


目　次

02  はじめに
03  「プロフィールシートブック」について
04  リノベーションまちづくり学会 2015 in 大阪　プロフィールシート（五十音順）

　　　　　　  リノベーションまちづくり学会 2015 in 大阪

日 時
2015 年 11月 28日（土）10:00 ～ 17:00
2015 年 11月 29日（日）10:00 ～ 16:00

場 所
学 会 会 場：大阪市立大学　高原記念館（大阪府大阪市住吉区杉本 3-3-138）
懇親会会場：味園ビル 4F 大宴会場（大阪府大阪市中央区千日前 2-3-9）
 
スケジュール
11 月 28日（土）
  9:00 ～ 10:00　受付
10:00 ～ 10:30　開会式
10:30 ～ 12:00　ラウンドテーブルディスカッション①
12:00 ～ 13:00　昼休憩
13:00 ～ 15:00　ラウンドテーブルディスカッション②
15:00 ～ 17:00　招待講演（20分＋質疑応答 10分 ×4名）
18:00 ～ 20:00　懇親会

11月 29日（日）
10:00 ～ 12:00　プレゼンテーション
12:00 ～ 12:30　閉会式
12:30 ～ 16:00　リノベーションまちづくり事例見学会

招待講演
15:00 ～ 15:30　中谷 ノボル / 株式会社アートアンドクラフト
                         「ホストシティ大阪のリノベーションまちづくり」
15:30 ～ 16:00　雄谷 良成 / 社会福祉法人佛子園理事長
                         「廃寺を活用した「ごちゃまぜ」のまちづくり」
16:00 ～ 16:30　蘇 睿弼 / 東海大学（台湾）
                         「台中におけるリノベーションまちづくり」
16:30 ～ 17:00　松永 安光 / 近代建築研究所
                        「世界のリノベーションまちづくりの新潮流」
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は　じ　め　に

　空き家や空きビル、空き公共空間を私たちの時代の資源として捉え直し、それらに新しい暮らしやシゴト・アソ
ビを埋め込むことで、生活空間としてのまちを楽しく豊かにしていこうとする試みが、日本そしてアジアの各地で
展開され始めています。建築学、都市計画学、社会学、不動産学等、既存専門分野の垣根を超える形で展開される
それらの経験を交換し、共有し、その上に新たな概念や方法論を創り出すには、産官学の別や学術分野の別、地域・
年齢の別を超えて関心を共有できる人々が出会い、議論し、発信する場が必要です。
　今年 2月、こうした認識を共有する人々が北九州に集い、それぞれの取組みを紹介し合うとともに、新たな場と
しての「リノベーションまちづくり学会」の構想とその具体化の方法について意見交換を行いました。そして、そ
の議論を受けて、最初の学会活動として企て準備したのが、大阪での「リノベーションまちづくり学会 2015 in 大
阪」（来る 11月 28、29日の 2日間）です。分野や国籍の異なる 4名の方々からの基調講演、大阪での事例見学会
も非常に興味深い内容ですが、参加者がいくつかのグループに分かれ、「空き家・空きビル－その捉え方と活かし方－」
というテーマに関して、情報と意見を交換するラウンドテーブルディスカッションがメインイベントです。
　各地でリノベーションまちづくりに関わる実践、研究、政策等に取組む多くの方々に、大阪でお会いできること
を心から楽しみにしています。

2015年 7月吉日
リノベーションまちづくり学会実行委員会を代表して

松村 秀一（東京大学）
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「プロフィールシートブック」について

　この「プロフィールシートブック」は、日頃、異なる分野や専門において活動するリノベーションまちづくり学
会の参加者同士が、学会開催期間中、そしてその後も、継続して互いをより深く知り、交流を持つためのツールと
してつくられました。
　異なる分野や専門を隔てる障壁をできるだけ取り除けるようにとの思いから、多くの公共図書館で使用されてい
るNDC分類や、一般性の高いキーワードを設定し、平易なつくりを目指しました。
　ご自身と近い問題意識や興味を持つ方を探すツールとして、あるいは新たな世界の探求に、どうぞご活用ください。
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