
エリアマネジメント研究交流会 第 1回 
 
2021年 7月 10日（土） 13:00 – 18:30 
会場：zoom オンライン（ウェビナー） 
主催：エリアマネジメント研究交流会実行委員会 
 

 

プログラム 
 
全体司会：長谷川 隆三 
（研究交流会実行委員会事務局） 
 

１．開会挨拶 (13:00 – 13:03) 

２．実行委員長挨拶 (13:03 – 13:08)  実行委員長 嘉名 光市（大阪市立大学 教授） 

３．研究発表 (13:08 – 17:30)  ※発表順は次頁のタイムテーブルを参照ください。 
13:10 – 14:20 【セッション１】調査・研究報告 
14:20 – 15:45 【セッション２】事例報告_ Group 1：空間活用 
15:45 – 15:55 休憩 
15:55 – 16:50 【セッション３】事例報告_ Group 2：計画・ビジョン形成 
16:50 – 17:45 【セッション４】事例報告_ Group 3：コミュニティ形成 

※発表は 15 分（発表 10 分、質疑 5分）/組 
 

４．休憩 (17:45 – 18:10)  ※休憩中、実行委員はアワードの選考を行います 

５．アワード受賞者発表と講評 (18:10 – 18:25) 

６．閉会 (18:25 – 18:30) 

 

 

 

  



【研究発表会 発表タイムテーブル】 

【セッション１】 調査・研究報告                                    13:10 – 14:20 
司会：村山 顕人（東京大学 准教授）サポート：丹羽 由佳理（東京都市大学 准教授） 

調査・研究報告                                        ※「○」は発表者 
 1 まちづくり団体の活動と組織に関する研究 -エリアマネジメントに着目して- 

  ○松本 悠希 
堀  裕典 

岡山大学大学院 環境生命科学研究科・院生 
国立大学法人 岡山大学学術研究院 環境生命科学学域 准教授 

2 地方における潜在的なエリアマネジメント組織の発掘及びエリアマネジメントの導入可能性に関する調査 
  ○上野 美咲 国立大学法人和歌山大学 講師 

 3 時系列分析からみる温泉観光地のエリアリノベーション -長門湯本温泉を事例に- 
   ○井元 亮佑 

岡松道雄 
宋 俊煥 

山口大学大学院 博士前期課程 
山口大学大学院 教授 
山口大学大学院 准教授 

 4 景観マネジメントの担い手としてのエリアマネジメント団体の可能性 
-エリアマネジメント団体による景観形成に関するルールの策定状況とその運用実態に着目して- 

  ○高木 悠里 
嘉名 光市 
蕭  閎偉 

大阪市立大学大学院工学研究科・院生 
大阪市立大学大学院工学研究科 
大阪市立大学大学院工学研究科 

  セッション１統括討議・質疑 
 

【セッション２】 事例報告_ Group 1：空間活用                  14:20 – 15:45 
司会調整中  

事例報告 _ Group 1：空間活用                                                      ※「○」は発表者 
 

 

 

 

5 船場シェアドスペースプロジェクト 
  ○三好 正人 船場倶楽部 (大阪ガス) 

6 エリアマネジメント組織による街区公園のミニ改修 
  ○宇山  穂 復建調査設計株式会社社会デザイン創発センター（エキキタまちづくり会議事務局） 

7 広島駅南口地下広場におけるエリアマネジメント広告事業について 
  ○吉田  実 

中島 正人 
（公財）中国地域創造研究センター、広島駅周辺地区まちづくり協議会事務局 
（公財）中国地域創造研究センター、広島駅周辺地区まちづくり協議会事務局 

8 メインストリートの空間整備を活かしたエリア価値向上と持続的な組織づくりに向けた財源創出や事業体制
の構築～ミナミ御堂筋の会の実践～ 

  ○中井 翔太 
羽田 拓也 
絹原 一寛 
中塚  一 

ミナミ御堂筋の会/株式会社地域計画建築研究所 
ミナミ御堂筋の会/株式会社地域計画建築研究所 
ミナミ御堂筋の会/株式会社地域計画建築研究所 
ミナミ御堂筋の会/株式会社地域計画建築研究所 

 9 「まちからベンチ」と「インターネットシェアスペースサービス」を通じたまちづくりにおける狭小空間の柔軟な利用
について 

   ○西山  徹 一般財団法人武蔵野市開発公社 
  セッション２ 統括討議・質疑 

 



休 憩（15:45 – 15:55） 
 
【セッション３】 事例報告_ Group 2：計画・ビジョン形成              15:55 – 16:50 
司会調整中 

事例報告 _ Group 2：計画・ビジョン形成                                             ※「○」は発表者 
 10 エコディストリクト研究会の活動報告 

  ○久保 夏樹 
村山 顕人 
真鍋 陸太郎 
山崎 潤也 
深谷 麻衣 
日下田 伸 
諸隈 紅花 
堤   遼 
小松 航樹 

株式会社 日建設計総合研究所 
東京大学 
東京大学 
東京大学 
東京大学、院生 
一般社団法人 前橋デザインコミッション / 宇都宮大学・院生 
株式会社 日建設計総合研究所 
株式会社 日建設計総合研究所 
株式会社 日建設計総合研究所 

11 カミハチキテル Heart of Hiroshima の実践報告 
  ○木原 一郎 

宋 俊煥 
山中 佑太 
今田 順 
尾形 愛実 

広島修道大学 国際コミュニティ学部 地域行政学科 
山口大学大学院創成科学研究科 
一般社団法人地域価値共創センター 
一般社団法人地域価値共創センター 
一般社団法人地域価値共創センター 

12 前橋デザインコミッションによる Civic Pride醸成ツール「超前橋大百科」 
  ○日下田 伸 

高橋 悠香 
味戸 正徳 
濵地 淳史 

一般社団法人前橋デザインコミッション/宇都宮大学・院生 
一般社団法人前橋デザインコミッション 
一般社団法人前橋デザインコミッション/宇都宮大学・院生 
前橋市役所市街地整備課 

  セッション３統括討議・質疑 

 

【セッション４】 事例報告_ Group 3：コミュニティ形成                16:50 – 17:45 
司会：要藤 正任（京都大学 特定教授） サポート：上野 美咲（和歌山大学 講師）  

事例報告 _ Group 3：コミュニティ形成                                                ※「○」は発表者 
 

 

 

 

13 横浜市金沢シーサイドタウンにおける活性化の取り組み「あしたタウンプロジェクト」－既成住宅市街地にお
けるエリアマネジメント体制構築の要点と課題－ 

  ○中西 正彦 
三輪 律江 
太田 祐輔 

横浜市立大学 
横浜市立大学 
横浜市住宅供給公社 

14 都市史の再確認を通した世代間交流の機会創出― 倉敷市中心市街地における実践報告 ― 
  ○成清 仁士 ノートルダム清心女子大学 人間生活学部人間生活学科 准教授 

NPO 法人倉敷町家トラスト 理事 
15 経年郊外住宅地における継続可能な居住生活に向けたエリアマネジメントの萌芽的取り組みに関する報告 
  ○山田 将生 

保井 美樹 
今井 裕久 

法政大学大学院人間社会研究科・院生 
法政大学現代福祉学部教授 
法政大学デザイン工学部/現代福祉学部兼任講師、株式会社プラスニューオフィス 

  セッション４統括討議・質疑 



 


