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Research Outline

都市が抱えるさまざまな問題に対して、その解決策と今後の都市づく
り・地域づくりの在り方について研究を行っています。特に、実在する
地域の再生・活性化案などを提案しています。
We will study future solutions and methods of urban planning
and community formation for various problems that cities have. In
particular, we propose to reform and activate existing fields.
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Research Contents in Progress

1 地域活性化のための都市マネジメントシステムの研究

地域活性化のためには、都市施設と都市活動というハードとソフ
トの一体的な充実・魅力化が必要となることから、それらの効果
的・効率的な展開方法について研究します。
R e s e a rc h of u r b a n m a n a g e m e nt sys te m fo r re gio n a l
revitalization
In order to revitalize the area, it is necessary to upgrade urban
facilities and urban activities by combining hardware and
software to be substantial and attractive, So we're looking at
ways to deploy them effectively and efficiently.
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最近の研究実績

Recent Research Results

〈論文／Published Papers〉
● 大学教育でのフィールドワークによる地域に対する意識形成の効果
に関する分析
日本建築学会技術報告集 第26巻 第62号，412-417，2020年 2月
ANALYSIS ON THE EFFECT OF CONSCIOUSNESS
FORMATION ON THE REGION BY FIELDWORK IN
UNIVERSITY EDUCATION
AIJ J. Technol. Des. Vol. 26, No.62, 412-417, Feb., 2020
DOI https://doi.org/10.3130/aijt.26.412
● 新庁舎移転整備の合意形成における検討プロセスの効果について
の考察
日本建築学会技術報告集 第25巻 第59号，395-399，2019年2月
CONSIDERATION ON THE EFFECT OF THE REVIRW
PROCESS IN CONSENSUS BUILDING OF NEW TOWN
HALL RELOCATION IMPROVEMENT
AIJ J. Technol. Des. Vol. 25, No.59, 395-399, Feb., 2019
DOI https://doi.org/10.3130/aijt.25.395

2 街なか居住・高齢者居住に関する研究

人口減少・少子高齢化が進んでいる中で、地域の活力を維持・向
上しながら、便利で安全・快適に生活できる居住空間と定住シス
テムについて研究します。
Research on residence in the town and residence of the
elderly
We study residential space and domiciliation system where
everyone can live conveniently, safely and comfortably while
maintaining and improving the vitality of the area while
population decline and declining birthrate and aging
population is progressing.

学生による「まち歩き」プロジェクト
のフィールドワーク

学生による商店街活性化の提案

学生による地域の魅力づくりの提案

多世代ワークショップによる
まちづくり提案

46

