
復興まちづくり人材バンク　データベース登録様式 【記入例】 ：記入必須項目 登録番号 NO.

※登録番号は記入しないで下さい

①　基本属性
ご自身の基本的な属性について記入をお願いします。

公開
可否

※該当項目の情報が人材バンクのホームページ上に公開可能ならチェックをお願いします

公開
情報

フリガナ 性別 行政・都市機構職員経験の有無

氏名 男性

生年（西暦）

1960 年

公開
情報

主たる連絡先

区分

（その他の場合）具体的に

自宅

住所 〒000-0000

電話番号、メールアドレス TEL e-Mail

勤務先

名称

所属

役職

所在地 〒000-0000

電話番号、メールアドレス TEL e-Mail

その他

名称

所属

役職

所在地 〒

電話番号、メールアドレス TEL e-Mail

0

部長

□□支店　□□部

東京都××区××0-00-00

株式会社□□

00-0000-0000

東京都××区××0-00-00

00-0000-0000 XXXX@XXXX.co.jp

XXXX@XXXX.co.jp

○○　○○

○○　○○

【出身地】
　都道府県

東京都

　市区町村

××区

自宅 勤務先 その他

行政 都市機構 なし
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②　まちづくりに関する属性

ご自身のまちづくりに関する属性について記入をお願いします。

最終学歴・卒業修了年次 （ 1980 ）年卒業・修了

資格（取得年次・西暦） 1990 ）年取得 ）年取得

※該当するもの全てについて 1990 ）年取得 ）年取得

　選択をお願いします ）年取得 ）年取得

）年取得 ）年取得

）年取得 ）年取得

）年取得

）年取得 ）年取得

専門分野

※該当するもの全てについて

　選択をお願いします

）

） ） ）

登録団体 （以下に名称を記入）

著作物・表彰等
｢○○におけるまちづくり｣　共著（平成00年0月　××協会）
2000年0月0日　□□に関する設計協議「○○を創出する都市」　優秀賞

名称
（ありの場合）

※複数可
社団法人□□学会、財団法人××協会

公開
情報

○○大学　○○学部　○○学科

※上記以外の資格

技術士　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 再開発プランナー　　　　　（

土地区画整理士　　　　　　　　　　　（

一級建築士　　　　　 　　（

宅地建物取引主任者　 （

不動産鑑定士 　　　　　　  　　　　　（

RCCM　　　　　　　　　　　　　　　　　 （

資格なし

あり なし

コーディネート（住民との合意形成） 都市の各種マスタープラン作成 土地利用計画

土地区画整理事業 市街地再開発事業

防災集団移転促進事業

中心市街地活性化

住宅計画 交通調査・交通計画

公園緑地計画 景観計画・景観誘導 地区計画・建築協定

施設・住宅の設計 用地補償 都市計画の手続き

エリアマネジメント 環境・エネルギー まちづくりに関する法律

登録ランドスケープアーキテクト　　　　（

再開発コーディネーター 　（

中小企業診断士　　　　 （

まちづくりに関するファイナンス・税務 観光振興 産業振興（具体的に

福祉（具体的に 防災（具体的に その他（具体的に
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③　まちづくりに関する経歴

これまでのまちづくりに関する経歴について記入をお願いします。

実務経験年数 30 年 うち行政実務経験 0 年

職歴 期間 2010 年 4 月～ 2012 年 月

※主要な職歴について最大３つ 所属・役職

　まで記入をお願いします 期間 1993 年 4 月～ 2010 年 月

（期間については西暦で記入を 所属・役職

　お願いします） 期間 1984 年 4 月～ 1993 年 月

所属・役職

業務実績 具体事例① 実施年度 2000 年度

※必ず１つ以上の記入をお願い
　します

具体事例② 実施年度 2005 年度

具体事例③ 実施年度 2010 年度

地区名

○○市△△地区まちづくり計画策定業務

○○市△△地区

業務名称

地区名

□□市中心市街地活性化基本計画検討業務

地区名 □□市

自身の果たした役割等
主任技術者として、土地評価、換地割込み、地権者説明等を担当し、地権者意向を把握するなどして換地設
計及び仮換地指定を行った。

土地区画整理長期未着手地区において、ワークショップ形式により住民と協議を図りながら、新たなまちづ
くり計画の検討を行った。その結果、土地区画整理事業から地区計画を主体とした誘導型のまちづくり計画
を策定した。

業務概要

××市○○地区

業務名称

株式会社□□　□□支店　□□部　部長

3

3

業務概要

株式会社□□　××支店　○○課　主任

××市○○地区土地区画整理事業換地設計業務委託業務名称

組合施行の土地区画整理事業に関して、事業計画の作成、土地評価基準・換地設計基準の作成、土地評価、
換地設計、地権者説明用資料の作成等を行った。

株式会社□□　本社　○○課　課長

3

地権者等との意見交換や合意形成に向けて、ワークショップの運営を担当するとともに、管理技術者として
まちづくり計画の策定を行った。

自身の果たした役割等

業務概要
都市基盤整備事業とともに商業活動の活性化を図って、中心市街地をにぎわい溢れるまちとするために、公
共事業・民間事業などが一体的に取組むことを基本とした計画を検討した。

自身の果たした役割等
中心市街地活性化基本計画の検討を進めるとともに、行政・住民・商業者等による懇談会のコーディネート
を担当した。
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なお、過去に災害復興等に携わった経験のある方は、以下の項目についても記入をお願いします。

復興事業・復興まちづくり 期間 1990 年 4 月～ 1996 年 月

に関する実績 地区名

※主要な実績について最大３つ
　まで記入をお願いします

活動内容

（期間については西暦で記入を 期間 年 月～ 年 月

　お願いします） 地区名

活動内容

期間 年 月～ 年 月

地区名

活動内容

震災復興土地区画整理事業の実施に対して担当者として係わった。突然の災害に被災した住民に示された都市計画決定に対し、住民の行政
不信が高まった中で、土地区画整理事業の認可等事業推進を行った。災害復興事業の土地区画整理事業のあり方を行政に提案するととも
に、住民の不安や悩みに一つ一つ答えていくことで、早期に合意形成と事業の実施、完了を実現した。

3

○○市××地区
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④　委員歴、アドバイス等に関する実績

これまでまちづくりに係る各種の委員会等の委員歴等があれば記入をお願いします。

委員歴 期間 2010 年 4 月～ 2011 年 月

　　　　 委員会名等

（期間については西暦で記入を 期間 年 月～ 年 月

　お願いします） 委員会名等

期間 年 月～ 年 月

委員会名等

期間 年 月～ 年 月

委員会名等

アドバイス等に関する実績 期間 2000 年 4 月～ 2001 年 月

　　　　
携わった立場と
果たした役割

（期間については西暦で記入を 期間 2005 年 6 月～ 2005 年 月

　お願いします）
携わった立場と
果たした役割

期間 年 月～ 年 月

携わった立場と
果たした役割

期間 年 月～ 年 月

携わった立場と
果たした役割

3

3

財団法人○○機構のタウンマネージャー養成講座の講師を担当した。中心市街地における都市構造分析、商業機能・商業規模の考え方につ
いて講義した。

□□市都市計画マスタープラン策定委員会

12

□□市××地区の土地区画整理事業組合のアドバイザーとして、事業理解や合意形成について支援を行った。
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⑤　活動条件等

ご自身が活動するための条件等について記入をお願いします。

活動可能地域 ）

※該当するもの全てについて
　選択をお願いします

活動条件 必要費用

１回当たりの
継続活動期間

頻度

活動可能期間 1 年間 か月間

⑥　自由記述

東日本大震災の復興事業・復興まちづくりに関する思いや登録内容を補足する事項等について記述をお願いします。

自由記述

※特に指定があれば市町村名について記入を
　お願いします

※特に指定があれば曜日について記入を
　お願いします

青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 千葉県 その他の被災都道県（具体的に

週１～２回程度 月１～２回程度 半年１～２回程度

実費（交通費、宿泊費、資料代等） 実費＋人件費 不要

数日 １週間 半月 １か月 ３か月 １年

年１～２回程度
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