
１３：００　　開場・受付開始
１３：３０　　開会・飯田市長特別賞表彰式
 　　　　　　　　受賞者：有限会社　みすゞ設計
１３：４５　　基調講演
　　　　　　　　演題「リニア時代の中心市街地像」
 　　　　　　　　講師　小澤一郎氏
　　　　　　　　公益財団法人　都市づくりパブリックデザインセンター理事長
　　　　　　　　飯田市リニア駅周辺整備基本構想検討会議会長
１４：１５　　休憩
１４：２５　　パネルディスカッション
　　　　　　　　「都市デザインから考える、リニアを見据えた小さな世界都市とは？」

１６：００　　閉会　

コーディネーター

　小澤一郎氏

パネリスト

　松下重雄氏 ( 有限会社みすゞ設計／飯田市長特別賞 )

　石田　武氏 ( 大成建設株式会社／国土交通大臣賞 )

　水谷祐司氏 ( 株式会社森本組／まちづくり月間全国的行事実行委員会会長賞 )

　中畑昌之氏 ( 東京理科大学／ ( 公財 ) 都市づくりパブリックデザインセンター理事長賞 )

　牧野光朗（飯田市長）

プログラムプログラム

MEMO

第17回「まちの活性化・都市デザイン競技」
飯田市長特別賞表彰式・記念シンポジウム

○日時：7 月 11 日 ( 土 )　
                13：30 ～ 16：0013：30 ～ 16：00

（13：00 開場）
○会場：飯田市公民館

○主催：飯田市　○後援：公益財団法人　都市づくりパブリックデザインセンター

第 回 まちの活性化 都市デザイン競技」イン競技」
飯田市長特別賞表彰式・記念シンポジウム

リニア時代に輝く、
丘の上の都市
デザインとは？

丘
の
ま
ち
は
緑
で
つ
な
が
る
。

○開催趣旨
第 17 回「まちの活性化・都市デザイン競技」は、（公財）都市づくりパブリックデザインセンターの主催する事業で、毎
年全国の一都市を対象に、その都市にふさわしい都市デザインを提案してもらうコンペです。平成 26 年度は、飯田市の「飯
田駅・りんご並木周辺地区」が対象に選ばれ、全国から 32 作品の応募があり、国土交通大臣賞をはじめとした各賞が決ま
りました。
飯田市では広域交通拠点や中心拠点など各拠点が集約連携した都市構造を目指すこととしていますが、リニア時代を見据
えた中心市街地のあり方について今後の検討の参考としていただくために、飯田市長特別賞の表彰式と併せて各作品を紹
介するシンポジウムを開催します。
シンポジウムでは、各賞を受賞した皆さんから作品に込めた思いを語っていただきながら、リニア時代を迎える飯田市の
まちづくりについて議論を深めます。



1945 年 1 月 6 日生
1968 年３月　東京大学工学部都市工学科卒
1968 年４月　建設省入省
1985 年７月　茨城県土木部都市計画課長
1987 年７月　建設省都市局都市計画課専門官
1989 年４月　建設省都市局街路課専門官
1990 年４月　建設省都市局都市交通調査室長
1992 年７月　住宅・都市整備公団再開発部次長
1994 年７月　建設省都市局区画整理課長
1997 年９月　建設省大臣官房技術審議官（都市局担当）

1999 年 10 月　都市基盤整備公団理事
2004 年４月　　早稲田大学理工総研客員教授
                                  　（～ 2008 年３月）
2004 年１月　　JFE スチール（㈱）特別顧問
                                 　（～ 2010 年３月）
2009 年６月　　( 財 ) 都市づくりパグリックデザイン
　　　　　　　　　センター理事長

1971 年　滋賀県生まれ
1993 年　神戸大学　工学部建築学科卒業
1993 年　株式会社森本組入社
現在、同社東京支店建築部　設計課課長代理

1979 年　浜松市出身
2004 年　東京理科大学理工学部建築学科 卒業
2006 年　東京理科大学大学院理工学研究科修士課程 修了
2007 年　University College London The Bartlett school of Architecture M.Arch 留学
2008 年 - 2011 年　 東京理科大学理工学部建築学科 助教
2011 年 - 2014 年 　一級建築士事務所 htmn 共同主宰
現在　東京理科大学非常勤講師 , 株式会社 LUCKY DROPS 代表取締役 , N7studio 主宰
主な受賞に、住まいの環境デザインアワード入賞 (2012), BAUWELT-PREIS Honorable mention(2013)

1961 年長野県飯田市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、日本開発銀行（現日本政策投資銀行）入行。
同フランクフルト首席駐在員、同大分事務所長を経て退職。2004 年 10 月に飯田市長に就任。現在 3 期目。
平成 25 年度に全国市長会の経済委員会委員長に就任。農地制度のあり方に関するプロジェクトチーム座長
代理として、農地制度の権限委譲をはじめ地方分権改革に取り組んでいる。

東京理科大学理工学部建築学科伊藤研究室
都市計画・都市デザイン研究室の有志グループ。伊藤香織（教授）、中畑昌之（非常勤講師）、丹羽由佳理（助教）、
飯田遼平、小田健人、草谷悠介、栗田純吾、神田夏子、權田貴之、西山貴史（以上、修士 2 年）、栗田恵（修士 1 年）

（いずれも 2015 年 6 月現在）。まちの活性化・都市デザイン競技には、第 15 回（岐阜）、第 16 回（福井）に続き、
3 度目の参加。

大成建設株式会社設計本部まちづくり・建築計画室シニア・プランナー
昭和 42 年生まれ。都市計画コンサルタントに勤務後、
平成 19 年から現職。
著書等
実務者のための新・都市計画マニュアル I【土地利用編】地区計画 / 丸善（編著・平成 14 年）
住民主体の都市計画　まちづくりへの役立て方 / 学芸出版社（共著・平成 21 年）

( 公社 ) 日本建築家協会正会員（フェロー会員）
環境省・環境カウンセラー
1941 年 東京都に生まれ、３才で飯田市に疎開
1976 年 工学院大学建築学科 卒業
1977 年 飯田市に帰郷
1980 年 （有）みすゞ設計開設 代表取締役として現在に
至る
1988 年 ～現在　飯田昆虫友の会・事務局
飯田市天然記念物ギフチョウの保護活動

■スタッフ
松下重雄（代表取締役）、宮澤正輝（取締役）、中家博之、山田隆、宮戸洸一、
岩崎遊（現、野沢正光建築工房）
1980 年　長野県飯田市にて設立・現在に至る

■主な仕事
①国立公園上高地ビジターセンター・インフォメーションセンター
②飯田市生涯学習センター（竜丘公民館）、山本公民館、柿野沢、越久保集落センター他
③根羽村ネバーランド、根羽村高齢者福祉施設「ねばねの里・なごみ」他
④浪合村（現阿智村）トンキラ農園、やまびこ学園、宿り木の湯他
⑤飯田下伊那歯科医師会館、久田医院、精神障害者社会復帰施設「はなみずきの郷」、
木下クリニック
⑥高森町南小学校（環境省学校エコ改修モデル事業）、高森町大島山区民センター
⑦高森町瑠璃寺客殿・庫裡他、飯田市文永寺庫裡、松川町林叟院庫裡他、坂城町西念寺庫裡・位牌堂他
⑧和菓子舗「いとうや」、喫茶 GOTANDA
⑨KOA「七久里の杜」、泰成電機工業本社・工場、アスザック ( 株 ) 飯田工場、越前屋飯田営業所
⑩新築住宅・古民家再生　多数

大成設計株式会社
石田武、川﨑泰之、半澤武夫、尾﨑洋甫、西野康弘、赤垣友理、飛田裕也、平賀順也、黒江由美、井村六美
設計本部まちづくり・建築計画室メンバーを中心に例年まちの活性化・都市デザイン競技に参加。
国土交通大臣賞の受賞は 5 回目。
飯田の提案は設計本部、都市再開発本部の若手有志 4 名も加わって応募。

小澤　一郎氏

松下　重雄氏

水谷　祐司氏

中畑　昌之氏

牧野光朗（飯田市長）

有限会社みすゞ設計
飯田市長特別賞 石田　武氏

パネリストパネリスト

講師・コーディネーター講師・コーディネーター

2000 年～2003 年　日本建築家協会長野地域会会長
2003 年～ 2005 年　信州大学工学部社会開発工学科建築
コース非常勤講師
2002 年～ 2007 年　長野県住宅審議会会長
2005 年～ 2008 年　長野県総合計画審議会委員
1989 年 「飯田のまちづくりプラン」募集事業・入賞
2010 年　長野県ふるさと森林づくり大賞（知事賞 )

■受賞歴
1995 年　長野県建築文化賞
2003 年～2005 年　長野県飯伊地区景観賞・4 作品
2002 年　平成 13 年度　環境・省エネルギー建築賞
2013 年　第５回サステナブル住宅賞
2014 年　第 14 回 JIA 環境建築賞・優秀賞
2014 年　OM ソーラー建築デザイン賞・優秀賞
2014 年　吉田桂二賞・入賞
2015 年　まちの活性化・都市デザイン競技　飯田市長特別賞
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。

○開催趣旨
第 17 回「まちの活性化・都市デザイン競技」は、（公財）都市づくりパブリックデザインセンターの主催する事業で、毎
年全国の一都市を対象に、その都市にふさわしい都市デザインを提案してもらうコンペです。平成 26 年度は、飯田市の「飯
田駅・りんご並木周辺地区」が対象に選ばれ、全国から 32 作品の応募があり、国土交通大臣賞をはじめとした各賞が決ま
りました。
飯田市では広域交通拠点や中心拠点など各拠点が集約連携した都市構造を目指すこととしていますが、リニア時代を見据
えた中心市街地のあり方について今後の検討の参考としていただくために、飯田市長特別賞の表彰式と併せて各作品を紹
介するシンポジウムを開催します。
シンポジウムでは、各賞を受賞した皆さんから作品に込めた思いを語っていただきながら、リニア時代を迎える飯田市の
まちづくりについて議論を深めます。


