「住まい」に関する総合相談会建築、不動産、税
金、法律等について、それぞれの専門家が一堂に会
し、幅広く相談に応じる。(事前予約制)

東京都 10/1～2 木造住宅無料耐震相談会
木造戸建て住宅の耐震化
促進

北区 ―
ふるさと北区区民まつりの展示イベントとして、一
級建築士による無料相談を行う

東京都 10/3～11 住まいの情報展 ― 足立区 ―
住宅に関するパネルの展示やパンフレットの配布を
行う。

東京都
10/5（毎月第１水
曜日）

総合建築相談
耐震・リフォームなど建
築に関する無料相談

NPO法人アーバンデザイン
東村山会議

―
東村山市内在住・在勤の方を対象に、建築士による
建築全般に関する無料個別相談会を開催。

東京都 10/8
第３６回分譲マンション管
理セミナー

マンション標準管理規約
の改正について

北区、（公財）マンショ
ン管理センター

国土交通省
マンション管理組合役員及び区分所有者等を対象に
分譲マンションの管理に関する講演会を開催する

東京都 10/15 マンション管理セミナー
マンション標準管理規約
改正のポイント

東京都マンション管理士
会杉並支部

杉並区
マンション標準管理規約改正のポイントに関する講
演と参加者相談会

東京都 10/15 マンション管理セミナー

管理組合として行うべき
マンションの地震に対す
る備えと建物の耐震対策
（仮）

文京区、（一社）東京都
マンション管理士会

―
分譲マンションの管理に関する講演と参加者意見交
換会（予定）

東京都 10/15,16 江東区民まつり中央まつり ― 江東区 ―
「江東区民まつり」会場にて、住宅等の耐震化に関
する一般的な相談対応・耐震助成制度の案内

東京都 10/15,16
住まいのリフォームなんで
も相談

―
江東区住宅リフォーム協
議会

―
「江東区民まつり」会場にて、住宅の改修やリ
フォームの相談会の開催及びパネル･模型の展示等。

東京都 10/15,17～20 西東京市耐震フェア
戸建て住宅や分譲マン
ションの耐震化促進

西東京市 ―
耐震改修に関するパネル展示の他、一級建築士やマ
ンション管理士による耐震診断、耐震改修について
の無料相談会（無料相談は事前予約制）



東京都 10/16 住宅リフォーム相談会 リフォーム
新宿区、新宿区住宅リ
フォーム協議会

― 住宅リフォームに関する相談

東京都 10/16 住まいに関する学習講座 未定 板橋区 ―
住まいに関する基礎知識、情報を提供し良い住まい
づくりを実践できることを目的とした講座を開催す
る。

東京都 10/16 秋の住宅まつり ―
東京土建一般労働組合狛
江支部

― 住宅相談、包丁研ぎ、子供工作教室等

東京都 10/16
分譲マンション管理セミ
ナー

大規模修繕工事と管理組
合会計

八王子市、(共催)八王子
市マンション管理組合連
絡会、(―社)東京都マン
ション管理士会

― マンション管理に関する講演

東京都 10/17,18 住まいのなんでも相談会 ―
八王子市、(共催)八王子
市住宅相談連絡会

― 住宅全般に関する相談

東京都 10/18
長寿命環境配慮型住宅モデ
ル事業報告会

省エネ 東京都 ― 首都大学教授等による省エネに関する講演

東京都 10/18
空き家等に関する総合相談
窓口

空き家等に関する相談 台東区 ―
空き家等の日常管理や利活用、解体などの空き家に
関する様々な問題に宅建士、建築士、弁護士又は司
法書士が一度に相談に応じる。

東京都 10/22 よろず相談 管理上の問題解決 台東区 ―
マンションの日常生活におけるトラブル・管理・維
持・修繕についての相談を専門家が個別に対応す
る。

東京都 10/22 国立市耐震フェア
戸建・分譲マンション促
進

国立市 ―
建築士、マンション管理士による無料相談会、その
ほか模型及びパネルによる耐震改修工法展示会

東京都 10/22 マンション管理セミナー
給排水管改修、標準管理
規約（講演）

多摩市 ―
給排水管改修及び標準管理規約についての講演及び
テーマ別分科会並びに個別相談（希望者のみ）

東京都 10/23 耐震相談会 住宅の耐震化促進 清瀬市 ―
清瀬市総合防災訓練のイベントとして一級建築士に
よる無料相談を行う



東京都 10/23
第42回町田市分譲マンショ
ン管理セミナー

マンションを長持ちさせ
る給排水設備工事の進め
方

町田市、(共催)町田市分
譲マンション管理組合
ネットワーク、(一社)東
京都マンション管理士
会、（公社）マンション
管理センター

― 講演会と相談会

東京都 10/24
「不動産お悩み解決」公開
セミナー～専門家集団相談
会～

―
中野区、（公社）東京都
宅地建物取引業協会中野
区支部

― 専門家による不動産全般に関する相談

東京都 10/24 秋の住まいの相談会 ―
東京土建一般労働組合狛
江支部

―
住宅相談、家具転倒防止金具の設置ボランティア、
耐震相談、火災報知機の設置等

東京都 10/26 ライフプランセミナー 高齢期の住まい方支援
文京区、(共催)国土交通
省

―

ファイナンシャルプランナーと文京区住まいの協力
店（宅建）を講師とし、老後の生活に必要となる資
金と資力に応じた適正家賃、本区の家賃相場の把握
など、高齢期の住まい方を支援するセミナー

東京都 10/28 市民総合相談
耐震・リフォームなど建
築に関する無料相談

東村山市 ―
東村山市内在住・在勤の方を対象に、建築士による
建築全般に関する無料個別相談会を開催。

東京都 10/29 総合震災訓練
木造住宅耐震化促進事業
の普及活動

東村山市 ―
東村山市在住の方を対象に、木造住宅耐震助成制度
の案内。

東京都 10/29 マンションよろず相談 ― 江東区 ―
集合住宅に関するさまざまな問題に対応するため、
マンション管理士や弁護士、一級建築士による無料
相談会（予約制）を開催。

東京都 10/29
東京都マンション管理・再
生セミナー

マンションの管理・再生
について

東京都、（一社）東京都
マンション管理士会

― 講演会と個別相談会

東京都 10/31
秋の住宅新築・増改築合同
相談会

住宅新築・増改築
中野区、区内小規模建設
事業者団体連絡会

―
区内建設事業者による新築・増改築、修繕、耐震対
策、バリアフリーなどに関する相談

東京都 10月中
東京都居住支援協議会セミ
ナー

不動産関係者、居住支援
関係者等を対象としたセ
ミナー

東京都居住支援協議会 ―
NPO、他協議会による居住支援の活動事例の紹介や、
学識経験者等による講演等



東京都 未定
マンション管理の基礎勉強
会

マンション管理の基礎 板橋区 ―
新規マンション購入者や新任管理組合役員向けマン
ション管理に関する基礎的勉強会を実施する。

神奈川県 10/1～31
心豊かな住生活の実現に向
けた住宅施策等の紹介

安全・安心で心豊かな暮
らしを実現する住まいづ
くり

神奈川県 ― 住宅施策に関するパネル展示を行う。

神奈川県 10/1
賃貸住宅の住環境向上セミ
ナー

民泊、民法、管理業法
神奈川の賃貸市場

（公財）日本賃貸住宅管
理協会神奈川県支部

国土交通省、神奈川
県、横浜市、（公社）
神奈川県宅地建物取引
業協会、（公社）全日
本不動産協会神奈川県
本部、（公社）全国賃
貸住宅経営者協会連合
会神奈川湘南支部

民間賃貸住宅の貸主（オーナー）等を対象に賃貸住
宅の住環境向上に関するセミナーを開催し、セミ
ナー終了後に希望者による個別相談会を行う。

神奈川県 10/15 住まいを守るセミナー
住まいの相談窓口の普及
啓発

横浜市 ―
講演「高齢者の住まい選びとリフォームの落とし
穴」「がけ地の防災を考える」

神奈川県 10/23 建築なんでも相談 耐震施設の普及啓発
茅ヶ崎市耐震改修推進協
議会

茅ヶ崎市 無料耐震相談

神奈川県 10月中旬
よこはまＺＥＨ（ネット・
ゼロ・エネルギー・ハウ
ス）アカデミー

ZＥＨの普及啓発 横浜市 ― 講演（ＺＥＨの概要、ＺＥＨと健康、補助）

新潟県 10/15,16
平成28年度不動産取引無料
相談会

不動産取引に関する無料
相談

（公社）全日本不動産協
会新潟県本部

―

新潟県本部事務局にて、相談員2名体制で、電話及び
窓口対応による不動産の取引に関する相談会を実施
する。
(受付時間10:00～16:00)

新潟県 10/22 住宅相談会
新築改築、耐震改修等住
まいに関する無料相談

上越市地域住宅相談所 上越市
「上越市市民プラザ」会場にて、市民を対象に、住
宅の新築改築、耐震改修、克雪住宅等の相談会を実
施し、地域の住環境向上に寄与する。

新潟県
10/22,29（～
11/19）

すまいづくり教室
「すまいづくり」「まち
づくり」に関する基本的
な住情報の提供

新潟市 ―
すまいづくりの基礎知識のほか、長く快適に暮らす
ためのリフォームや維持管理などに関する情報を、
建築士等を講師として市民に提供する教室の開催



富山県 10/22
第5回「とやまっ子夢の
家」絵画コンクール表彰式

まちや住まいに関する児
童への啓発

（一社）富山県建築士事
務所協会

（共催）富山県、北日
本新聞社、北日本放
送、（後援）富山県教
育委員会

県内小学生を対象とした夏休み絵画コンクールの実
施

富山県 10/22,23,29,30 住宅相談 住宅の耐震化
（一社）富山県建築士事
務所協会

― 住宅の耐震診断等住宅全般に関する相談

石川県 10/8～11/5 かしこい住まいづくり講座 住宅全般
いしかわ21世紀住まいづ
くり協議会

―
一般県民を対象に、住宅に関する知識の習得と住意
識の向上を目的に住まいに関する総合講座を開催す
る。

石川県 10/22～29
第22回「わたしのすみたい
家」児童画コンクール

住宅に関する児童の情操
教育

いしかわ21世紀住まいづ
くり協議会、北陸中日新
聞

石川県、石川県教育委
員会、住宅金融支援機
構北陸支社、（一財）
石川県建築住宅セン
ター、コーワの家

幼児、小学生を対象に私の住みたい家の児童画コン
クールを開催し、作品の展示、優秀作品の表彰を行
う。

福井県 10/1
福井県  賃貸住宅の住環境
向上セミナー

最新の賃貸施策の周知
（公財）日本賃貸住宅管
理協会

国土交通省、福井県、
福井市、福井新聞社、
FBC福井放送、福井テ
レビ、FM福井、福井
CATV・さかいCATV

賃貸事業継承のための家族信頼と家族委任の活用に
ついて

福井県 10/16
ふくいの健康と省エネ住宅
を推進するシンポジウム

住宅が健康長寿社会に及
ぼす影響

ふくい健康・省エネ住宅
推進協議会

福井県、福井新聞社 住宅が健康長寿社会に及ぼす影響について

山梨県 期間中(通年実施) 耐震ローラー作戦 建築物の耐震化の促進 山梨県及び市町村 ―
県、市町村、山梨県建築士会が合同で、木造住宅所
有者に戸別訪問し、建築物の耐震化に係る補助制度
の周知、無料耐震診断の受付等を行う

山梨県 期間中(通年実施) 建築物防災出張講座 建築物の耐震化の促進 山梨県 ―
一般市民の方を対象に、地震の切迫性、耐震化補助
制度、耐震診断・改修工法等の説明を行う



長野県 10月予定 耐震診断ローラー作戦 耐震診断・改修啓発 諏訪市
諏訪市耐震補強推進協
議会、諏訪地方事務所

諏訪市内の昭和56年5月31日以前に建てられた木造住
宅を訪問し、耐震診断・耐震改修・耐震シェルター
等についての説明と案内を行う。本活動により、諏
訪市内の木造住宅耐震化率向上を図る。

岐阜県 10/1,2 ふれあい2016大野まつり
木造住宅無料耐震診断の
啓発

大野町
（一社）岐阜県建築士
事務所協会

木造住宅の耐震化の啓発、耐震診断無料相談

岐阜県 10/2
山県市ふるさと栗まつり
2016

木造住宅無料耐震診断の
啓発

栗まつり実行委員会 ― 木造住宅の耐震化の啓発、耐震化相談、建築相談

岐阜県 10/30 関市総合防災訓練
木造住宅無料耐震診断事
業の啓発

関市 ―
・仮設ブースにおいて簡易的な木造住宅の耐震診断
（無料）を実施
・会場内で啓発チラシの配布

静岡県 10/1
マンション管理士によるマ
ンション管理のセミナー＆
相談会

分譲マンションの適正管
理

静岡県、沼津市、（一
社）静岡県マンション管
理士会

（一社）日本マンショ
ン管理士会連合会

マンション管理士による講演、個別相談会

静岡県 10/22
マンション管理士によるマ
ンション管理のセミナー＆
相談会

分譲マンションの適正管
理

静岡県、熱海市、（一
社）静岡県マンション管
理士会

（一社）日本マンショ
ン管理士会連合会

マンション管理士による講演、個別相談会

愛知県 10/11
「知って良かった住まいの
知識」2017  発刊

住まいづくりの入門書
愛知ゆとりある住まい推
進協議会

―
住まいに関する情報や住まいづくりの参考となる情
報をまとめた冊子を発刊し、配布する

愛知県 10/14～16 建築総合展NAGOYA2016
とことん見せます  建築
の底力

(公社)愛知建築士会、中
部経済新聞社

国土交通省、愛知県、
他

建築材料、設備機器等の建築全般に関する情報提供
を図る

愛知県 10/14～16 あいち住まいるフェア2016
住情報から新築・リノ
ベーションまで

愛知ゆとりある住まい推
進協議会、中日新聞社、
中部経済新聞社

国土交通省中部地方整
備局、愛知県市長会、
愛知県町村会、他

多様化する住まいづくりの情報を分かり易く来場者
に提供する展示会、無料相談会、セミナー他

愛知県 10/14～16 住まいの相談コーナー ― 愛知県 ―
新築、リフォーム、資金等、幅広い項目について無
料で相談できるコーナーを設ける

愛知県 10/16
マンション管理実践セミ
ナー

マンション管理
愛知県、名古屋市、マン
ション管理推進協議会

―
マンション管理に関する専門家を招き、実践的なセ
ミナーを行う



愛知県 10/27 第28回住まいる愛知住宅賞 ―
愛知ゆとりある住まい推
進協議会、中日新聞社

愛知県、名古屋市、
(独)住宅金融支援機構
東海支店、(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

人や地域にゆとりと安らぎを与える工夫がなされた
住宅を表彰するコンテスト

愛知県 10/27
第28回ゆとりある住まい講
演会

（仮）住まいの空間の価
値をたかめる カラダとコ
コロのインテリア（講
師：尾田 恵）

愛知ゆとりある住まい推
進協議会、中日新聞社、
愛知県、名古屋市

(独)住宅金融支援機構
東海支店、(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、愛
知県地域婦人団体連絡
協議会

ゆとりある住まいの実現に向けた意識啓発のための
講演会

三重県 10/1～31
住宅耐震関係パンフレット
配布

木造住宅の耐震化の促進 三重県 ―
県庁内及び地域機関にてパンフレット「住まい安全
安心21通信」の配布

三重県 通年
木造住宅耐震に関する住宅
団地訪問

木造住宅の耐震化の促進 三重県 ―
木造住宅の耐震化を促進するために、特定の団地内
にある住宅を訪問し、普及啓発チラシ及び無料耐震
診断申込書を配布・説明

三重県 10/9 津まつり
木造住宅の耐震化に対す
る啓発及び促進

津市 ―
関係団体と共同で、木造住宅の耐震化に関するブー
スを出展

三重県 10/23 久居まつり
木造住宅の耐震化に対す
る啓発及び促進

津市 ―
関係団体と共同で、木造住宅の耐震化に関するブー
スを出展

三重県 10/23 紀宝みなとフェスティバル
耐震診断・家具固定の啓
発

紀宝町 ―
防災関係のブースを設け、来場者への住宅の耐震診
断や耐震補強、家具固定等の啓発を行う。

滋賀県 期間中(通年実施) 滋賀県住宅相談業務

安心・安全なすまいの新
増改築・リフォームのた
めの一般的・技術的なア
ドバイス

滋賀県
(委託：湖国すまい・まち
づくり推進協議会)

―
月曜日から金曜日に電話でアドバイスを行う。その
うち、必要に応じて面接相談や現地相談によりきめ
細やかなアドバイスを行う。



滋賀県 10月中
木造住宅耐震化啓発セミ
ナー

住まいの地震対策および
木造住宅耐震化啓発

長浜市、滋賀県建築指導
室(共催)

―

木造住宅の耐震診断や具体的補強方法など、将来起
こりうる大地震への対策の必要性の意識を高めてい
ただくセミナーを開催する。また、あわせて木造住
宅の耐震化に関する質問・相談に建築士が答える、
耐震改修個別相談会を実施する。

滋賀県 10/1,30
マンション管理基礎セミ
ナー

分譲マンションの適正な
管理・運営について

滋賀県、大津市、草津
市、（共催）マンション
管理センター、滋賀県マ
ンション管理士会

―

マンション管理組合や一般住民向けに、分譲マン
ションの適正な管理に必要な管理組合の運営方法や
建物管理に関する基礎的な知識の習得や各種情報提
供を行う。

滋賀県 10/5
住まいの地震対策啓発出前
授業

住まいの地震対策および
耐震化啓発

滋賀県建築指導室 ―

住まいの地震対策を啓発する為に、小学校にて出前
授業を行う。地震に関する知識や、家具の配置や転
倒防止でできる地震対策を説明する。住まいの耐震
化についても紙模型などを使用して説明する。

滋賀県 10/16
第1回 滋賀県マンション管
理士会管理組合交流会

分譲マンションの適正な
管理・運営について

（一社）滋賀県マンショ
ン管理士会

滋賀県、大津市、（一
社）日本マンション管
理士連合会

マンション管理組合の交流を通じて、管理組合の抱
えている諸問題を共有することにより、より良い問
題解決を図ることと共に、県下の管理組合の連絡機
関的な場の構築を図る。

滋賀県 10/23
滋賀けんせつみらいフェス
タ2016

建設産業の役割・魅力を
発信し、将来の担い手確
保の促進に寄与する

滋賀県建設産業魅力アッ
プ実行委員会

―

建設産業の役割・魅力を発信し、将来の担い手確保
の促進に寄与するために、体験コーナーや、イベン
トを通じて一般の方々に建設産業のPRを実施する。
その中で木造住宅の耐震化啓発イベントを開催し、
住まいの地震対策や、木造住宅耐震化促進の啓発を
実施する。

滋賀県 10/23
賃貸住宅の住環境向上オー
ナーセミナー2016

安心・安全な住環境の向
上

（公財）日本賃貸住宅管
理協会滋賀県支部

国土交通省、滋賀県、
草津市、（株）滋賀リ
ビング新聞社、びわこ
放送

主に、貸主・借主を対象に最新の行政の動向や協会
の取り組み等についての講演を実施する。

京都府 10月中(通年実施)
すまいに関する総合的な相
談

住宅全般 京都市 ― 住宅に関する相談対応

京都府 10/3 空き家相談会（予定） 空き家
城陽市及び（公社）京都
府宅地建物取引業協会

― 空き家に対する相談会



京都府 10/4,18 建築士無料相談 住宅何でも相談
京都府、京都府住宅供給
公社

― 一級建築士による建築相談等

京都府
10/5,6,12,13,19,2
0,26.27

弁護士無料相談 住宅何でも相談
京都府、京都府住宅供給
公社

― 弁護士による住宅に関する法律相談等

京都府 10/15
平成の京町家普及促進事業
体験講座「小さな小屋の瓦
屋根を葺いてみよう！」

平成の京町家 京都市 ―
瓦職人さんから千年以上も使われてきた瓦の秘密や
技，地震に強い屋根瓦の葺き方についてのお話をい
ただいた後、瓦屋根葺きの作業を体験する。

京都府 10/28～30
すまいの創エネ・省エネ応
援パビリオン

再エネ及び省エネ 京都市 ―
太陽光発電システムなどの設備展示や参加体験型の
イベント

京都府 10/29

京安心すまいセンターすま
いスクール「すまいの基礎
知識～トラブル事例から学
ぶ賃貸の契約から退去まで
～」

賃貸住宅 京都市 ―
賃貸契約に関する基礎知識について学び，よくある
トラブルの相談事例からその予防法と対策を考える

大阪府 10/1

【住まいcollege2016】生
活の不安をなくそう！今か
ら始める！「自分らしく暮
らすための整理術」

整理・収納
大阪市立住まい情報セン
ター

―
日常のライフスタイルを見直し、すぐにでも簡単に
始められる、自分らしく暮らすための整理収納の基
本とポイントを学ぶ。

大阪府 10/1 （仮称）住まいフェア 住宅全般
大阪の住まい活性化
フォーラム、Osakaあんし
ん住まい推進連絡協議会

大東市、大阪府、大阪
府住宅リフォームマイ
スター制度推進協議
会、大阪の住まい活性
化フォーラム

セミナー、相談会

大阪府 10/2 分譲マンションセミナー

・はじめてのマンション
管理～新役員になって～
・大規模修繕工事に取り
組む管理組合の心構え

大阪府分譲マンション管
理・建替えサポートシス
テム推進協議会

―
分譲マンションの管理組合の方々が取り組んでいる
修繕・改修・建替えなどの活動へのアドバイスを目
的としたセミナー



大阪府 10/15

住まいの大阪学  「大阪の
まちとひと」
第1回  豊臣秀頼と真田幸
村

歴史
大阪市立住まい情報セン
ター

―
天下人豊臣秀吉の遺児豊臣秀頼と、真田丸でおなじ
みの真田幸村。大阪の地に深くかかわり、それぞれ
の思いで大坂の陣に臨んだふたりを紹介する。

大阪府 10/16
豊中市分譲マンション基礎
セミナー

マンション標準管理規約
の改正/ マンション大規
模修繕について

豊中市、（公財）マン
ション管理センター、
（一社）大阪府マンショ
ン管理士会豊中支部

国土交通省、大阪府、
（独）住宅金融支援機
構

マンション標準管理規約の改正概要、マンションの
大規模修繕を適正に実施するためのポイントなど
（講演）

大阪府 10/20,21 豊中市住宅フェア 未定
豊中市、NPO法人ユニバー
サルデザイン推進協会

―
住宅に関する相談（耐震、バリアフリー、老朽化対
策など）パネル展示

大阪府 10/22

高齢期こそ住まいを改善し
て元気に暮らそうパート1
「高齢期に困る住まいの問
題点、住まいの改善事例」

高齢期の住まい

大阪市立住まい情報セン
ター、NPO法人福祉医療建
築の連携による住居改善
研究会

―
高齢期の住まいで困りがちなことを整理し、福祉、
建築、医療の専門家が具体的に解説。実際の改善事
例もご紹介する。

大阪府 10/22
縁活「空き家・維持管理・
リフォーム相談会」

安心安全で快適なの住ま
いの循環や維持管理の普
及啓発

NPO法人住宅長期保証支援
センター

国土交通省（予定）、
（一社）関西建築業協
議会

大阪府の空き家相談員、工務店等によるリフォーム
等住宅相談（気軽に住宅相談が出来るあべのハルカ
スという地の利を生かして開催）

大阪府 10/29
シニアライフ予備校【高齢
者住宅編】

高齢期の住まい

大阪市立住まい情報セン
ター、（一社）コミュニ
ティネットワーク協会高
齢者住宅情報センター、
シニアライフSOS

―
予備校の授業をモチーフに、「シニアの住まいとく
らし」に役立つ情報（今回は高齢者住宅編）を伝え
る。

兵庫県 （9/1）～10/31
神戸市すまいの耐震キャン
ペーン

すまいの耐震化促進

神戸市、神戸市すまいと
まちの安心支援センター
（一般財団法人神戸すま
いまちづくり公社）

未定

市民団体・専門家団体・報道機関等と連携して、
キャンペーン期間中に集中的に「すまいの耐震化」
に関するPR活動を行い、市民に適切に情報を伝え
る。



兵庫県 10/8
西宮市マンション管理実務
セミナー

『マンションの長寿命化
を考える』

西宮市
兵庫県・（公財）マン
ション管理センター

マンション管理組合役員等を対象に、区分所有法や
紛争予防等に必要な知識について、弁護士や一級建
築士等を招き、専門的に解説。
講演会(区分所有法編)
：10/8(土)13:00～14:00
個別相談会(8組限定)
：10/8(土)14:20～16:20
《参考》
講演会(紛争予防編)
：11/5(土)13:00～14:00
講演会＆パネルディスカッション(各マンションの取
組事例)
：11/5(土)14:35～16:05
模擬総会の実演((一社)兵庫県マンション管理士会)
：12/3(土)13:00～15:00
個別相談会(5組限定)
：12/3(土)15:30～16:30

兵庫県 10/15,16
兵庫・神戸  みんなの住ま
い展

「見て・聞いて・触れて
みんなで考えようこれか
らの住まい」

兵庫・神戸  みんなの住
まい展実行委員会

国土交通省
住宅の建築・購入に興味のある県民等を対象に、行
政、建設関係団体や企業によるブース展示、セミ
ナー・催し、相談会を開催。

兵庫県
10/23,30
（11/5,13,20）

住宅耐震相談会 住宅の耐震化
姫路市、（一社）兵庫県
建築士事務所協会姫路支
部

―
住宅の耐震化をより一層促進するため、昭和56年5月
以前に建てられた住宅を対象に耐震改修に関する無
料相談会を実施する。

奈良県 10月中 マンション管理無料相談
マンションの適正な管
理・運営について

奈良県マンション管理適
正化推進協議会

―
マンションの適正な管理に必要な管理組合の運営等
に関する、マンション管理士による無料相談を実施

奈良県 10/12,13,19,20,28
住宅相談（住まいづくりア
ドバイザー）

住宅全般の相談
奈良市、天理市、大和郡
山市、生駒市、田原本
町、大和高田市、桜井市

― 建築士等による住宅に関する無料相談を実施

和歌山県 10/8
賃貸住宅の住環境向上セミ
ナー

空き家活用とまちなか再
生

(公財)日本賃貸住宅管理
協会和歌山県支部

国土交通省、和歌山
県、和歌山市、海南市

空き家を活用したＤＩＹリノベーションでまちなか
再生！わかやま水辺の挑戦  と題した実例セミナー

鳥取県 10/15,16
木の住まいフェア2016（東
部会場）

地域に根差した家づくり
（木造住宅の普及、県産
材の利用拡大）

（一社）鳥取県木造住宅
推進協議会、（共催）国
土交通省（名義申請予
定）

鳥取県、鳥取市、岩美
町、八頭町、智頭町、
若桜町

伝統的な木造軸組工法による住まいづくり及び県産
材の利用拡大を目的に、パネルの展示や、リフォー
ム・耐震改修等に関する無料相談等を行う。また、
子供向けに木工教室等の体験型イベントを実施す
る。



鳥取県 10/23
木の住まいフェア2016（中
部会場）

地域に根差した家づくり
（木造住宅の普及、県産
材の利用拡大）

（一社）鳥取県木造住宅
推進協議会、（共催）国
土交通省（名義申請予
定）

鳥取県、倉吉市、湯梨
浜町、北栄町、三朝
町、琴浦町

伝統的な木造軸組工法による住まいづくり及び県産
材の利用拡大を目的に、パネルの展示や、リフォー
ム・耐震改修等に関する無料相談等を行う。また、
子供向けに木工教室等の体験型イベントを実施す
る。

岡山県 10/22
岡山マンション管理基礎セ
ミナー

安全・安心で快適なマン
ションライフを実現する
ために

岡山県、岡山市、倉敷
市、(公財)マンション管
理センター

国土交通省、(一社)マ
ンション管理業協会、
(独)住宅金融支援機構
中国支店

マンションの区分所有者や管理組合等を対象に、講
演等を通してマンション管理に必要な知識の普及、
啓発を図る。

広島県 10/2
はつかいち環境フェスタ
2016

住まいの耐震相談会 廿日市市 ―

・住宅の耐震診断・耐震改修に関する相談窓口の設
置。
・市が実施している住宅関係の補助制度等を紹介。
・住宅の耐震化に関する知識の習得及び意識啓発

広島県 10/3～14
パネル展示  住まいリ
フォーム事例集

耐震・バリアフリー改修
等の事例を広く周知する

東広島市 ―
・耐震
・バリアフリー改修等の事例に関するパネル展示

広島県 10/4 マンション管理セミナー

マンション管理の基礎か
ら具体的なトラブル解決
方法まで，専門家が情報
提供！

ひろしま住生活月間実行
委員会、（共催）ひろし
ま住まいづくり支援ネッ
トワーク，広島県木造住
宅生産体制強化推進協議
会

NHK広島放送局、中国
新聞社、中国放送、広
島テレビ、広島ホーム
テレビ、テレビ新広
島、広島エフエム放
送、NPO法人広島県マ
ンション管理組合連合
会、NPO法人マンショ
ン管理ネットワーク、
広島県マンション管理
士会、(一社)マンショ
ン管理業協会、(公財)
マンション管理セン
ター、広島市教育委員
会

・マンション管理の基本的事項
・マンションの大規模修繕計画
・マンショントラブルの解決法

広島県 10/15,16 住生活月間関連事業 住宅相談会
福山市、福山市社会福祉
協議会

―
第40回ふれあい福祉まつりにおいて住宅関連団体の
協力により住宅相談会を開催する。



広島県 10/16 住宅相談会
住まいに関する何でも相
談

広島県建築士会尾道支
部、尾道市

―

・福祉まつりの一環として開催
・尾道市職員，消防職員及び広島県建築士会尾道支
部会員が協力し、住宅に関する相談会を開催
・住宅模型、広報用DVDを使用し、住宅の耐震化につ
いてPR
・尾道市木造住宅耐震診断、改修費補助事業につい
てPR
・住宅用火災報知器についてのPR

広島県 10/19～21 住生活パネル展
木造住宅耐震診断・耐震
改修について

庄原市 ―
各種補助制度の案内、パンフレット配布、木造住宅
耐震診断・耐震改修についてパネル展示

広島県 10/28,29 住まいの情報プラザ
考えよう！みんなの住ま
い，みんなの防災

ひろしま住生活月間実行
委員会、（共催）ひろし
ま住まいづくり支援ネッ
トワーク，広島県木造住
宅生産体制強化推進協議
会

NHK広島放送局、中国
新聞社、中国放送、広
島テレビ、広島ホーム
テレビ、テレビ新広
島、広島エフエム放
送、NPO法人広島県マ
ンション管理組合連合
会、NPO法人マンショ
ン管理ネットワーク、
広島県マンション管理
士会、(一社)マンショ
ン管理業協会、(公財)
マンション管理セン
ター、広島市教育委員
会

・模型住宅等で耐震を体験できる各種展示・災害に
関する模型やパネルの展示・ちびっこ工務店・建築
士による住宅相談・住宅に関する情報提供・住まい
づくりに関するクイズ



広島県 10/29 住宅相談 ―

ひろしま住生活月間実行
委員会、（共催）ひろし
ま住まいづくり支援ネッ
トワーク，広島県木造住
宅生産体制強化推進協議
会

NHK広島放送局、中国
新聞社、中国放送、広
島テレビ、広島ホーム
テレビ、テレビ新広
島、広島エフエム放
送、NPO法人広島県マ
ンション管理組合連合
会、NPO法人マンショ
ン管理ネットワーク、
広島県マンション管理
士会、(一社)マンショ
ン管理業協会、(公財)
マンション管理セン
ター、広島市教育委員
会

・弁護士による住まいに関する法律相談
・建築士によるリフォーム、耐震化など住まいづく
リの相談

徳島県 10/22,23 ゆとりある住生活フェア 住宅相談・住情報の提供
徳島県木造住宅推進協議
会

―

森林・木材利用促進月間事業「木づかいフェア」と
併せて、一般消費者を対象に、住まいに関するパネ
ルの展示や建築士による住宅相談・住情報の提供を
実施予定

愛媛県 10/22,23
2016えひめ暮らしと住まい
フェア

共に創ろう愛顔あふれる
住まい

愛媛県住宅建設振興協議
会
共催：国土交通省、愛媛
県

（独）住宅金融支援機
構四国支店（予定）

住宅無料相談、苦情相談、木造住宅耐震セミナー、
マンション管理基礎セミナー、住情報の提供

福岡県 10/1 不動産無料相談会 不動産に関する相談会
（公社）全日本不動産協
会

福岡市 相談会

福岡県 10/9
第3回「よか街福岡」より
住みやすい福岡県のために

いま知っておくべき防犯
と防災

（公社）福岡県宅地建物
取引業協会、福岡市（予
定）

福岡県警（予定）、福
岡県（予定）

防災・防犯・不動産ブースのスタンプラリー、不動
産無料相談会、防災 MAP の配布や地震体験車

福岡県 10/10 住まいるフェア福岡2016
これからの住まいるな暮
らしを見つけよう

住宅情報プラザ福岡（福
岡県、福岡市、福岡県住
宅供給公社、福岡市住宅
供給公社、（一財）福岡
県建築住宅センター）

―
家づくりワークショップ、耐震啓発ブース、住まい
方トークイベントの開催



福岡県 10/22
建築家と家づくり「イエノ
コト」

工事のこと
(公社)日本建築家協会九
州支部福岡地域会

福岡市 建築家の対談による説明会

佐賀県 11/13(予定)
佐賀県木造住宅祭(よか
ウッドフェスタ内)

―
佐賀の木・家・まちづく
り協議会

―
木造軸組みの棟上げ実演、木工教室、左官実演、住
宅相談

佐賀県 11/13(予定)
県下工業高校建築設計競技
表彰式(よかウッドフェス
タ内)

―
佐賀の木・家・まちづく
り協議会

―
県下の工業高校生を対象に今回課題「二世帯住宅」
の設計競技を行い、優秀者を表彰

長崎県 10/1
住まい・るフェスタ2016in
佐世保

住まいに関する総合的な
情報提供

住宅ﾌｪｱin佐世保実行委員
会

―
住まいに関する各種イベント・展示・住宅相談会及
び耐震のＰＲ等

長崎県 10/29,30
2016まちづくり総合住宅
フェア

みてふれてリノベでつく
る楽しい住まい

長崎県、長崎県ゆとりあ
る住まいづくり推進協議
会（共催）国土交通省

―
住まいに関する各種イベント・展示・お仕事体験・
住宅相談会・耐震のＰＲ等

熊本県 10/12 マンション管理相談会
マンション管理問題に関
する個別相談

（一社）熊本県マンショ
ン管理士会（共催）熊本
市

―
マンション管理士がマンション管理組合員等の相談
に応じる。

熊本県 10/21（予定）
マンション管理基礎セミ
ナー

マンション管理問題に関
する情報提供

（一財）熊本県建築住宅
センター、（公財）マン
ション管理センター
共催：国土交通省、熊本
県

熊本市、NPO法人熊本
県マンション組合連合
会、（一社）熊本県マ
ンション管理士会

マンション管理に携わる関係者に対する専門家によ
る講演会

大分県 10/15 マンション･フェア
マンション管理に関する
情報提供

NPO法人マンション管理組
合ネットワーク大分

―
マンション管理に関する知識、ノウハウ等情報交換
のための講習会

大分県 10/29
賃貸住宅の住環境向上セミ
ナー

安心・安全・住環境の向
上

（公財）日本賃貸住宅管
理協会大分県支部

国土交通省大分県
賃貸住宅オーナーを対象とした、今後の賃貸住宅の
経営に関する講習会

宮崎県 10/5
平成28年度消費者向けリ
フォームセミナー

住宅リフォーム
宮崎県住生活協議会、
（一社）住宅リフォーム
推進協議会

宮崎県、（公財）住宅
リフォーム・紛争処理
支援センター

住宅リフォームに関する消費者向けの講演会



宮崎県 10/22,23 住まいづくり in のべおか
お待ちしてます！！のべ
おか住まいの情報広場

延岡市住まいづくり協議
会

宮崎県、（一財）宮崎
県建築住宅センター、
（一社）宮崎県建築士
事務所協会、（独）住
宅金融支援機構南九州
支店

・住まいに関する相談や情報提供
・講演会
・耐震に関する相談
・建築材料などの展示、実演、体験コーナー

鹿児島県 10/21～23
2016かごしま住まいと建築
展

ﾒｲﾝﾃｰﾏ
「魅力あるかごしま 楽し
める住まいづくり」
ｻﾌﾞﾃｰﾏ
「見たい!知りたい!自然
災害に強い家！！」

鹿児島県ゆとりある住ま
いと街づくり推進協議
会、（共催）南日本新聞
社

国土交通省、鹿児島県
教育委員会、(一財)高
齢者住宅財団、(公財)
住宅リフォーム・紛争
処理支援センター、
(一財)建築環境・省エ
ネルギー機構、ＮＨＫ
鹿児島放送局、ＭＢ
Ｃ、ＫＴＳ、ＫＫＢ、
ＫＹＴ、鹿児島県建設
産業団体連合会、(株)
鹿児島建設新聞

住宅・建築に関する各種展示、無料相談会など様々
なイベントにより広く住宅に関する情報を提供

鹿児島県 10/21～23
第52回県内高等学校建築系
生徒による建築設計競技作
品展

― (公社)鹿児島県建築士会

鹿児島県、鹿児島県教
育委員会，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、(一社)日本建築
学会九州支部鹿児島支
所

県内建築系高校生による設計競技作品の展示・表彰

鹿児島県 10/21～23
第26回住まいのリフォーム
コンクール作品展

住宅リフォーム
(公財)鹿児島県住宅・建
築総合センター

鹿児島県、(公財)住宅
リフォーム・紛争処理
支援センター

住宅リフォーム施工例の展示・表彰

沖縄県 10/14～16 住まいの情報展 未定 沖縄県 未定
住宅施策に関するパネル展示、パンフレット配布、
住宅相談窓口の設置

沖縄県 10/14～16 パネルディスカッション 未定 沖縄県 未定 住宅についてパネルディスカッションを行う



沖縄県 10/14～16
第30回沖縄県トータルリビ
ングショウ

未定
沖縄タイムス社、タイム
ス住宅新聞社

沖縄総合事務局、沖縄
県、他

県民に直接かつ正確な住情報、住宅関連製品を展示

沖縄県 10/14～16 第37回住宅設計展 未定
(一社)沖縄県建築士事務
所協会

沖縄県、他 住宅設計事例作品の展示

沖縄県 10/17～21 住まいのパネル展示 未定 沖縄県 未定 住宅施策に関するパネル展示、パンフレット配布


