【住宅市街地整備研修会
平成 28 年 7 月 28 日～29 日
東京
「大和ハウス東京ビル」
両日
会 員 12,000 円(税込)
非会員 18,000 円(税込)
平
成
28
年
度

1 日のみ
会 員 7,000 円(税込)
非会員 10,000 円(税込)

平成 29 年７月 27 日
～7 月 28 日
東京
「大和ハウス東京ビル」

平
成
29
年
度

両日
会 員 12,000 円(税込)
非会員 18,000 円(税込)
1 日のみ
会 員 7,000 円(税込)
非会員 10,000 円(税込)

令和元年７月 24 日
～7 月 25 日
令
和
元
年
度

東京
「大和ハウス東京ビル」
両日
会 員 12,000 円(税込)
非会員 18,000 円(税込)

過去開催内容一覧（H28～）】
【講演】
～１日目～
（１）住宅市街地総合整備事業等について
国土交通省 住宅局 市街地建築課
（２）防災都市づくり推進計画の改定について
～木密地域の早期改善に向けた取組～
東京都 都市整備局 市街地整備部
（３）和歌山における耐震改修の取り組み
和歌山県 県土整備部 都市住宅局 建築住宅課
（４）泉北ニュータウン再生の取組み
大阪府 堺市 建築都市局 ニュータウン地域再生室
（５）UR 団地を活用した地域医療福祉拠点化の取組みについて
UR 都市機構 ウェルフェア総合戦略部 ウェルフェア戦略推進チーム
～２日目～
（１）建築物を通じたまちなみ景観づくり
国土交通省 住宅局 市街地建築課
（２）街なみ環境整備事業等
国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室
（３）空き家の現状と対策等について
国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 住環境整備室
（４）長野市における街なみ環境整備事業の取組み
長野県 都市整備部 まちなみ整備室
（５）独立行政法人住宅金融支援機構まちづくり融資について
独立行政法人 まちづくり推進部 まちづくり業務室
【講演】
～１日目～
（１）住宅市街地総合整備事業等について
国土交通省 住宅局 市街地建築課
（２）門真市北部地区の密集市街地の改善について
大阪府 門真市 まちづくり部 地域整備課
（３）高知県における住宅耐震改修の取組み
高知県 土木部 住宅課
（４）沿線活性化に向けた京王電鉄の取組み
京王電鉄(株) 前略推進本部 沿線価値創造部
（５）密集市街地における UR の取組み
UR 都市機構 都市再生部 事業管理第１課
～２日目～
（１）建築物を通じたまちなみ景観づくり
国土交通省 住宅局 市街地建築課
（２）街なみ環境整備事業等
国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室
（３）空き家の現状と対策等について
国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 住環境整備室
（４）江津市の街なみ環境整備事業の取組み
江津市 都市計画課
（５）香取市の街なみ環境整備事業の取組み
香取市 建設水道部 都市整備課
（６）独立行政法人住宅金融支援機構まちづくり融資について
独立行政法人 まちづくり推進部 まちづくり業務室
【講演】
～１日目～
（１）住宅市街地総合整備事業等について
国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室
（２）密集市街地整備における最新の動向
国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室
（３）密集市街地整備における富山県射水市ｓの取組み
富山県 射水市 都市整備部 建築住宅課
（４）密集市街地における UR の取組み
UR 都市機構 都市再生部 事業管理第１課
（５）住宅団地再生に向けた新たな支援制度
国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室

1 日のみ
会 員 7,000 円(税込)
非会員 10,000 円(税込)

令
和
２
年
度

令和 2 年 12 月 3 日(木)～1 ヶ
月間（動画研修会）

会 員 13,000 円(税込)
非会員 18,000 円(税込)

令和３年 8 月 20 日(金)～1 ヶ
月間（動画研修会）
令
和
3
年
度

会 員 13,000 円(税込)
非会員 18,000 円(税込)

（６）菱野団地再生における住宅団地再生に向けた取組み
瀬戸市 都市整備部 都市計画課
～２日目～
（１）建築物を通じたまちなみ景観づくり
国土交通省 住宅局 市街地建築課
（２）街なみ環境整備事業等
国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室
（３）横手市増田地区街なみ環境整備事業
秋田県 横手市 建設部都市計画課
（４）犬山城下町地区における歴史資産を活かした街なみ環境整備事業の取組
み
愛知県 犬山市 都市整備部 都市計画課
（５）空き家の現状と対策等について
国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 住環境整備室
（６）住宅・建築物の耐震化における国の最新の動向
国土交通省 住宅局 市街地建築課
（７）熊本県における住宅・建築物の耐震化の取組み
熊本県 土木部 建築住宅局 建築課
（８）独立行政法人住宅金融支援機構まちづくり融資について
独立行政法人 まちづくり推進部 まちづくり業務室
【講演】
（１）住宅市街地総合整備事業等について
国土交通省 住宅局市街地建築課
（２）密集市街地における防災・減災に向けた自治体の取組みについて
大阪市都市整備局市街地整備部
（３）ＵＲ賃貸住宅におけるストック再生等の取組みについて
独立行政法人都市再生機構ストック事業推進部
（４）建築物を通じたまちなみ景観づくりについて
国土交通省 住宅局市街地建築課
（５）街なみ環境整備事業等について
国土交通省 住宅局市街地建築課
（６）地方公共団体の都市再生整備事業・街なみ環境整備事業の取組について
鳥取県境港市 建設部
（７）住宅・建築物の耐震化における国の最新動向について
国土交通省 住宅局市街地建築課
（８）地方公共団体のブロック塀等の安全確保に関する取組について
大阪府住宅まちづくり部建築防災課
（９）独立行政法人住宅金融支援機構まちづくり融資について
独立行政法人住宅金融支援機構
【講演】
（１）住宅市街地総合整備事業等について
国土交通省 住宅局市街地建築課
（２）神戸市の密集市街地再生の取り組みについて
神戸市都市局まち再生推進課
（３）ＵＲ賃貸住宅におけるストック再生等の取り組みについて
独立行政法人都市再生機構ストック事業推進部
（４）建築物を通じたまちなみ景観づくりについて
国土交通省 住宅局市街地建築課
（５）街なみ環境整備事業等について
国土交通省 住宅局市街地建築課
（６）今井町における街なみ環境整備事業の事例について
奈良県 橿原市教育委員会
（７）住宅・建築物の耐震化における国の最新動向について
国土交通省 住宅局市街地建築課
（８）高知県における住宅耐震化促進の取り組みについて
高知県 土木部住宅課
（９）独立行政法人住宅金融支援機構まちづくり融資について
独立行政法人住宅金融支援機構

令
和
4
年
度

令和 4 年 7 月 19(火),20 日(水)
東京
「日本教育会館」
両日
会 員 14,000 円(税込)
非会員 19,000 円(税込)
1 日のみ
会 員 8,000 円(税込)
非会員 11,000 円(税込)

【講演】
（１）住宅市街地総合整備事業等について
国土交通省 住宅局市街地建築課
（２）東京都の防災都市づくりについて
東京都 都市整備局市街地整備部
（３）ＵＲ賃貸住宅におけるストック再生等の取り組みについて
独立行政法人都市再生機構ストック事業推進部
（４）建築物を通じたまちなみ景観づくりについて
国土交通省 住宅局市街地建築課
（５）街なみ環境整備事業等について
国土交通省 住宅局市街地建築課
（６）
「旧吹屋小学校校舎」の保存整備について
高梁市産業経済部
（７）住宅・建築物の耐震化における国の最新動向について
国土交通省 住宅局市街地建築課
（８）神戸市における住宅・建築物の耐震化の取組について
神戸市 建築住宅局建築指導部 安全対策課
（９）独立行政法人住宅金融支援機構の融資制度について
独立行政法人住宅金融支援機構

