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・FUTURE COURTみらい平モデル棟オープン
・竹中理事長、旭日重光章を受章
・まちづくりアワード表彰

　令和３年７月（304）号の本紙にて、アゲル、
ノーブルホーム、朝日コーポレーション所有の14 
区画について募集開始のお知らせをいたしました

「FUTURE COURT みらい平」は、令和４年６月

「FUTURE COURT みらい平」
 モデル棟オープン

４日（土）モデルハウス８棟が完成し、オープン
イベントを開催いたしました。
　「FUTURE COURT みらい平」は、つくばエク
スプレス「みらい平」駅より徒歩４分、安全・安
心のまちづくり形成および良好な街並み景観の形
成を目指し、電線類を地中化し、「伊奈・谷和原
丘陵地区計画」に則ったまちなみとしています。
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　まちなみ設計を（有）コミュニティデザインに
お願いし、まちの独立性を高め、住民以外の街区
内への出入りや通過交通を抑制し、防犯性・安全
性に配慮しています。街区の中では、垣・柵が少
ないオープン型の開放感あふれるまちなみとなっ
ています。
　完成しましたモデルハウスは、「おうち時間をた 
のしむ」「快適な暮らし（家事シェア）」「防災・
減災対策」の３つの共通コンセプトをベースとす
る「ライフスタイル提案型」の８社がそれぞれ工
夫を凝らしたものとなっております。
　６月４日、５日の２日間で 127 組の来場があ
りました。（堰八、沢田、高荷）

FUTURE COURT みらい平　概要
所在地：茨城県つくばみらい市
事業形態：土地買取／土地提供者：茨城県
区画数：108 区画
参 加メーカーおよび区画数：旭化成不動産レジデ

ンス（建物建築は旭化成ホームズ）13、茨城
セキスイハイム 24、茨城中央ホーム２、住友
林業６、積水ハウス 18、大和ハウス工業 12、
トヨタウッドユーホーム 10、パナソニック
ホームズ４、ミサワホーム５、アゲル７、ノー
ブルホーム２、朝日コーポレーション（土地売
主のみ、建物建築は上記 11 社＋ヤマダホーム
ズより選択）５

まちの入り口

外周部にはフェンスがあり、防犯性・安全性に配慮している

外周部の入り口からみたまちなみ

まちの中には垣・柵が少ないオープンな外構となっており、
電線等がなくすっきりしている
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　当財団の竹中宣雄理事長が令和４年春の叙勲で
住宅建設事業の功労により旭日重光章を受章いた
しました。
　５月 10 日に皇居正殿松の間において岸田文雄
内閣総理大臣から勲章と勲記を伝達され、その
後、豊明殿において、天皇陛下に拝謁しました。

竹中理事長、旭日重光章を受章

　国交省都市局主催の「第１回まちづくりアワー
ド」に、当財団がコーディネートしたプロジェク
ト「むなかた さとのは hinosato」と「アルコ
ガーデン羽生岩瀬」に関係する２団体が表彰され
ました。
　実績部門の特別賞に「さとづくり 48 プロジェ
クト（西部ガス株式会社・東邦レオ株式会社）」
が受賞しました。選定理由は、既存棟を改修した
生活利便施設「ひのさと 48」を設置し、地域に
開かれたコミュニティスペースを展開。施設の空
き室には認可保育園や福祉療育施設、ウクレレ工
房、ＤＩＹ工房、ビール工房などの多種多様な施
設が入居しており、団地住民、学生、地元企
業、大学、移住者等がつながる取組がＳＧＤｓ的
な団地再生の好事例として評価されました。

まちづくりアワード表彰

　また、アルコガーデンを含む岩瀬土地区画整理
事業について、「岩瀬土地区画整理組合」が功労
部門での表彰となりました。功績の概要として
は、「住民との協働によるまちづくりを推進し、
保留地の有効活用や住宅街区の整備等、コンパク
トな生活圏の形成により、良好な街並みや景観等
を備えた質の高い住環境の整備に貢献しまし
た。」とのことで、アルコガーデンの優良住宅街
区の形成が大きな役割を果たされているものと感
じます。（青木・堀）

竹中理事長

「アルコガーデン羽生岩瀬」（埼玉県羽生市）

既存棟を改修した生活利便施設「ひのさと 48」（後方）と
「むなかたさとのはhinosato」の戸建て住宅（手前）（福岡県宗像市）
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評議員名簿（令和４年６月 15 日）
氏名 現職
城野　敏江 （独）住宅金融支援機構　理事
石渡　廣一 日本総合住生活（株）代表取締役社長
福山　　洋 国立研究開発法人建築研究所　理事
眞鍋　　純 （一財） ベターリビング　理事長
佐々木　基 （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 芝浦工業大学　名誉教授
藤本　昌也 建築家
坂井　　文 東京都市大学　教授

理事名簿（令和 4 年 6 月 15 日）
役職名 氏名 現職
会　長 那珂　正
理事長 

（代表理事） 竹中宣雄 ミサワホーム（株）
取締役会長

副理事長 
（代表理事） 仲井嘉浩 積水ハウス（株）

代表取締役社長
専務理事 

（業務執行理事） 釜谷智弘 常勤

理　事 神𠮷利幸 積水化学工業（株）
取締役専務執行役員

　〃 芳井敬一 大和ハウス工業（株）
代表取締役社長

　〃 井上二郎 パナソニック ホームズ（株）
代表取締役社長

　〃 池田　明 三井ホーム（株）
代表取締役社長

　〃 平田喜裕 日本経済新聞社専務取締役

　〃 川畑文俊 旭化成ホームズ（株）
代表取締役社長

　〃 光吉敏郎 住友林業（株）
代表取締役社長

　〃 後藤裕司 トヨタホーム（株）
代表取締役社長

　〃 村井秀壽 （株）スウェーデンハウス
代表取締役社長

　〃 鈴木祐輔 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）住宅・建築 SDGs 推
進センター専務理事

　〃 麻生　隆 （一財）住宅保証支援機構総
務部担当部長

　〃 須藤哲夫 （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
副会長・専務理事

　〃 吉村　恒
東京ガス（株）カスタマー＆
ビジネスソリューションカン
パニー総合設備事業部長

・評議員会、理事会
　６月 15 日、東京プリンスホテルにて、定時評議 
員会（第 80 回）及び理事会（第 99 回）が開催
されました。
　評議員会では、「令和３年度事業報告及び収支
決算承認」「令和３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」「令和４
年度事業計画及び収支予算の報告」の議案が承認
され、理事会では、「代表理事及び業務執行理事 
による業務執行状況の報告」「令和４年５月 31 日 
付みなし理事会決議の結果報告」「参与委嘱に関
する」の議案が承認されました。（役員等は別掲
の通り）

・退任、着任
　３月 31 日付けで事業部部長中臺辰雄氏（ミサワ 
ホーム（株））、事業部部長内田晴喜氏（大和ハウ
ス工業（株））、事業部部長遠藤恒夫氏（積水ハウ
ス（株））、４月 30 日付けで事業部部長岸田博氏

（積水化学工業（株））が退任いたしました。
　４月１日付けで沢田武臣（積水ハウス（株））、 
高荷雄一（積水化学工業（株））、村山寛保（ミサ
ワホーム（株））堀吉行（大和ハウス工業（株））
が事業部部長として着任いたしました。

財団のうごき ・令和３年度公益目的支出計画実施報告提出
　５月 31 日付けみなし理事会、及び６月 15 日
定時評議員会で承認された「令和３年度公益目的
支出計画実施報告」を内閣府に６月 17 日付で電
子手続により提出いたしました。
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