
 

⽇時︓11 ⽉ 17 ⽇（⼟） 13:00〜15:00 
発表対象︓最近 1 年間に都市計画報告集掲載した報告のうち発表希望のあったもの 
発表時間︓10 分を予定（うち質疑応答2 分） 
 
報告会 ① 
会  場︓⼤阪⼤学吹⽥キャンパス⼯学R1 棟 2 階212 教室 
司  会︓志摩 憲寿（東洋⼤学） 
題⽬ 著者 ○印＝発表者 

⽇本型スマートコミュニティのあり⽅に関する研究 ○北川 友葵（⼤阪⼤学⼤学院） 
・⽊村 綾夏・下⽥ 吉之 

⽶国の衰退⼯業都市のゾーニング改訂における空き家・空き地の多い地区の取り扱い ○⽮吹 剣⼀（東京⼤学⼤学院）・⿊瀬 武史 

公共施設の有効利⽤に向けた整備・運営のあり⽅に関する研究 ○泉 あかり（千葉⼤学⼤学院）・村⽊ 美貴 

⼩規模店舗が集積する南海難波駅東側の形成過程とその都市計画的要因 ○藤原 功樹（徳島⼤学⼤学院）・⼩川 宏樹 

神⼾市郊外部における⾯的エネルギーシステムの導⼊可能性に関する研究 ○⽊原 航太（千葉⼤学⼤学院）・村⽊ 美貴 
学校施設における避難所の機能確保と平常時の環境性・経済性を考慮したエネルギー
システム構築のあり⽅に関する研究 ○縄⽥ 拓哉（千葉⼤学⼤学院）・村⽊ 美貴 

災害時の道路交通に係る制度に関する⼀考察 ○⽵内 義和（千葉⼤学⼤学院）・村⽊ 美貴 

交通事故発⽣件数のトレンドと季節性の類型化 ○⻄ 颯⼈（東京⼤学⼤学院）・樋野 公宏 
 
報告会 ② 
会  場︓⼤阪⼤学吹⽥キャンパス⼯学R1 棟 2 階213 教室 
司  会︓樋⼝ 秀（⻑岡技術科学⼤学） 
題⽬ 著者 ○印＝発表者 

計画意図・内容と論点からみた⽴地適正化計画の意義と課題 ○井上 拓央（東京⼤学⼤学院） 
・真鍋 陸太郎・村⼭ 顕⼈・⼤⽅ 潤⼀郎 

斜⾯市街地整備と⽴地適正化計画 ○秋⽉ 優⾥（東京⼤学⼤学院） 
・真鍋 陸太郎・村⼭ 顕⼈・⼤⽅ 潤⼀郎 

広域都市計画区域縁辺市町市街化調整区域における居住および⽣活拠点に関する研究 ○根本 ⼀樹（岐⾩⼯業⾼等専⾨学校） 
・鶴⽥ 佳⼦・佐藤 雄哉・櫻⽊ 耕史 

⼋⼥福島地区における⼤規模な⽊造建物再⽣に向けた取り組み ○内野 絢⾹（有明⾼専）・加藤 浩司 

建物除却跡地の⽴地特性を踏まえた除却計画・将来利⽤⽅針との対応関係 ○⾺場 弘樹（東京⼤学⼤学院）・樋野 公宏 

戦災復興都市計画における河川沿い緑地計画に関する研究 ○三輪 潤平（京都⼤学⼤学院）⼭⼝ 敬太・川﨑 雅史 

将来⼈⼝の変化に向けた都市公園整備に関する基礎的研究 ○⼩林 利夫（明星⼤学） 
・⻄浦 定継・⽵腰 正隆・蕪⽊ 響 

コペンハーゲン市ローカルプラン策定過程の住⺠参画制度に関わる法定地域住⺠組織
の役割と活動実態 

○⼀⾊ 寛登（岐⾩⼯業⾼等専⾨学校） 
・鶴⽥ 佳⼦・伊藤 功多 

コペンハーゲン市におけるローカルプランの内容分析 ○⽊村 祐太（岐⾩⼯業⾼等専⾨学校）・鶴⽥ 佳⼦ 
 
報告会 ③ 
会  場︓⼤阪⼤学吹⽥キャンパス⼯学R1 棟 2 階214 教室 
司  会︓古⼭ 周太郎（東北⼯業⼤学） 
題⽬ 著者 ○印＝発表者 

⼤都市圏市街化区域外縁部におけるまちづくり条例による住宅市街地の整備・整序 ○今⻄ ⼀男（福島⼤学） 

⼤都市郊外住宅地の再⽣における⺠間企業の参画に関する研究 ○平江 良成（東京急⾏電鉄（株）） 
・⼩泉 秀樹・後藤 智⾹⼦ 

町家の私⽤空間を利活⽤したまちづくり計画策定と展開に関する⼀考察 ○魏 ⼩娥（関⻄学院⼤学）・加藤 晃規 

地域住⺠が管理する暫定的緑地の課題に関する調査 ○新保 奈穂美（筑波⼤学） 

国内におけるゲストハウスの特徴の変化に関する⼀考察 ○⽯川 美澄（⾦沢星稜⼤学） 

地⽅都市における賃貸共同住宅の⽴地動向に関する研究 ○河島 駿介（徳島⼤学⼤学院）・⼩川宏樹 

⾏政及び⺠間セクターによる空き家問題の解決に向けた取り組みに関する研究 ○久保 ⽂乃（徳島⼤学⼤学院）・⼩川宏樹 
My City Forecastを⽤いたリアルタイムに共有可能な市⺠協働型まちづくりワークシ
ョップ 

○関本 義秀（東京⼤学） 
・瀬⼾ 寿⼀・前⽥ 翠・⼩俣 博司 

 

都 市 計 画 報 告 会 



⽇時︓11 ⽉ 17 ⽇（⼟） 11:00〜15:30 コアタイム 12:00-13:00 
「都市計画・まちづくりの仕事」ポスター展⽰・ポスターセッション 

都市計画コンサルタント協会 [会場︓⼯学U2 棟 2 階212 教室] 
都市計画コンサルタントの実務事例を紹介するポスター展示ならびにポスターセッションを開催します。コアタイムには、出展者がポス

ターの前で内容について説明をします。 

 

⽇時︓11 ⽉ 17 ⽇（⼟） 13:00〜15:00 
（1）公的空間の再興に向けて〜我々が今なすべきこと〜 

地域デザイン戦略に基づくまちづくり推進会議（APS 推進会議） [会場︓⼯学U2 棟2 階 211 教室] 
APS推進会議が継続的に開催してきた「都市＋デザインフォーラム」は今年7月までで20回を越える。また、部会による現実の空間を

捉えたアドボガシー数地区では何を生み出したか、といった両面から、これまでの活動を振り返る。そして、APS 推進会議が主な着眼

点としている市街地整備等の都市計画事業により生み出された公共空間を対象として、現状の問題点や課題、また今後その有益な活用に

向けて何をすべきかについて探っていく。    （登壇予定者：小出和郎・佐々木政雄・高見公雄 他） 
 
（2）都市規模や地区特性に応じたエリアマネジメントの取り組みと⼈材育成をめぐる課題と展望  

エリアマネジメント⼈材育成研究会 [会場︓⼯学 U2 棟 2 階213 教室] 
本 WS を主催するエリアマネジメント人材育成研究会は、昨年度から全国各地のエリアマネジメントの取り組みを共有しながら求めら

れる人材像について議論を重ねてきた。エリアマネジメントの取り組みをウェブ上で整理した後、2度の公開フォーラムを通じて実務者

の意見を収集・分析し、今年度は実際の取り組みに伴走しながら、必要な人材像を整理しようとしている。本 WS では、こうした研究

会活動を報告するとともに、ゲストから地区特性に応じたエリアマネジメントの取り組みや課題について、特に大都市中心部、地方の中

心市街地、住宅地を取り上げ、報告を受ける。その後、会場参加者も交えて、都市を「つくるから育てる」をキーワードに、多様な主体

の連携によって事業が展開されるエリアマネジメント活動に必要な能力やスキルとは何なのか、どのように人材を育成していくべきか等

につき議論を行い、課題と展望を整理していきたい。 
（登壇予定者：保井美樹（法政大学）・泉山塁威（東京大学）・ソンジュンファン（山口大学）・籔谷祐介（富山大学）・ 

上野美咲（和歌山大学）・植松宏之（梅田地区エリアマネジメント実践連絡会）・葛西優香（（株）HITOTOWA）） 
 
（3）7 年半の現時点から復興計画を検証する 

⾚浜の復興を検証する研究会 [会場︓⼯学U2 棟 2 階214 教室] 
東日本大震災から７年半を経て、女川の海への軸や大船渡の商業集積地など特徴ある空間計画の情報は広く共有され、現場でも風景とし

て立ち上がりつつある。本 WS では、こうした状況をふまえて、まち全体における基幹空間の位置付けや集落固有の特性が広がってい

く様相を登壇者から発表していただき、復興計画の可能性を議論する。議論の根底として、主催団体のメンバーが関わってきた大槌町赤

浜地区における取り組みを説明する。  （登壇予定者：黒瀬武史（九州大学）・上條慎司（小野寺康都市設計事務所）・ 
宇野健一（アトリエU）・臂徹（キャッセン大船渡）・姥浦道生（東北大学）・窪田亜矢（東京大学）） 

 
（4）コンパクト＆スマートシティ研究と政策⽴案 

研究交流事業「実務と研究の連携のための研究会」 [会場︓⼯学 R1 棟 2 階211 教室] 
持続可能な都市構造としてコンパクトシティが議論されるなか、全国で 400 を超える団体で立地適正化計画の策定が進められ、本年 4
月には都市と農地の新たな関係を構築するための「田園住居地域」が新たな用途地域として加わった。一方で、本年8月には国交省から

「スマートシティの実現に向けて」中間とりまとめが公表された。コンパクトとスマートという一見すると異なる視点での街づくりに対

して、本 WS では研究者と実務者が連携して、立地適正化、都市と農地の関係、スマートシティに係る政策立案の背景やそれを裏付け

る科学技術や研究成果などについて討議を行う。 （登壇予定者：下村哲也（国交省）・奥田謁夫（国交省）・村山顕人（東大）・ 
野村亘（国交省）・秋田典子（千葉大）・越智健吾（国交省）・森本章倫（早大）・菊池雅彦（復興庁）・桑田仁（芝浦工大）） 

 
（5）都市の⽔辺の公私計画・マネジメントのあり⽅（案） 

⽔辺の公私計画研究会 [会場︓⼯学R1 棟 3 階 311 教室] 
本ワークショップでは、持続的な水辺空間利用および管理に向けた行政、民間、市民・住民などの多様な主体が係わり合う公私計画のあ

り方を検討するため、国内外の水辺空間の現状と課題、そこに見られる空間利用・管理の実態を通して、今後の都市の水辺の新たな公私

計画のカタチを議論する。 
（登壇予定者：上山肇（法政大学）・市川尚紀（近畿大学）・菅原遼（日本大学）・青木秀史（オリエンタルコンサルタンツ） 他） 

 

⽇時︓11 ⽉ 17 ⽇（⼟） 15:30〜17:30 
「都市計画法 50 年・100 年記念シンポジウム 第 1 弾｣ 

社会システムとしての都市計画と⼟地利⽤制度－線引き制度から⽴地適正化計画まで－ 
都市計画法 50 年・100 年企画特別委員会 [会場︓⼯学U3 棟211 教室] 

 
 

ワ ー ク シ ョ ッ プ 

ポスターセッション 

記念シンポジウム 


