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                平成１９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 
土地月間記念講演会 
 
 

１０月１日（月） 
 13:30～15:00 
 

日経ホール 
（千代田区大手町1-9-5 
日経ﾋﾞﾙ 8F） 

（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 
 

「今後の日本経済」というテーマで榊原英

資氏（早稲田大学教授）を講師に迎えて講

演を実施。 
 

参加予定 
約６００名 
（入場無料） 

「土地の日フェア2007」
講演会 
 
 

１０月2日（火） 
  13:30～16:00 
 
 

発明会館ホール 
 (港区虎ノ門2-9-14) 
 
 

国土交通省 
土地・水資源局総務課 

(03-5253-8373) 
 

「土地情報を考えるーー買う価格つきぬ

悩みと向かい合うー」というテーマで山野

目章夫氏（早稲田大学大学院法務研究科教

授）、「こんなまちで暮らしたい！」という

テーマで傍士銑太氏（日本政策投資銀行地

域振興部審議役）を講師に迎えて講演を実

施。 

参加予定 
約300名 
（入場無料） 
 

土地月間記念講演会 
 
 

１０月３日（水） 
  13:00～15:00 
 
 

ホテルグランヴィア大阪 
(大阪市北区梅田3-1-1)  
    
 
 

（財）土地情報センター 
(03-3265-3654) 

共催：（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 

「高齢社会に向けた居住環境づくり」とい

うテーマで白石真澄氏（関西大学政策創造

学部教授）を講師に迎えて講演を実施。 

参加予定 
約300名 
（入場無料） 
 

土地月間記念講演会 １０月４日（木） 
 14:30～16:45 

こまばエミナース 
（目黒区大橋2-19-5） 
 

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 

「成熟社会の都市づくりー都心部エリア

マネジメントと密集市街地整備ー」という

テーマで小林重敬氏（横浜国立大学大学院

教授）を講師に迎えて講演を実施。 

参加予定 
約400名 
（入場無料） 
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行 事 名 日  時 実施場所 主 催 者 イ ベ ン ト 概 要 備 考 
「土地月間」金沢講演会 １０月１０日（水）

13:30～16:45 
 

金沢全日空ホテル「瑞雲の

間」 
 （金沢市昭和町16-3） 
 

（財）日本不動産研究所 
（03-3503-5330） 

後援：国土交通省、石川県、金

沢市 
協賛：石川県不動産鑑定士協会

「最近の地価動向と今後の土地政策」とい

うテーマで国土交通省よりの講演、「企業

不動産の今後のあり方と新しい不動産マ

ネジメント戦略」というテーマで横井広明

氏（日本不動産研究所金沢支所次長）、「中

心市街地の価値向上戦略」というテーマで

小林重敬氏（横浜国立大学大学院教授）を

講師に迎えて講演を実施。 

参加予定 
約200 名 
（入場無料） 
 

土地月間記念講演会 １０月１１日（木）

 15:00～17:00 
東海大学校友会館 
「望星の間」 
（千代田区霞が関3-2-5） 

 

(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～

東京都心部の再整備と投資市場拡大の可

能性」というテーマで石澤卓志氏（みずほ

証券㈱クレジット調査部チーフ不動産ア

ナリスト）を講師に迎えて講演を実施。 

参加予定 
約１００名 
（入場無料） 

「土地月間」福岡講演会 
  
 
 
 

１０月１６日（火）

 13:30～16:30 
 
 
 

アクロス福岡「国際会議場」

（福岡市中央区天神1-1-1）
 

 

（財）日本不動産研究所

（03-3503-5330） 
後援：国土交通省    

福岡県、福岡市 
協賛：（社）福岡県不動産鑑定

士協会 

「最近の地価動向と今後の土地政策」とい

うテーマで国土交通省よりの講演、「最適

な不動産マネジメントとは？」というテー

マで斉木正人氏（日本不動産研究所企業資

産評価ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長）、「金融行政の現状と

課題」というテーマで五味廣文氏（前金融

庁長官）を講師に迎えて講演を実施。 

参加予定 
約200名 
（入場無料） 

土地月間記念講演会 
 

１０月１７日（水）

 13:30～16:30 
すまい・るホール 
（文京区後楽1-4-10） 
 
 

（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

 

「みどりと活力のある都市農地の有効活

用」というテーマで中城康彦氏（明海大学

教授）、「相模原市の都市農地への取り組

み」というテーマで小峰幸夫氏（相模原市

農林課長）、「都市農地の多機能性を活かし

た保全・利活用について」というテーマで

大橋南海子氏（㈱まちづくり工房代表取締

役）を講師に迎えて講演を実施。 

参加予定 
約150  名 
（入場無料 ） 
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行 事 名 日  時 実施場所 主 催 者 イ ベ ン ト 概 要 備 考 
[プレイベント] 
１０月６日（土）

10:00～15:00 

愛・地球博記念公園 
（愛知県長久手町） 

地籍調査の必要性を学ぶクイズラリー、測

量体験等を実施。 
参加予定 
約5,000 名 
（入場無料 ） 

地籍フェア2007in愛知 

[メインイベント] 
１０月１８日（木）

10:30～16:00 

中京大学文化市民会館（旧

名古屋市民会館） 
(名古屋市中区金山1-5-1）
 

国土交通省 
土地・水資源局国土調査課 
（03-5253-8383） 
愛知県、愛知県国土調査推進

協議会 
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）愛知県公共嘱託登記

土地家屋調査士協会、（社）愛

知県測量設計業協会 

石川英輔氏（作家）による基調講演「江戸

時代のまちづくりと人々の暮らし（仮題）」

のほか地籍調査と落語を絡めたアトラク

ション等を実施。 

参加予定 
約1,000名 
（入場無料 ） 

国際土地政策フォーラム １０月２3日（火） 
13:０0～1５:３0 

時事通信ホール 
（中央区銀座5-15-8） 

 

国土交通省 
土地・水資源局土地情報課

（03-5253-8376） 
共催：（財）土地情報センター 
  （財）土地総合研究所 
 

「国際間の資金移動の自由化等に伴い活

発化するアジアの土地市場」（仮題）とい

うテーマでケリー・Ｄ・ヴァンデル氏（カ

リフォルニア大学アーバイン校教授）

を迎えてパネルディスカッションを実施。

参加予定 
約２５０名 
（入場無料） 

土地活用モデル大賞授賞

式 
 

１０月２９日（月）

 16:00～19:00 
 

東海大学校友会館「望星の

間」 
(千代田区霞ヶ関3-2-5) 
 

（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

ロジェクトに対して国土交通省などによ

る表彰を実施。 

 

「土地月間」大阪講演会 １０月３０日（火）

 13:30～16:30 
 

大阪新阪急ホテル「紫の間」

 (大阪市北区芝田1-1-35) 
 

（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 

「最近の地価動向と今後の土地政策」とい

うテーマで国土交通省よりの講演、「最適

な不動産マネジメントとは？」というテー

マで斉木正人氏（日本不動産研究所企業資

産評価ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長）、「町づくりと景観」

というテーマでアレックス・カー氏（東洋

文化研究家）を講師に迎えて講演を実施。

参加予定 
約300名 
（入場無料） 
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行 事 名 日  時 実施場所 主 催 者 イ ベ ン ト 概 要 備 考 
土地月間講演会 

 
１０月３１日（水）

 13:30～16:30 
 

発明会館ホール 
(港区虎ノ門2-9-14) 
 

（財）都市みらい推進機構

（03-5976-5860） 
共催：（財）土地総合研究所 
後援：国土交通省、日本政策投

資銀行、（社）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 
 

「土地活用施策の概要」というテーマで国

土交通省よりの講演、「商店街活性化事例

について」というテーマで野口秀行氏（野

口秀行事務所代表、元日本開発銀行）、「海

外の都市再生事業について」というテーマ

で南部繁樹氏（㈱都市構造研究センター代

表）を講師に迎えて講演を実施。また、平

成１９年度土地活用モデル大賞（国土交通

大臣賞）受賞者による事例発表を実施。 

参加予定 
約３００名 
（入場無料） 

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） （社）日本不動産鑑定協会 
（03-3434-2301） 

各都道府県不動産鑑定士協

会 
後援：国土交通省 

地方公共団体 

（社）日本不動産鑑定協会が地方公共団体

と協力して、全国都道府県（約１４０カ所）

に相談窓口を設置して実施。 
 

無料 

農住組合功績者表彰 
 
 

調整中 
  
 

国土交通省会議室 国土交通省 
土地・水資源局土地情報課 
   （03-5253-8376） 

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して国土

交通省による表彰を実施。 
 

 
 
 

＊行事等については、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。 


