
パブリックスペースづくり／
づかいのプロデュースとは？

第 18 回

主催者・事務局
　ACTION for Public Space 推進会議
                         （udc）

（公財）都市づくりパブリックデザインセンター
         E-mail info@udc.or.jp

 

※フォーラム参加は無料です。
※参加は申し込み順です。左記のアドレス宛てに、 
   件名「第 18 回フォーラム参加希望」と記載の上、
   氏名、所属、メルアドを記載の上お申し込み下さい。
※定員に達し次第申し込みを打切ります。

平成 29 年 11月 1日（水）15:00 ～ 17:00
会場：エコッツェリア「３×３ラボ・フューチャー」
　　     （東京都千代田区大手町 1-1-2 大手門タワー・JX ビル 1 階）　
           http://ecozzeria.jp/about/accessmap.html

　公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター（udc）では、「魅力ある創造
的な都市・地域空間の再興を推進するための行動」を「ACTION for Public Space

（APS）」と名付け、APS 推進会議を設置して調査研究および実践活動を進めています。
　このフォーラムは、われわれ APS 推進会議と問題意識をともにする全国のみなさま
に、「ACTION」を進めていくための一助としていただくことをねらいとしています。

talk

広場、道路、公園、河川、図書館、コミュニティ
センター等、屋内外を問わず、パブリックス
ペースで何かを仕掛けようとしたとき、それ
に携わる人材等には、これまでに増して複合
的なスキルが求められている。計画、設計、マー
ケティング、ブランディング、経営、人的ネッ
トワーク構築、マネジメント体制立ち上げ、
プログラム運営、メディア発信等など・・・
なかなかこれら全ての分野を完全掌握してプ
ロジェクトを進めるのは困難である。ただ、
うまくいっている事例には、これら幅広い分
野に対する理解を持った上で、どうやったら
人々にとって居心地の良い空間になるか、ど
うやったら長く人々に愛され、つかわれる空
間になるか、ある種の方法論を持ってプロジェ
クトを推進する「プロデューサー」と呼べる
プロフェッショナルがいる。そんなお二方お
招きし、パブリックスペースづくり／づかい
におけるプロデュースのあり方について議論
する。

・有限会社 ハートビートプラン
   代表取締役
　／都市プランナー

泉 英明

・hanajuku 代表
　／演出家

花井 裕一郎

・株式会社 都市環境研究所
　主任研究員
・APS 推進会議

土橋 悟

司会進行：土橋悟 ( 前掲）

cross

都市
＋

デザイン

おぶせまちじゅう図書館 太田市美術館図書館のワークショップ

まちとしょテラソ内観

＞＞土橋 悟 　Satoru Tuchihashi 
・株式会社 都市環境研究所 主任研究員
・APS 推進会議

1980 年茨城県生まれ。2004 年東京大学大学院工学系研究科社会
基盤工学専攻修了後、（株）日建設計シビルにて、広場・公園設計、
海外マスタープラン業務に従事。英国ロンドンの Claudio Silvestrin 
Architects 勤務を経て、2009 年より現職。土木・建築・都市計画
各分野を横断的に都市デザインに取り組む。第 17 回建築環境デザ
インコンペティション最優秀賞、清渓川橋梁コンペ奨励賞、ハイフォ
ン市ラックチャイ川周辺詳細計画国際コンペ最優秀賞、長崎駅前広
場等設計業務プロポーザル最優秀賞等、国内外のコンペ受賞多数。

＞＞泉 英明　Hideaki IZUMI
・有限会社 ハートビートプラン 代表取締役／都市プランナー

1971 年東京都生まれ。有限会社ハートビートプラン代表取締役、
北浜水辺協議会理事。高松、下関、豊田、大阪なんば、岡崎のまちな
か再生や公共空間のプレイスメイキング、工業地域の住工共生まち
づくり、着地型観光事業「OSAKA 旅めがね」、水辺空間のリノベー
ション「北浜テラス」、「水都大阪」事業推進などに関わる。著書に『都
市を変える水辺アクション』（共編著、学芸出版社）。

＞＞花井 裕一郎 　Yuichiro HANAI
・hanajuku 代表／演出家

1962 年福岡県筑豊生まれ。1989 年〜1996 年フジテレビジョン、
NHK、TBS、にて番組演出。2000 年より長野県小布施町を拠点と
する。2002年小布施堂文化事業部長に就任。2007年12 月〜2009
年7月小布町立図書館館長として新図書館準備室勤。2009 年7月〜
2012 年11 月小布施町立図書館「まちとしょテラソ」館長。2014 
年〜福岡に拠点を移す。まちにリビングを創りましょうを理念に抱
え、Hanajuku を設立。九州をはじめ全国にて図書館づくり、まち
づくりに携わる。

高島平プロムナード

青葉シンボルロード

なんばひろば

水都大阪

北浜テラス
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