
森記念財団主催　第１０回都市ビジョン講演会 

エリアマネジメントの新局面 ： 未来志向ビジョン

国内の多くの都市は、 コロナ禍をはじめ温暖化などの環境問題や大規模災害等の影響を少

なからず受けており、 閉塞的な状況からいまだ抜け出せていません。

こうした困難な状況を打破し、 地域の人々の幸福度を高め、 持続可能な社会を実現するた

め、 多様な主体が連携して、 賑わい、 防災、 環境 ・ エネルギー、 ヘルスケア等の様々

な分野でエリア内の人々の生活に寄り添う 「エリアマネジメント」 に注目が集まっています。

その肝となる活動として、 現在、 国や専門家の支援を受けて、 エリアの未来の姿 「未来志

向ビジョン」 を描く取組みが各地で進んでいます。 本講演会では、 「未来志向ビジョン」 を

エリアマネジメントの構成要素の 「互酬性」、 「信頼」、 「公民連携」 により分類し、 その分

類のもとに厳選した国内事例を各実践者からご紹介いただきます。 トークセッションでは、

各地区のビジョンにかける想い、創意工夫、SDGs への対応状況等をもとに、地域に根差し、

様々な変化にも柔軟に対応する、 持続可能なビジョンのあり方について議論します。

下記URL または 右のQRコード よりお申し込みください。

https://forms.gle/Fm9c1wXqTRBbhjQ29

申込締切　2022年2月18日 ［金］　15時00分  
※定員になり次第締め切り

一般財団法人森記念財団 都市整備研究所 （園田 / 岩井）

E-mail ：   info@mori-m-foundation.or.jp

開催日

開催時間

開催形式

定員

参加費

｜　2022年2月21日 ［月］

｜　14時00分 ～ 16時30分 (日本時間)

｜　Zoomウェビナーによるオンラインライブ配信

｜　300名（先着順・事前申込制）

｜　無料

お申込み

お問い合わせ

お申込み



河木 照雄 （かわき・てるお）
一般社団法人ＴＣＣＭ 代表理事

「クルマのまち豊田」 で長年商業 ・ 商店街振興及び、 中心
市街地のまちづくりに携わる。 5 再開発会社、 鉄道事業者、
及び豊田市で構成する 『豊田市駅周辺地区エリアマネジメ
ント研究会』 の中心メンバーとして、 都心エリアのエリアマ
ネジメントを推進中。

1991 年に前橋市役所に入所し（土木職）、区画整理、
再開発、 都市計画、 地方創生、 官民連携まちづく
り等の職務に従事する。 2018 年度より現職。

纐纈 正樹 （こうけつ・まさき）
前橋市役所　都市計画部　市街地整備課　
ＣＣＲＣ・ 計画推進室　副参事兼室長

景観デザイン事務所や建設コンサルタント会社の勤務を経
て、 東日本大震災発災後、 岩手県大槌町で復興計画策
定等の業務に従事したのち、 同大船渡市にて被災市街地
の官民連携による再生と復興まちづくりのプランニングを手
がけている。

臂　徹 （ひじ・とおる）
株式会社キャッセン大船渡　取締役

NTT 都市開発ビル事業本部、 多治見 TMO、 豊島区都市計
画課、 リビタ地域活性化ホテル準備室を経て 2016 年広島
に U ターンし、 リバブルで持続可能な都市や地域づくりを掲
げて COC を立ち上げ現職。 カミハチキテルや広島都心会
議の発足や事業推進に携わる。

山中 佑太 （やまなか・ゆうた）
一般社団法人地域価値共創センター (ＣOＣ)
理事 / 統括マネジャー

新日本製鐵㈱ （現 ・ 日本製鉄㈱） 入社後、 同社の北九
州市八幡東田地区での宇宙テーマパーク 「スペースワー
ルド」 事業に参加、 以降一貫して同地区を中心に北九州
地域の持続可能なまちづくりに携わり、 IT、 エネルギー、
環境、 世界遺産、 アートなど様々な分野のプロジェクトに
取り組み中。

網岡 健司 （あみおか・けんじ）
八幡東田まちづくり連絡会 会長

福井市生まれ。 大学卒業後に福井商工会議所に入所。
2007 年にまちづくり福井株式会社の企画事業部長、 そ
して 2016 年に代表取締役社長に就任。 福井市の中心
市街地のまちづくりに携わる。

岩崎 正夫 （いわさき・まさお）
まちづくり福井株式会社　代表取締役社長

茨城県日立市生まれ。 都内の都市計画コンサルティング
会社に勤務し、 複数地方都市における中心市街地再生
事業に従事。 2012 年長浜まちづくり株式会社に入社し、
プロジェクト企画 ・ ディレクションに携わる。

竹村 光雄 （たけむら・みつお）
長浜まちづくり株式会社　常務取締役

これまで国土交通省等多くの審議会にて政策づくりに関与、
東京の都市ビジョン、 横浜の MM21 の開発、 横浜駅周辺地
区大改造計画、 大阪駅うめきた開発のまちづくりなどに関わ
り、 また大手町丸の内有楽町地区、 東京竹芝地区、 東京
神田淡路町地区などのエリアマネジメント活動に関与し、 高
松市、 長浜市、 石巻市などの中心市街地活性化にも参画。

小林 重敬 （こばやし・しげのり）
一般財団法人森記念財団 理事長
横浜国立大学 名誉教授

開会挨拶   小林 重敬 （一般財団法人森記念財団 理事長）

テーマについて  小林 重敬 （横浜国立大学 名誉教授）

プレゼンテーション プレゼンター ： 河木 照雄 （一般社団法人ＴＣＣＭ）

     纐纈 正樹 （前橋市 都市計画部 市街地整備課 ＣＣＲＣ・ 計画推進室）

     臂 　　　徹 （株式会社キャッセン大船渡）

     山中 佑太 （一般社団法人地域価値共創センター）

休憩

トークセッション パネリスト ： 網岡 健司 （八幡東田まちづくり連絡会）

     岩崎 正夫 （まちづくり福井株式会社）

     河木 照雄 （一般社団法人ＴＣＣＭ）

     纐纈 正樹 （前橋市 都市計画部 市街地整備課 ＣＣＲＣ・ 計画推進室）

     竹村 光雄 （長浜まちづくり株式会社）

     臂 　　　徹 （株式会社キャッセン大船渡）

     山中 佑太 （一般社団法人地域価値共創センター）

   モデレーター ： 小林 重敬 （横浜国立大学 名誉教授）

閉会

スピーカー

プログラム

14:00

14:05

14:15

15:20

15:30

16:30

大船渡市

豊田市

長浜市

北九州市

福井市

広島市

前橋市


