
平成２２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２０１０」

シンポジウム 

10 月１日（金） すまい・るホール 国土交通省 「よみがえる江戸の眺望－GIS を利用し

た都市景観の再現－」というテーマで清

水英範氏（東京大学大学院工学系研究科

教授）及び「取引の機会等をとらえた地

籍整備の促進について」というテーマで

清水英範氏（東京大学大学院工学系研究

科教授）他有識者等によるパネルディス

カッション、パネル展示等 

参加予定 

13:30～17:00 （文京区後楽 1-4-10） 土地・水資源局総務課 約３００名 

 TEL 03-5800-8253 (03-5253-8373) （入場無料） 

 土地月間実行委員会 

 

土地月間記念講演会 10 月 4 日（月） 東海大学校友会館 （財）土地総合研究所 「不動産市場と不動産投資市場の最新

動向～見えてきた回復シナリオと成長

戦略」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 

14:00～16:00 （阿蘇の間） （03-3509-6972） 約１５０名 

(千代田区霞ヶ関 3-2-5) 後援：国土交通省 （入場無料） 

 TEL 03-3581-0121 

土地月間記念講演会 10 月 5 日（火） 大阪朝日生命ホール（朝日

生命館 ８階） 

近畿不動産鑑定士協会連合

会 

「都市の可能性は企画力にあり」という

テーマで安藤忠雄氏（建築家、東京大学

名誉教授）を講師に迎えた講演会 

参加予定 

 13:00～15:00 約４００名 

（大阪市中央区高麗橋

4-2-16） 

（社）大阪府不動産鑑定士

協会 

（入場無料） 

 TEL 06- 6202-3919 （財）土地情報センター 

(03-3265-3654) 

後援：国土交通省、大阪府、

大阪市 

 

土地月間記念講演会 10 月 6 日(水) 日経ホール （社）日本不動産鑑定協会 「世界同時不況から脱出する道」という

テーマで金子 勝氏（慶応義塾大学経済

学部教授）を講師に迎えた講演会 

参加予定 

 13:30～15:00 （千代田区大手町 1-3-7） （03-3434-2301） 約６００名 

  TEL 03-6256-7684 共催：(財)土地情報センタ

ー 

（入場無料） 

後援：国土交通省、日本経

済新聞社 
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土地月間記念講演会 10 月 8 日（金） 沖縄県庁 4F 講堂 九州・沖縄不動産鑑定士協

会連合会、（社）沖縄不動産

鑑定士協会連合会 

｢景観法とまちなみづくり｣というテー

マで新里榮治氏（沖縄県土木建築部建築

都市統括官監）及び池田孝之氏(琉球大

学工学部環境建設工学科教授)を講師に

迎えた講演会 

 

（ 沖 縄 県 那 覇 市 泉 﨑

1-2-2） 

13:50～16：40

TEL:098-866-2040 

 

参加予定 土地月間札幌講演会 10 月 13 日（水） ホテル札幌ガーデンパレ

ス「白鳥・孔雀」 

（財）日本不動産研究所 「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、「地方財政健全化における公的不

動産（PRE）」というテーマで（財）日本

不動産研究所 PRE ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ、「今後の

日本経済を読む」というテーマで中島厚

志氏（みずほ総合研究所㈱）を講師に迎

えた講演会 

約２００名 13:15～16:30 （03-3503-5330） 

（入場無料） （札幌市中央区北１条西

６丁目） 

後援：国土交通省、北海道、

札幌市 

 TEL 011-261-5311  

 

土地月間記念講演会 10 月 13 日（水）

13:30～16:30 

東京ウィメンズプラザ 

（渋谷区神宮前 5-53-67）

 TEL  03-5467-1711 

（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 

「超高齢化社会の住まいと農」というテ

ーマで大方潤一郎氏（東京大学教授）、

参加予定 

約２００名 

「緑・農・住の定期借地権付住宅の検討 （入場無料） 

事例」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 

農住組合功績者表彰 10月 14日（木） 国土交通省会議室 国土交通省 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 

 

14:00～15:00 （千代田区霞が関 2-1-2） 土地・水資源局土地政策課

（03-5253-8290） TEL 03-5253-8111 

  

土地月間福岡講演会 10 月 20 日（水） アクロス福岡 ４階「国際

会議場」 

（財）日本不動産研究所 「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、「地方財政健全化における公的不

動産（PRE）」というテーマで（財）日本

不動産研究所 PRE ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ、「これか

らの日本経済と住宅市場」というテーマ

で山崎福寿氏（上智大学経済学部教授）

を講師に迎えた講演会 

参加予定 

13:15～16:30 （03-3503-5330） 約１８０名 

（ 福 岡 市 中 央 区 天 神

1-1-1） 

後援：国土交通省、福岡県、

福岡市 

（入場無料） 

 TEL 092-725-9113 協賛：(社)福岡県不動産鑑

定士協会 
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＊ 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。 

 

平成 22 年度土地活用モデル

大賞表彰式及び土地月間記

念講演会 

 

10 月 22 日（金）

13:30～16:45 

発明会館地下１階ホール 

（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）（講演会の

み） 

後援：国土交通省、㈱日本

政策投資銀行、日本商工会

議所、(公社)経済同友会、

(財)民間都市開発推進機

構、(財)日本不動産研究所

（国土交通省以外は講演会

のみ） 

 

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

り表彰及び「土地行政の最近の動きにつ

いて」というテーマで田尻直人氏（国土

交通省土地・水資源局土地市場課長）、

「土地バブル崩壊から 20 年 教訓はい

かされかた」というテーマで齋藤宏保氏

（中部大学教授）を講師に迎えた講演会

参加予定 

約２５０名 

（入場無料） 

国際土地政策フォーラム 

 

10 月 28 日（木）

13:00～17:00 

泉ガーデンギャラリー 

（港区六本木 1-5-2） 

  TEL 03-3560-6812 

 

国土交通省 

土地・水資源局土地市場課

（03-5253-8375） 

 

「環境と不動産投資」というテーマで、

持続可能で豊かな社会の実現に向けた

不動産投資のあり方、その役割と課題等

について、ポール・マクナマラ氏（国連

環境計画・金融イニシアティブ 不動産

WG 共同議長、PRUPIM 不動産リサーチヘ

ッド取締役）他海外有識者等による講

演・パネルディスカッションを行う。 

 

参加予定 

約３５０名 

（入場無料） 

無料 各地の不動産鑑定士が、地価等に関する

一般からの相談を受付ける相談会。全国

主要都市にて開催。 

(社)日本不動産鑑定協会

(都道府県不動産鑑定士協

会) 

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） 
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