
住生活月間実行委員会会員
一般社団法人マンションリフォーム推進協議会

一般社団法人リビングアメニティ協会

一般財団法人建材試験センター

一般財団法人建築環境・省エネルギー機構

一般財団法人建築行政情報センター

一般財団法人建築コスト管理システム研究所

一般財団法人高齢者住宅財団

一般財団法人住宅改良開発公社

一般財団法人住宅金融普及協会

一般財団法人住宅産業研修財団

一般財団法人住宅生産振興財団

一般財団法人住宅保証支援機構

一般財団法人首都圏不燃建築公社

一般財団法人住まいづくりナビセンター

一般財団法人日本建築設備・昇降機センター

一般財団法人日本建築センター

一般財団法人日本建築防災協会

一般財団法人日本みち研究所

一般財団法人ベターリビング

キッチン・バス工業会

住宅展示場協議会

NPO法人消費者住宅フォーラム

全国管工事業協同組合連合会

全国建設労働組合総連合

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

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

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

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

公益社団法人商業施設技術団体連合会

公益社団法人全国公営住宅火災共済機構

公益社団法人全国市街地再開発協会

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会

公益社団法人全国宅地擁壁技術協会

公益社団法人全国有料老人ホーム協会

公益社団法人全日本不動産協会

公益社団法人日本建築家協会

公益社団法人日本建築士会連合会

公益社団法人日本建築積算協会

公益社団法人日本しろあり対策協会

公益社団法人ロングライフビル推進協会

公益財団法人アーバンハウジング

公益財団法人建築技術教育普及センター

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター

公益財団法人日本住宅総合センター

公益財団法人日本住宅･木材技術センター

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会

公益財団法人マンション管理センター

一般社団法人カーテンウォール・防火開口部協会

一般社団法人建設広報協会

一般社団法人建設産業専門団体連合会

一般社団法人建築設備技術者協会

一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会

一般社団法人再開発コーディネーター協会

一般社団法人住宅生産団体連合会

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

一般社団法人新都市ハウジング協会

一般社団法人石膏ボード工業会

一般社団法人全国建設業協会

一般社団法人全国建設室内工事業協会

一般社団法人全国住宅供給公社等連合会

一般社団法人全国住宅産業協会

一般社団法人全国浄化槽団体連合会

一般社団法人全国タイル業協会

一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会

一般社団法人全国木材組合連合会

一般社団法人全国木造住宅機械プレカット協会

一般社団法人全日本建築士会

一般社団法人都市環境エネルギー協会

一般社団法人日本空調衛生工事業協会

一般社団法人日本建設業経営協会

一般社団法人日本建設業連合会

一般社団法人日本建設躯体工事業団体連合会

一般社団法人日本建設組合連合

一般社団法人日本建築あと施工アンカー協会

一般社団法人日本建築協会

一般社団法人日本建築構造技術者協会

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

一般社団法人日本シヤッター・ドア協会

一般社団法人日本住宅協会

一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会

一般社団法人日本設備設計事務所協会

一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会

一般社団法人日本ビルヂング協会連合会

一般社団法人日本膜構造協会

一般社団法人日本免震構造協会

一般社団法人日本木造住宅産業協会

一般社団法人日本ログハウス協会

一般社団法人不動産協会

一般社団法人不動産流通経営協会

一般社団法人プレハブ建築協会

TEL：03-3291-0881　FAX：03-3291-0885　http://www.jh-a.or.jp/
住生活月間実行委員会事務局 （一般社団法人日本住宅協会内）お問い合わせ先

今の住まいや暮らしは、次の世代へとつづいていくもの。
もっと安心で、人と環境にやさしく、住みやすく、
みんなにとって理想の住まいが日本中に広がるように
考えてみませんか？

10月は「住生活月間」。
さまざまなイベントや関連行事を通して
住生活を考え、意識を高め合う月間です。

住生活月間とは？
「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
イベントを行って、普及・啓発を図るキャンペーン
月間。「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。

住生活に関する話は

住まいの情報発信局
http://www.sumai-info.jp/

1年に1度、
住まいや暮らしを見つめ直す。
「住生活月間」です。
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「住まい」を考えることは、未来をつくること。

住宅性能表示制度や信頼できる住まいの情報はこちらへ

http ://www.sumai - info.jp

後援（予定）：内閣府、警察庁、消防庁、文部科学省、厚生労働省、林野庁、経済産業省、環境省、　　　、一般社団法人日本新聞協会、一般社団法人日本民間放送連盟
主催：国土交通省・地方公共団体・住生活月間実行委員会

10月は住生活月間

（以上95団体）平成26年9月1日現在

詳しくは、国土交通省ホームページに掲載されている「イベント・シンポジウム」をご覧ください。



住生活月間関連行事
独立行政法人都市再生機構

①大 阪 会 場 【日時】平成26年10月16日（木）
【会場】テイジンホール（大阪市中央区）

②東 京 会 場 【日時】平成26年10月22日（水）
【会場】津田ホール（東京都渋谷区）

平成26年度UR技術・研究報告会
テーマ：まちを、元気にする チカラ。～知恵と技で新たな価値を～

UR都市機構が実施したプロジェクト、調査研究等の報告のほか、外部有識者
による特別講演を予定しています。

一般社団法人リビングアメニティ協会
住宅部品点検の日シンポジウム
テーマ：住まい手に安全で快適な住生活を送っていただくために
【日時】平成26年10月1日（水） 13:20～16:40
【会場】すまい・るホール（住宅金融支援機構本店1階／東京都文京区）
【後援】国土交通省、経済産業省、消費者庁
元東京海洋大学教授佐藤吉信氏による基調講演、東京都市大学准教授
信太洋行氏による研究報告及び協賛団体の点検事例報告を行います。
詳細はHPにて http://www.alianet.org

日本室内装飾事業協同組合連合会
住生活月間協賛インテリアリフォームキャンペーン
【期間】平成26年10月1日（水）～31日（金）
【会場】北海道から沖縄まで47都道府県の49組合所在地で開催
インテリアリフォームの無料相談会
詳細はHPにて http//www.nissouren.jp

詳細はHPにて http://www.j-reform.com

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
住宅の長寿命化リフォームシンポジウム

【日時】平成26年10月28日（火） 13:30～16:30
【会場】すまい・るホール（住宅金融支援機構本店1階／東京都文京区）
明治大学 園田眞理子教授による基調講演の他、パネルディスカッションを
開催します。　

テーマ：長く優しく住むためのリフォーム
　　　 ～超高齢社会の住まいと住まい方～

一般財団法人住宅生産振興財団・日本経済新聞社
第26回住生活月間協賛まちなみシンポジウム

【日時】平成26年10月24日(金) 13:00～16:30
【会場】すまい・るホール（住宅金融支援機構本店1階／東京都文京区）
【後援】(予定)国土交通省、(独)住宅金融支援機構、(独)都市再生機構

テーマ:海外で活かされる日本のまちづくり

詳細はHPにて http://www.machinami.or.jp

一般財団法人住宅金融普及協会
すまいアドバイザーのための住宅セミナー

詳細はHPにて http://www.sumai-info.com

【日時】平成26年10月15日(水) 13:30～16:00　
【会場】すまい・るホール（住宅金融支援機構本店1階／東京都文京区）

テーマ:(1)これからの住まいづくり
　　　 (2)安心できる資金計画

住宅ローンアドバイザーの方や住宅メーカー、住宅販売、生損保の営業担当
者の方に役立つ情報を提供します。

作家・百田尚樹氏による特別記念講演、表彰式

一般社団法人全国木材組合連合会
第49回全国木材産業振興大会

詳細はHPにて http://www.zenmoku.jp

【日時】平成26年10月15日（水） 午後
【会場】東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内）

一般財団法人住まいづくりナビセンター

詳細はHPにて http://www.sumanavi.info

【日時】平成26年10月11日（土） 13:00～14:30
【会場】住まいづくりナビセンター（東京都中央区）

設計事務所に依頼したいと考えている方向けの講座
①聞いてみよう! 設計事務所の住まいづくり

【日時】平成26年10月25日（土） 13:00～14:00
【会場】住まいづくりナビセンター（東京都中央区）

初めて一戸建ての新築・建替えを計画中の方向けの講座

※以上の他、一般の方向けに各種イベントを開催します。

②確かに聞きたい! 家づくりの全て

未来を描く気持ちで、
ひとつひとつ。
さまざまな取り組み。

これからの災害に備えて
国民が安心して暮らせるよう、耐震診断・耐震改
修を促進し住宅の耐震化をすすめます。さらに、
エレベーターや天井の地震時の安全性向上など、
安全な住まい・まちづくりのための取組を総合的
に推進し、災害に負けない未来をめざします。

安心・安全の確保
ゼロ・エネルギー住宅

「省エネ」と「創エネ」の組み合わせで、年間の一次
エネルギー消費量が差し引きゼロとなる「ゼロ・
エネルギー住宅」など、新しい工夫のある住宅に
着目。環境に大きな影響のある「住宅」から地球に
やさしく、暮らしにも役立つ対策を推進していき
ます。

環境対策の推進

スマートウェルネス住宅
お年寄りが安心できる見守りサービスを提供する
「サービス付き高齢者向け住宅」や、多様な生活支
援サービスを行う施設などの整備への支援を通じ
て、お年寄りや障がい者、子育て世代など多様な世
代が交流しながら安心して健康に暮らすことがで
きる「スマートウェルネス住宅」やまちづくりを推
進します。

豊かな暮らしの実現
住宅市場から環境を整える
長くすこやかに暮らせる住まいをもっと増やすに
は、今ある中古住宅の活用・流動化が重要です。耐
震性の向上や省エネルギー対策など、中古住宅の
質の向上を図る長期優良住宅化リフォームに対す
る支援などにより、中古住宅活用のための市場環
境の整備を促進します。

快適さの持続

多世代循環型社会の実現
～高齢者や子育て世代が魅力を感じる社会のあり方～

【日　　時】
【会　　場】

【主　　催】
【後　　援】

平成26年10月22日（水）13：30～16：00
（独）住宅金融支援機構「すまい・るホール」

住生活月間実行委員会
国土交通省

住生活月間フォーラム

第26回住生活月間中央イベント スーパーハウジングフェア in 広島

〈会場へのアクセス〉
●JR総武線水道橋駅西口下車 徒歩3分
●都営地下鉄大江戸線飯田橋駅下車 徒歩3分
●都営地下鉄三田線水道橋駅下車 徒歩5分
●東京メトロ丸の内線・南北線後楽園駅下車 徒歩7分
●東京メトロ有楽町線・東西線飯田橋駅下車 徒歩10分

テーマ

家族がうれしい！「省エネ住宅」最前線！
―【健康】＆【お得】な長く愛される住まい―

テーマ

〈会場へのアクセス〉
●JR広島駅より
　路面電車の5番の広島港行き乗車、南区役所前下車 徒歩3分
●広島バスセンターより
　県庁前から7番（市役所前経由）または23番（八丁堀経由）の大学病院
　方面行きバス乗車、皆実町1丁目（南区役所前）下車 徒歩3分

【日　　時】
【会　　場】

【主　　催】
【後　　援】

【同時開催】

平成26年10月11日（土）・12（日）10：00～17：00
広島県立広島産業会館・西展示館

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、
広島県、広島市（予定）
ひろしま住宅・建築フェスティバル2014

広島市南区比治山本町16-31

住まいのことをもっと知ってもらうための
イベントを全国各地で開催！
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ください

家族の笑顔が溢れる最新の省エネ住宅について、楽しいパネルやアニメーション映像で紹介します。

関連行事は他にもあります。詳細は「住生活月間実行委員会」オフィシャルサイトでご覧いただけます。 http://www.jh-a.or.jp/jyuuseikatu/top.html
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三浦展氏による基調講演のほか、パネルディスカッションを開催します。

※詳細は
http://www.Jutaku-sumai.jp

テーマ：安全・安心・住環境の向上
○最近の行政の動向と協会の取組み
○継続できる賃貸経営をするための対策

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
第11回賃貸住宅オーナーのための住環境向上セミナー

経験豊富な講師陣が、賃貸住宅の経営・運営管理に役立つ最新情報を提供します。
詳細はHPにて http://www.jpm.jp

【期間】10月中
【会場】全国55会場
【後援】国土交通省、各都道府県、各市町村等

詳細はHPにて http://www.npo-sjf.com

NPO法人 消費者住宅フォーラム
賢い住まいづくり講座

②杉 並 会 場 【日時】平成26年10月26日（日） 13:30～16:30
【会場】杉並区あんさんぶる荻窪（JR荻窪駅 徒歩3分）

①板 橋 会 場 【日時】平成26年10月25日(土) 13:30～15:00
【会場】板橋区仲宿地域センター
　　　  (都営三田線板橋区役所前駅 徒歩7分)

□都市・住宅団地の再生に関する調査研究発表会
主催 公益財団法人アーバンハウジング
http://www.urban-housing.or.jp

□第31回住まいのリフォームコンクール表彰式・作品発表会
主催 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
http://www.chord.or.jp

□第50回全国不動産会議・愛媛県大会
主催 公益社団法人全日本不動産協会
http://www.zennichi.or.jp

□第17回「木の家・こんな家に住みたい」作文コンクール表彰式
主催 一般社団法人日本木造住宅産業協会
http://www.mokujukyo.or.jp

□耐震技術認定者講習会
主催 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
http://www.mokutaikyo.com

□マンション管理基礎セミナー
主催 公益財団法人マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp


