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○本メルマガは、（公財）都市づくりパブリックデザインセンター（udc）の役職員、賛助会員の方々が名刺交換をさせ
ていただいた方、udc のイベントに参加いただいた方、メルマガの配信にご同意をいただいた方（約九千名）に配信し
ています。詳細はこちらをご覧下さい。 https://www.udc.or.jp/publics/index/141/
＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/
［０］UPS 研究会情報（同研究会会員向け情報）
［１］景観・都市デザインに関するイベント
［２］景観、都市デザイン賞など
［３］景観まちづくり、都市デザインに関わる主なニュース
［４］ほっとニュース～賛助会員企業からの情報発信～
［５］お薦め図書、情報サイト等
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[０]UPS 研究会情報（同研究会会員向け情報）
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼R４年度 UPS 研究会合同部会開催（予定）
〇日時︓令和４年５月３０日（月）１３時～１５時（オンライン）
▼UPS 研究会・第五回各部会の資料＆動画を順次同研究会会員専用ページに掲載していきます。
・駅まちＰＳ部会︓２月１日（火）午後開催済み⇒資料＆動画・掲載済
・ＤＭ部会︓２月９日（水）午前開催済み⇒資料＆動画・準備中
・ＮＷ部会︓２月１７日（水）午後開催（予定）
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[ 1 ]景観、都市デザインに関するイベント
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼（オンライン講習会）（仮）『これからの都市に求められる魅力』
（第 3７回「都市＋デザインフォーラム」、主催︓udc）
〇開催日時︓令和４年２月２１日（木）１３時３０分～１５時３０分（質疑時間を含みます）
○講師︓中島賢太郎先生(一橋大学イノベーション研究センター准教授)
〇内容︓中島賢太郎先生のご専門は、空間経済学、都市経済学など。
本講習会では、ポストコロナ時代の都市の魅力・未来について、お話しいただきます。
〇中島賢太郎先生ご経歴︓東京大学博士（経済学）。東北大学大学院准教授を経て、２０１７年から現職。
専門は空間経済学、都市経済学
〇書籍所収論文︓「知的生産活動の経済空間」宇井貴志・加納隆・原千秋・渡部敏明編『現代経済学の潮流２
０１９』第５章 p１２７―１４８、東洋経済新報社（２０１９年８月）など。
〇著作︓「ポストコロナ時代の都市 「通勤不要」でも根強い魅力」『週刊東洋経済』２０２１年１０月２日号

「交通インフラ整備の政策評価研究」自動車交通研究２０１９、ｐ２４－２５、日本交通政策研究会.link
など。
○参加費︓１，０００円（udc 賛助会員は、無料です）
>>>

https://www.udc.or.jp/publics/index/415/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼第２４回２０２１年「まちづくり・都市デザイン競技」（コンペ）募集（udc）
○対象地区︓浦和駅周辺地区（さいたま市）～Society5.0 時代に輝く持続可能な都市のリ・デザイン～
○応募登録期間︓令和３年１０月１日（金）～令和４年３月１日（火）
〇作品提出締切︓令和４年３月１５日（火）１７時必着
>>> https://www.udc.or.jp/publics/index/335/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼第２5 回（2022/2023）「まちづくり・都市デザイン競技」実施都市（地区）公募しています（udc）
一部見直しを検討しています。〆切︓令和４年７月６日（水）まで
>>> https://www.udc.or.jp/publics/index/416/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼Placemaking Week 宇都宮 2022（オンライン開催）
〇日時：2022 年 2 月 17 日（木）13:00〜18:30
>>> https://sotonoba.place/placemaking-week-utsunomiya-2022
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ソトノバアワード 2021 開催決定！
>>> https://sotonoba.place/sotonobaaward2021
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
［２］景観、都市デザイン賞に関するお知らせ
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１）全国公募のもの
(1)募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)選定結果
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
２）地域公募のもの
(1)募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)選定結果
▼令和 3 年度岡山市景観まちづくり賞受賞作品集
>>> https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000034302.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

［３］景観まちづくり、都市デザインに関わる主なニュース
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼誰もができる限り健康で幸せを実感できるまちをどうつくる
>>> https://project.nikkeibp.co.jp/behealth/atcl/feature/00050/020100004/?P=2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼「横浜 DX 戦略（仮称）」の方向性/骨子案を公表しました。
>>> https://yokohama-city.note.jp/n/nb245bb74fddb
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼まちの景観は誰のもの︖ 協力隊員のシャッターアート議論呼ぶ 白石市
>>>https://kahoku.news/articles/20220202khn000039.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼タクシーを活用した新しい交通モード「バタクス」創出に向けた実証事業における運行を開始します︕
>>>http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/machidukuri/sogotoshikout
u/kyouka_suisin/kousei_vatacs.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼日本橋のマルシェイベント「FROM EAST」から考える、クリエイティブな公共空間の使い方。
>>> https://www.bridgine.com/2022/02/03/from-east-interview/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼公民連携まちづくりの最前線!「QURUWA」の現在地と今後の展望を読み解くシンポジウム
「MeguruQuruwa2.0 -未来をアップデート-」２月 20 日オンライン開催
>>> https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000093829.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼郡山市が開成山公園 Park-PFI 事業のサウンディング、公募時に加点も
>>> https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/news/020402305/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼大手町・丸の内・有楽町地区スマートシティプロジェクト “歩行者・モビリティ・ロボットが共存するウォーカブルな空間”
実現に向けて歩車共存空間での自動運転バス走行実証を実施
>>>https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000084523.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼埼玉県「景観マガジン 埼玉スタイル S.Style」開始
～景観形成・まちづくりに関わるキーパーソンインタビューやトーク記事などを掲載～
>>> https://www.pref.saitama.lg.jp/a1104/keikan-top/saitama-style.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼新幹線開業に向けた景観改善の取り組み 協力事業者に感謝状
>>> https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/20220208/3050010359.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼所沢市における「脱炭素のまちづくりに向けた包括連携協定」を締結
>>> https://www.tokyo-gas.co.jp/news/press/20220208-01.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼パリ市が目指す自然にも市民にも優しい都市改革 ソフトモビリティと緑化が未来都市の鍵
>>> https://project.nikkeibp.co.jp/mirakoto/atcl/global/h_vol18/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼大阪府が民間２３社と高齢者支援、スマートシティ実現に向けタッグ
>>>https://news.yahoo.co.jp/articles/3f19d0a74ad0aa6d91986b923f9f41f749841677
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
［４］ほっとニュース～賛助会員企業からの情報発信～
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼～東日本大震災から１０年 被災地の学びを届ける活動～東日本大震災の被災地の声を届ける 防災ツール
「そなえるカルタ」の水害版を発表（三菱地所レジデンス・三菱地所コミュニティ）
>>>https://www.mec-r.com/news/2021/2021_0225.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ポスト・コロナ時代における新たな丸の内仲通りのあり方を 4 つの観点で検証（三菱地所・大手町・丸の内・有楽町
地区まちづくり協議会ほか）社会実験「Marunouchi Street Park 2021 Summer」実施
～「つながろう、夏のストリート」をテーマに“ 人”中心の道路を目指した空間が出現～
https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec210726_marunouchi_street_park.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼丸の内仲通りで自動運転モビリティの実証実験を実施～「Smart&Walkable」な道路空間の実現に向けて歩行者
とモビリティ共存の社会受容性を検証～ （大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会ほか）
>>>http://www.otemachi-marunouchi-yurakucho.jp/wp/wpcontent/uploads/2020/07/41f5c47b3280b730b10ab6b21ea9bf18.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼景観向上に最適なスリット型の排水みぞ蓋です（カネソウ株式会社）
歩道・公園・公開空地・建物まわりの舗装空間において、みぞ蓋を目立たないように設置するための、意匠にこだわった
スリット型の排水みぞ蓋です。枠をボルトで U 字溝に仮固定し、コンクリート根固めする簡単施工で、取付コストを低減
できます。主な納入物件として、女川町駅前広場(宮城県)、水木しげるロード(鳥取県)、高山駅東口前駅広場(岐
阜県)に御採用いただきました。各物件、詳細については順次紹介いたします。
>>>http://www.kaneso.co.jp/colorcover/index.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼まちづくりはカルチャーだ︕「変わり続ける︕シブヤ系まちづくり」渋谷未来デザイン初となる書籍（１１月２０日発売）
（日建設計と（一社）渋谷未来デザイン）
一般社団法人渋谷未来デザインと日建設計は、株式会社工作舎より「変わり続ける︕シブヤ系まちづくり」を 11 月 20
日に発売しました。本書では、再開発の変遷を写真とヴィジュアルで紹介するとともに、渋谷というまちがどのようにつくられ、
どこへ向かっていこうとしているのか、“渋谷らしさ”とは何かを問いかけています。
>>> https://www.nikken.jp/ja/news/press_release/2021_11_01.html?cat=ALL&archive=ALL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼note 環境設計のための最強のタネ本『建築の環境価値 BOOK』～読み方のコツ教えます（日建設計）
日建設計は WEB サイトにて、社内向け技術情報冊子『建築の環境価値 BOOK』を全文公開しています。
この本は、今まで建築計画で取り入れてきた「環境要素」に、広範で豊富なエビデンスに基づく｢環境価値｣を与えた、
全く新しい環境建築のためのバイブルです。
>>>

https://www.nikken.co.jp/ja/news/news/2021_08_06.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼note:イラスト名建築ぶらり旅 with 宮沢洋＆ヘリテージビジネスラボ 4（日建設計）
歴史的建物とともに暮らす豊かなライフスタイルを伝える「イラスト名建築ぶらり旅」。
4 回目の今回は、京都・東山の麓、南禅寺参道前にある国指定名勝の無鄰庵（むりんあん）庭園を訪ねました。
>>>

https://note.com/nikken/n/nff5290e3d1d3

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼「コストマネジメントレポート」2021 年１０―１２月（日建設計）
2021 年 10-12 月号 「材料価格の上昇による建設コストへの影響を注視」 を掲載しました。国内外の経済情勢を
概観し、豊富なコストデータを活かしながら、中立的な視点で独自の建設市場分析結果をタイムリーにお伝えしていきま
す。
>>> https://www.nikken.co.jp/ja/expertise/costmanagement_2021-04.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
［5］お薦め図書、情報サイト
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【図書、報告書等】
▼「えっ︕ホントに壊す︕︖ 東京海上ビルディング」
>>>

「TMIB を愛する会」著

http://www.kj-web.or.jp/books/b117tmib-2202.html
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▼udc 発行図書（機関誌を除く）を、無料（送料のみご負担ください（宅急便着払））でお譲りしています。
書籍リストなどの詳細は、こちら >>> https://www.udc.or.jp/publics/index/80/
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【サイト等】
○メルマガに記事の掲載を希望される方は下記までご相談下さい。 e-mail︓ udcj_co@udc.or.jp
○「トピックス︓情報提供コーナー」に、有料で記事掲載いたします。詳しくは、下記までご相談下さい。
◇配信希望、送信先の変更等をご希望は、こちら。 >>> https://www.udc.or.jp/publics/index/183/
◇配信停止をご希望の方はこちら。>>>__stop__
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