
金沢八景駅徒歩●分

平成28年５月 22日 （日）
13:00～ 15:20 （開場 12:30）

都筑区役所６階大会議室
≪申込締切5月 19日 （木）≫

富山市　グランドプラザ 横浜市　大岡川 札幌市　北３条広場 ［アカプラ］

平成 28年５月 28日 （土）
18:30～ 20:50 （開場 18:00）
保土ケ谷公会堂一号会議室
≪申込締切5月 26日 （木）≫

平成28年６月５日 （日）
　14:00～ 16:20 （開場 13:30）
横浜市立大学ビデオホール
≪申込締切6月 2日 （木）≫

第 1回　北部方面 第２回　中部方面 第３回　南部方面

※申込は５月 11 日から各回先着 100 名です。≪入場無料≫
※申込は各回毎となります。右の申込サイトか裏面の FAX 送付票で
　横浜市総務局新市庁舎整備シンポジウム受付係までお申し込みください。
※手話通訳が必要な方はそれぞれの回の 2週間前までにご連絡ください。

　　

低層部の開かれた空間の使い方について、
国内各地の実践例をヒントに、市内で活動する方、専門家を交えて語りあいます。

多様な活動を育む場 水辺やオープンスペースの魅力発信 賑わいの仕組みづくり

センター南駅徒歩６分 星川駅北口徒歩３分 金沢八景駅徒歩5分

申込サイト▶
http://www.city.yokohama.lg.jp/
somu/org/kanri/newtyosya/
symposium.html

新市庁舎の「ひろば」を考えるシンポジウム
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・ 新市庁舎整備計画概要説明 （横浜市）
・ 提案計画の説明 （デザインビルド事業者）
・ 事例紹介、 パネルディスカッション （各回の概要参照）

■担当・連絡先
横浜市総務局新市庁舎整備　シンポジウム受付係　電話:045-633-3903  email: so-chosyaplan@city.yokohama.jp

　平成 32 年に完成予定の新市庁舎の低層部には、 多くの市民の皆さま
が気軽に集い、憩える親水空間やアトリウム （屋根付き広場） などの 「ひ
ろば」 の整備を計画しています。
　こうした低層部の計画概要を市民の皆さまに広く知っていただくとと
もに、 低層部の開かれた空間の活用についての考えを深めるため、 公
共空間の活用や管理 ・ 運営の分野に詳しく、 全国各地で活躍する専門
家の方々をお招きし、 市内三方面でシンポジウムを開催します。 　
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広報よこはま12月号より抜粋

新市庁舎の 「ひろば」 を考えるシンポジウム

新市庁舎整備予定地新市庁舎整備予定地

■各回の概要

■各回の共通プログラム

コーディネーター ： 片岡公一 （株式会社山手総合計画研究所） 新市庁舎低層部のイメージ新市庁舎低層部のイメージ

《第２回 （中部方面）》 平成 28 年５月 28 日 （土） 18:30 ～ 20:50　　保土ケ谷公会堂一号会議室

水辺や
オープンスペースの

魅力発信

平成14年に「こども自然公園自然体験施設管理運営委
員会」が発足し、平成18年よりこども自然公園の自然
体験施設の指定管理者となる。自然体験プログラムの
提供、生態系維持のための管理活動、帷子川など身近
な自然の再発見のための環境教育支援などを行ってい
る。

NPO法人こども自然公園どろんこクラブ
藤井優子・寺田浩之

大岡川の水辺を使い倒すチーム「水辺荘」共同発起
人。ライフワークとして都市の水辺の活性化をはかる
活動を行っており、水辺の建築家を自認。
全国の水辺に興味を持つ市民や企業、行政の三位一体
で、日本の水辺の新しい活用の可能性を創造していく
プロジェクトである「ミズベリング」のディレクター
を担っている。

岩本唯史 RaasDESIGN建築設計事務所代表
株式会社水辺総研代表

《第３回 （南部方面）》 平成 28 年６月５日 （日）　14:00 ～ 16:20　　横浜市立大学ビデオホール

㈱竹中工務店退社後、起業し、㈱アップテラスを設
立。その後横浜青年会議所での活動を生かし、公共的
空間の活用が出来る人を創るためにNPOを設立。
主に、「パークキャラバン」と称した新しい公園活用
提案を実践中。

賑わいの
仕組みづくり

㈱アップテラス代表取締役
NPO法人ハマのトウダイ共同代表岡部祥司

平成25年３月まで札幌市職員。都市計画課部長、都心
まちづくり推進室長等を歴任し、北三条広場、創成川
公園等の整備や民間都市開発の誘導、エリアマネジメ
ント組織の立ち上げ推進等に従事。平成25年４月より
現職。著書に「人口減少時代における土地利用計画」
（共著：学芸出版社）など。

星卓志 工学院大学建築学部
まちづくり学科教授

《第１回 （北部方面）》　平成 28 年５月 22 日 （日） 13:00 ～ 15:20　　都筑区役所６階大会議室　

平成19年富山市まちなか賑わい広場グランドプラザ運
営事務所。平成22年（株）まちづくりとやまグランド
プラザ担当。平成26年（株）ハイマート久留米にて　
ひと・ネットワーククリエイター。現在、広場二スト
として大阪を拠点に活動中。著書に「にぎわいの場　
富山グランドプラザ－－稼働率100％の公共空間のつ
くり方」（学芸出版社）

数多くヒット曲を編曲。環境、防災、福祉、青少年支
援、経済等あらゆる分野でまちづくりを仕掛けてい
る。現在法人で、コミュニティカフェ「シェアリーカ
フェ」を運営している。横浜市歌で盆踊り～横浜市歌
音頭のディレクションなども。

多様な活動を
育む場

山下裕子 全国まちなか広場研究会
NPO法人GPネットワーク

作・編曲家　NPO法人I Love つづき理事長
NPO法人ミニシティ・プラス事務局長
日本ナポリタン学会副会長　等

岩室晶子

□　《第１回（北部方面）》 ５月 22 日（日）13:00 ～都筑区役所６階大会議室　  ≪申込締切　5月 19 日（木）≫

□　《第２回（中部方面）》 ５月 28 日（土）18:30 ～保土ケ谷公会堂一号会議室　 ≪申込締切　5月 26 日（木）≫

□　《第３回（南部方面）》 ６月 ５日（日） 14:00 ～横浜市立大学ビデオホール　 ≪申込締切　6月  2 日（木）≫

●お名前　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ●ご連絡先 

●参加希望回に□をつけてください。

送付先 ： 横浜市総務局新市庁舎整備　シンポジウム受付係     FAX: 045-664-2501
切り取らずにこのまま送付してください。FAX 送付票

FAX ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　 TEL ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

E-mail ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

都市デザインや都市計画、建築等の事務所のスタッフとして、
横浜市内のプロジェクトを数多く手掛けている。




