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住まいのまちなみコンクール表彰式
6 月 27 日（月）、第 11 回住まいのまちなみコンクール表彰式及び第 8 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、住まいのまちなみ賞受賞 4 団体へは当財団青木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 10 日に行われたまちづくりと景観を考える全国大会の
表彰式にて石井啓一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。）

第 11 回住まいのまちなみコンクール受賞団体

国土交通大臣賞
○池田の森農園クラブ 
（静岡県静岡市）

住まいのまちなみ賞
○アップルタウン高田北街づくり

組合（福岡県糸島市）
○（一社）舞多聞エコ倶楽部 
（兵庫県神戸市）

○かずさの杜ちはら台管理組合 
（千葉県市原市）

○石州街道・出口地区まちづくり 
協議会（広島市府中市）
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藤井理事長退任あいさつ

平成 22 年 6 月から副理事長として、また平成
24 年 6 月から 4 年間理事長として勤めることが
出来たのは皆様のご協力のおかげと心から感謝し
ております。誠にありがとうございました。

この 6 年間を振り返って思い出深いのはまず、
宮城県仙台市荒井西地区の開発です。平成 23 年
3 月に発生した東日本大震災からの復興が進めら
れている中、防災集団移転候補地としての要素も
あり、会員各社のご賛同とご協力を受け、財団の
持つノウハウや経験を街づくりに活かすことがで
きました。そして平成 27 年 9 月には　無事、街
開きを迎えることができました。従前よりこの地
域にお暮らしの方々、そして新しく生活を始めら
れる方々にとっても、ご期待に応える、暮らしや
すい、良好な街が形成されたことに、関係者各位
とともに誇りを持ちたいと思います。

そして、福岡県北九州市城野地区の開発です。
21 世紀の街や暮らしのあり方を目指し、時代に
先駆けた低炭素な街づくりを行いました。住民に
よるタウンマネジメント組織を設立し、平成 28
年 3 月に街開きを迎えることができました。新し
い街づくりのモデルとして、広く世に発信できま
したのも、事業にご参画いただいた関係各位の皆
様方のお陰であり、ここに改めて厚くお礼申し上
げます。

今後の取り組みでは、本年 3 月に閣議決定され
た「住生活基本計画」にもありますように、地域
の自然、歴史、文化やその他の特性に応じて、個々
の住宅だけでなく、居住環境やコミュニティをよ
り豊かなものにしていかなければなりません。ま
た高齢者や子育て世帯の支援施設等の地域拠点形
成など、どの世代も安心して暮らし続けることが
できる居住環境や街なみづくりを行っていかなけ
ればなりません。

今後、住宅生産振興財団の役割はさらに重要度
を増すと思います。後を引き継いでいただく竹中
理事長のもと、各理事の皆様方で課題に対し取り
組んでいただきますことを切にお願い申し上げま
すとともに、今までお世話になりましたことへの
お礼を申し添えまして、退任のご挨拶とさせてい
ただきます。どうもありがとうございました。

竹中理事長新任あいさつ

このたび、当財団の理事各位のご推挙により
理事長を拝任しましたので、ひと言ご挨拶申し上
げます。

近年、地震、竜巻、ゲリラ豪雨、洪水といった
自然災害が頻繁に発生しておりますが、自然の猛威
の前ではいかに人間は無力であるか痛感するととも
に「命を守る住宅を供給していく」という住宅業界
としての責務を強く感じております。

昨年 12 月には COP21 において地球温暖化対
策に関する「パリ協定」が採択されたほか、本年 3
月には国土交通省から今後 10 年間の住宅政策の
方向性を示した「住生活基本計画」が発表されま
した。

当財団は 1979 年の設立以来、様々な社会の情
勢を踏まえつつ、全国 440 ヶ所でまちづくりを手掛
け、会員会社による良質な住宅供給は 19,494 戸（本
年 3 月末時点）になります。これからの財団の取り
組みにつきまして、自然と共生する持続可能なまち
づくりなど、これまで推進してきた事業を継承しつ
つも、老朽戸建団地の再生をはじめ、少子高齢化、
世帯数減少、空き家増加などの社会課題への対応
を踏まえた事業を促進することで、資産価値の高い
まちなみ形成を図って参りたいと思います。

微力ではございますが、理事長としての職責を精
一杯、努めさせていただきたいと思いますので、今
後とも皆様からの一層のご指導・ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。

竹中新理事長
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評議員会、理事会開催

6 月 15 日、品川プリンスホテルにて、第 75
回定時評議員会及び第 88 回理事会が開催されま
した。評議員会では、三井会長の挨拶のあと、「平
成 27 年度事業報告及び収支決算承認」「平成 27
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 28 年度事業計画及び
収支予算の報告」の議案審議が行われました。役
員選任では、藤井理事長、平林理事、金子理事、
松本専務理事、小宮監事が退任され、阿部俊則氏、
松下龍二氏、桑田一郎氏、青木徹氏が理事、小西
雅子氏が監事に選任されました。

理事会では、「理事長等選定」「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 28 年
5 月 31 日付みなし理事会決議の結果報告」の議
案審議が行われ、理事長に竹中宣雄氏、専務理事
に青木徹氏の就任が決定しました（決定後の現在
の役員等は別掲の通り）。

最後に来賓の国土交通省林田住宅生産課長から
ご挨拶をいただきました。

平成 27 年度公益目的支出計画
実施報告提出

平成 28 年 5 月 31 日付みなし理事会、6 月 15
日付定時評議員会で承認され「平成 27 年度公益
目的支出計画実施報告」を 6 月 17 日に内閣府へ
電子手続により提出いたしました。

仮称「つくば葛城」プロジェクト
事業化

この度、UR 都市機構の民間住宅向用地分譲、
つくば葛城（茨城県つくば市学園の森 1 丁目）を
会員社 10 社 JV で落札しました。本件は、つく
ば EX「研究学園」駅徒歩約 20 〜 25 分、面積約
3 万 3 千 7 百平米のスーパーブロックで戸建約
100 区画、施設併用系 1 区画となるまちを計画し
ています。（松岡・切貫）
参加メーカー：大和ハウス工業、積水ハウス、
　�パナホーム、ミサワホーム、茨城セキスイハイム、
住友林業、トヨタホーム、旭化成ホームズ、
　スウェーデンハウス、茨城中央ホーム

評議員名簿 
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）代表取締役社長
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

役員名簿  
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） 竹中宣雄 ミサワホーム（株）

代表取締役社長
副理事長
（代表理事） 大野直竹 大和ハウス工業（株）

代表取締役社長
専務理事
（業務執行理事）青木　徹 常勤

理事 関口俊一 積水化学工業（株）
取締役専務執行役員

　〃 阿部俊則 積水ハウス（株）
代表取締役社長

　〃 松下龍二 パナホーム（株）
代表取締役社長

　〃 市川俊英 三井ホーム（株）
代表取締役社長

　〃 桑田一郎 日本経済新聞社常務取締役

　〃 池田英輔 旭化成ホームズ（株）
代表取締役社長

　〃 島﨑耕造 サンヨーホームズ（株）
常務執行役員

　〃 市川　晃 住友林業（株）
代表取締役社長

　〃 山科　忠 トヨタホーム（株）
代表取締役社長

　〃 岡田正人 スウェーデンハウス（株）
代表取締役社長

　〃 一ノ瀬貴士 東電タウンプランニング（株）
代表取締役社長

　〃 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
代表取締役社長

　〃 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

　〃 小西雅子 東京ガス（株）リビング本部
営業第二事業部長
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すまいのまちなみネットワーク総会

第 11 回住まいのまちなみコンクール表彰式に
引き続き、1 回から 11 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）」第 8 回総会が、47 団体、129 名の参
加で開催されました。

総会では、コンクール審査委員の大月敏雄先生
（東京大学教授）に、まちネットメンバーへのイ
ンタビューから得られた、まちなみづくりに関わ
る知恵について体系的にまとめている「『（仮）住
宅地運営マニュアル』制作の経過報告としてご講
演いただきました。

引き続き行われた懇親会では、積極的に各団体
どうし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。（松岡・石川）

第 12 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
が共催する「住まいのまちなみコンクール」を本
年度も開催いたします。
※�応募の対象となる住宅地、応募資格、応募方
法等の詳細はHPをご参照ください。（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：伊藤明子（国土交通省大臣官房審議官）、

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）、齊木崇人（神戸芸術工科大学学長）、
廣瀬隆正（国土交通省大臣官房技術審議官）、
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（日）〜 8 月 31 日（水）
発表：平成 29 年 1 月

6 月 10 日国土交通大臣賞表彰状授与の様子

まちネット懇親会の様子


