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「JSURP Newsβ版」の試み
JSURP の多様な活動の「予告・案内」と「結果」
を迅速に会員相互で共有することを目的として
JSURP Newsβ版を試行します。月２回発行予定
編集：渡会、中川、千葉、小谷

■新しい JSURP オフィス＠新御茶ノ水
JSURP は 2020 年 6 月に移転しました。場所は前の小川
町事務所から徒歩 5 分程度、同じ小川町ですがやや JR 御茶
ノ水駅・メトロ新御茶ノ水駅に近くなりました。
JSURP のはいる「axle 御茶ノ水」は、はかつての中央大学
学生会館〜トヨタ自動車社員寮だったものをリノベーション
し、シェアオフィス、オフィス、ラウンジ、プロジェクトル
ーム、会議室からなる複合施設。トヨタグループをはじめ大
企業とベンチャーが交流しイノベーションを起こすことを目
的とした新しいタイプのワークプレイスです。
■axel 御茶ノ水 コワーキングスペース

■axel 御茶ノ水 エントランス

■JSURP のオフィス
JSURP オフィスは３階の 306 号室、面積は 40.6
㎡。10〜12 人程度の会議が可能です。それを上回る
人数の場合でも同じビル内に多様な会議室があり、
Jsurp 会員であれば予約利用（２時間で 1,000〜
３,000 円 程度）が可能です。エントランス付近には
コワーキングスペースがあり打合せにも便利です。詳
細は事務局まで。お茶の水、駿河台、神保町、神田な
どに来られる場合はぜひお立ち寄りください。

■新オフィスのアドレス
千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶の水 306
電話：03-6811-7205 mail:jimukyoku@jsurp.jp
■axel 御茶ノ水 JSURP オフィススペース

■JSURP25 周年記念事業の開催案内
JSURP（日本都市計画家協会）は、1993 年 4 月に発足し 25
年余を経過しました。そこでこの間の足跡を振り返りつつ、
次世代の JSURP の方向性を皆さんとともに考える記念事業を
開催します。
この事業は新型コロナの影響を考慮し、Online 配信＋限定
的会場参加で行います。また新型コロナ感染の状況による変
更の可能性もあります。申し込み方法などについては追って
協会メールにてご案内します。

３．プログラム
第 1 部 記念講演
「JSURP 設立の想いと今後への期待」 13:00〜13:30
講演 伊藤 滋（JSURP 創設者、東京大学名誉教授）
第 2 部 セッション
「JSURP のこれまでと今後の展望」13:30〜14:30
モデレータ：柳沢 厚（JSURP 元理事）
パネリスト：鳥栖那智夫、小澤一郎、笹原 克
石川岳男、内山 征

認定 NPO 法人 日本都市計画家協会（JSURP）
25 周年記念講演・シンポジウム
１．開催主旨
日本都市計画家協会の 25 周年を記念し、これまでの四
半世紀取り組みを振り返るとともに、今後の都市と社会の

総 括：小林英嗣（JSURP 会長）
、伊藤 滋
第３部 25 周年記念セッション
「これからの社会と都市」14:50〜16:30
キーノートスピーチ
安宅 和人（慶應義塾大学環境情報学部教授）

あり方や都市プランナーが果たすべき役割について展望

セッション「これからの社会と都市」

する。

モデレータ：加藤孝明（東京大学生産技術研究所教授）

２．会場と開催方法
１）会

場：丸ビルホール（丸の内 2-4-1 丸ビル 7 階）

パネリスト：安宅和人
小泉秀樹（東京大学都市工学科教授）

２）開催日時：12 月 5 日(土) 午後 1 時〜4 時半

鈴木俊治（芝浦工業大学教授）

３）開催方法：ホールを活用したライブ配信

高鍋 剛（株）都市環境研究所

（会場客席は限定的な入場を検討）
４）参加費 ：一般 2000 円、会員・学生 1000 円

■全まち 20202021 の実施企画―ただいま検討中
①２ヵ年にわたるロングランイベント
2020 年の全国まちづくり会議は、新型コロナの影響によ
り例年のような形式での開催を見送ることになりました。こ
れにかわり、2020 年後半から 2021 年後半までの 1 年間を
通して「全まち 2020―2021」と銘打ったロングランイベン
トを実施することを企画しています。
②2020 年度
・2020 年 11 月〜2021 年 2 月:三陸各地でプレイベントを
開催(石巻、気仙沼、大船渡、大槌など)
・2021 年 3 月:東日本大震災 10 周年に合わせて、三陸フォ
ーラムのメイン企画を開催
・三陸フォーラムに全国からの参加を促し、三陸のまちづく
り人と全国の復興・防災まちづくり現場をつなぐ
※新型コロナに留意しつつ、現地開催+Online 開催で、全国
どこからでも参加できるように工夫。
③2021 年度
・2021 年 4 月〜9 月:全国各地でプレ企画を開催(熊本、広
島、真備、中越などを想定)
・2021 年 10 月頃:全まち 2021 メイン企画の開催(メイン
会場:大船渡市+サブ会場)
※現地開催+Online 開催で、全国どこからでも参加できるよ
うに工夫。

長谷川隆三（株）フロントヤード代表）
臂

徹（キャッセン大船渡取締役）

■JSURP の活動を紹介する冊子ができました
JSURP の活動や関係する人々をわかりやすく紹介する冊子
を作成しました。下記 URL をクリックしてください。
https://www.jsurp.jp/about/jsurp2020booklet/
■まちづくり冊子「まちづくり NOTE」ができました
JSURP ではまちづくりに取り組む方々に向けて「まちづく
り NOTE」という冊子を３篇作成しました。簡易なアンケー
トにご協力いただきますと、サイト上から PDF ダウンロード
が可能です。下記 URL をクリックしてください。
https://ws.formzu.net/fgen/S63100865/
■10 月の予定
① 10 月 3 日（土） ものづくりまちづくり研究会
川崎臨海工業ゾーンのまち歩き＋工場夜景クルーズ
②10 月 ７日（水） アフターコロナセッション部会
③10 月 10 日（土） 第 141 回 街なか研究会
本郷菊坂界隈路地探検＋懇親会
④10 月 13 日（火） まちづくり支援部会
⑤10 月 14 日（水） 25 周年記念事業委員会
⑥10 月 15 日（木） 第 182 理事会
⑦10 月 19 日（月） 地域デザイン研究会
⑧10 月 20 日（火） 事業戦略委員会

