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■令和２年度街なか再生助成金 助成事業が決定しました 

本助成金については、今年の２月１日から３月３１日及び６月１日から７月３１日まで募集を

行ったところ、全国より５件のご応募をいただきました。 

応募いただいた全ての事業を確認し、選考委員会による厳正な審査を行った結果、以下の３事

業に対して助成することを決定しました。 

  詳しくは、ホームページ（https://www.sokusin.or.jp/town/subsidy.html）をご覧ください。 

事業名 団体名 市区町村 

気仙沼市役所周辺地区における跡地活用

と周辺地区の街づくり事業 
合同会社気仙沼八日町まちづくり 

宮城県 

気仙沼市 

令和 2 年度新三郷駅東口周辺地区土地区

画整理事業事業推進業務 

新三郷駅東口周辺地区土地区画整理協

議会 

埼玉県 

三郷市 

「伊勢の台所」河崎の町並み継承を！歴

史的町屋・蔵の活用”継続”に関する検討

事業 

伊勢河崎本通り活性化会議 
三重県 

伊勢市 

 

■令和 2 年度民間事業者研究会 活動がスタートしました 

当機構理事長直属の調査・研究機関である「民間事業者研究会」の令和２年度総会が、９月１１

日（金）に開催され、令和２年度の活動がスタートしました。 

これまでの経緯等は以下のとおりです。 

◆令和２年度民間事業者研究会への参加募集 

  募集期間：令和元年６月２９日（月）～７月１７日（金） 

結  果：参加企業数 ２０社（昨年度と同じ）、分科会参加者１８社・３４名 

 

機構だより （令和２年９月号） 

発行：公益財団法人区画整理促進機構 
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◆事務局と幹事長他との協議 

日 時：令和２年７月２７日（月）11：00～12：00 

場 所：機構会議室 

議 事：①総会等の開催方針、②令和 2 年度活動方針、③分科会の運営方針、④令和 2 年度予算

編成方針等 

・髙橋会長及び参加各社の意向を聞いた上で、総会の開催方法や活動方針等について 

幹事会で決定することとなりました。 

なお、懇談会は中止の方向で調整することとなりました。 

◆令和２年度第 1 回幹事会 

日 時：令和２年８月２４日（月）13：00～15：00 

場 所：機構会議室 

議 事：①総会等の開催方針、②令和元年度活動報告案、③令和 2 年度活動方針、④総会等の進

め方と役割分担、⑤次回幹事会の日程 

    ・総会を９月 11 日（金）、主婦会館で開催することとし、欠席者には議決権行使書か 

     委任状の提出を求めることとしました。 

    ・令和元年度活動報告書及び令和元年度会計報告案が承認されました。 

    ・令和 2 年度活動方針案については、アンケート結果を踏まえて議論し、小川幹事長が

とりまとめることとなりました。 

◆令和２年度第１回役員会 

日 時：令和２年９月１１日（金）16：00～16：50 

場 所：主婦会館プラザエフ８階スイセン（千代田区） 

議 事：①令和元年度活動報告（案）事前説明 

・特に意見無く承認 

②令和２年度活動方針（案）事前説明 

・特に意見無く承認 
役員会の様子 
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◆令和元年度活動報告会 

日 時：令和２年９月１１日（金）17：00～17：30 

場 所：主婦会館プラザエフ ７階カトレア（千代田区） 

参加者：３３名（民間研１１社２３名、国土交通省３名、事務局７名） 

内 容：令和元年度分科会座長の㈱相鉄アーバンクリエイツの若狭和大氏から、令和元年度の 

分科会活動概要について報告しました。 

 

 

 

 

◆令和２年度総会 

日 時：令和２年９月 11 日（金）17：30～18：00 

場 所：主婦会館プラザエフ ７階カトレア（千代田区） 

参加者：３４名（民間研１２社２４名、国土交通省３名、事務局７名） 

議 事：今回は新型コロナウィルス感染症問題があり、 

  参加２０社中、１３社が参加予定、４社は議決 

  権行使書による書面表決、３社は議長への委任 

  状提出という形で総会を実施しました。 

はじめに髙橋俊之会長及び当機構小前繁理事長、来賓の 

国土交通省都市局市街地整備課菊池雅彦課長から挨拶を 

いただきました。その後議事に入り、議案第１号「令和元 

年度活動報告」、議案第２号「令和２年度活動方針」がそれぞれ承認されました。その後、 

令和元年度分科会座長を務められた若狭和大氏に感謝状が贈呈されました。 

※総会で決定された令和２年度の活動方針等については、当機構ホームページの民間 

 事業者研究会のページをご覧ください。 https://www.sokusin.or.jp/study/ 

報告者 若狭和大氏 

高橋会長 小前理事長 菊池課長 

感謝状贈呈の様子 

活動報告会の様子 
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■全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議の令和２年度総会・勉強会が 

  開催されました 

令和２年９月７日（月）、アットビジネスセンター東京駅八重洲通り（東京都中央区）において、

令和２年度「全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議 第１４回総会・第２６回勉強会」が開催さ

れました。当会議は、全国のまちづくり会社等の団体（現在５１社）が情報共有や意見交換をできる

場として、平成１９年に設立され、促進機構は設立から継続して当連絡会議事務局の支援を行ってい

ます。今年度の総会・勉強会は、新型コロナウィルスの影響を勘案し、規模を縮小しての開催となり

ました。会場への参集を幹事会社、来賓、事務局に絞り、会員の皆様は web(Zoom によるオンライン

配信)での参加とさせていただきました。 

総会では、日野二郎会長、国土交通省都市局まちづくり

推進課公民連携推進室栗田泰正室長からご挨拶を頂戴し

た後、議案１号令和元年度事業報告及び決算、議案２号震

災に伴う年会費減免、議案３号令和２年度事業計画及び収

支予算、議案４号令和２年度役員選出について審議され、

承認・議決されました。 

総会終了後には第２６回勉強会が開催され、国からの情

報提供として、①国土交通省都市局まちづくり推進課官民

連携推進室並河洋一課長補佐から「新型コロナ危機を契機

としたまちづくりの方向性と、その他情報提供」、②経済

産業省中小企業庁経営支援部商業課船渡優太係長から「ポ

ストコロナを見据えた新たな商店街施策について」、③内

閣府地方創生推進事務局土橋仁参事官補佐から「内閣府か

らの情報提供について」、と題してご講演いただきました。 

ご講演後、Zoom を活用し、オンラインによる各会員会社

のコロナ対応事例紹介や、講演への質疑応答、意見交換が

行われました。 

日野二郎会長 栗田泰正 
公民連携推進室長 

会場の様子 

オンライン会議の様子 
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総会・勉強会の詳細は、全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議のホームページに掲載されてい

ます。（http://www.machikaigi.jp/index.html） 

閲覧には当連絡会議へご入会いただく必要がありますので、ご入会をお願いします。 

 

■１１月に神戸市で「区画整理と街づくりフォーラム 2020」を開催します  

「区画整理と街づくりフォーラム」は、土地区画整理事業や街づくりに関わっておられる方々に

よる日頃の研究成果等の発表を通じて多様な技術・ノウハウを相互に伝達すること、講演やパネル

ディスカッション等により土地区画整理事業や街づくに関する最新の情報を共有することを目的に

２年に 1 回開催しているものです。（主催：区画整理と街づくりフォーラム実行委員会（当機構含む

７団体）、共催：１団体、後援予定：国土交通省、兵庫県、神戸市） 

今回は、下記の通り、令和２年１１月に神戸市で開催いたします。新型コロナウィルス感染症対策

も講じての開催です。皆様の御参加をお待ちしております。 

***********  区画整理と街づくりフォーラム 2020 の開催概要 ********** 

開催日 ： 令和２年１１月１２日（木）・１３日（金） 

場 所 ： 神戸市産業振興センター（神戸市中央区東川崎町１丁目８番４号） 

        ※次ページの会場案内図参照 

テーマ ： 持続可能で地域価値を高めるまちづくり 

プログラム：  

○１日目（１１月１２日（木）） 会場：３階ハーバーホール 

時  間 内  容 

12：15～ 受付 ３階 

13：00～13：30 挨拶、論文発表会の概要説明 

◇優秀論文表彰式等 

13：30～17：40 

 

①優秀論文３編発表＋質疑 

 ― 休憩時間（20 分）― 

②招待論文３編発表＋質疑 

  ※18:00 からの意見交換会は中止となりました 
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○２日目（１１月１３日（金）） 会場：３階ハーバーホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●参加申し込み及びお問い合わせは、下記ホームページ、メールよりお願いします。 

https://www.ur-lr.or.jp/forum/   e-mail:forum2020@ur-lr.or.jp 

 

 

 

 

 

 

  

時  間 内  容 

9：30～ 受付（前日出席されなかった方のみ） ３階 

9：50 開会 

9：50～10：00 開催地挨拶（神戸市長） 

10：00～10：50 

基調講演 

「市街地整備 2.0 と「ニュー・ノーマル」に対応したまちづくり 」 

  国土交通省大臣官房技術審議官（都市局担当） 予定 

11：00～11：50 

特別講演 

「ウォーカブルなまちづくりの実践～愛媛県松山市～」 

  松山市長  野志 克仁  

11：50～13：10 お昼休み（昼食は各自にて） 

13：10～15：10 

パネルディスカッション 

テーマ「持続可能で地域価値を高めるまちづくり」  

【コーディネーター】 

岸井 隆幸 日本大学特任教授 

【パネリスト】 

泉  英明 (有)ハートビートプラン代表取締役 

  小浦 久子 神戸芸術工科大学 教授 

  馬場 正尊 東北芸術工科大学 教授   

15：10 閉会 

15：20～15：50 表彰式（街づくり区画整理協会による会長賞、功労賞） 

会場案内図 

神戸市産業振興センター 

   神戸市中央区東川崎町１丁目８番４号 

        （神戸ハーバーランド内） 

  電話 ０７８－３６０－３２００ 代表 

 （交通のご案内） 

   ＪＲ「神戸」駅から 徒歩約５分。 

   阪神電鉄「西元町」駅から 徒歩約５分。 

   神戸高速鉄道「高速神戸」駅から 徒歩約８分。 

   市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅から 徒歩約５分。 
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■人事異動情報（令和２年６月３０日～９月１日） 

国土交通省 都市局 市街地整備課関係 

新 所 属 氏 名 旧 所 属 

（Ｒ２．６．３０付） 

都市安全課都市防災対策企画室長 
 

市街地整備課再開発事業対策官（併）復興庁
統括官付 

辞職（住友不動産（株）） 
 

辞職（独立行政法人都市再生機構） 

退職 

 
（Ｒ２．７．１付） 

都市計画課開発企画係長（併）市街地整備課 
 

市街地整備課融資企画係長（併）大臣官房 
社会資本整備交付金等総合調整室 

 
（Ｒ２．７．２１付） 

大臣官房技術審議官（併）都市局 

市街地整備課長（併）復興庁統括官付 

市街地整備課市街地整備制度調整室 
課長補佐 

総務課予算第三係長 

市街地整備課予算係長 

 
（Ｒ２．９．１付） 

市街地整備課区画整理係長 

総合政策局海外プロジェクト推進課付 

市街地整備課企画係長 
 

 

浦口 恭直 
 

谷山 拓也 
 

中川 洋鷹 
 

岡田 拓也 

下舘 知也 

 
 

菅 一智 
 

澤﨑 貴則 
 

 
 

渡邉 浩司 

菊池 雅彦 

中村 徹 
 

上林 新 

井﨑 俊佑 

 
 

工藤 文也 

青山 琢人 

赤松 諒亮 

 

市街地整備課再開発事業対策官（併）復興庁
統括官付 

住宅局総務課民間事業支援調整室 
企画専門官 

都市計画課開発企画係長（併）市街地整備課
市街地整備制度調整室 

市街地整備課融資企画係長 

市街地整備課区画整理係長 

 
 

住友不動産（株）都市開発事業本部 
開発企画事業所 

独立行政法人都市再生機構都市再生部 
事業管理第２課主査 

 
 

市街地整備課長（併）復興庁統括官付 

国土政策局地方振興課長 

市街地整備課市街地整備制度調整室 
課長補佐（併）まちづくり推進課 

市街地整備課予算係長 

大臣官房人事課 

 
 

観光庁観光戦略課政策第二係長 

市街地整備課企画係長 

首都高速道路株式会社本社更新・建設部 

プロジェクト推進課 

 

 

 

 

 

 

 

◆お問い合わせ先◆ 

公益財団法人区画整理促進機構 

〒102-0084 東京都千代田区二番町 12-12  B.D.A.二番町ビル２階 

電話：03-3230-4513 ＦＡＸ：03-3230-4514 

ＨＰアドレス：https://www.sokusin.or.jp 

Ｅ-mail：mail@sokusin.or.jp 


