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独立行政法人住宅金融支援機構

独立行政法人都市再生機構

(社 )カーテンウォール・防火開口部協会

(社)建設広報協議会

(社)建設産業専門団体連合会

(社)建築業協会

(社)建築設備技術者協会

(社 )コ ンクリートパイル建設技術協会

(社)再開発コーディネーター協会

(社)住宅生産団体連合会

(社)商業施設技術者0団体連合会

(社)新都市ハウジング協会

(社)石膏ボードエ業会

(社)全国建設業協会

(社)全国建設室内工事業協会

(社)全国公営住宅火災共済機構

(社)全国市街地再開発協会

(社)全国住宅供給公社等連合会

(社)全国住宅建設産業協会連合会

(社)全国浄化槽団体連合会

(社)全国タイル業協会

(社)全国宅地建物取引業協会連合会

(社)全国宅地擁壁技術協会

(社)全国中小建築工事業団体連合会

(社)全国賃貸住宅経営協会

(社)全国木材組合連合会

(社)全国有料老人ホーム協会

(社)全日本建築士会

(社)全日本不動産協会

(社)都市環境エネルギー協会

(社 )日 本空調衛生工事業協会

(社 )日 本建設業経営協会

(社 )日 本建設躯体工事業団体連合会

(社 )日 本建築あと施エアンカー協会

(社 )日 本建築家協会

(社 )日 本建築協会

(社 )日 本建築構造技術者協会

(社 )日 本建築士会連合会

(社)日 本建築士事務所協会連合会

(社 )日 本建築積算協会

(社 )日 本鋼構造協会

(社 )日 本シヤッター0ドア協会

(社)日 本住宅協会

(社 )日 本住宅建設産業協会

(社 )日 本商環境設計家協会

(社)日 本しろあり対策協会

(社)日 本設備設計事務所協会

(社 )日 本ツーバイフォー建築協会

(社 )日 本鉄筋継手協会

(社 )日 本電設工業協会

(社)日 本ビルヂング協会連合会

(社)日 本膜構造協会

(社)日 本免震構造協会

(社 )日 本木造住宅産業協会

(社)不動産協会

(社)不動産流通経営協会

(社 )プ レハブ建築協会

(社 )リ ビングアメニティ協会

(財 )アーバンハウジング

(財 )勤労者共同賃貸住宅協会

(財 )勤労者住宅協会

(財 )建材試験センター

(財)建築環境・省エネルギー機構

(財)建築技術教育普及センター

(財)建築行政情報センター

(財 )建築コスト管理システム研究所

(財 )高齢者住宅財団

(財 )住宅改良開発公社

(財)住宅管理協会

(財)住宅金融普及協会

(財)住宅産業研修財団

(財 )住宅生産振興財団

(財 )住宅保証機構

(財 )住宅リフォーム・紛争処理支援センター

(財 )首都圏不燃建築公社

(財)第一住宅建設協会

(財)道路空間高度化機構

(財)都市再生共済会

(財)都市農地活用支援センター

(財 )日 本建築設備・昇降機センター

(財 )日 本建築センター

(財 )日 本建築総合試験所

(財 )日 本建築防災協会

(財 )日 本住宅総合センター

(財 )日 本住宅0木材技術センタT

(財 )日 本賃貸住宅管理協会

(財)年金住宅福祉協会

(財)ハウジングアンドコミュニティ財団

(財)ベターリビング

(財 )マ ンション管理センター

公益社団法人ロングライフビル推進協会

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

一般社団法人日本回グハウス協会

一般財団法人住宅都市工学研究所

NPO法人消費者住宅フォーラム

キッチン・バスエ業会

住宅展示場協議会

住まいづくリナビセンター

全国管工事業協同組合連合会

全国建設労働組合総連合

全国木造住宅機械プレカット協会

日本外壁仕上業協同組合連合会

日本建設インテリア事業協同組合連合会

日本建設組合連合

日本合板工業組合連合会

日本室内装飾事業協同組合連合会

日本集成材工業協同組合

日本住宅パネルエ業協同組合

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

マンションリフォーム推進協議会

木材利用推進中央協議会

木造住宅合理化システム普及協会

(以上112団体)
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1 1 はゃさし‖.

環境のために地球温暖化を防ぐこと。

高齢者や子供の生活を考えること。

いつまでも安全・安心に暮らせること。

次の世代まで住み続けられる住まいは、気配り上手。

私たちもそんないい家、やさしい家に住みたいですよね。

いい家のやさしさのわけ、一緒に考えてみませんか?

)

ってなぁに?

よいものを作り長く大切に使うために…。

質の高いものを建て、きちんと手入れをして、

大切に長く住み継ぐことができる住宅のことです。

平成21年に「長期優良住宅の普及の促進に関する

法律」が施行され、認定されると税制や融資などの

優遇が受けられます。認定には家の劣化対策や、

メンテナンスの容易さ、省エネ性、耐震性などの

一定の基準がありますので、きちんとクリアした家を

建て、長く住み継いでいけるといいですよね。

「住生活基本法」の目的である「豊かな住生活の実現」

のために関係機関・団体等が広報活動や各種イベントを

行つて、普及・啓発を図るキャンペーン月間のことです。

「住生活基本法」の成立後、毎年10月 の「住宅月間」

が、2007年から「住生活月間」に改められ、これにより、

「住生活」に関する幅広い分野が対象となりました。

っ て な ぁ :こ ?

住宅エコポイントは地球温暖化対策の推進及び経済の

活性化を図ることを目的として、エコ住 宅を新築 された

方やエコリフォームをされた方に対 して―定のポイントを

発行し、これを使つて様々な商品との交換や追加工事の

費用に充当することができる制度です。

ってなぁに?



災害から家族を守るために…。地震に備えて

耐震性がしつかりしている家が、いいです

よね。みんなが安心して暮らせる安全な家は、

住んでいる人にやさしいんです。

できるだけ長く住めるように000。 丈夫であら

かじめメンテナンスを考慮された家が、いい

ですよね。リフォームや設備交換をしやすい

家は、家じたいにやさしいんです。

高齢化が進むから…。段差をなくしたり、

手すりを設置した家が、いいですよね。誰

でも安心のユニバーサルデザインの家は、

みんなにやさしいんです。

住宅が住み継がれるストック社会だから・00。

大切に使われて、地域の景観に調和した

家が、いいですよね。次の世代の人も住み

たくなる家は、未来にやさしいんです。

地球温暖化を防ぐために…。C02の排出

量が抑えられる省エネルギー性能の高い

家が、いいですよね。エネルギーの効率を

考えた家は環境にやさしいんです。
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第2盆回住生懸尾間中央イベント

R一ノ¶…ノちヤ ン ｀
ェア ‡泡 郡

地球に、家族に、家計にやさしい !

住まいのエコ大作戦 !

これからの私たちの生活の主流となる
″エコな暮らし

″
を

実践するための様々なポイントを紹介。住宅エコポイントなどの

支援策や、省エネ住宅の詳細をわかりやすく解説していきます。

轟撃ゝ織亀鑢躇 傘セミナ…

名古屋市中小企業振興会館 (4階会議室)

無料

10月 8日 (金 )

6プ ログラム (45分 )

13:00～ 13:45

14:15～ 15:00

15:30～ 16:15

住宅・すまいweb

れ !‡ 参 l〃』戦 畿 k醤 画SU轟 覗 :゛ 』勝

10月 9日 (土 )

14プ ログラム (45分 )

11:00～ 11:45

13:00～ 13:45

14:15～ 15:00

15:30～ 16:15

鬱 薄 平成22年 10月 7日 (木 )～ 9日 (土 )

名古屋市中小企業振興会館 (1階吹上ホール)

住生活月間中央イベント実行委員会

国土交通省、住宅金融支援機構、

都市再生機構、愛知県

参薇摯彎鷲 第40回 建築総合展 NAGOYA 2010

11::ii il■ :::● lili l:1 1‐ 1'111

地下鉄桜通線「吹上」駅下車 5番出口より徒歩5分

■ |::11:::11  :::11:::

名古屋高速道路「吹上出口」南東すぐ(駐車場約580台 30分 200円 ※大型車入庫不可)
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0福岡会場 饗

②大阪会場 ●
檬

③名古屋会場 摯

④東京会場 苺
鷺
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すまい0るセミナー
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家づくり納得フェア

住宅金融支援機構相談会、東京ガスセミナーなど、さまざまなイベントを開催。

桜上水に行つてみよう

平成22年 10月 9日 (土)～ 11日 (月 )、 16日 (土 )～ 17日 (日 )

桜上水駅前住宅展示場

r」 :‐ヤ等::   野 =曇 ‡  ! ザ

第 22回住生活月間協賛・まちなみシンポジウム

機 :   健康なすまい・まちづくり

' :平
成22年 10月 15日 (金)13:00～ 16:30

::  (独)住宅金融支援機構 すまい・るホール

肇 '   国土交通省、(独 )住宅金融支援機構、(独 )都市再生機構 (予定)

「住まいのエコリフォーム祭り」～住宅エコポイント制度を活用しよう～

「エコリフォームとは?」 展示、相談コーナー、セミナーなどを開催。

平成22年 10月 23日 (土 )、 24日 (日 )

展示・相談会!光 が丘IMA「光の広場」(練馬区)10:00～ 17:00

セミナー  :光が丘「区民センター」(練馬区)

東京都、地域協議会「窓から環境を考える会」他
*詳細はHPで  h‖ p://npo‐ sifocom

11:=:

「住まいのことフェア2010」 hilp://SUmok010.n el

住まいづくリセミナー、相談会、展示場見学会など、さまざまなイベントを開催。

摯 1   平成22年 10月 9日 (土 )～ 10月 30日 (土 )水曜定休
丼'I  I 住まいづくリナビセンター

〇親と子の都市と建築講座

とび出すカードでイスや家を作ろう|～折り紙建築の世界～

Ⅲ I   平成22年 10月 17日 (日 )13:30～ 15三 30

生涯設計とマイホーム取得のための資金計画

平成22年 10月 16日 (土 )13三 30～ 15:30

(独 )住宅金融支援機構 すまい・るホール

‐ 平成22年 10月 20日 (水 )

・ N丁丁夢天神ホール (福岡市中央区)

平成22年 10月 21日 (木 )

テイジンホール (大阪市中央区)

平成22年 10月 22日 (金 )

電気文化会館イベントホール

(名 古屋市中区)

平成22年 10月 26日 (火 )

津田ホール (東 京都渋谷区)
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UR都市機構平成22年度研究報告会

春     団地0新時代へ ～新団地スタイルを拓く～

尋 ト

ツーバイフォーパネル展

パネル展示や、工法紹介ミニセミナーを開催。
キ:    ッーバィフォーのすべてをお伝えします
■     平成22年 10月 24日 (日 )

督 '   山形県山形市内
■ :    山形新聞社 (予 定)

WEBサ イトからアンケートに答えると、抽選で  名様にブレゼント!

大切な思い出の写真を、高画質でよリキレイに飾れます[

●応募方法 :「住まいの情報発信局」のホームページからご応募ください。

h‖ p//WWWoSUmai‐ infooip
● 応募期間 :平成22年 10月 1日 ～10月 31日 まで
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