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当協会では、これからの都市計画の進め⽅について、関係者が⼀堂に会して議論をし、共有するた

めのシンポジウム「これからの都市計画の話をしよう」を本年の 6 ⽉ 30 ⽇⾦曜⽇に開催することに

なりました。 

シンポジウムでは、都市計画基本問題⼩委員会での中間とりまとめ（平成 29 年 6 ⽉予定）、都市計

画ビジネスの新たな展開に関する研究会（平成 28 年 6 ⽉とりまとめ）の成果もあわせて情報提供す

る予定です。皆様のご参加をお待ちしています。 

また前⽇の６⽉ 29 ⽇⽊曜⽇には、平成 29 年度都市計画実務者講習会を開催し、⽴地適正化計画作

成の⼿引きの改訂版や、⽴地適正化計画の特徴的な作成事例を紹介しますので、こちらにも是⾮ご参

加ください。（編集部 津端） 

 

シンポジウム「これからの都市計画の話をしよう」 

⽇時 平成 29 年 6 ⽉ 30 ⽇（⾦）13:30〜（13:00 会場） 

会場 スクワール麹町 錦華 

    東京都千代⽥区麹町６－６（四ッ⾕駅麹町⼝１分） 

主催 都市計画コンサルタント協会 

後援 国⼟交通省（予定）、都市計画協会、都市計画学会、都市計画家協会 

定員 ２７０名 

参加費 無料 

申し込み⽅法 当協会ホームページから申し込みください 

http://www.toshicon.or.jp/seminar#benkyokai 
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これからの都市計画を考えるセミナー開催︕ 
トピック・

コラム 



 

 

 

 

開会挨拶 13 時 30 分～ 

13 時 35 分(5 分) 

都市計画コンサルタント協会 

都市計画コンサルタント協会会長 松原悟朗 

基調講演 13 時 35 分～ 

14 時 35 分(60 分) 

仮題）これからの都市計画について 

東京工業大学大学院理工学研究科教授 中井検裕 

情報提供 14 時 35 分～ 

15 時 05 分(30 分) 

都市計画関連ビジネスの新たな展開 

国土交通省都市局都市計画課課長 宇野善昌 

休憩 15 時 05 分～ 

15 時 15 分(10 分) 

 

パネルディスカッション 15 時 15 分～ 

17 時 15 分(120 分) 

コーディネーター 

パネラー 

これからの都市計画の進め方はどうあるべきか？ 

～行政と都市計画コンサルタントとの連携～ 

東京工業大学大学院教授 中井検裕 

筑波大学教授 谷口守 

国土交通省都市局都市計画課長 宇野善昌 

前熊本市都市建設局長 永山國博 

都市計画コンサルタント協会会長 松原悟朗 

これからの 

都市計画の話をしよう 

人口の減少等を背景に、我が国の都市計画は、都市のコンパクト化や都市のマネジメントを目指す

方向へ施策の軸足を移していく必要に迫られ、また、業務遂行能力の高度化も求められている。一方、

多くの自治体では都市計画に精通した職員が減少している。こうした状況の中で、これからの都市計画

の進め方について、関係者が一同に会して議論をし、共有するためにシンポジウムを開催する。 

 なお、本シンポジウムでは、上記に関連した取り組みとして、都市計画基本問題小委員会（平成２９

年２月設置、平成２９年６月に中間とりまとめ予定）や都市計画ビジネスの新たな展開に関する研究会

（平成２６～平成２８年度開催 平成２８年６月とりまとめ）の成果について、基調講演等で情報提供

を予定している。 

日時  

主催  

会場  

後援  

参加費  

 

 

CPD単位 申請中 

認定番号 申請中 

～都市計画基本問題小委員会 中間とりまとめを踏まえて～ 

申込み方法 
 



 

平成29年度『都市計画実務者講習会』開催について 
      

 

     一般社団法人 都市計画コンサルタント協会 

 
 
平成 26年度に創設された立地適正化計画制度は、作成が終了した市町村もしくはこの 3月末

までに作成を予定している市町村は１００都市にのぼります。 

 この中には、地域の特性を踏まえた特色のある立地適正化計画があります。 

 一方、国土交通省は、現場の声を踏まえて「立地適正化計画作成の手引き」の改訂版を取

りまとめました。 

 こうした情報を現在作成に取組んでいる多くの市町村やその作業を支えている都市計画実

務家が共有し、それぞれの地域にふさわしい立地適正化計画の作成に資するため、講習会を

開催いたします。 

この手引きの解説とともに、特色のある立地適正化計画を作成した公共団体の先進事例に

ついて、作成の考え方、手順、市民や庁内の合意形成などを、国土交通省の担当官及び市町

村のご担当者が直接説明をいたします。 

記 

≪プログラム≫ ※時間、内容、講師等変更する場合がありますのでご了承ください。 

1．日   時 平成29年6月29日(木) 9：30～17：30  (受付開始 9：10～) 

2．場   所 ＮＳＲＩホール 東京都千代田区飯田橋2－7－5 明治安田生命ビル2階 

3．スケジュール 

及び 

講師(内容) 

 

09：30～09：40 
開会挨拶 一般社団法人都市計画コンサルタント協会 

会長 松原 悟朗 

09：40～11：50 

(1) 改訂版立地適正化作成の手引きについて 

国土交通省 都市局都市計画課 

             施設計画調整官 鎌田 秀一 氏 

昼 休  

13：00～14：20 

(2)鶴岡市における立地適正化計画の作成について 

鶴岡市建設部都市計画課 

 課長 早坂  進 氏 

14：30～15：50 

(3)和歌山市における立地適正化計画の作成について 

 和歌山市産業まちづくり局都市計画部都市計画課 

計画指導班長 内田 克人 氏  

16：00～17：20 

(4)岐阜市における立地適正化計画の作成について 

 岐阜市都市建設部都市計画課 

課長 島邊 恒之 氏 

17：20～17：30 
閉会挨拶 一般社団法人都市計画コンサルタント協会事業委員会 

 セミナー・講習会運営部会長  三田村喜己男 

 ※11：50～13：00の間は食事時間になっておりますので、各自おとりください。 
 

 
CPD単位 

申請

中 

認定番号 申請中 



 
 

ＮＳＲＩホール の位置図] 

 
 

≪交 通≫ 

「飯田橋駅」：ＪＲ総武線東口 徒歩５分 

東京メトロ東西線 Ａ５出口 徒歩３分 

東京メトロ南北線、有楽町線、都営地下鉄大江戸線Ａ２、Ａ４出口 徒歩５分 

「九段下駅」：東京メトロ東西線、半蔵門線、都営地下鉄新宿線 ５、７出口 徒歩５分 

1．申込締切日 

 
平成29年06月22日(木) 午前中 
(締切日が過ぎましても人数に余裕がある場合は、受付け致しますので、お問合せ下

さい。) 

2．申 込 方 法 
下記アドレスのホームページより、お申し込みください。 

http://www.toshicon.or.jp/seminar#jitsumu 

3．受 講 料 

受講料は06月22日(木)午前中までに必ずご入金下さいますようお願いいたします。 

※受講料は、お振込のみの扱いとさせていただきますので、ご了承ください。 

振込の折は、会社名及び氏名をご記入(入力)下さい。 

会員及び公共団体 8,000円(テキスト代含む) 一般 10,000円(テキスト代含む) 

4．振 込 先 
みずほ銀行 町村会館出張所 普通口座 №2371822 

シャ）トシケイカクコンサルタントキョウカイ 宛 

5．問い合せ先 

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-12-18  ハイツニュー平河3F 

一般社団法人 都市計画コンサルタント協会  事務局 担当：富岡  

TEL： 03-3261-6058 ／ FAX： 186-03-3261-5082 ／ E-Mail： info@toshicon.or.jp 

http://www.toshicon.or.jp/seminar#jitsumu

