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住まいのまちなみコンクール表彰式・すまいのまちなみネットワーク総会

6 月 29 日（月）、第 10 回住まいのまちなみコンクー
ル表彰式及び第 7 回すまいのまちなみネットワーク
総会が品川プリンスホテルにて行われました。

来賓の国土交通省住宅局市街地建築課香山幹課長
と藤本昌也審査委員長のご挨拶の後、国土交通大臣
賞は国土交通省香山課長より、住まいのまちなみ優
秀賞 1 団体、住まいのまちなみ賞受賞 3 団体へは当

財団松本専務理事より表彰状が授与されました。（国
土交通大臣賞は財団主催の表彰式前の 6 月 12 日に
行われたまちづくりと景観を考える全国大会の表彰
式にて太田昭宏国土交通大臣より授与されておりま
したが、今回の表彰式に際し、改めて香山課長より
授与されたものです。）



6月 12日の全国大会にて
太田大臣より国土交通大臣賞が授与された

43団体 115名が参加したまちネット総会の様子
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表彰式の後、1 回から 10 回までの受賞団体か
らなる住民組織「すまいのまちなみネットワー
ク（まちネット）」の総会が、43 団体、115 名の
参加で開催されました。まちネットは、受賞団体
がこれまでに培ってきた、住まいのまちなみづく
りの活動の知恵を語り、他の住宅地の今後の活動
の参考となるような知見を得られる場として、住
まいのまちなみづくり団体同士の横のつながり

（ネットワーク）の構築のベースとなるもので、
総会は年 1 回開催されています。

まちネット総会では、受賞団体の活動の知恵
を整理した一般向けのテキストづくりの経過報告
と、コンクール審査委員の大月敏雄先生（東京
大学教授）に「「住み替え」と集住環境の持続性」
をテーマに、ご講演いただきました。まちネット
メンバーの 3 地区を対象に実施した調査を踏ま
え、開発時期をずらして建設された住宅団地にお
いて、団地内の住み替えがどのように進み、その
結果、まち全体の人口構成や機能構成がどのよう
に変化するかお話いただきました。今回調査した
地区以外にも、近居が増えているところもあり、
まちネットメンバーから集住環境を持続させる可
能性がみえてきました。

引続き行われた懇親会では、積極的に各団体同

士で情報交換が行われ、困っていることなども共
有することで、今後の活動のヒントを得られ、活
動意欲がさらに高まったようです。

第10回住まいのまちなみコンクール受賞団体
は以下のとおり

○国土交通大臣賞
姉小路界隈を考える会 / 姉小路界隈

（京都府京都市中京区姉小路通）

○住まいのまちなみ優秀賞
フォレステージ高幡鹿島台管理組合 /
フォレステージ高幡鹿島台（東京都日野市南平）

○住まいのまちなみ賞
尾崎のまちを考える会 / 尾崎地区

（兵庫県赤穂市尾崎）
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○住まいのまちなみ賞
学園木花台グリーンガーデン土地所有者会 /
学園木花台グリーンガーデン

（宮崎県宮崎市学園木花台南）

○住まいのまちなみ賞
特定非営利活動法人新屋参画屋 /
新屋表町通り（秋田県秋田市新屋表町）

第11回住まいのまちなみコンクール
「まちづくり月間」の行事の一環として、まち

づくり月間全国的行事実行委員会及び（一社）す
まいづくりまちづくりセンター連合会、当財団と
の共催で標記コンクールを本年度も開催いたしま
す。住民主体で戸建住宅を中心とした住まいのま
ちなみの維持管理活動を行っている団体からのご
応募をお待ちしております。

今回から主に下記の点について応募対象が変わ
りました。
◎ 30 戸以上や 10 年以上の活動実績等の応募要

件の緩和をします。 
◎スマートシティやスマートウェルネス住宅等の

新しい社会的課題に対応した先進的なまちなみ
づくりが行われている場合、活動期間は問いま
せん。

選考のポイント
①美しくアメニティの高い住まいのまちなみ景観

が形成されていること。
②多人数によるまちなみの維持管理活動が行われ

ていること。
③建築協定などまちなみのルールが合意されてい

ることが望ましい。
④維持管理活動ができるだけ長期に亘って継続的

に行われていること。
⑤住民組織の景観維持活動が初期の景観を育て、

より成熟させる方向での成果となっていること。
⑥街の再生に向かって努力していること。
⑦まちの課題に対する取組みが、他地域で同様の

課題に取組んでいる団体のモデルになりえてい
ること。

※詳細はHPをご覧下さい。（担当：松岡・石川）

後援：国土交通省、（独）住宅金融支援機構、（独）
都市再生機構、（一社）住宅生産団体連合会、（公
社）日本建築士会連合会、（一社）日本建築士
事務所協会連合会、（一財）ハウジングアンド
コミュニティ財団

協賛：旭化成ホームズ、サンヨーホームズ、ス
ウェーデンハウス、住友林業、積水化学工業、
積水ハウス、大和ハウス工業、トヨタホーム、
パナホーム、ミサワホーム、三井ホーム（株式
会社を省略、五十音順）

審査委員会（五十音順 / 敬称略）
審査委員長：藤本昌也（建築家 /（公社）日本建

築士会連合会名誉会長）
審査委員：上山良子（ランドスケープアーキテク

ト / 長岡造形大学名誉教授・前学長）、大月敏
雄（東京大学教授）、北尾靖雅（京都女子大学
教授）、清水喜代志（国土交通省大臣官房技術
審議官）、杉藤崇（国土交通省大臣官房審議官）
森まゆみ（作家・編集者）

表　　彰：国土交通大臣賞 1 点、住まいのまちな
み賞 4 点

※ 受賞 5 団体に対しては、維持管理活動の推進
のための調査検討経費 50 万円（1 団体・1 年
あたり）を 3 年間支援します。

応募期間：5 月 1 日（金）〜 8 月 31 日（月）
発　　表：平成 28 年 1 月
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評議員会、理事会開催
6 月 17 日、東京プリンスホテルにて、定時評

議員会（第 74 回）及び理事会（第 86 回）が開
催された。評議員会においては、髙橋会長の挨拶
があり、その後、議事として「平成 26 年度事業
報告及び収支決算承認」「平成 26 年度公益目的支
出計画実施報告書の報告」「役員選任」「評議員選
任」「平成 27 年度事業計画及び収支予算の報告」
の議案審議が行われた。

理事会においては、はじめに来賓の国土交通省
林田住宅生産課長からご挨拶があり、その後、議
事として「理事長等選任」「代表理事及び業務執
行理事による業務執行状況報告」「平成 27 年 6 月
1 日付みなし理事会決議の結果報告」「会員基準の
運用方針に関する件」について審議が行われた。

なお、評議員会及び理事会において、藤井理事
長、大野副理事長の再任、髙橋進会長の退任及び
三井康壽氏の会長新任が決定された。
「役員選任」「評議員選任」で決定後の現在の役

員等は別掲の通り。

評議員名簿（27.6.17）	
氏名 現職
樹下　英之 （独）住宅金融支援機構　理事
廣兼　周一 日本総合住生活（株）取締役社長
西山　　功 国立研究開発法人建築研究所　理事
井上　俊之 （一財） ベターリビング　理事長
内田　俊一 （一財） 建設業振興基金　理事長
髙田　光雄 （公社）都市住宅学会　会長
三井所清典 （公社）日本建築士会連合会　会長
藤本　昌也 建築家
上山　良子 ランドスケープアーキテクト

平成26年度	
公益目的支出計画実施報告提出
平成 27 年 6 月 1 日付みなし理事会、及び 6 月

17 日付定時評議員会で承認された「平成 26 年度
公益目的支出計画実施報告」を内閣府に 6 月 18
日付けで電子手続により提出を行った。

・着任　
6月1日付でパナホーム（株）より切貫秀行氏が、

7 月 1 日付で積水化学工業（株）より岸田博氏が、
事業部部長として着任した。
・退任

6 月 30 日付で企画部部長谷口修司氏（平成 20
年 10 月 1 日より 6 年 9 ヵ月間在職）がパナホー
ム（株）へ復帰した。

役員名簿（27.6.17）	 	
役職名 氏名 現職
会長 三井康壽 政策研究大学院大学客員教授
理事長

（代表理事） 藤井康照 パナホーム（株）取締役社長

副理事長
（代表理事） 大野直竹 大和ハウス工業（株）

取締役社長
専務理事

（業務執行理事）松本　浩 常勤

理　事 関口俊一 積水化学工業（株）
取締役専務執行役員

　〃 平林文明 積水ハウス（株）
取締役専務執行役員

　〃 竹中宣雄 ミサワホーム（株）
取締役社長

　〃 市川俊英 三井ホーム（株）取締役社長
　〃 金子　豊 日本経済新聞社常務執行役員

　〃 池田英輔 旭化成ホームズ（株）
取締役社長

　〃 島﨑耕造 サンヨーホームズ（株）
取締役常務執行役員

　〃 市川　晃 住友林業（株）取締役社長

　〃 山科　忠 トヨタホーム（株）
取締役社長

　〃 岡田正人 スウェーデンハウス（株）
取締役社長

　〃 一ノ瀬貴士 東電タウンプランニング（株）
取締役社長

　〃 金井昭典 （一財）建築環境・省エネル
ギー機構専務理事

　〃 大谷秀逸 （株）住宅債権管理回収機構
取締役社長

　〃 後藤隆之 （公財）住宅リフォーム・紛
争処理支援センター専務理事

監　事 小田広昭 （一社）住宅生産団体連合会
専務理事

　〃 小宮健司 東京ガス（株）リビング本部
営業第二事業部長


