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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/
＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/
［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
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[ 1 ]景観、都市デザインに関するイベント
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼グリーンインフラ官民連携プラットフォーム第 2 回シンポジウムを WEB 開催します
>>>https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo10_hh_000239.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼次回（2022/2021）「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）
>>>https://www.udc.or.jp/publics/index/58/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼UPS 研究会設立に向けて（会員募集中）
udc では、with／after コロナ時代の都市内パブリックスペース（UPS）のあり方について、国のウォーカブル施策も見
据えて、民間事業者・学識経験者・行政機関関係者が連携して検討・提言を行う UPS 研究会を、本年４月設立を
目指して、現在参加会員を募集しています。同研究会の詳細は、次のとおりです。
【部会】1）デザイン＆マネジメント（DM）部会︓PS の「デザイン＆マネジメントの基本的考え方」を検討するとともに、
当面、「魅力的な利活用の方法論」について提案する
2）ネットワーク（NW）部会︓PS の「様々な NW の在り方」を検討するとともに、当面、「多目的広場を核とした NW
づくり」について提案する
3）駅まち PS 部会︓「駅まち空間の PS の在り方」を検討するとともに、当面、「駅前広場の計画に関する新たな指針」
について提案する
【構成メンバー】
正会員︓udc 賛助会員の民間企業及び研究会の目的に賛同する民間企業
特別会員︓udc 賛助会員の地方公共団体+研究会の目的に賛同する公的団体・学識経験者
【部会アドバイザー＆オブザーバー】
1）DM 部会︓出口敦先生（東京大学）＆国交省まちづくり推進課官民連携推進室

2）ネットワーク（NW）部会︓高見公雄先生（法政大学）＆ 国交省市街地整備課
3）駅まち PS 部会︓中井祐先生（東京大学）＆国交省街路交通施設課
【運営幹事】
各部会に、業務を執行するための運営幹事（正会員の場合には udc 賛助会員）を置く
【参加方法】
udc の HP https://www.udc.or.jp/publics/index/384/より申し込みを行い、会員は希望により各部会に参加
【会費】udc 賛助会員︓無料、特別会員︓無料
正会員となる民間企業（賛助会員企業を除く）︓共同研究費として年間 20 万円（共同研究費の負担方法は、
udc への研究委託もしくは研究会参加費）
【キックオフ講習会（開催済（令和３年１月２５日））】後日、録画動画配信予定
＞＞＞UPS 研究会に関する企画概要、設立趣意書、規約、入会申込書
⇒https://www.udc.or.jp/publics/index/378/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼『都市計画の構造転換』刊行記念シンポジウム
〇2021 年 3 月 21 日(日) 9:30～16:30 Zoom ウェビナーにて開催
>>> http://www.cpij.or.jp/com/50+100/final20210321.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
［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
▼第 1 回グリーンインフラ大賞「国土交通大臣賞」を決定しました︕
>>>https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo10_hh_000238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
２）地域公募のもの
(1)募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)選定結果
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
［３］景観まちづくり、都市デザインに関わる主なニュース
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ニューノーマルに対応した「駅まち空間」をデザインします︕
～第 4 回「駅まちデザイン検討会」の開催～
>>>https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000072.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼国土交通省 PPP サポーター候補者の推薦を公募します!

～地方公共団体における主体的な PPP/PFI の推進に向けて～
>>>https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo21_hh_000154.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼地域で育まれた伝統的な営みを活かしたまちづくりの進展
～福島県白河市、茨城県桜川市、富山県高岡市、熊本県山鹿市の
『歴史まちづくり計画（第 2 期）』の認定～
>>>https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000362.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼前橋市の中心市街地におけるまちづくり事業を支援します︕
～ 「前橋まちなかまちづくりファンド」を設立︕～
>>>https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi05_hh_000326.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼PPP 協定パートナーの公募を開始します︕
～官民連携による PPP/PFI の推進～
>>>https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo21_hh_000153.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼【オリックス自動車】次世代モビリティサービスの実証実験を「スマートシティ会津若松」で開始
>>> https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000836.000023075.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼自動運転＆自動車いす……茨城・つくば、スマートシティの実証実験
>>> https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2103/02/news055.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼【都市の新しいキャンバス】仮囲いをアートに変えるプロジェクト 初弾が大阪で始動
>>> https://mail.google.com/mail/u/0/ - inbox/FMfcgxwLsmdvSJFMsmgHfFnspmlXmpsr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼自動運転に関する「社会受容性シンポジウム」の開催
〇2021 年３月 25 日（木） 12 時～14 時 35 分 （11 時開場）
>>>https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000363.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼城下町の景観や活力を創造・維持する実証実験をスタート
～歴史的建造物を活用 in くまもと城下町・唐人町通り～
>>>https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000047922.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼まちづくりシンポジウム 水辺、通り、空き家...「まち」を使い倒して豊かな日常を創ろう（松江市）
〇令和 3 年 3 月 20 日（土曜）17 時から 19 時まで
>>>http://www1.city.matsue.shimane.jp/machidukuri/oohashigawa/machizukurisympo.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼丸の内歩行者天国で自動運転モビリティが走る

>>> https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1310909.html
>>>https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4217791.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
［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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼”パブリックスペースの豊かな魅力をたっぷり掲載した”「2020-2021 年版 総合カタログ」を同時発行（株式会社コ
トブキ）「ストリートファニチャー」「コミュニティ遊具」「コミュニティサイン」それぞれの分野に特化した 2020-2021 年版総
合カタログを 3 冊同時発行しました。ストリートファニチャー「つどう」、コミュニティ遊具「つながる」、コミュニティサイン「つたえ
る」をそれぞれコンセプトに掲げ、製品の持つ背景や開発者の想いなど、コトブキのもつ魅力をたっぷり掲載した内容となっ
ています。また、製品仕様やバリエーションの説明だけにとどまらない“人や情景の見える”全く新しいカタログとして展開して
います。賑わいのあるまちづくりの一助としてご利用ください。
>>> https://townscape.kotobuki.co.jp/catalogs/
▼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
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
［5］お薦め図書、情報サイト
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【図書、報告書等】
▼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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼年鑑 日本の空間デザイン〈２０２１〉ディスプレイ・サイン・商環境（空間デザイン機構年鑑日本の空間デザイン刊
行委員会編） >>>

http://www.rikuyosha.co.jp/products/detail4557/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【サイト等】
▼第 1 回 2021 年度予算案から見たスマートシティの行方
>>>https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/021900032/021900002/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼都市の未来 いまなぜ、「ウォーカブル」なのか
>>> https://project.nikkeibp.co.jp/mirakoto/atcl/city/h_vol58/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○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。
〇配信を希望されない方は、本文の 1 行目に メール不要 とのみ ご記入の上、返信をお願い申し上げます。（自動
的にメーリングリストから外れます）
◇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/
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