
令令和和２２年年度度土土地地活活用用モモデデルル大大賞賞表表彰彰式式  

土土地地月月間間記記念念講講演演会会・・パパネネルルデディィススカカッッシショョンン  

開開催催ののごご案案内内  

                                     令和２年１０月吉日 

一般財団法人都市みらい推進機構 
 

平素より当機構の諸活動に対しまして、ご支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

国土交通省では毎年１０月を「土地月間」と定めて、土地の有効利用の必要性等に関する普及･啓発活

動を実施しています。この土地月間行事の一環として、当機構においても、国土交通省の後援を得て「土

地の有効活用」に取り組んでいる事例を全国から募集し、その中から優秀事例を国土交通大臣賞等の形

で表彰した上で、模範事例として全国に紹介しております。また表彰式の後には、表彰プロジェクトの

概要紹介や講演会を行っております。 

今年度は、土地活用モデル大賞を通じてまちづくりのノウハウの普及、横展開に貢献すること、新た

な担い手の確保・育成に資する「学び」の場を広く提供・発信することをめざすパネルディカッション

を実施します。 

お申し込みは、別添の「聴講申込書」にご記入の上、 １０月２８日（水）中に「メール」または「F

AX」でお願いします。今年度の開催は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、「Zoomビデオウェビ

ナー」を利用したオンライン（Web）開催といたします。奮ってご聴講頂きますようご案内申し上げます。 
 

記 
 

１．日 時 ： 令和２年１０月３０日（金）１３：３０～１７：２０ 

２．内 容 ： 

第１部 土地活用モデル大賞表彰式（１３：３０～１４：１０） 

第２部 土地月間記念講演会・パネルディスカッション（１４：２０～１７：２０） 
 

講演 ○（仮）土地行政の最近の動きについて 

国土交通省不動産・建設経済局土地政策課課長 千葉 信義 氏 

○ 令和２年度土地活用モデル大賞受賞プロジェクトの概要説明 

＜国土交通大臣賞＞ 街路沿道利活用社会実験「おおみやストリートテラス」（埼玉県さいたま市） 

＜都市みらい推進機構理事長賞＞ 新豊田駅東口駅前広場（新とよパーク）リニューアル整備（愛知県豊田市） 

鎌倉市旧村上邸保存活用事業（神奈川県鎌倉市） 

＜審査委員長賞＞ 長久手市公園西駅周辺土地区画整理事業（愛知県長久手市） 

○（仮）鎌ヶ谷駅東口駅前プロジェクトについて（第２回大臣賞） 

ＮＰＯ法人ＫＡＯ(カオ）の会 原 拓也 氏 

○（仮）四番町スクエアのまちづくりについて（第３回大臣賞） 

株式会社四番町スクエア 長崎 隆義 氏 

パネルディスカッション 

テーマ ： 持続可能なまちづくりとは ～ まちの魅力はいかに継続されているのか ～ 

岸井隆幸氏（日本大学特任教授）、千葉信義氏（国土交通省不動産・建設経済局土地政

策課課長）、原拓也氏（ＮＰＯ法人ＫＡＯの会（千葉県鎌ケ谷市））、長崎隆義氏（株

式会社四番町スクエア（滋賀県彦根市）） 

４．参加費 ： 無料  

５．募集人数： 約450名 （定員に達し次第締め切らせて頂きます） 

６．お問合せ先：（一財）都市みらい推進機構 有安、秋田  ＴＥＬ 03-5261-5625 



 

 

（一財）都市みらい推進機構 原田、松野 行 

Fax：０３-５２６１-５６２９ 

Mail： kikaku@toshimirai.jp 

 

聴講申込書（ 令和2年10月30日（金）オンライン配信 ） 

令和２年度 土地活用モデル大賞表彰式（第１部）13：30～14：10 

令和２年度 土地月間 記念講演会・パネルディスカッション（第２部）14：20～17：20 

 

団体・会社名  

 

参加種別 

１．土地活用モデル大賞表彰式 

２．土地月間記念講演会・パネルディスカッション 

３．両方 

ご芳名  

ご所属  

お電話  E-mail  
 

参加種別 

１．土地活用モデル大賞表彰式 

２．土地月間記念講演会・パネルディスカッション 

３．両方 

ご芳名  

ご所属  

お電話  E-mail  
 

参加種別 

１．土地活用モデル大賞表彰式 

２．土地月間記念講演会・パネルディスカッション 

３．両方 

ご芳名  

ご所属  

お電話  E-mail  

一般財団法人 都市みらい推進機構 企画調整部 原田、松野 

〒112-0014東京都文京区関口1-23-6プラザ江戸川橋ビル201号 

TEL：03-5261-5625 E-mail：kikaku@toshimirai.jp 
 

＜注意事項＞ 

○ 受講 URLへのアクセスは１名様となります。 

 複数の方が聴講したい場合は、人数分のお申込みが必要です。 

○ 同一アドレスで複数名の申込みは出来ませんのでご了承願います。 

mailto:kikaku@toshimirai.jp
mailto:kikaku@toshimirai.jp
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令和 2年 10月 16日（金） 

 

令和２年度「土地活用モデル大賞」各賞の選定について 

 

一般財団法人都市みらい推進機構 

 

活気に満ちた地域社会の実現・地域主権の推進を図るため、生活サービスを効率的に提供

する拠点機能をコンパクト化し、地域の雇用や豊かな生活環境を創出する総合的・効果的取

り組みを推進することが求められています。 

当機構では、こうした課題を踏まえて土地の有効活用や適切な維持管理に取り組み、土地

活用の模範的事例、「成功モデル」となる事例を募集し、優れた事例について「国土交通大

臣賞」をはじめとする表彰を行なう「土地活用モデル大賞」を実施しています。 

平成 16年度の第 1回から数え第 17回目となる令和 2年度は、審査基準（課題対応性、先

導性、独創性、汎用性）をもとに審査委員会で審査を行ない、一次審査で４プロジェクトを

選定後、最終審査を実施し、国土交通大臣賞１点、都市みらい推進機構理事長賞２点、審査

委員長賞１点を選定いたしました。 

 

一般社団法人アーバンデザインセンター大宮 

さいたま市 都市局 都心整備部 大宮駅東口まちづくり事務所 

おおみやストリートテラス実行委員会 

新とよパーク・パートナーズ 

豊田市役所 都市整備部 都市整備課 

  株式会社エンジョイワークス 

  神奈川県鎌倉市 

愛知県長久手市 
 
 

 



受賞プロジェクト概要（令和２年度土地活用モデル大賞）国土交通大臣賞

街路沿道利活用社会実験「おおみやストリートテラス」

取組のポイント

埼玉県さいたま市／平成 29 年、30 年、令和１年実施

事業概要

■ 所  在  地： 氷川緑道西通線街路沿道 ( さいたま市大宮区大門町・宮町 )
■ 土地面積：約 300 ～ 600 ㎡
■ 事業主体：一般社団法人 アーバンデザインセンター大宮、さいたま市 都市局 都心整備部 大宮駅東口
　　　　　　まちづくり事務所、おおみやストリートテラス実行委員会
■ 主要施設 ： 街路沿道を一体的に利活用し、期間中、仮設の店舗・休憩・イベントスペース等を設置
■ 事業スキーム等：
　都市計画道路道路予定区域を道路管理者より道路占用許可を取得し利活用 ( 道路法第 32 条 )
　高架の道路の路面下及び道路予定区域の有効活用の推進について ( 平成 21 年 1月 26 日国道利第 17 号
　国土交通省道路局長通達 ) を踏まえた有効活用

　都市計画道路を対象とし、供用開始後の利活用と運営の仕組みをイメージしながら道路予定区域を利活用す
ることで、事業期間中のストリートの隙間を埋めつつ、供用開始後の利活用へスムーズに展開していくことを
見据えた社会実験です。
　2017 年は事業期間中の「道路工事中」段階、2018 年・2019 年は「用地取得」段階の道路予定区域をそれ
ぞれ沿道敷地と一体的に利活用しました。道路占用は一般社団法人アーバンデザインセンター大宮 ( 都市再生
推進法人 ) が一括して行ないました（道路占用期間：2017 年：15 日間、2018 年：9日間、2019 年：31 日間）
　事業は、協賛金、出店料、さいたま市から一般社団法人アーバンデザインセンター大宮への業務委託費にて
運用されました。

お問合せ先　一般財団法人都市みらい推進機構
 Tel：03-5261-5625      e-mail：tochi_taisho@toshimirai.jp

IFUD
Institute for Future Urban Development

地元事業者の発見、育成を図るとともに、公共空間利活用の知見を蓄積

店舗等が減少・低未利用地が増加する街路沿道において、新たなストリートでのアクティビ
ティや経済効果を創出することにより、賑わいや市民の営みの持続に寄与

産官学民が連携した実行委員会を組成し、既存商店会組織をアップデート。「沿道経営体」と
して街路沿道の持続的なマネジメントを可能とする体制を創出



受賞プロジェクト概要（令和２年度 土地活用モデル大賞）都市みらい推進機構理事長賞

お問合せ先　一般財団法人都市みらい推進機構
 Tel：03-5261-5625      e-mail：tochi_taisho@toshimirai.jp

IFUD
Institute for Future Urban Development

新豊田駅東口駅前広場（新とよパーク）リニューアル整備

取組のポイント

愛知県豊田市／平成 31 年 竣工

事業概要

■ 所  在  地： 愛知県豊田市若宮町８丁目７番
■ 土地面積：約 1,200 ㎡
■ 事業主体：新とよパーク・パートナーズ、豊田市
■ 主要施設 ： コンクリートエリア（スケートボード・ＢＭＸ等が可能）、土エリア・築山エリア（テント等
　　　　　　設置やＢＢＱ、焚火が可能）、ベンチ、テーブル、散水栓、電源ＢＯＸ、備品倉庫
■ 事業スキーム等：公共施設リニューアル

　駅前広場の一部（道路用地）を日常的にストリートスポーツの若者であふれる広場へとリニューアルするプ
ロジェクトです。駅前の好立地でありながら、人が滞留しづらい暗い印象であった空間を、日常的にストリー
トスポーツの若者であふれる広場へとリニューアルし、まちに賑わいと活気が生まれました。
　ワークショップや実証実験を通じ、多様な市民が様々なアイデアと自由な空間のあり方を検討し、リニュー
アル設計に反映していきました。まちなかで敬遠されがちなスケートボードについては、地域のスケートボー
ドのリーダーの方も利用者組織の一員として検討段階から参画し、利用方法やマナー等の徹底化を図ることで、
まちなか全体でスケートボードができる空間が広がりました（河川敷や公共の多目的駐車場等）。
　広場運営の第 1弾ステップとして、市が事務局となる「運営組織（利用者チーム、企業、商店街、自治会等）」
による運営（2019 ～ 2021 年）を実施しながら、将来の民間（利用者チーム）が主体となる運営組織づくり
が進められています。

利用者（プレイヤー）との対話や実証実験に基づいた空間設計

利用者組織（新とよパーク・パートナーズ）と行政との適切な役割分担による「広場の自由
な利用」・・・スケートボードや火気の使用等

利用者組織（新とよパーク・パートナーズ）による持続可能な運営を目指した段階的な取組



受賞プロジェクト概要（令和２年度土地活用モデル大賞）都市みらい推進機構理事長賞

お問合せ先　一般財団法人都市みらい推進機構
 Tel：03-5261-5625      e-mail：tochi_taisho@toshimirai.jp

IFUD
Institute for Future Urban Development

鎌倉市旧村上邸保存活用事業

取組のポイント

神奈川県鎌倉市／令和元年 6月開業

事業概要

■ 所  在  地：神奈川県鎌倉市西御門 2-8-22
■ 土地面積：約  1,700 ㎡
■ 事業主体：株式会社エンジョイワークス 
■ 主要施設 ： 会議室、ラウンジ、能舞台、茶室、キッチン
■ 事業スキーム等：
　鎌倉市によるサウンディング調査、公募型プロポーザル、業務委託、旧村上邸保存活用協議会設置、
　投資型クラウドファンディング

　鎌倉市景観重要建築物「旧村上邸」を企業研修施設「旧村上邸　ー鎌倉みらいラボー」として活用するプロ
ジェクトです。建物の外観や佇まいはそのままに、会議室・能舞台・茶室を中心とした複合施設にリニューア
ルされています。公募型プロポーザルで選定された民間事業者が、クラウドファンディングを活用し、ボトム
アップの市民参加型で、新しいひとのつながりを生む場をつくる取組です。
　「旧村上邸」を、鎌倉市が提唱する「SDGs 未来都市かまくら」の「SDGs のショーケース」としての役割を
担い、環境・経済・社会の 3側面をつなぐ統合的取組のモデルとなることが目指されています。具体的には、
旧村上邸の環境が恒常的に保全されること（環境面）、旧村上邸の活用を起因として、鎌倉で働く、鎌倉の人々
と働くことが増えること（経済面）、旧村上邸の活用を起因として、鎌倉に住む人・関係人口が増えること（社
会面）を目標としています。

歴史的建造物であり地域のランドマークである旧村上邸の活用により地区の景観保全に貢献

公募型プロポーザルを経た公民連携により、PRE( 公的不動産の活用 )による土地の利活用、
持続的な運営の仕組みの構築

投資型クラウドファンディングを活用し、投資やイベントへの参加を通じて市民参加型で施
設を共創



受賞プロジェクト概要（令和２年度土地活用モデル大賞）審査委員長賞

お問合せ先　一般財団法人都市みらい推進機構
 Tel：03-5261-5625      e-mail：tochi_taisho@toshimirai.jp

IFUD
Institute for Future Urban Development

長久手市公園西駅周辺土地区画整理事業

取組のポイント

愛知県長久手市／施行中（令和 5年度完了予定）

事業概要

■ 所  在  地：愛知県長久手市丸山、石場、神門前 等
■ 土地面積：20.6ha
■ 事業主体：長久手市
■ 主要施設 ： 商業ゾーン（IKEA 長久手）、中高層住宅ゾーン、低層住宅ゾーン、先導住宅街区ゾーン
■ 事業スキーム等：土地区画整理事業

　公園西駅周辺地区は 2005 年の日本国際博覧会の会場の一つである愛・地球博記念公園の隣接地区で、地区
中央には東部丘陵線（リニモ）の公園西駅が開設されています。土地活用の促進等を図るため、地区全域を対
象とした申出換地を行ない、土地利用の骨格を「商業」・「中高層住宅」・「低層住宅」の３つにゾーニングしつ
つ、地権者の土地活用意向（売りたい、貸したい、自分で活用したい）に応じた換地設計を行いました。
　とくに、「環境配慮型まちづくり」を具体化するものとして「低層住宅ゾーン」の一部に「先導住宅街区」を設け、
地権者との勉強会を通じて具体的な土地利用を見い出し、環境意識の高い地権者の換地を集約しました。「先
導住宅街区」では、地区計画の中で緑化率の最低限度を建築敷地の 20％と定めつつ、緑化の質を高めるため
事業パートナーの協力のもと緑化協定を締結しました。
　本地区で取り組んだ環境配慮型まちづくりの成果を、広く長久手市の既成市街地に波及・展開させるため「環
境配慮型まちづくりの手引きとチェックリスト」を作成しました。

地区全域の申し出換地を実施し、施行者が描く土地利用計画と地権者が求める土地利用意向
と整合

環境配慮型まちづくりモデルや持続的な公共施設整備・管理の確立に資するため「公共空間
デザインアイデアコンペ」を実施し施設整備に反映

環境に配慮した住宅地として「先導住宅街区」を設けるほか「環境配慮型住宅ガイドライン」
を策定・周知


