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実務発表会

開催要領
１．主催
公益社団法人 日本都市計画学会・一般社団法人 都市計画コンサルタント協会

２．主旨
本年は都市計画法制定から 100 年を迎える節目の年となります。そして、人口減少社会の到来、
都市の集約化、ICT 等新技術の発達等、我が国を取り巻く社会環境は大きく変化しています。そう
した時代の変化に対応し、これからの我が国の都市計画・まちづくりを進めていくにあたり、都
市計画の実務を担う都市計画コンサルタントと都市計画を専門とする学識者等が都市計画の実務
を通じて意見交換を行うことは、我が国の都市計画を進めていくうえで有益なことであると考え
られます。また、実務に関する発表を通じて発表者及び参加者の技術力の向上や学会での論文発
表等への発展も期待されます。
このようなことから、平成 26 年度より、公益社団法人日本都市計画学会と一般社団法人都市計
画コンサルタント協会が共同して都市計画の実務に係る発表会（以下、
「実務発表会」
）を開催し
ています。
今回は、立地適正化計画制度施行から約 5 年が経過し、また ICT などを活用した街づくりが進
められるなどの時代の変化点を迎えた昨今、これからの都市づくり・地域づくり・まちづくりに
向けた取り組みなどについての発表・意見交換を行うことを目的とし『新時代における都市づく
り』をテーマとして開催することとしました。
また、今回の発表会では当協会の技術委員会都市計画業務のあり方部会での検討内容について
の報告も行います。

３．日時・会場
開催日時 令和元年 9 月 27 日（金）13：30～17：45 終了予定（開場 13：00）
交流会 18：00～19：00（希望者のみ ※別会場となります）
※開場、開会時刻は、最終的な発表数などにより前後する可能性があります。
開催場所 日本大学理工学部 駿河台キャンパス 1 号館 6F ＣＳＴホール（3 ページ参照）
※例年と会場が異なりますのでご注意ください。
〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台 1-8-14
JR 中央・総武線「御茶ノ水」駅 下車徒歩 3 分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 下車徒歩 3 分
東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅 下車徒歩 5 分
交流会会場（予定）日本大学理工学部 駿河台キャンパス 1 号館 6F ＣＳＴホール
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４．発表会のテーマ

テーマ：新時代における都市づくり
平成から令和へと時代の変化の中、我が国は既に人口減少局面に突入し、未だ世界のどの国も経験
したことのない少子化・超高齢社会を迎え、我が国の都市計画・まちづくりはコンパクト＆ネットワ
ーク型都市構造への転換や、都市のスポンジ化などに対応するための様々な取組みとして、公共交通
と一体となった都市づくり、健康・医療・福祉政策と連携した都市づくり、地域コミュニティや官民
連携まちづくりが進められてきています。そして、ICTをはじめ、新技術を活用したスマートシティ
ーへの取組みなど、新たな時代に向けたまちづくり・都市づくりが始まっています。このような背景
を踏まえ、
「新時代における都市づくり」をテーマとしました。

※ 都市計画実務発表会のプログラムは、4ページをご覧ください。

５．参加定員
95 名程度

６．参加費
協会会員会社の職員
学会員
学生
地方自治体関係者
上記以外の方
交流会参加費

１，５００円
１，５００円
５００円
１，５００円
２，０００円
１，０００円（予定・参加希望者のみ）

７．申込方法
・参加資格要件はありません。どなたでも参加できます。
・お申込は、協会ホームページ（http://www.toshicon.or.jp/）よりお申込ください。
・お申込み時に定員となっており、受付できない場合がありますので、予めご了承ください。
・お申込いただいた方には自動的に受付完了に関しての電子メールをお出ししています。
電子メールが届かない場合は「９．申込先・問合せ先」までお電話でお問合せください。
・参加費は当日お支払いいただきます。なお、普段で欠席された方には、参加費を後日お支払
いいただきます。
・交流会の参加費は、当日お支払い頂きます。

８．申込締切日
令和元年 9 月 13 日（金）
※締切日が過ぎましても、人数に余裕がある場合は受付けいたします。
ご希望の方は「9．申込先・問合せ先」までお問合せ下さい。

９．申込先・問合せ先
一般社団法人 都市計画コンサルタント協会

事務局 担当：木村
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〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-12-18
ハイツニュー平河 3F
ＴＥＬ：03－3261－6058
ＦＡＸ：03－3261－5082
E-Mail ：senmu@toshicon.or.jp

１０．その他
・お申込み頂いた個人情報は、当発表会の業務に使用させて頂く以外に、他の目的には使用い
たしません。
・領収書は希望者のみの発行とし、当日お渡しいたします。必要な場合は必ず申込様式の通信
欄にご記入のうえ、お申込ください。

■会場案内図

日本大学理工学部 駿河台キャンパス 1 号館 6F CST ホール
※例年と会場が異なりますのでご注意ください。
〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台 1-8-14
JR 中央・総武線「御茶ノ水」駅 下車徒歩 3 分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 下車徒歩 3 分
東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅 下車徒歩 5 分

⽇本⼤学
1 号館
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都市計画実務発表会 プログラム
13:00
13:00
13:30-13:35
13:35-13:40
講演・報告
13:40-14:00
14:00-14:35
14:35-14:45

会場
開会
開会の挨拶
（一社）都市計画コンサルタント協会 会長 松田 秀夫
開催趣旨説明・発表会説明

協会活動「都市計画業務のあり方検討部会」報告
日本都市計画学会と都市プランナーとの研究交流活動と東京 2020 オリンピック・パラリ
ンピックにおける TDM について
休憩

第一セッション
時
間

発表内容のタイトル

所
属
氏
名
玉野総合コンサルタント（株）
まちづくり推進部
佐多 孝徳
まちづくり企画課

14:4515:00

山間部狭あい道路における時間帯別一
方通行社会実験

15:0015:15

法 34 条 12 号に基づく特別指定区域指定
に関する知見と、持続可能なまちづくり
に向けた土地利用調整手法への見解

15:1515:30

コメンテーターからのコメント・質疑（8 分）
、会場からの質疑・討論

15:3015:45

都市部における「空き家予備軍」の特性
把握

15:4516:00

生駒市における空き家流通促進プラッ
トホームの検討

16:0016:15

コメンテーターからのコメント・質疑（8 分）
、会場からの質疑・討論

16:00-16:15
第二セッション
時
間
16:2516:40
16:4016:55

16:5517:10
17:1017:30
17:30-17:35
17:35-17:45
17:45-17:50
18:00-19:00

※

（株）ウエスコ
関西支社技術部都市計画課

（株）パスコ
東日本事業部技術センター
社会情報部
（株）地域計画建築研究所
都市・地域プランニンググルー
プ

池本 悠華

大山 哲也

坂井 信行

休憩

発表内容のタイトル
観光地における利用者視点を加えた施
設評価手法の構築と異業種協働による
施設整備計画の検討について
県民が主体的に活動したくなる魅力的
な公園づくり
～東三河ふるさと公園における県民協
働支援業務～
10 の聖地が教えてくれた 都市の『聖地』
づくりの極意（都市計画コンサルタント
協会・まちづくり技術交流部会関西の取
り組み）

所

属

氏

名

（株）日本設計
PM・CM 部

中山 佳子

（株）オオバ 名古屋支店
まちづくり部
ランドスケープ課

櫻井 彩香

（株） 安井建築設計事務所
都市デザイン部 兼 国際部

杉野 卓史

コメンテーターからのコメント・質疑（8 分）
、会場からの質疑・討論
休憩
表彰式
閉会の挨拶
（公社）日本都市計画学会 会長 埼玉大学 教授 久保田 尚
交流会（希望者）

スケジュールは、発表者の決定、発表会の運営等により変更となることがあります。
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