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§ 就任のご挨拶

 一般財団法人 都市みらい推進機構理事長　　　
 田畑　昌行　　　

　５月 30 日付けで都市みらい推進機構理事長に就任いたしました。就任に当たり一言ご挨拶を申し

上げます。

　当機構は、創設以来、一貫して賛助会員をはじめとする民間の技術と経験を活かして、地域社会と調

和した活力あるまちづくりを推進することを目指して、全国でまちづくりの支援を行ってまいりました。

近年、人口減少・少子高齢化による社会構造の変化、地球環境問題の顕在化などまちづくりを取り巻く

環境は大きく変化しています。また、東日本大震災を契機に災害に強いまちづくりに対する意識も高まっ

ています。これらの変化に対応して国や地方公共団体のまちづくり施策も、コンパクトシティ、低炭素

都市づくり、都市の成長戦略、防災対策などの課題が大きく意識されるようになっています。

　当機構は、これまでの多彩なまちづくり支援の経験とその中で培った知識・情報を基礎に据えつつ、

新たな動向を踏まえたまちづくりの課題に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

　当機構の活動に皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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都市みらい通信 IFUD LETTER

§ 平成 24 年度土地活用モデル大賞募集のご案内

　都市みらい推進機構では、土地の有
効活用や適切な維持管理に取り組み、
土地活用の模範的事例、「成功モデル」
となる事例を募集し、優れた事例につ
いて「国土交通大臣賞」をはじめとす
る表彰を行い、優れた土地活用を全国
的に紹介しその普及を図ることを目的
に、毎年「土地活用モデル大賞」を開
催しています。
　今年度も国土交通省後援により土地
活用モデル大賞を開催いたします。

　６月 12 日（火）に、第１回土地活用
モデル大賞審査委員会を開催し、今年度
の実施要領、募集要領および実施スケ
ジュールを決定いたしました。

　今年度の土地活用モデル大賞の実施
スケジュールは以下のとおりとなりま
す。

　・エントリー締切　　　：７月 26 日（木）
　・応募締切　　　　　　：８月 10 日（金）
　・１次審査　　　　　　：８月下旬
　・１次審査結果公表　　：９月上旬
　・現地調査　　　　　　：９月上旬～下旬
　・最終審査　　　　　　：10 月上旬
　・表彰式　　　　　　　：10 月 22 日（月）

　募集要領・応募書類一式は当機構のHP（下記のURL）から入手できます。
　URL：http：//www.toshimirai.jp/tochi_model/tochi_model_2012.html

　土地活用の模範的事例、「成功事例」となる事例がありましたら、是非とも応募お願いいたします。
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§ 合同意見交換会の開催

　都市みらい推進機構、アーバンインフラ・テクノロジー

推進会議（UIT）及び都市地下空間活用研究会の三者合

同による「国際展開についての国土交通省との意見交換

会」を、６月１日（金）都市計画会館会議室において 40

名のご参加を頂き開催いたしました。

　この意見交換会は、昨年２月25日に開催した「国際展開・

官民連携についての国土交通省との意見交換会」に引き

続き、今回は第２回目の意見交換会となります。

　国土交通省・都市局からは、都市計画課　渡邉浩司都

市計画調査室長、深江良輔技術企画・環境保全係長、街

路交通施設課　河野俊郎整備室長、高峯聡一郎連続立体

交差係長の４名のご出席を頂き、前半は都市局の国際展

開の取組についてご講演、その後は参加された方々との

意見交換を行いました。

　前半のご講演では、都市局の国際展開の取組について、

PPT等を使用して下記の内容で説明をしていただきまし

た。

　・�都市開発・都市交通分野における国際展開と技術協

力について

　・�国土交通省成長戦略における都市交通・都市開発分

野の国際展開の位置づけ

　・ブラジル都市交通セミナーの開催結果の概要

　・ベトナム都市開発セミナーの開催結果の概要

　・�都市分野における国際展開方策に関する検討調査業務について

　また、都市交通システム等に関する海外展開を、官民の連携により協力に推進するため、（仮称）

都市計画交通システム海外展開研究会の設立や、海外展開に関する情報提供のための（仮称）都市局

関係海外展開情報ネットワークの構築の準備を進めているとのことでした。正式に決定しましたら

IFUDレター等でご連絡いたします。

　その後、参加者との活発な意見交換が行われ、盛況裡に意見交換会は終了いたしました。
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§ 都市地下空間活用研究会　第 26 回評議員会及び
　 第 25 回定時総会開催

第 26 回評議員会
　去る６月５日（火）都市地下空間活用研究会の第 26 回評議
員会がアルカディア市ヶ谷で開催されました。
　黒川会長代行が議長をつとめられ、第１号議案平成 23 年度
事業報告及び収支決算（案）は、事務局より報告・説明後、塩
川英治監事から、会計及び業務監査の結果について報告があり、
審議の結果、原案通り承認されました。続いて、第２号議案平
成 24 年度事業計画及び収支予算（案）について、事務局より
説明があり、審議の結果、原案通り承認されました。
　また、第３号議案役員の選任（案）について、事務局より資料に基づき説明があり、出席評議員が
了解されました。ここで、伊藤会長より、会長が特別顧問に、黒川会長代行に新会長をとの提案があ
り、全員異議なく承認されました。
　なお、議事録署名人には、川村評議員、久保評議員が選出されました。

第 25 回定時総会
　去る６月５日（火）の 14 時 30 分から、都市地下空間活用研
究会の第 25 回定時総会がアルカディア市ヶ谷で開催されまし
た。
　伊藤滋会長の挨拶、国土交通省都市・地域整備局都市計画課
の中村施設計画調整官のご挨拶をいただきました。
　第１号議案平成 23 年度事業報告及び収支決算（案）は、事
務局より報告・説明後、塩川英治監事から、会計及び業務監査
の結果について報告があり、審議の結果、原案通り承認されま
した。続いて、第２号議案平成 24 年度事業計画及び収支予算
（案）について、事務局より説明があり、審議の結果、原案通
り承認されました。
　続いて、第３号議案役員の選任（案）についてでは、評議員
会で承認された案が報告され、新会長に黒川会長代行、伊藤会
長が特別顧問に、評議員は留任する案の説明があり、全員異議
なく承認されました。
　また、会員から地下関連の国内の他団体との連携強化についての提案があり、事務局で対応するこ
ととなりました。
　なお、議事録署名人は白根氏、二口氏が選出されました。
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§ アーバンインフラ・テクノロジー推進会議　
　 第 41 回評議員会・第 25 回総会及び定例講演会他の開催

　アーバンインフラ・テクノロジー推進会議（UIT）では、６月５日にアルカディア市ヶ谷において

評議員会及び総会を開催し、それぞれ各議案について審議いただき、第１号議案から第４号議案につ

いては事務局原案通りご承認をいただきました。

　第５号議案役員改選については、会長にUIT 展示委員長の黒川洸氏が、最高顧問に現会長の伊藤

滋氏が満場一致で承認されました。

UIT 議案

　第１号議案　平成 23 年度事業報告（案）　

　第２号議案　平成 23 年度収支決算報告（案）　

　第３号議案　平成 24 年度事業計画（案）

　第４号議案　平成 24 年度収支予算（案）

　第５号議案　役員改選について

　UITの総会の後に第１回定例講演会を開催し、当推進会議の会長である伊藤滋早稲田大学特命教授

に、「東京の防災」と題して「東京都心高度防災計画」、「国際対応型高度防災計画の方針」、「都心市

街地の防災計画」を中心に詳しくご講演いただきました。

　講演終了後には、国土交通省の方々にもご参加いただき、会員の方々との意見交換会を開催し、盛

況裡に終了いたしました。
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§ 機構の活動状況

日 ５月 日 ６月
８ 震災復興WG １ 国際展開についての国土交通省との意見交換会
23

～

25
自治体総合フェア出展 ８ 第６回震災復興支援WG

12 平成 24 年度土地活用モデル大賞第１回審査委員会

19 プロジェクト説明会＜柏の葉スマートシティプロ
ジェクト＞

【機構関係諸団体】
《都市地下空間活用研究会》

８ 企画運営小委員会 １ 国際展開についての国土交通省との意見交換会
８ 三菱地所打合せ ５ 第 26 回評議員会、第 25 回通常総会、講演会＆意見交換会
９ 地下利活用検討分科会リーダー会 ６ 地下防災勉強会打合せ
10 国土交通省街路施設課説明 19 八重洲再開発協議会説明
11 土木学会計画委員会成果報告
14 土木学会地下空間委員会
15 地下研コアメンバー会
17 八重洲・京橋・日本橋地区分科会WG
18 企画運営委員会
28 監査
30 八重洲・京橋・日本橋地区分科会WG尾島研究室打合せ

《アーバンインフラ・テクノロジー推進会議》
１ 国際展開についての国土交通省との意見交換会
５ 第 41 回評議員会、第 25 回通常総会、講演会＆意見交換会

19 第２回都市基盤施設整備見学会＜柏の葉スマートシ
ティプロジェクト＞

《まちづくり情報交流協議会》
11 平成 23 年度監査 28 第２回企画運営委員会
22 第１回企画運営委員会

Ｆ

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

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。

住所 東京都文京区関口１－２３－６
プラザ江戸川橋ビル２０１号

電話 ０３－５２６１－５６２５
ＡＸ ０３－５２６１－５６２９

・都市再生整備計画事業支援
・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
・エリアマネジメント企画　他

ホームページもご覧下さい 

都市みらい推進機構（一財）


