
平成２０年度 「土地月間」における主なイベントの実施予定 

 

行 事 名 日  時 実施場所 主 催 者 イ ベ ン ト 概 要 備 考 
「土地の日フェア２０

０８」講演会 

10 月１日（水）

13:30～16:30 

新宿明治安田生命ホール 

（新宿区西新宿 1-9-1） 

TEL 03-3342-6705 

国土交通省 

土地・水資源局総務課 

(03-5253-8373) 

土地月間実行委員会 

「今後の土地政策の方向性と課題」とい

うテーマで国土交通省による基調講演、

「ポスト東京時代の国土構想」というテ

ーマで川勝平太氏（静岡文化芸術大学学

長）、「不動産情報の戦略的整備の意義―

環境に配慮した資産価値の最大化―」と

いうテーマで清水千弘氏（麗澤大学国際

経済学部准教授）を講師に迎えた講演

会、パネル展示、土地政策関連インター

ネットサービスのデモンストレーショ

ン 

参加予定 

約３００名 

（入場無料） 

エリアマネジメントシ

ンポジウム 2008 

10 月６日（月）

14:30～17:15 

三田共用会議所１階講堂 

（港区三田 2-1-8） 

 TEL 03-3455-7591 

国土交通省 

土地・水資源局土地政策課

(03-5253-8290) 

「エリアマネジメントの普及について」

というテーマで小林重敬氏（武蔵工業大

学教授）による基調講演、パネルディス

カッション 

参加予定 

約３００名 

（入場無料） 

土地月間記念講演会 

 

10 月６日（月）

13:00～15:00 

大阪市中央公会堂大集会

室（ホール） 

（ 大 阪 市 北 区 中 之 島

1-1-27） 

 TEL 06-6208-2002 

（財）土地情報センター 

(03-3265-3654) 

（社）大阪府不動産鑑定士

協会、近畿不動産鑑定士協

会連合会 

後援：国土交通省、大阪府、

大阪市 

 

「報道現場から～未来を見通すために

必要なこと」というテーマで辛坊治郎氏

（讀賣テレビ放送報道局次長）を講師に

迎えた講演会 

参加予定 

約８００名 

（入場無料） 

土地月間大阪講演会 10 月７日（火）

13:15～16:30 

朝日生命館 大阪朝日生

命ホール 

（大阪市中央区高麗橋

4-2-16） 

 TEL 06-6202-3919 

（財）日本不動産研究所 

（03-3503-5330） 

後援：国土交通省、大阪府、

大阪市 

協賛：（社）大阪府不動産

鑑定士協会 

「最近の地価の動向と今後の土地政策」

というテーマで国土交通省による基調

講演、「公的不動産（PRE）に対する取組

について」というテーマで（財）日本不

動産研究所PREプロジェクトチーム、「金

融危機の教訓とこれからの金融」という

参加予定 

約３００名 

（入場無料） 



テーマで五味廣文氏（西村あさひ法律事

務所顧問（前金融庁長官）を講師に迎え

た講演会 

土地月間記念講演会 10 月９日（木）

14:30～16:15 

こまばエミナース 

（目黒区大橋 2-19-5） 

 TEL 03-3485-1411 

国土交通省 

土地・水資源局公共用地室

（03-5253-8373） 

共催：用地対策連絡会全国

協議会 

協賛：（財）公共用地補償

機構 

「損失補償をめぐる現代的課題と展望

の方向性」というテーマで松尾弘氏（慶

応義塾大学法科大学院教授）を講師に迎

えた講演会 

参加予定 

約３００名 

（入場無料） 

土地月間記念講演会 10 月９日（木）

14:00～16:00 

東海大学校友会館 

（望星の間） 

(千代田区霞ヶ関 3-2-5) 

 TEL 03-3581-0121 

（財）土地総合研究所 

（03-3509-6972） 

後援：国土交通省 

「不動産市場と不動産投資市場の動向

～市場回復の条件と今後の有望分野の

検討～」というテーマで石澤卓志氏（み

ずほ証券（株）金融市場調査部チーフ不

動産アナリスト）を講師に迎えた講演会

参加予定 

約１００名 

（入場無料） 

土地月間記念講演会 

 

10 月 10 日(金)

13:45～15:00 

 

日経ホール 

（千代田区大手町 1-9-5）

 TEL 03-5255-2144 

（社）日本不動産鑑定協会

（03-3434-2301） 

共催：(財)土地情報センタ

ー、日本経済新聞

社 

後援：国土交通省 

「住宅から日本の活性化を考える」とい

うテーマで伊藤元重氏（東京大学大学院

教授）を講師に迎えた講演会 

参加予定 

約３００名 

（入場無料） 

土地月間仙台講演会 10 月 16 日（木）

13:15～16:30 

仙台市情報・産業プラザ

ネ！ットＵ５階 （多目的

ホール） 

（仙台市青葉区中央1-3-1

ｱｴﾙﾋﾞﾙ） 

 TEL 022-724-1200 

（財）日本不動産研究所 

（03-3503-5330） 

後援：国土交通省、宮城県、

仙台市 

協賛：（社）宮城県不動産

鑑定士協会 

「最近の地価の動向と今後の土地政策」

というテーマで国土交通省による基調

講演、「公的不動産（PRE）に対する取組

について」というテーマで（財）日本不

動産研究所PREプロジェクトチーム、「金

融危機の教訓とこれからの金融」という

テーマで五味廣文氏（西村あさひ法律事

務所顧問（前金融庁長官）を講師に迎え

た講演会 

参加予定 

約２００名 

（入場無料） 



地籍フェア 2008 in 新

潟（プレイベント） 

10 月 18 日（土）

10:00～15:00 

新潟ふるさと村 

（新潟市西区山田 2307） 

  TEL 025-230-3030 

国土交通省 

土地・水資源局国土調査課

（03-5253-8383） 

新潟県、新潟県国土調査推

進協議会 

共催：新潟日報社、全国地

方新聞社連合会 

後援：法務省、(社)全国国

土調査協会、(社)

日本国土調査測量

協会、 (社)日本測

量協会、日本土地

家屋調査士会連合

会、(社)新潟県公

共嘱託登記土地家

屋調査士協会、

(社)新潟県測量設

計業協会、共同通

信社、（社）新潟県

不動産鑑定士協会 

クイズラリー、測量体験、パネル展示等

 

参加予定 

約５００名 

（入場無料） 

国際土地政策フォーラ

ム 

10 月 28 日（火）

13:00～16:30 

都市センターホール 

コスモスホール 

（千代田区平河町 2-4-1）

  TEL 03-3265-8211 

国土交通省 

土地・水資源局土地市場課

（03-5253-8376） 

共催：（財）土地情報セン

ター、（財）土地総

合研究所 

協力：経済協力開発機構 

   （ＯＥＣＤ） 

「不動産投資が地域の活性化に果たす

べき役割」というテーマで、不動産投資

を通じた地域活性化の実現に資する方

策等について、マーク・ドラベンストッ

ト氏（ＯＥＣＤ地域開発政策委員会議

長）他海外有識者による講演・パネルデ

ィスカッションを行うほか、国内外不動

産市場の現状等について情報発信を行

う。 

参加予定 

約３００名 

（入場無料） 

土地月間名古屋講演会 10 月 30 日（木）

13:15～16:30 

名古屋国際センター 別

棟ホール 

（名古屋市中村区那古野

1-47-1） 

 TEL 052-581-5678 

（財）日本不動産研究所 

（03-3503-5330） 

後援：国土交通省、愛知県

協賛：（社）愛知県不動産

鑑定士協会 

「最近の地価の動向と今後の土地政策」

というテーマで国土交通省による基調

講演、「公的不動産（PRE）に対する取組

について」というテーマで（財）日本不

動産研究所PREプロジェクトチーム、「金

参加予定 

約２００名 

（入場無料） 



融危機の教訓とこれからの金融」という

テーマで五味廣文氏（西村あさひ法律事

務所顧問（前金融庁長官）を講師に迎え

た講演会 

土地活用モデル大賞表

彰式 

 

10 月 30 日（木）

16:00～18:30 

東海大学校友会館 

(千代田区霞ヶ関 3-2-5) 

 TEL 03-3581-0121 

（財）都市みらい推進機構

（03-5976-5860） 

後援：国土交通省 

優れた土地活用を全国的に紹介し、その

普及を図るため土地活用のモデルとな

るプロジェクトを国土交通省などによ

り表彰 

 

地籍フェア 2008 in 新

潟（メインイベント） 

10 月 31 日（金）

10:30～16:20 

朱鷺メッセ 

（新潟市中央区万代島６

番１号） 

  TEL 025-246-8400 

国土交通省 

土地・水資源局国土調査課

（03-5253-8383） 

新潟県、新潟県国土調査推

進協議会 

共催：新潟日報社、全国地

方新聞社連合会 

後援：法務省、(社)全国国

土調査協会、(社)

日本国土調査測量

協会、(社)日本測

量協会、日本土地

家屋調査士会連合

会、(社)新潟県公

共嘱託登記土地家

屋調査士協会、

(社)新潟県測量設

計業協会、共同通

信社、（社）新潟県

不動産鑑定士協会 

基調講演、地籍相談劇場、地籍寄席、事

例発表、無料土地相談、測量機器・パネ

ル展示 

参加予定 

約１０００名 

（入場無料） 



 

＊ 行事の実施等については、都合により変更する場合がございますのでご了承下さい。 

 

土地月間記念講演会 10 月 31 日（金）

13:30～16:30 

すまい・るホール 

（文京区後楽 1-4-10） 

 TEL 03-5800-8253 

（財）都市農地活用支援セ

ンター 

（03-3225-4423) 

後援：国土交通省、全国農

業協同組合中央会 

 

「縮小をデザインするファイバーシテ

ィ／東京 2050」というテーマで大野秀敏

氏（東京大学大学院教授・建築家・デザ

イナー）、「定期借地権を活用した新しい

取り組み等」というテーマで大木祐悟氏

（定期借地権推進協議会運営委員長）を

講師に迎えた講演会 

参加予定 

約２００名 

（入場無料） 

土地月間記念講演会 10 月 31 日（金）

13:30～16:30 

発明会館ホール 

（港区虎ノ門 2-9-14） 

 TEL 03-3502-5499 

（財）都市みらい推進機構

（03-5976-5860） 

（財）土地総合研究所 

（03-3509-6972） 

後援：国土交通省、経済同

友会、日本商工会議

所、（財）民間都市開

発推進機構、（財）日

本不動産研究所、（株）

日本政策投資銀行 

「豊かな地域社会を築く土地の有効活

用」をメインテーマに掲げ、「CRE（企業

不動産）戦略について」というテーマで

中城康彦氏（明海大学教授）、「金融で解

く地域環境整備と土地有効活用」という

テーマで藤井良広氏（上智大学教授）を

講師に迎えた講演会 

参加予定 

約２５０名 

（入場無料） 

農住組合功績者表彰 １０月下旬 未定 国土交通省 

土地・水資源局土地政策課

（03-5253-8290） 

 

農住組合制度の推進に関して、特に顕著

な功績のあった団体又は個人に対する

表彰 

 

地価に関する無料相談

会 

土地月間期間中 （全国都道府県各地）   無料 


