一般社団法人 都市計画コンサルタント協会

協会レビュー号外
協会の取り組み

10 月 25 日は、町村会館にお集まりください！

都市計画法制定 100 周年記念事業
「都市計画のこれまで、これから」開催します
本年度が旧都市計画法制定から 100 周年にあたります。都市計画を業務としている当協会も、
都市計画法制定 100 周年を記念する事業を実施することになり、昨年度の秋頃から、記念事業の
企画を行ってきました。
都市計画法の制定により我が国の近代都市計画がスタートし、これまでに、様々な都市計画、
事業や活動により、各地で様々なまちづくりが進められ、なかにはまちづくりがされてから時間
が経過しているにもかかわらず、魅力的なまちとして存続しているものもあります。
また、近年、人口減少・高齢化の一層の進展、都市部における空き地や空き家の増加による都
市のスポンジ化が進行するなど、これまでには経験してこなかった都市問題に直面するととも
に、ICT を活用した AI、IOT、自動運転など新技術が急速に進展し、また訪日外国人或いは在日
外国人の増大など、我が国の都市及び都市計画を取り巻く環境が大きく変わろうとしています。
こうした都市計画を取り巻く環境の転換期にあって、これまでのまちづくりの振り返りを行う
とともに、これからの都市計画を考える契機となることを期待して、第１部「認定都市プランナ
ーがお薦めする“まち” 10 選」、第 2 部「都市の未来と未来の都市計画」をテーマとしたパネル
ディスカッションによる記念事業を実施します。
多数の皆様のご参加をお待ちしています。（編集チーム 津端）
■主 催 一般社団法人 都市計画コンサルタント協会
■後 援 国土交通省、都市計画協会、日本都市計画学会、日本都市計画家協会
■日 時 令和元年 10 月 25 日（金） 13 時 30 分～（13 時開場）
■会 場 全国町村会館 ２階ホール（千代田区永田町 1-11-35）
東京メトロ永田町駅３番出口徒歩１分
■参加費 無料（どなたでも参加できます。）
■参加申し込み

当協会ＨＰからお申し込みください。
https://www.toshicon.or.jp/seminar-2-2#kinen-100
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開催概要
【第 1 部】認定都市プランナーがお薦めする”まち”10 選の発表
多くの認定都市プランナーが、これまでの知見・経験から、全国の“まち”を見渡して、次の
100 年に向けても受け継いでゆきたいと、世の中にお薦めする“まち“（都市又は地区）を選定
し、そのうち評価が高かった上位 10 地区を発表します。
拠点開発、ニュータウン、地域資源を活かしたまちづくり…どの地区が選ばれたでしょうか。
お楽しみに！（以下の写真はイメージです。結果とは関係あるかも、ないかもしれません）

【第 2 部】パネルディスカッション『都市の未来と未来の都市計画』
都市と都市計画を取り巻く環境や日本人のライフスタイルがどのように変わり、我々都市計画
に携わるものがそれらにどのように対応していくべきかを考えるため、各分野の専門家によるデ
ィスカッションを行います。
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都市計画法制定 100 周年記念事業
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都市計画のこれまで、
これから
大正 8 年（1919 年）の都市計画法制定により我が国の近代都市計画がスタートしてから
1 世紀が経過し、これまでに様々な都市計画や事業、活動などにより数多くの都市や地区が
形成されました。
都市計画法制定 100 年を迎える節目にあたり、協会では、全国に「これまで」形成された
都市や地区を振り返るとともに、都市計画やコンサルタントが「これから」担うべき役割や
持つべき視点を皆様とともに考える記念行事を開催します。

【第一部】

認定都市プランナーがお薦めする “まち” 10 選の発表

【第二部】

パネルディスカッション「都市の未来と未来の都市計画」
■主

催

一般社団法人

都市計画コンサルタント協会

■後

援

国土交通省、都市計画協会、日本都市計画学会、日本都市計画家協会

■日

時

令和元年 10 月 25 日（金） 13 時 30 分〜（13 時開場）

■会

場

全国町村会館 ２階ホール（千代田区永田町 1-11-35）
東京メトロ永田町駅３番出口徒歩１分（裏面参照）

■参加費

無料

■申込み

当協会 HP からお申し込みください。先着順に受付いたします（200 名）。
https://www.toshicon.or.jp/seminar-2-2#kinen-100

〜プログラム〜
13 時 30 分

開会挨拶（5 分）

都市計画コンサルタント協会会長

松田秀夫

13 時 35 分

第一部 （60 分）

認定都市プランナーがお薦めする “まち” 10 選
都市計画法制定 100 周年記念事業実施部会

14 時 35 分

休憩

14 時 50 分

第二部（120 分）

（15 分）
パネルディスカッション「都市の未来と未来の都市計画」
コーディネーター 東京大学教授 小泉秀樹氏
パネリスト
京都大学教授 広井良典氏
高崎経済大学准教授 大澤昭彦氏
明治大学准教授 南後由和氏
ＮＨＫ大型企画開発センター 青柳由則氏
都市計画コンサルタント協会理事 日建設計総合研究所 西尾京介

第二部 パネルディスカッションのコーディネーター及びパネリストのプロフィール
NO
区分
氏名
主なプロフィール
写真
1 コーディ
小泉秀樹
東京大学まちづくり研究室 教授
ネーター
1993 年東京大学大学院工学系研究科都市工学専
攻博士課程修了し、東京理科大学理工学部建築学科
助手、東京大学工学部都市工学科講師・助教授・准
教授を経て現職へ。専門は、都市計画、まちづくり、
スマートシティなどです。
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パネリスト

広井良典

分野
公共政策

3

パネリスト

大澤昭彦

分野
都市計画

4

パネリスト

南後由和

分野
ライフ
スタイル

5

パネリスト

青柳由則

分野
新技術

6

都市計画コ 西尾京介
ンサルタン
ト協会

会場案内

全国町村会館

京都大学こころの未来研究センター 教授
1986 年東京大学大学院総合文化研究科修士課程
修了し、厚生省勤務、千葉大学法経学部助教授、同
教授を経て現職へ。専攻領域は、公共政策と科学哲
学となります。経済や人口が拡大を続ける時代の後
に開ける「ポスト成長」社会あるいは人口減少社会
のデザインというテーマに関心があります。
高崎経済大学地域政策学部地域政策学科 准教授
2000 年東京工業大学大学院総合理工学研究科
修士課程修了後、財団法人土地総合研究所、東京工
業大学院博士課程修了、東京工業大学大学院助教を
経て現職へ。専門は都市計画。主に景観・市街地環
境保全のための法制度の運用に関する研究を行っ
ています。
明治大学情報コミュニケーション学部 准教授
2008 年東京大学大学院学際情報学府博士課程単
位取得退学後、東京大学大学院情報学環助教、特任
講師、明治大学情報コミュニケーション学部専任講
師を経て現職へ。専門は、社会学、都市・建築論。
都市とメディア、建築と社会に関する研究に取り組
んでいます。
ＮＨＫ大型企画開発センター チーフディレクター
横浜国立大学卒業後、1994 年に NHK 入局。認知
症に関しては 6 年間にわたって世界中の研究者を
取材し、最新の知見を NHK スペシャルなど数々の
番組で紹介しています。著書に「認知症は早期発見
で予防できる」など、医療、IT（AI.セキュリティ 、
防災をテーマに番組制作をしています。
都市計画コンサルタント協会理事
株式会社日建設計総合研究所 上席研究員
大阪大学大学院工学研究科修了後、株式会社日建
設計に入社し、その後、日建設計総合研究所に転籍。
主に中心市街地活性化やまちなか再生、公共空間利
活用等の調査、政策立案、コンサルティング業務に
従事しています。

永田町３番出口徒歩１分
●本事業へのお問い合わせ
都市計画コンサルタント協会
事務局
【電話】03-3261-6058
【メール】info@toshicon.or.jp

