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§		平成 26 年度調査研究報告会、講演会及び意見交換会を開催

恒例の当機構調査研究報告会、講演会及び意見交換会を、今年度も 11 月 25 日（火）に市ヶ谷カ
ンファレンスセンターで開催いたしました。
当日は約 30 名の方々にご参加頂き、調査研究報告会では当機構が受託しています調査の概要の報
告、並びにまち交大賞、土地活用モデル大賞の受賞プロジェクトを紹介させて頂きました。引き続き、
講演会では国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進室長の中村氏から、「まちづくりの最近
の話題」と題してご講演を頂きました。その後、会場を移しての意見交換会では、日頃よりご指導
頂いております同省幹部の方々にも多数お集まり頂き、官民によるフリーな意見交換を頂きました。
その概要について報告致します。

１．調査研究報告会
（１）		最初に、当機構理事長の田畑よりご挨拶を申し上げ、引

き続き、専務理事の佐々木から、「平成 25 年度調査の全
体概要」についてご報告させて頂きました。

（２）		次に、主な受託調査、自主研究等から下記４点を選んで、
担当職員からご説明させて頂きました。
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①　大都市の国際競争力強化に向けた広報戦略に関する調査
―MIPIM2014 への東京パビリオン出展―	 企画調整部長　　原田

②　低炭素社会の実現、環境に配慮したまちづくりに関する調査	 開発調査部長　　小沢
③　第９回まち交大賞について	 開発調査部次長　森田
④　平成 26 年度土地活用モデル大賞について	 企画調整部次長　安藤

２．講演会
都市局まちづくり推進課官民連携推進室　中村室長から以下
の内容に関してご講演を頂きました。
①　改正都市再生特別措置法
②　官民連携によるまちづくりの推進

３．意見交換会
国土交通省都市局並びに土地・建設産業局の多数の来賓の
方々にお越し頂き、都市局都市計画課　榊課長から来賓のご挨
拶を頂いた後に、参加者による活発な意見交換が行われました。

§		アーバンインフラ・テクノロジー推進会議	
第 26 回技術研究発表会開催結果

第 26 回技術研究発表会を 11 月６日に丸ビルコンファレンス
スクエアにて「都市を再興する技術とマネジメント」をテーマ
に開催いたしました。
開会式では、当推進会議	黒川	洸	会長（東京工業大学名誉教

授）の挨拶に続き来賓を代表して、清水	喜代志　国土交通省
都市局街路交通施設課長よりご挨拶をいただきました。

◆発表
技術研究発表会では、「環境・エネルギー・防災」（8 編）「情報・
交通」（8 編）「都市の復興・まちづくり」（8 編）の 24 編の論
文発表に加え、「プロジェクト技術報告」（編）が行われました。

【黒川会長】

【発表会場の様子】

【清水街路交通施設課長】
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◆論文審査委員会
発表終了後に、別室の技術交流部会・論文審査委員会において厳正なる審査を行い、次の論文が
表彰されることになりました。

第 26 回技術研究発表会（論文）受賞一覧
A　環境・エネルギー・防災

受賞 № 所属 論文代表者名 発表者名 論文著者名

A02 清水建設（株） 坂井　康伸 同左

清水建設㈱  坂井　康伸
清水建設㈱  木全　宏之
清水建設㈱  西村　晋一
清水建設㈱  福武　毅芳
清水建設㈱  田地　陽一

タイトル
A01 ㈱エネルギーアドバンス 田中  一史 同左 ㈱エネルギーアドバンス　田中　一史　
タイトル

A03 清水建設（株） 長谷部　雅伸 同左

清水建設㈱  長谷部  雅伸
清水建設㈱　ファム  フック
清水建設㈱　今津  雄吾
清水建設㈱  佐川  隆之
清水建設㈱　桐山  貴俊

タイトル

B03 （株）日建設計総合研究所 安藤　章 同左
㈱日建設計総合研究所　安藤  章
㈱日建設計総合研究所　森川  高行
名古屋大学未来社会創造機構　剱持　千

タイトル

B02 鹿島建設（株） 中村　泰広 同左

鹿島建設㈱　中村  泰広
鹿島建設㈱　野呂  好幸
鹿島建設㈱　天野  和洋
鹿島建設㈱　岩田  理史

タイトル

B07 横浜市 山形　珠実 清水 裕之
横浜市　山形  珠実
横浜市　清水  裕之
横浜市　高橋  陽太

タイトル

C02 (独)都市再生機構 久野　暢彦 同左 (独)都市再生機構　久野　暢彦
タイトル
C05 中野区役所 石井　大輔 同左 中野区　石井　大輔
タイトル
C08 ㈱竹中工務店 坂口　佳史 同左 ㈱竹中工務店　坂口　佳史
タイトル

防災公園と老朽化公共施設の集約更新を一体整備するまちづくり

都市づくりにおけるストックとフローの関係性について

あべのハルカスにおける環境に配慮したまちづくり

奨励賞

奨励賞

奨励賞

新宿新都心地域冷暖房の新しい展開　-地域の低炭素化とレジリエンス強化に向けて－

大規模三次元津波解析による建物転倒被害メカニズムの考察

歩行者シミュレーションシステムを用いた施工中の歩行空間評価

優秀賞

奨励賞

奨励賞

杭頭絶縁基礎の開発

優秀賞

中山間地域におけるＩＣＴ活用型交通・医療統合サービスの実証

B　情報・交通

C　都市の再興・まちづくり
横浜市における持続可能な地域公共交通の実現に向けた取組

奨励賞

優秀賞

◆表彰式
閉会式では、高橋	洋二	論文審査委員長の講評に引き続き、優秀論文各賞受賞者が発表され、
黒川会長よりの賞状授与を行いました。

【黒川会長から受賞者へ賞状の授与】【高橋論文審査委員長】
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§		アーバンインフラ・テクノロジー推進会議	
第 21 回交流展示会開催結果

昭和 63 年の創立以来、産・学・官の交流を基本理念に、都市インフラ技術の開発・啓蒙・普及
と活用によって都市基盤整備の促進を図り、豊かな都市社会の実現に寄与することを目的に展示会
を開催して参りました。今年は、技術研究発表会と同じ会場である丸ビルにて、テーマを「都市を
再興する技術とマネジメント」として４日間開催しました。

１．主　催　　アーバンインフラ・テクノロジー推進会議
２．後　援　　	国土交通省、東京都、独立行政法人都市再生機構、	

一般財団法人都市みらい推進機構
３．日　時　　平成 26 年 11 月４日（火）～７日（金）
４．場　所　　丸ビルコンファレンススクエア　7F　8F
５．出展者
＜７階＞東京都／さいたま市／独立行政法人都市再生機構／公益社団法人日本交通計画協会／	

一般財団法人民間都市開発推進機構／小田急電鉄株式会社／鹿島建設株式会社／	
清水建設株式会社／大成建設株式会社／株式会社竹中工務店／東武鉄道株式会社／	
三菱地所株式会社

＜８階＞北海道北見市／石川県七尾市／山形県朝日町／静岡県清水町／福井県越前市／	
福岡県新宮町／北海道下川町／新潟県十日町市／愛知県碧南市／	
独立行政法人都市再生機構／公益社団法人日本交通計画協会

７階会場

8階展示
映像およびパネル展示
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§		平成 26 年度第２回講演会（平成 26 年 11 月６日開催）
第 26 回技術研究発表会の論文発表に引き続き、中村	英夫　国土交通省	

都市局	都市計画課	都市計画調査室長に「都市行政をめぐる最近の動きに
ついて」と題して、ご講演をいただきました。

【講演について】
日　時：平成 26 年 11 月６日（木）16 時 40 分～ 17 時 25 分
会　場：丸ビルコンファレンススクエア　Room4
　　　　（東京都千代田区丸の内 2-4-1）
演　題：『都市行政をめぐる最近の動きについて』
講　師：国土交通省	都市局	都市計画課	都市計画調査室長
　　　　中村	英夫　氏

【主な講演内容】
１．国土のグランドデザイン

高次地方都市連合の形成
小さな拠点
国土形成計画の見直し

２．都市再生特別措置法の改正
なぜコンパクトシティか？
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の概要
コンパクトなまちづくり…地適正化計画制度の意義・役割
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の概要
地方都市…現状と課題、政策の方向性
大都市…現状と課題、政策の方向性

３．まち・ひと・しごと創生
組織体制
基本方針
法案の概要

４．都市分野の海外展開
インフラシステム海外展開の目標
都市交通システムの海外展開戦略（都市局）
都市交通システム導入に向けたトップセールス
都市分野の海外セミナーの開催
（株）海外交通・都市開発事業支援機構による支援

５．新たな時代の都市マネジメント小委員会
これからの施策展開のイメージ
都市政策の手法の推移
都市政策の課題と今後の施策例
目指す都市像へのアプローチ

６．平成 27 年度予算要求
MIPIM	JAPAN の開催

中村室長

会場でのご発表の様子
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§機構の活動状況

日 １０月 日 １１月 日 １２月
16 都市基盤・情報発信検討調査打合せ（第３回） 25 平成 26 年度調査研究報告会、講演会、意見交換会 未定 都市基盤・情報発信検討調査打合せ（第４回）
17 「今後の市街地整備事業の在り方に関する検討会」（第６回） 16 立地適正化計画実務講習会

26 「今後の市街地整備事業の在り方に関する検討会」（第７回）

【機構関係諸団体】
《都市地下空間活用研究会》
1 ACUUS西安会 6 光ファイバー協会打合せ 2 地下利活コア会議
2 エンジニアリング協会 6 国交省打合せ 4～ 5 京都　地下鉄の水害リスクマネジメントセミナー
8 G空間打合せ 7 集営会講習会 10 早稲田大学オープンカレッジ
14~15 大阪 11 エンジニアリング協会ガイドブック委員会 15 地下シンポ委員会
15 早稲田大学オープンカレッジ 12 二水会 16 大阪分科会
17 国交省地下街打合せ 12 早稲田大学オープンカレッジ 18 事業部会・国際交流部会合同会議
17 環境省地下街説明 13 テレビ取材 18 地下防災勉強会&第 42 回定例懇話会
21 地下街打合せ 14 八重洲ＷＧ
21 地下シンポ委員会 20 地下防災
22 見学会（大谷石採掘跡地） 25 尾島研
23 千代田区打合せ 26 埼玉大学
23 IBS 講演会・国交省地下街打合せ 26 地下シンポ委員会
28 アスコ打合せ 27 大阪分科会幹事会
29 土木学会
29 エンジニアリング協会

《アーバンインフラ・テクノロジー推進会議》
10 第 26 回技術研究発表会・第 21 回交流展示会

開催案内および　参加申込受付開始 1 第 26 回技術研究発表会	梗概・論文
ホームーページ公開 11 技術交流部会

第 26 回技術研究発表会・第 21 回交流展示会　反省会

10
第 5 回官民連携による都市インフラの再構築研究会
講演会＜海外のインフラ事業における PPPの現状と課題＞
参加申込締切

4～ 7 第 21 回交流展示会

27 第 5 回官民連携による都市インフラの再構築研究会
講演会＜海外のインフラ事業における PPPの現状と課題＞ 6 第 26 回技術研究発表会

30 第 26 回技術研究発表会　参加申込締切

《まちづくり情報交流協議会》
6 まち交協議会	全国研修会（長岡市）
まちづくり講演会・講習会・意見交換会

7 まち交協議会	全国研修会（長岡市）	現地視察研修

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）


