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「JSURP Newsβ版」の試み
JSURP の多様な活動の「予告・案内」と「結果」
を迅速に会員相互で共有することを目的として
JSURP Newsβ版を試行します。月２回発行予定
編集：渡会、中川、千葉、小谷
mail:jimukyoku@jsurp.jp

今週の News
1．JSURP 活動体制のいま
2．JSURP まちづくりカレッジ 2020
3．二宮町で町民ワークショップ
4．2020 年度出前講座
■JSURP 活動体制のいま
JSURP では 2020 年度から活動体制を再構築しました。
新しい体制の基本は、JSURP の基本的な活動を基盤活
動」
、
「公益事業」
、
「共益事業」の３部門と「支部」さらに
「特別委員会」に再構成したことにあります。
その３部門の下に、具体的な活動を行う委員会・部会と
して、現在活動が行われ今後より強化していくべきもの
（財務、広報、全まち、まちづくり支援等）と、これから

の JSURP の構築していく上で重要と考え新たに設けたも
の（地域活動部会、研究会連絡協議会等）で構成されてい
ます。各委員会・部会の活動内容などは逐次この JSURP
News でお伝えして行きます。
全まち事業やまちづくり支援、地域活動部会、職能部会
e-job 事業、カレッジなどの活動では一般会員・賛助会員
の方々にも積極的に関わっていただきたいので、興味のあ
る方は事務局までお問い合わせ下さい。

◆JSURP 活動体制➖ 2020/2021
部門

部会・委員会
財務運営委員会

基盤活動

事業戦略委員会
広報コミュニケーション部会
・会報編集委員会
全まち特別部会

公益事業

まちづくり支援部会
・日本都市計画家協会賞委員会
地域活動部会
職能部会

共益事業

まちづくりカレッジ部会
研究会連絡協議会

特別

委員会等
（時限）
支 部

主な活動
・予算編成、決算管理
・ファンドレイジング（企業寄付、個人寄付等のお願い）
・事業戦略の構築と組織運営の検討
・他分野連携、新規事業分野の開拓
・情報発信全般の戦略の構築と実施
・webサイトの企画、運営、更新

総括担当
中川智之常務理事
原 拓也理事
長谷川隆三理事

・会報の編集、発行

海野芳幸理事

・全国まちづくり会議事業の企画、運営

渡会清治専務理事

・地域でのまちづくり活動支援、出前講座等の企画運営
・大規模な災害復興の支援、復興まちづくりの支援
・日本都市計画家協会賞の運営、選考、表彰
・支部活動の活性化支援
・地域間連携事業の展開
・e-job事業、認定都市プランナーの運営、４団体連携
・都市プランナーの職能検討
・まちづくりカレッジの企画運営
・まちづくり関連セミナー等の企画運営
・研究会活動の活性化に向けた検討
・研究会相互の連携、交流等の促進

内山 征理事
江田隆三理事
坂井 猛理事
江田隆三理事
園田 聡理事
加藤孝明理事

震災復興タスクフォース

・東日本大震災等の復興支援活動の企画実施

加藤孝明理事

25周年記念事業委員会

・JSURP 25周年記念事業の企画運営

高鍋 剛副会長

アフターコロナのまちづくり

・セッション等の企画運営、提言等の取りまとめと公表

山本一馬副会長

北海道、神奈川、静岡、福岡

・各支部活動の企画運営
・支部間での交流、連携事業の企画運営

各支部長

■JSURP まちづくりカレッジ 2020―鋭意準備中
■JSURP まちづくりカレッジは 2014 年に当時の小川町オ
フィスへの移転を契機として企画が始まり、2015 年の春
に第１期カレッジを開講、以後毎年 5~8 のコースを開催
して来ました。2018-19 年は収容規模の大きな中央区京
橋の City Lab 東京に場所を移して開催されました。

◆2020 年度の予定
本年度はコロナ対策としてオンラインでの講座開設です。
参加費は一講座につき、全 4 回、一般 12,000 円、会員
8,000 円、学生 4,000 円(004 のみ学生 1,000 円)です。
◆2020 まちづくり講座に関する問い合わせ先
JSURP 事務局（jimukyoku@jsurp.jp）まで

講座名
2020-001

主な講師陣

地方に学ぶ観光まちづくりの今

菊地伸（北海道東川町）

〜 JSURP支部リレー講座〜

佐藤優一（静岡県遠州地区）他

草の根まちづくり最前線
2020-002

杉崎和久（法政大学）

〜 現場から学ぶ草の根まちづくりの

片山和一良（大船渡市浦浜・泊連

実態と求められる技術 〜

絡協議会）他
佐藤純一（カヤック）

2020-003 建築・都市の新しいビジネスの潮流2020

2020-004

秋吉浩気（VUILD） 他

都市計画のリアルを知ろう

向井優（RIA）

〜先輩に学ぶ、都市プランナーという生き方〜

井上洋司（背景計画研究所）他

期間
11/25~
1/20
11/19~
1/15

調整中
11/13~
1/14

■二宮町で町民ワークショップの支援 を実施中
JSURP では神奈川県二宮町より、加藤孝明理事を通じ
て新庁舎建設に向けた基本計画策定の一環である住民の意
向を把握するワークショップの運営を依頼されています。

■まちづくり支援部会：2020 年度出前講座実施の予定
2020 年度の地域主体のまちづくり講座／出前講座は８
月に募集を開始し、９月に実施する地域・自治体を選定し
ました。

支援内容は全体で 4 回を予定しているワークショプの運
営と講演で、JSURP からは加藤孝明理事、安藤裕之理事、
五十嵐淳（賛助会員）の 3 名が参加して運営・講演にあた
っています。
9 月 19 日(土)に安藤理事の司会進行のもとで加藤孝明
理事の講演「災害リスクの考え方」が行われ、午後は二宮
町の新庁舎建設候補地周辺などの視察・まち歩きが行われ
ました。10 月 3 日(土)には山﨑俊裕氏（東海大学教授）
、
井上岳一氏（日本総研）による講演と現庁舎に関する課題
検討が行われました。
今後は、11 月にグループ討議、12 月にシンポジウムを行
うことが予定されています

10 月以降、新型コロナの状況を勘案しつつ順次、現地で
実施していく予定です。
（過去３ヵ年の地域主体のまちづく
り講座活動は Planners92 号に特集されています。
）
https://www.jsurp.jp/2020/10/13/会報 planners92 号
発行のご案内/
◆地域向け出前講座：開催都市とテーマ
・ 兵庫県宝塚市：防災まちづくり
・ 愛知県長久手市：農とまちづくり
・ 熊本県熊本市：花と緑のまちづくり
・ 岩手県大船渡市甫嶺地区：持続可能なまちづくり
・ 静岡県長泉町：パークマネジメント
・ 岡山県倉敷市真備町：防災まちづくり
◆自治体向け出前講座：開催都市とテーマ
・ 山口県山口市：まちづくりルール、公共空間活用
・ 東京都三鷹市：まちづくりルール、公共空間活用
・ 沖縄県宮古島市：まちなかの活性化等
・ 静岡県焼津市：まちなかの活性化等
・ 茨城県つくば市：まちなかの活性化等

■二宮町ワークショップ／加藤理事の講演

■10 月後半〜11 月前半の予定
①10 月 19 日（月） 地域デザイン研究会
②10 月 20 日（火） 事業戦略委員会
③10 月 26 日（月） 全まち特別部会
④11 月 4 日（水） 研究会連絡協議会
⑤11 月 5 日（水） 25 周年記念事業委員会

