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1．2021 年度 JSURP 総会等の案内
2. まちづくり支援部会の活動紹介
3．事業戦略委員会の活動紹介
4．全まち部会の活動紹介

■2021 年度 JSURP 総会等の案内
2021 年度(第 20 回)通常総会等は 6 月 19 日（土）に
開催の予定ですが、開催方法等に関しては新型コロナウ
イルス感染症の蔓延状況（緊急事態宣言等の発令状況）
に応じて実施することを検討しています。
◇第 20 回通常総会開催要領（予定）

・日時：2021 年 6 月 19 日（土）13 時〜15 時
・開催方式
―緊急事態宣言等が解除されている場合
開催方式：会場参加＋オンライン参加
会場：axle 御茶の水 2F EVENT SPACE（予定）
（千代田区神田小川町 3―28―5）
―緊急事態宣言等が発令中の場合
開催方式：オンライン参加
◇通常総会後のシンポジウム等
例年、通常総会後に行われるシンポジウム等のイベン
トに関しては現在企画実施案を検討中ですが概ね以下の
３部構成で 6 月 19 日（土）の 15 時 30 分〜18 時で開
催の予定です（懇親会は残念ですが見送りとします）
。
開催方式は前記総会開催方式に準ずる形を予定してい
ます。
シンポジウムのメインテーマ
「コロナ禍を機に、パラダイムシフトが起こりつ
つある社会に対して取り組む JSURP の新たなアク
ションの所信を表す」
第１部／企業連携戦略をテーマに
都市への優良投資に向けた企業連携の取り組みに
ついて、事業戦略委員会のメンバーおよび連携候
補企業や外部ゲストとともに紹介
第２部／日本社会のダイバーシティ戦略をテーマに
真のダイバーシティ社会に向けたアクションにつ
いて、JANPIA（一般財団法人 日本民間公益活動
連携機構）の休眠預金を減資とする資金を用いた
取り組み経過と、硬直化した社会を個々の多様な
構成員の潜在力を総体として最大化するというビ
ジョンについて、連携する団体や外部ゲストとと
もに紹介。
第３部／パネルディスカッション
コロナ禍のパラダイムシフト時に求められること
からの「都市づくり・まちづくりプランナーと
は」をテーマとするセッション。
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■まちづくり支援部会の活動紹介
まちづくり支援部会は 10 名の理事で構成していま
す。１〜２ヶ月に１回程度で継続的に部会を開催してお
り、一般会員にも公開しています。
まちづくり支援部会は、主に以下の４つの事業＋「まち
づくりサロン」を進めています。
①地域主体のまちづくり推進事業（担当：内山征）
出前講座、プレイスメイキングワークショップ、みん
なのまちづくり NOTE の作成等を行い、全国へ地域主
体のまちづくりを広げる活動をしています。
②まちづくり相談事業（担当：安藤裕之）
常時、まちづくりに関わる相談を受ける窓口を設けて
おります。これまで以上に、相談が寄せられるような工
夫を検討しています。
③都市計画家協会賞（担当：江田隆三）
２年に１回、草の根まちづくり活動をしている団体を
表彰する事業を実施しています。
④災害復興支援（担当：神谷秀美）
大規模災害に備えて、復興まちづくりに速やかに入れ
る組織体制、知識・ノウハウの取得、災害が想定される
地域との関係性づくりについて企画・準備を進めていま
す。
◇まちづくりサロン
部会では、上記の主要事業の意見交換に加えて、まち
づくりサロンとして、参加している理事、会員の取り組
んでいる活動等の情報交換を行っています。この活動を
通じて、出前講座やまちづくり相談の講師リストの充実
につなげています。（内山理事：まちづくり支援部会）
オンラインによる」まちづくりサロン」の様子

■認定 NPO を支える寄付のお願い

寄付サイトからのネット決済による寄付
寄付は一口 5,000 円です。
JSURP の HP トップ画面の
「寄付のお申し込みボタン」にアクセスし、
手順にそって「ネット決済」を行ってください

興まちづくりが進められてきました。
それぞれの⾃治体での地域性を考慮した試⾏錯誤の「結果＝復興の形」は異なりますが、ハード
ソフト両⾯で、その過程を検証し、課題となったことや有効だったことなどを振り返りながら検

■事業戦略委員会の活動紹介
◇2020 年度の活動概略
事業戦略委員会は協会の組織体制上「基盤活動」に
位置づけられ、当面「企業連携」の検証がミッションと
された。これを受け当委員会では、複数企業にヒア実施
し、望ましい企業連携のあり方について考察を開始し
た。以下は同ヒア対象企業の見解概略である。
（1） 某不動産系企業：防災街区整備事業や木密改善
等に関する協会との共同研究に関心がある
（2） 某総合商社企業：エネルギーや DX 系ソリュー
ションを地域に展開したく、その中間支援機能
を協会が果たしてくれることに期待がある
（3） 某観光系コンサル：地方自治体の観光振興系部
署が政策総括するケースが増え、都市計画分野
に関する社内人材育成/社外交流が急務であり、
協会との連携に関心がある

証し、今後のまちづくりへ活かせることを導き出します。
■全まち部会の活動紹介
全まち部会は、毎年開催される全国まちづくり会議の
２．全体スケジュール
• 2020 ‒ 2021 の全国まちづくり会議は３つのフェーズで開催します
企画・実施の中核的事項を検討し運営を担う部会です。
Phase 1：復興 10 年を考える
◇全体のプログラム
Phase 2：東日本大震災の経験として活かされたことと各地で生まれたことを考える
毎年開催されてきた全国まちづくり会議ですが、2020
Phase 3：これからのまちづくりと事前復興を考える
• 本年度、三陸沿岸の被災地にてリレー形式でテーマを引き継ぎながら分科会(オンラインとの
年度は新型コロナウィルス感染症流行の状況と東日本大
併⽤)を３回開催します。最終回は三陸復興まちづくりフォーラムを兼ねます
震から
10 年の節目であることを勘案し、オンラインを
• 新年後は、熊本地震や平成 30 年 7 ⽉豪⾬の被災地などで分科会(オンラインを併⽤)を開催
主体として、２ヶ年（2020
年-2021 年）にわたる連続
(場所はこれから選定)します。
•
来年
10
⽉に、最終のとりまとめ会議を岩⼿県⼤船渡市内で開催します
シリーズ形式で開催することとしました。
Phase 1

Phase 2

Phase 3

三陸沿岸分科会

全国被災地分科会

全国まちづくり会議

• 12/13（⼟） ⽯巻開催

• 2021 年 4 ⽉〜9 ⽉

• 2021 年 10 ⽉

• 1 ⽉下旬-2 ⽉上旬 ⼤槌開催

• 熊本、岡⼭などで開催予定

• ⼤船渡にて開催予定

• 3 ⽉上旬 気仙沼開催

• 場所と回数は年度内に決定

•

３．三陸沿岸分科会について
◇2020
年度の活動
（１）石巻開催について
【Phase1】では、石巻市・大槌町・気仙沼市の３市町
【タイトル】
において、震災
10 年を振り返りながら、今後の 10 年
⽯巻で震災 10 年を振り返る（仮称）
【目的】
を考えるリレー形式のセッションを実施しました。
⾃治体域の広さと被害の⼤きさゆえに多くの復興事業が進められた宮城県⽯巻市。それらが概
ね完了を迎えようとする今、中⼼市街地の復興事業（特に再開発事業）の 10 年について振り返
り、市内を中⼼にまちづくり活動をする担い⼿とともに、この先の 10 年を考える。

▲企業ヒアに用いたシート
◇2021 年度の活動方針
今年度はブレスト段階へと移行、対象企業をより多
様な分野とし、以下の方針にて活動継続する。
l 「協会/企業/地域の連携による地域課題解決と新た
な価値創造」を目的に、当委員会メンバーと対象企
業担当者とのブレストを実施
l 対象企業は、主として、地方創生/震災復興/スマー
トシティ/その他社会課題解決に通ずる事業展開を
図っている（ベンチャー含めた）企業とする
l コストをかけずスピーディーな展開を図るためオン
ライン型ブレストとする（原則月１回実施）
※なお、当面は対象企業担当者の自由な発言を得る
ため、同会議は公開しないものとする
l これら活動を通じ、企業連携の在り方や具体的な協
働事業等を見出し、理事会へ報告/提言
l 人材育成系や共同研究系のほか、情勢が許せばトー
クイベントやカレッジ系事業等への展開も図る

これら諸活動に際しては、既成概念にとらわれないこ
とが大切だと考えている。従来のまちづくりの概念で出
口がイメージできる企業に限らず、より多くの分野の企
業との交流を育みたい。当委員会では「いずれにせよ
“地域”という舞台で繋がるのだから、あとはセレンディ
ピティ（偶然の出会い、予想外の発見）を重視しよう」
と議論しているところである。見出し得た可能性を協会
内にて展開し具体的な事業/活動を図るべく、取り組み
を継続する。
（原理事：事業戦略委員会）

◇2021 年度の活動方針
【Phase2】
東日本大震災後に、地震・水害・火災災害に見舞われた
地域において、東日本大震災の経験として活かされたこ
とや各地で生まれたことを考えます。
・第１弾：5 月 29 日（土）13 時より、熊本地震の
被災地（熊本市）と球磨川豪雨の被災地（球磨村）と
を結ぶオンラインセッションを企画中です。
・第２弾：岡山真備町（豪雨水害）を予定
・第３弾：糸魚川市（市街地大火）を予定
・第４弾：北海道厚真町（2017 年震災）を予定
【Phase3】2020-2021 全まち総括大会
２ヵ年にわたる全まちシリーズの総括大会を 2021 年
秋（10 月頃）に大船渡市において開催する方向で企画
を進めています。
2020-2021 連続シリーズセッションで得られた知見
を持ち寄り、これからのまちづくりと事前復興/復興の
あり方などを考える総括セッションなどを開催します。
新型コロナウィルスの蔓延状況によって開催内容・方
法が影響されますが、現時点では 2020 年当初に企画し
ていた現地でのリアル大会開催＋ハイブリッドでの開催
を考えています。（渡会理事：全まち部会）
■今月の予定
①５月 19 日（水）
②５月 20 日（木）
③５月 26 日（水）

全まち部会
風景デザイン研究会
第 189 理事会

