
 
 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度    事業報告事業報告事業報告事業報告についてについてについてについて    

 

１１１１．．．．定時総会及定時総会及定時総会及定時総会及びびびび理事会理事会理事会理事会のののの開催等開催等開催等開催等    

1-1 事業計画の決定、運営に関する事項の決定、報告 

１）総会 

①平成 24年度第 1回臨時総会（書面表決）を平成 24年 6月 6日（水）に開催し、次の議案に

ついて原案どおり可決した。 

第１号議案 役員の一部選任について（案） 

 

②平成 24年度定時総会を平成 24年 8月 20日（月）午前 11時 00分より、ホテル十八楼にお

いて開催し、次の議案について審議し原案どおり可決した。 

第１号議案 平成 23年度 事業報告について（案） 

第２号議案 平成 23年度 収支決算について（案） 

 

③平成 24年度第 2回臨時総会（書面表決）を平成 25年 2月 22日（金）に開催し、次の議案に

ついて原案どおり可決した。 

第１号議案 役員の一部選任について（案） 

 

２）理事会 

①平成 24年度第 1回臨時理事会（書面表決）を平成 24年 6月 1日（金）に開催し、次の議案

について原案どおり可決した。 

第１号議案 役員の一部選任について（案） 

 

②平成 24年度第１回理事会を平成 24年 7月 24日（火）午前 11時 00分より、ホテルグランヴ

ェ－ル岐山において開催し、次の議案について審議し原案どおり可決した。 

第１号議案 平成 24年度 定時総会提出議案について（案） 

 （１）平成 23年度事業報告について 

 （２）平成 23年度収支決算について 

第２号議案 表彰規程による受賞者選考について（案） 

 

③平成 24年度第 2回臨時理事会を平成 25年 2月 6日（水）午前 11時 00分より、ホテル十八

楼において開催し、次の議案について審議し原案どおり可決した。 

第１号議案 平成 24年度 第 2回臨時総会提出議案について（案） 

 （１）役員の一部選任について 

第２号議案 平成 24年度 収支補正予算について（案） 

 

④平成 24年度第 2回理事会を平成 25年 4月 19日（金）午前 11時 00分より、ホテルグランヴ

ェ－ル岐山において開催し、次の議案について審議し原案どおり可決した。 

第１号議案 新規加入会員の承認について（案） 

第２号議案 平成 25年度 事業計画について（案） 

第３号議案 平成 25年度 収支予算について（案） 

 

1-2 都市計画事業に精励又は協会運営に功績のあった会員又は協会役職員の表彰 

・平成２４年度 定時総会時表彰者 ５名（市町会員２名、組合会員３名） 



 
 

２２２２．．．．都市計画事業都市計画事業都市計画事業都市計画事業にににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの収集収集収集収集およびおよびおよびおよび提供提供提供提供    

2-1 土地区画整理事業の実態調査による情報の収集 

・県内における土地区画整理事業の実態調査を行い、土地区画整理データベースにより事業管理

の実施 

・県内市町へＩＤ及びＰＡＳＳを配布し、データベースで管理できる仕組みの提供 

 

2-2 都市計画事業に関するアンケート調査を実施し、結果の集計・解析・報告 

・羽島市（狐穴第二地区）について地区計画に関するアンケート調査を行い、まちづくりに対する地

元地権者アンケート結果の集計 

・関市（天神杜地区）について位置指定道路に関するアンケート調査の実施及び集計 

・大野町グランドデザインに関するアンケート調査を実施し、地元地権者の都市計画に対する意向

を確認 

 

2-3 ホームページにより土地区画整理事業の情報及び県下の組合事業状況等、ＧＩＳシステム

を活用した情報提供 

・組合事業の進捗に応じて、組合ホームページの更新・業務報告の実施 

・ＧＩＳシステムを活用した区画整理事業データベースの公開 

 

2-4 都市計画事業の状況等を紹介するため「協会だより」及びパンフレットの発行 

・平成２４年度版協会だより 平成 25年 1月発行 

・協会パンフレット及び土地区画整理事業に関するパンフレットの発行 

 

2-5 民間放送による広告・宣伝 

・平成 25年 1月～5月においてテレビコマーシャルの放送を実施 

 

2-6 県内におけるまちづくりの情報蓄積と活用 

・協会パンフレット、協会だより、報告書等のこれまでに実施されたまちづくり情報の蓄積と活用 

 

2-7 まちづくり情報をデジタル化し、研修及び講習会への活用 

・これまでのまちづくりの報告書や土地区画整理事業手引等の資料を PDF等のデジタルデータに

変換するとともに、広く情報提供を図るため、ホームページへ掲載 

（協会パンフレット、協会だより、協会記念事業誌） 

 

2-8 保留地購入に関するアンケート調査 

アンケート実施地区数：２地区 

実  施  日：平成 25年 2月 5日（アンケート配布） 

   実 施 地 区：2地区 

岐阜市正木西部土地区画整理組合 

            岐阜市則武新田土地区画整理組合 

   配  布  数：46件 

   回  答  数：30件 



 
 

３３３３．．．．都市計画事業都市計画事業都市計画事業都市計画事業にににに関関関関するするするする研修研修研修研修、、、、講習会講習会講習会講習会のののの開催開催開催開催    

3-1 研修・講習会の開催 

 

3-2 まちづくり視察研修会の開催 

 

講習会・研修会名 概  要  等 場 所 日 時 参加者 

まちづくり講習会 

演題「今後の区画整理における保留地処分への提案」 

講  師 まちづくりアドバイザー 

株式会社岐阜放送 特別顧問 元岐阜市 理事  河島 和博 様 

 
演題「充電インフラ整備と誘客の連携事例紹介」 

講  師 トヨタメディアサービス株式会社 

国内マーケィング部 澤村 幸一 様  

 
演題「地域の宝物を探す；郷土の育成」 

講  師 岐阜経済大学 

地域連携推進センター教授  森 誠一 様 

 
演題「低炭素法にかかるまちづくりについて」 

講  師 岐阜県建築部 街路公園課 

技術課長補佐  大橋 稔彦 様 

ホテル 

グランヴェール岐山 
H25.2.27 

一般 24 

会員 82 

  計 106 

まちづくり研修参加支援 

公益社団法人 街づくり区画整理協会が主催するまちづくり講座を受

講する際の研修参加費用負担の実施 

 
主  催 公益社団法人 街づくり区画整理協会 

受講講座 「実施計画作成演習」 

「土地区画整理と関係税制」 

「土地区画整理の仕組みと運用」 

「助成制度と事業評価」 

「土地区画整理と関係法規」  

日本都市センター会館 

（都市センターホテル） 

H25.1.1
～5.31 

(参加市町) 

岐 阜 市 

大 垣 市 

関 市 

羽 島 市 

美濃加茂市 

各 務 原 市 

揖 斐 川 町 

計 7市町 

 

12 

講習会・研修会名 概  要  等 場 所 日 時 参加者 

先進地視察研修会 

石川県 金沢市 

金沢都市計画事業 金沢市田上本町土地区画整理事業 

石川県 金沢市 

金沢都市計画事業 金沢市田上第五土地区画整理事業 

石川県 

    金沢市 

石川県 

    金沢市 

H24.11.1 

～11.2 
会員 60 

愛知県常滑市 

常滑多屋土地区画整理事業 

愛知県 

    常滑市 
H25.3.22 

関市 

準備委員会 

 

一般  9 

会員 16 

  計 25 

現地視察研修会 

三重県桑名市 

桑名市城山土地区画整理事業 

三重県 

    桑名市 
H25.5.28 

美濃市 

準備委員会 

 

一般  8 

会員  7 

計 15 



 
 

４４４４．．．．都市計画事業都市計画事業都市計画事業都市計画事業にににに関関関関するするするする受託事業受託事業受託事業受託事業    

 

設立準備業務（関市平賀第二土地区画整理事業 事業計画書作成業務 外 9件） 

24,339,419円 

換地計画業務（岐阜市正木西部土地区画整理組合 換地計画認可申請図書等作成業務委託 外 18件） 

179,646,350円 

現場管理業務（岐阜市則武新田土地区画整理組合 設計管理監督業務  外 14件） 

90,384,550円 

組合事務局業務（関市小瀬長池土地区画整理組合 組合事務業務委託  外５件） 

9,265,000円 

合計       50件     303,635,319円 

 


