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「都市デザインの⽬的、専⾨家の役割」

「これからの都市デザインの⽬標」 「都市計画と都市デザイン」

「設計者の⽴場から」 「マスターアーキテクトの経験から」
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建築とまちの価値を⾼める
都市デザインの⼿法 −社会実装を⽬指して−

江川 直樹
建築家・関⻄⼤学名誉教授

南條 洋雄
建築家・( 株 ) 南條設計室 所⻑

饗庭 伸
都市計画家・東京都⽴⼤学教授

申込⽅法
右記 QR コード若しくは
下記よりお申込み下さい。
https://onl.la/R5db4WT

 従来、専⾨家が関わる都市デザインの⼿法として、マスターアーキテクト、デザインガイドライン、デザインレビュー
などの⼿法が試みられ、⼀定の成果をあげてきました。こうした取組は新市街地の整備などの機会に多く実践されてき
ましたが、成熟社会を迎え、今後は既成市街地の再⽣を主な対象としていくことが求められています。
 本セミナーは、建築とまちの価値の向上を図るため、専⾨家が関わる都市デザインの⼿法を広く社会に実装させてい
くことを⽬指し、国内外の取組みに学びつつ、表層のデザインに留まらない幅広い観点からこれからの都市デザインの
あり⽅を考え、専⾨家としての建築家の主体的な関わり⽅について議論を深めるものです。

パネリスト  &  プレゼンテーションテーマ ( 予定 )

主 催：公益社団法⼈ ⽇本建築家協会 (JIA) 近畿⽀部 都市デザイン研究会
後 援： 公益社団法⼈ ⼤阪府建築⼠会、⼀般社団法⼈ ⼤阪府建築⼠事務所協会
    ⼀般社団法⼈ ⽇本建築協会

オンライン開催（定員:100名　参加費:無料）

(公社）日本建築家協会



主 催：公益社団法⼈ ⽇本建築家協会 (JIA) 近畿⽀部 都市デザイン研究会
後 援： 公益社団法⼈ ⼤阪府建築⼠会、⼀般社団法⼈ ⼤阪府建築⼠事務所協会、⼀般社団法⼈ ⽇本建築協会
問合先：公益社団法⼈ ⽇本建築家協会近畿⽀部 〒540-0051 ⼤阪市中央区備後町 2-5-8 綿業会館 4 階
    TEL : 06-6229-3371 FAX : 06-6229-3374 e-mail : jia_urbandesign*googlegroups.com 
                            (* には＠を⼊れてください )

⽇時

参加費

申込⽅法

13:05 〜
パネリスト プレゼンテーション ( 各 10 分程度 )

13:00 〜
挨拶・趣旨説明

プログラム

パネリスト

14:00 〜 15:30
パネルディスカッション・質疑応答

南條 洋雄
建築家・( 株 ) 南條設計室 所⻑

曽根 幸⼀
建築家・アーバンデザイナー・芝浦⼯業⼤学名誉教授

饗庭 伸
都市計画家・東京都⽴⼤学教授

東京⼤学⼯学部都市⼯学科卒業。RIA 建築総合研究所（現アー
ル・アイ・エー）を経て、1975〜 85 年ブラジル・サンパウロ
市 arquiteto Joaquim Guedes e associados 及び Croce,Aflalo 
& Gasperini arquitetos に勤務。帰国後、株式会社南條設計室
設⽴。幕張ベイタウン・パティオスやスカイテラス狭⼭等を
⼿掛ける。⽇本建築家協会 理事や千葉⼤学⼯学部⾮常勤講師
等を歴任。著書に『ボッサ・ノーヴァな建築考 住宅から都市
デザインへ』(2015, コムブレイン ) 等。

東京芸術⼤学建築科卒業、東京⼤学⼤学院⼯学研究科建築学専
攻修了。東京⼤学⼯学部都市⼯学科助⼿を経て、環境設計研究
所を設⽴。⽇本万国博覧会の会場計画（⽇本建築学会特別賞）、
多摩市複合⽂化施設・パルテノン多摩（公共建築賞特別賞）、
幕張新都⼼住宅地 ( 幕張ベイタウン ) のガイドライン作成及び
計画・設計等を⼿掛ける。著書に『新しい都市交通』（1976, ⿅
島出版会）、『都市デザインノオト』（2005, 彰国社）等。

早稲⽥⼤学理⼯学部建築学科卒業。博⼠ ( ⼯学 )。同⼤学助⼿等
を経て現職。専⾨は都市計画・まちづくり。2017 年より現職。
⼈⼝減少時代における都市計画やまちづくりの合意形成のあり
⽅について研究すると同時に、まちづくりの合意形成のための
技術開発も⾏っている。主な現場に⼭形県鶴岡市、東京都国⽴市
⾕保、岩⼿県⼤船渡市三陸町綾⾥、東京都⽇野市程久保などがあ
る。著書に『都市をたたむ』（2015 , 花伝社）、『津波のあいだ、⽣き
られた村』（共著 ,2019 , ⿅島出版会）等。

江川 直樹
建築家・関⻄⼤学名誉教授
早稲⽥⼤学建築学科卒業、同⼤学院 ( 穂積研究室 ) 修了。株式
会社 現代計画研究所代表取締役や⽴命館⼤学等多くの⼤学の⾮
常勤講師を経て、関⻄⼤学教授、関⻄⼤学地域再⽣センター セ
ンター⻑等を歴任。集住環境を中⼼とする建築設計と都市デザ
インの実践に取り組み、⽇本都市計画学会賞、都市住宅学会賞、
⼟⽊学会デザイン賞、⽂部科学⼤⾂表彰「科学技術賞（理解増
進部⾨）」などを受賞。

⼩浦 久⼦
都市計画家・神⼾芸術⼯科⼤学教授
⼤阪⼤学⼈間科学部卒業。博⼠ ( ⼯学 )。建設コンサルタント会
社等において⼤阪および関⻄の開発プロジェクトや都市計画に
携わり、⼤阪⼤学助⼿・准教授を経て現職。⽇本建築学会賞（論
⽂）、⽇本都市計画学会年間優秀論⽂賞等を受賞。⽂化審議会⽂
化財分科会第三専⾨調査会（⽂化的景観委員会）、芦屋市景観ア
ドバイザー会議等の委員を歴任。

2022 年 2 ⽉ 6 ⽇ ( ⽇ ) 
13:00 〜 15:30 ( オンライン開催 )

無料

右記 QR コード若しくは下記アドレスの
申し込みフォームよりお申込み下さい。
申込フォーム :https://onl.la/R5db4WT
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