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§ 社会資本整備総合交付金が創設されました
平成 22 年度政府予算において、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金等を原則
一括した新たな交付金として、「社会資本整備総合交付金」が創設されました。この社会資
本整備総合交付金は、地方公共団体が「活力創出」、
「水の安全・安心」、
「市街地整備」及び「地
域住宅支援」の各政策目標を実現するた
めに取り組まれる基幹的な社会資本整備
事業及び関連する社会資本整備やソフト
事業を総合的・一体的に支援する制度と
なっています。
これにより、従来まちづくり交付金の
対象となっていた市町村のまちづくりの
取り組みについては、社会資本整備総合
交付金の「市街地整備」分野における取
り組みとして引き続き支援されることと
なります。
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なお、社会資本整備総合交付金は、
地方公共団体が作成・提出する「社
会資本総合整備計画」に基づき交付
されることになりますが、既に従来
のまちづくり交付金を充てて行う事
業等を位置づけた計画（都市再生特
別措置法第 46 条に基づく都市再生
整備計画）を作成・提出する市町村
においては、当該計画をそのまま社
会資本総合整備計画とみなされ、社
会資本整備総合交付金の交付を受け
ることが可能です。また、今後、都
市再生整備計画を作成される場合も、当該計画を含む社会資本整備総合整備計画を提出すれ
ば社会資本整備総合交付金による支援を受けることができます。
社会資本整備総合交付金についての詳しい情報は、国土交通省のホームページ 1）に掲載
されていますのであわせてご参照ください。
1）

http://www.mlit.go.jp/（サイト内を「社会資本整備総合交付金」で検索すると最新の情報がご覧い
ただけます。）

§ 第 48 回通常理事会及び第 33 回評議員会の開催
去る３月 26 日、第 48 回通常理事会及び第 33 回評議員会を都市計画会館会議室において
開催いたしました。理事会及び評議員会ともに当機構理事長挨拶、国土交通省幹部の来賓挨
拶の後、議案が審議され、平成 22 年度事業計画（案）・収支予算（案）他の議案については
原案どおり議決、承認されました。
当日の議題は以下のとおりとなっております。
○理 事 会
議

案 １．平成 22 年度事業計画（案）及び収支予算（案）
２．評議員選任の件

○評議員会
議

案 １．平成 22 年度事業計画（案）及び収支予算（案）

報告事項 １．評議員選任の件
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§ 上大手町地下変電所及び丸の内二丁目地区熱供給地下プラント
見学会を開催（都市地下空間活用研究会）
去る３月 29 日に、東京電力㈱並びに丸の内熱供給㈱の
ご協力を得て、新しく建設された上大手町地下変電所並び
に丸の内二丁目地区熱供給地下プラントの見学会を開催し
ました。
平成 21 年４月にオープンした「日経ビル・JA・経団連
ビル」の地下部に位置する上大手町地下変電所の見学会で
は、設備投入口前で、周辺環境、設備の投入等について説
明を受け、地下に移動して近隣変電所の設備更新および将
来の需要要請の対応等のために建設された
経緯、区分所有等権利形態に関することや主
な工事概要（平成 22 年４月運開）、安全確保
などについて、詳細なご説明をいただき、そ
の後、B4F へ移動、変圧器・66KV 開閉設備、
B3F の 22kV 開 閉 室、B2F の 配 電 盤 室・ 冷
却塔配電室等を見学しました。
丸の内二丁目地区熱供給地下プラントの B2 配電盤室・冷却塔 B3
開閉設備
見学会では、丸の内パークビルの地下会議室
において、地域冷暖房に関する概要、丸の内熱供給㈱の 6 エリ
アのプラント概要、丸の内二丁目地区熱供給地下プラントの概
要の説明を受けたあと、プラ
ント内部を見学しました。
今回見学した二つの施設は
ともにビルの地下空間を大規
模に活用したものであり、見
学者は空間の広さにびっくり
した様子でした。

3

上大手町変電所部分

22kV 開閉室 B4 変圧器・66KV
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§ 機構の活動状況
日
1
2
4
16
26
26
31

3月
普天間飛行場跡地利用計画方針策定にかかる県民
フォーラム
普天間飛行場跡地利用計画方針策定にかかる有識者
懇談会
群馬県上野村意見交換
国土交通省成長戦略会議の福田委員（野村総合研究
所）にインタビュー
理事会･評議員会
第５回まち交大賞審査会（みらい、まち交協議会共同
開催）
法政大学の陣内秀信教授（イタリア研究の権威）と意
見交換

日

4月

7

中国定期借家推進機構の馬場理事長と意見交換

13

東京海洋大学の苦瀬副学長と意見交換

21

地下研主催合同講演会

【機構関係諸団体】
《都市地下空間活用研究会》
3
3
8
9

八重洲・京橋・日本橋分科会WG東電ヒヤリング
事業部会
情報化推進部会
大阪分科会調査

2
6
12
13

地下利活用検討分科会 W２M
地下利活用検討分科会 W１リーダー会
大深度勉強会
地下利活用検討分科会 W１

11

八重洲・京橋・日本橋分科会WG東ガスヒヤリング

13

大阪分科会幹事会

15

地下利活用検討分科会W３

16

大阪分科会

17

地下街耐震調査委員会

19

情報化推進部会

24

八重洲・京橋・日本橋分科会WG

21

地下研主催合同講演会

24

地下利活用検討分科会W２

22

八重洲・京橋・日本橋分科会 WG

25

大阪分科会リーダー会

28

企画運営小委員会

29

見学会

21
27

地下研主催合同講演会
21 年度会計監査

《アーバンインフラ・テクノロジー推進会議》
26

技術研究発表委員会

《まちづくり情報交流協議会》
26

第５回まち交大賞審査会（みらい、協議会共同開催）

§ 人事異動のお知らせ
【退任】（３月 31 日付）

【新任】（４月１日付）

開発調査部課長

加藤

淳

開発調査部課長

立花

美佳

開発調査部課長

樋口

俊幸

開発調査部課長

松村

聡

開発調査部課長

高橋

雄亮

（財）
都市みらい推進機構
住所

東京都文京区音羽２−２−２
アベニュー音羽３階
電 話 ０３−５９７６−５８６０
ＦＡＸ ０３−５９７６−５８５８

開発調査部課長

秋場

悠介

当機構は、「新しい都市拠点形成等の都市活性化に関
する総合的な調査・研究、情報・資料の収集等、民間
の技術と経験を活かしつつ、地域社会と調和した活力
ある都市づくりの推進を図ること」を目的として、昭
和６０年７月２９日に設立された財団法人です。

・まちづくり交付金事業支援
・都市拠点開発・都市再生支援
・中心市街地活性化支援
・低・未利用地有効活用支援 他

ホームページもご覧下さい
http://www.toshimirai.jp/
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