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国土交通省主催 シンポジウム
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広がりをみせる官民連携まちづくり

プログラム（14：30 ～ 17:00）
13：30 ～ ……開場
14：30 ～ ……主催者あいさつ
14：40 ～ ……第Ⅰ部 基調講演
　　　　　　　「広がりを見せる地方版エリアマネジメント」
  足立 基浩　氏
  （和歌山大学副学長・経済学部教授）
15：20 ～ ……休憩
15：30 ～ ……第Ⅱ部 パネルディスカッション
 コーディネーター：
 足立 基浩　氏（和歌山大学副学長・経済学部教授）
 パネリスト：
 岩崎 正夫　氏（まちづくり福井代表取締役）
 植松 宏之　氏（梅田地区エリアマネジメント実践連絡会）
 清水 義次　氏（アフタヌーンソサエティ代表取締役）
 有馬 専至　氏（和歌山市産業まちづくり局長）

基調講演・コーディネーター

パネリスト

●

 
定員（300 名 /先着順）に達した段階で募集を締め切らせていた
だきます。

国土交通省都市局 まちづくり推進課 官民連携推進室
〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3
電　話  … 03-5253-8111( 内線 32-543, 32-555)
担当者  …阿部、松崎

いま、全国で、エリアマネジメント、リノベーションまちづくり、道路・水辺・公園の公共空間を活用
した都市のにぎわいづくりなど、官民連携のもと、従来のまちづくりの手法にとらわれない、民間主体の
まちづくりが広がっています。
今回、このようなまちづくりに積極的に取り組む団体と行政が連携し、一体イベントとして「官民連携
まちづくり祭 in WAKAYAMA」を開催します。
国土交通省主催のシンポジウムをスタートに、官民連携のまちづくりに関わる「人」や「プロジェクト」
を知る機会を通じて、これからのまちづくりを考え、動き出しませんか。

● シンポジウム「広がりをみせる官民連携まちづくり」    
主催：国土交通省 / 協力：和歌山市
全国各地で実践的な官民連携によるまちづくりを主導している方々による基調講演・パネルディスカッション
時間 /会場 … 14：30 ～ 17：00  /  和歌山市民会館 小ホール

● 無料オプショナルツアー
　「まちづくりフィールドワーク」
（まちなかリノベーションまちづくり、公共空間等）
主催：リノベーションわかやま
まちなかのリノベーション物件や公共施設等を巡る
フィールドワーク
時間 / 集合場所  … 8：00 ～ 10：30 / 
　　　　　　　　    和歌山城天守閣前広場

● 和歌山城下・まちなか河岸（参加自由）
主催：和歌山市
公共空間を活用して和歌山の特産品や老舗の味などが楽しめる飲食イベントと、スペシャルゲストによるトークイベントを開催
時   間  / 会   場  …17：00 ～ 22：00 / 市営京橋駐車場周辺

● 有料オプショナルツアー「まちづくりフィールドワーク」
　（日本遺産「絶景の宝庫 和歌の浦」の歴史まちづくり等）
主催：ユタカ交通株式会社
国の名勝に指定されている紀州徳川家ゆかりの地におけるまちづくり事例などの視察・まち歩きツアー
料　　            金  … 3,000円
時間 / 集合場所  … 9：00 ～ 12：30 / 和歌山城（和歌山市観光土産品センター前）

● リノベーションまちづくりサミット !!!わかやま
主催：株式会社リノベリング
わかやまの公民連携によるリノベーションまちづくり
の実践的手法をプレイヤーたちが一挙に公開
時   間  / 会   場  … 11：00 ～ / みんなの学校等
         

● 公共空間がもたらす本質的な価値とは何か
　～「公共」だからこそ「創り・残せる」都市のアメニティ～
主催：( 一社 ) 国土政策研究会　公共空間の「質」研究部会　　　
まちなか広場などの公共空間等の利活用に関するトークセッション
時   間  / 会   場  …15：30 ～ / ミートビル

● 民の力を結集するエリアマネジメント
　～都心のまちづくりを進める新たな担い手～
主催：全国エリアマネジメントネットワーク
公共性の高いエリアマネジメント活動に関するトークセッション
時   間  / 会   場  …13：30 ～ / ミートビル

● 都市の魅力を高めるまちづくり～URからの発信～
主催：( 独 ) 都市再生機構
西日本の事例を中心に、全国の地方都市の取組、エリアマネ
ジメント、プレイスメイキングの取組の紹介
時   間  / 会   場  …11：00 ～ / ミートビル

※イベントの概要や開催場所、申込方法などについては、当チラシの中面、裏面をご覧ください
（発行：2017 年 9月／国土交通省都市局まちづくり推進課）
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お 申 込 方 法 お 問 合 せ 先

下記URL よりお申込みください。
http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000064.html

会　　　場
和歌山市民会館 小ホール
和歌山市伝法橋南ノ丁 7番地
● 南海和歌山市駅より南西 ( 正面出口を出て右 ) へ徒歩 5分
● JR 和歌山駅より和歌山市駅行きバスで約 15分
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平成 29年 11 月 20 日 ( 月 ) 開催

清水 義次（しみず よしつぐ）
株式会社アフタヌーンソサエティ 代表取締役
1971 年　東京大学工学部都市工学科卒業。都市生
活者の潜在意識の変化に根ざした都市・地域再生プ
ロデュースを行う。東京都千代田区神田ＲＥＮプロ
ジェクト、ＣＥＴ( セントラルイースト東京 )、旧千代田
区立　練成中学校をアートセンターに変えた 3331 アーツ千代田などリノ
ベーションまちづくりに取り組む。

植松 宏之（うえまつ ひろゆき）
梅田地区エリアマネジメント実践連絡会
1986 年 京都大学大学院工学研究科修了。同年阪急
電鉄に入社。入社以来、沿線の都市開発に携わる。
2011 年梅田地区エリアマネジメントを担当し、一般
社団法人グランフロント大阪ＴＭＯの設立や大阪版Ｂ
ＩＤ条例に関与。2016 年「全国エリアマネジメントネット
ワーク」　副会長に就任。

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
1987 年 明治大学商学部商学科卒業。同年福井商工
会議所に入所。主に観光振興、国際交流など関連す
る事業に取り組む。2007 年と 2016 年にまちづくり
福井に出向。2016 年 6 月にまちづくり福井の代表取締
役社長に就任。

足立 基浩（あだち もとひろ）
和歌山大学副学長・経済学部教授
1992 年 慶應義塾大学経済学部卒業。2001 年ケンブ
リッジ大学大学院土地経済学研究科にて博士号（Ph．
D）を取得。世界 15カ国、日本 300 箇所を調査にまわ
る「まちづくり経済学者」。都市活性化論などを専門分野とし、商店街活性
化のため、自らが接客をつとめるオープンカフェWith を学生とともに経営。
主要著書は「シャッター通り再生計画 ( ミネルヴァ書房、2010 年、「不動産
協会賞 (2012 年 )」を受賞 )

6kh3x78n6sjp
テキストボックス
     別添２
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官民連携まちづくり祭 in WAKAYAMA

タイムスケジュール 実践的な官民連携によるまちづくりを主導している方々が全国から集まり、和歌山市内各所にて様々なイベントを行います。ぜひご参加ください！

シンポジウム「広がりをみせる官民連携まちづくり」
主催：国土交通省 /協力：和歌山市　定員 300 名

有料 ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱ「ーまちづくりフィールドワーク」
（日本遺産「絶景の宝庫 和歌の浦」の歴史まちづくり等）
主催：ユタカ交通株式会社     
定員 50名 　 最低催行人数 30人
集合場所　和歌山城（和歌山市観光土産品センター前）

無料ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱ「ーまちづくりフィールドワーク」
（まちなかリノベーションまちづくり、公共空間等）
主催：リノベーションわかやま

締切

要申込

平成 29年 10 月 20 日（金）

★を参照

要申込 ★を参照

★を参照

要申込 ★を参照

要申込 ★を参照

お問い合わせ先
全国エリアマネジメントネットワーク
info@fyard.co.jp　担当者 : 長谷川、関口

お問い合わせ先
一般社団法人 国土政策研究会 公共空間の「質」研究部会 事務局
publicplacestudygroup@gmail.com
HP:  http;//publicplaceStudy.org 

イベントの詳細は下記のURL より申し込みください。
https://re-re-re-renovation.jp/schools/wakayamasummit

詳細は下記URL よりご覧ください

お問い合わせ先 
国土交通省都市局 まちづくり推進課 官民連携推進室
電話 03-5253-8111( 内線 32-555)　担当者 : 阿部、松崎

お問い合わせ先
和歌山市産業まちづくり局　観光国際部　観光課
電話 073-435-1234　メール kanko@city.wakayama.lg.jp

お問い合わせ先
和歌山市 産業まちづくり局 産業部 商工振興課
電話 073-435-1233 　メール  shoko@city.wakayama.lg.jp

リノベーションまちづくりサミット!!!わかやま
主催：株式会社リノベリング お申込先とお申込方法

❷ リノベーションまちづくりサミット !!! わかやま
 下記専用 URL よりお申込ください。
 renovaring.com/entry

❶ 国土交通省シンポジウム・その他のイベント
 下記専用 URL よりお申込ください。
 http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000064.html

★
タイムスケジュールは、当日と異なる場合があります。
詳しくは下記のお問い合わせ先で、ご確認ください。

お申込方法
お申し込みいただくと、どのカンファレンスにも自由に参加
できます。
参加する方の氏名、職業、電話番号、懇親会の参加有無など
をご記入の上お申し込みください。

お問い合わせ先
株式会社リノベリング
電話：03-5904-9603 メール ：info@renovaring.com　担当者 :酒井

お問い合わせ先
(独 ) 都市再生機構 都市再生部 全国まちづくり支援室 
電話 045-650-0842　担当者 : 田嶋、松田

都市の魅力を高めるまちづくり
～URからの発信～
主催：( 独 ) 都市再生機構
定員 70名

公共空間がもたらす本質的な価値とは何か
～「公共」だからこそ「創り・残せる」都市のアメニティ～
主催：( 一社 ) 国土政策研究会 公共空間の「質」研究部会
定員 70名

民の力を結集するエリアマネジメント
～都心のまちづくりを進める新たな担い手～
主催：全国エリアマネジメントネットワーク
定員 70名各種イベントの開催場所

●

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

22：00

8:00-10:30
無料オプショナルツアー「まちづくりフィールドワーク」
（まちなかリノベーションまちづくり、公共空間等）

（集合場所：地図番号❼和歌山城天守閣前広場）

11:00-12:30
再開発と和歌山の
エリアリノベーション
（清水 義次ほか）

13:30-15:00
リノベーションまちづ
くりと和歌山の交通政
策（西村 浩ほか）

13:30-15:00
古い既存建物を合法的
に使う方法
（馬場 正尊ほか）

15:30-17:00
公共不動産の活用と
エリアリノベーション
（林 厚見ほか）

13:30-15:00
和歌山の水辺
（嶋田 洋平ほか）

15:30-17:00
まちやどのツーリズム
（大島 芳彦ほか）

15:30-17:00
都市戦略としてのリノ
ベーションまちづくり
構想（清水 義次ほか）

11:00-12:30
都市の魅力を高めるまちづくり
～URからの発信～

9:00-12:30
有料オプショナルツ
アー「まちづくり
フィールドワーク」
（日本遺産「絶景の宝庫
　和歌の浦」の歴史まち
づくり等）
料金：3,000  円
           

13:30-15:00
民の力を結集するエリアマネジメント
～都心のまちづくりを進める新たな担い手～

15:30-17:00
公共空間がもたらす本質的な価値とは何か
～「公共」だからこそ「創り・残せる」都市のアメニティ～

17:30-19:30
本会議 都市経営戦略
とまちなか再生
（清水 義次ほか）

11:00-12:30
リノベーションまち
づくりと地域の情報
発信（吉里 裕也ほか）

11:00-12:30
和歌山で家守会社が
次々生まれる理由
（青木 純ほか）

20:00-21:30
懇親会（会費制）

17:00-22:00
和歌山城下・
まちなか河岸

※自由に
　参加できます！
　（申込不要）

11月 20 日（月） 11月 21 日（火） 11月 22 日（水）

和歌山市民会館
小ホール

伝法橋南ノ丁 7番地
（地図番号 ❶）

市営京橋駐車場周辺

福町 38 番地他
（地図番号 ❷）

米屋町他
（地図番号 ❸）

みんなの学校ぶらくり丁
商店街

十一番丁 16 番地
（地図番号 ❺）

BAR No.11
バール・ヌメロオンセ

ト半町 33 番地
（地図番号 ❻）

ミートビル
和歌の浦他

米屋町 2番地
（地図番号 ❹）

14:30-17:00
シンポジウム
「広がりをみせる
官民連携まちづく
り」

リノベーションまちづくりサミット !!! わかやま

※タイムスケジュールは、当日と異なる場合があります。

●

●

http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000063.html

お申込をされていない方も、当日、和歌山城天守閣前広場
までおこしいただけると参加できます( )

要申込 ★を参照

要申込




