木造耐震デバイス販売開始

年上旬に一般販売へ

周年記念大会開く

関電工

全国コンクリート製品 体などの支援をいただき
協会（石川利勝会長）は ながら実施できるもの」
日、名古屋市中区の名 と述べた。
古屋東急ホテルで新たな
続いて、岡本正弘経済
薫風（かぜ）と共に未来 産業省中部経済産業局産
へと題し創立 周年記念 業部長、福田敬大国土交
全国大会を開催した。
通省中部地方整備局企画
冒頭、主催者を代表し 部長来賓挨拶、 年以上
て挨拶にたった石川会長 の賛助会員や功労者など
＝写真＝は、「製造管理 の表彰式、女流講談師旭
士制度やコンクリート製 堂廉鱗林氏による記念講
品検定、外国人技能実習 演、懇親会が行われた。
評価試験などとともに、
コンクリート製品に対す
電子小黒板導入
る正しい理解や普及拡大
パック数量限定販売
を図る取り組みを行って
ルクレ
きた。このような取り組
みは、関係企業、関係団
ルクレは、初めて電子
小黒板を導入する企業向
けに「電子小黒板ラクラ
ク導入パック」を数量限
定で発売する。電子小黒
板と工事写真管理ソフト
にくわえ、蔵衛門スタッ
フによる使い方講習がセ
ットになっており、教育
コストを抑えることがで
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働きやすい職場環境へ

31

合理的な観測手法確立へ
25

鹿島ら

洋上
風況

スマートシティ開発推進へ協力覚書

20

着床式洋上ウィンドファーム開発支援

観測や沖合での風速の鉛
直分布等を観測する手法
は未だ確立されていな
い。今回の事業は、リモ
ートセンシング技術等を
活用した、日本の海域に
おける洋上風況の合理的
な観測手法の確立に向け
た技術開発等を行う。
主な事業内容は、リモ
ートセンジング技術を利
用した洋上風況観測精度
の検証と観測手法の確立
として、スキャニングラ
イダーによるデュアル観
測等の精度検証および洋
上風況観測手法、フロー
ティングライダーによる
精度検証および洋上風況
観測手法を確立する。
また、シミュレーショ
ンを用いた観測期間短縮

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は、
「着床式洋上ウィ
ンドファーム開発支援事業（洋上風況調査手法の確立）」に係る公募を行っ
ている。事業分類は研究（委託、共同研究、助成）、対象者は企業（団体等
を含む）、大学等で、公募期間は 月 日まで。今回の事業では、リモート
センシング技術等を活用した、日本の海域における洋上風況の合理的な観
測手法を確立するための技術開発等を行う。
関連手続きの迅速化と価
格入札も組み合わせた洋
上風力発電の導入支援策
を講じていくとされてお
り、 年４月１日に「再
エネ海域利用法」が施行
された。
洋上ウィンドファーム
の事業計画の検討におい
ては、事業性を評価する
ため、精度の高い風況デ
ータを取得することが重
要となる。その一方で、
洋上での観測タワー設置
には多大なコストを要す
ることから、国内外でド
ップラーライダー等のリ
モートセンシング技術を
活用した観測が行なわれ
ている。しかし、現状で
のリモートセンジング技
術では風速の乱れ成分の

研究と工夫重ね、一歩一歩前進

遂行し、豊かな人間環境
であった書類の作成が削
ＪＰＳＡとオフィ
づくりに貢献することを
減されるとともに、測定
シャルパートナー契約
経営理念の一つとしてい
作業のスピードアップに
測定記録支援システム
関電工 る。ＪＰＳＡの掲げる「ス
もつながる。同社の社内
関電工は、１日付で日 ポーツの価値を誰もが享
関電工は、工事に伴う 直接入力、表示させるア 実証試験で、ＢｌｕＥの
測定業務の効率化、品質 ドインソフト。最大の特 使用により測定記録業務 本障がい者スポーツ協会 受できる社会」「活力あ
向上を目的として開発を 徴は、既存のＥｘｃｅｌ の所要時間が約３割削減 （ＪＰＳＡ）とオフィシ る共生社会の創造」とい
進めてきた測定記録支援 やＡｕｔｏＣＡＤの帳票 され、今後はさらに業務 ャルパートナー契約を締 うビジョンに賛同し、障
がい者スポーツのさらな
システム「ＢＬｕＥ」を、 がそのまま使える点で、 負担を減らすことが期待 結した。
同社は総合設備企業と る普及・発展のため締結
年上旬に一部測定器対 加えて、測定記録業務の される。
応システムの一般ユーザ 特徴を踏まえた設計のた
ソフトウェアの販売 して企業の社会的責任を に至った。
ー向け販売を開始する。 め、操作がシンプルでユ は、キャパ（小甲健社長）
ＢＬｕＥは、無線通信 ーザーにやさしい点があ が担当。価格、ラインナ きる。
フェレン市に建設する。
パック内容は電子小黒 受注金額は約１ ００億
ップ等に関しては、 年
（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ Ｌ げられる。
ＢＬｕＥを導入するこ 初旬までに目途がつく見 板「蔵衛門Ｐａｄ」、工 円。工期は 年９月から
ｏｗ Ｅｎｅｒｇｙ等）を
事写真管理ソフト「蔵衛
年２月。
利用し、測定値を帳票に とにより、測定後に必要 込み。
門御用達２０２０ Ｓｔ
同プラントは１炉で日
ａｎｄａｒｄ」、使い方 量４４９㌧の木質建築廃
講習２時間。講習は基本 材を処理し、毎時２万キ
は東京・港区のルクレ本 ロワット時の発電を行う
全国コンクリート製品協会 社で実施、またはテレビ
とともに ㌧の高圧蒸気
電話で行う。東京都内は を生成する。
訪問可能だが、その他都
ＳＢＧ社はこれまで
道府県で訪問を希望の場 件を超えるバイオマス発
合は要相談。申し込み方 電プラントの設計・建設
法はhttps://www.kuraem を手掛けてきた。これら
on.com/easy_pack/pad/ の実績に加え、環境負荷
にあるフォームに必要事 が少ない気泡型流動床ボ
項を記入する。
イラの提案が高く評価さ
価格は通常価格 万２ れた。同ボイラの特徴は、
６００円（税別）のとこ 幅広い性状の燃料を効率
ろ９万９８００円（同）。 的に燃焼できること。ま
た、他の炉形式に比べ低
温・低酸素で燃焼させる
ベルギーでバイオマ
ため窒素酸化物（ＮＯｘ）
ス発電プラント受注
排出量が少なく、環境負
ＪＦＥエンジニアリング 荷を抑制することができ
ＪＦＥエンジニアリン る。
グのドイツ子会社スタン
ダードケッセル・バウム
ガルテ社（ＳＢＧ社）は、 業績修正
イーウッド・エナジーセ
ントラーレ社から建築廃
材を燃料に発電するバイ
オマス発電プラントの設
計・建設・試運転をフル
ターンキーで受注した。
プラントはベルギー国ベ
工業（中部）＝東海くん
チーム〔建築部門〕石澤
工業（東京）＝結束しま
せん隊 踏むんジャーズ
〔設備部門〕須賀工業・
三機工業（関西）＝オー
ビック設備チーム〔安全
部門〕村上工業（東京）
＝非散
【鹿栄会会長賞】〔土
木部門〕セキグチ工業、
谷黒組、東亜興業、野澤
實業（関東）＝痛いの高
いの飛んでけー〔建築部
門〕横河ブリッジ（関東）
＝地組んだり～吊り上げ
たり～ラジダンバリ〔設
備部門〕関電工（横浜）
＝チーム平成〔安全部門〕
高幸建設（東京）＝ＳＡ
ＦＥＴＹ ＦＩＲＳＴ
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日から新ＣＭ放映開始

髙松建設は、新しい
ＣＭを制作し 日から
関東地区を中心に放映
を開始した。
現在放映しているの
は、営業・設計・工事
の各部署の社員が自分
たちの強みと誇りをも
って仕事をしているこ
とをストレートに表現
し、最後に少し意外な
展開を迎え
る「一棟に
向かう誇
り」篇＝写

真。近日公開予定の「情 行い、より臨場感のあ
熱のリズム」篇では、 る映像に仕上げた。
新ＣＭは、同社が１
営業・設計・工事の各
部署の仕事ぶりの熱さ ００年以上の歴史で培
や誠実さを激しいドラ った「提案力と技術力」
ム音楽と次々と切り替 をメインテーマに、顧
わるカメラワークでダ 客のどのような要望に
イナミックに描く。
も応える提案力と、デ
撮影は、東京・千代 ザイン性が高く地震に
田区の同社東京本店で 強い建物をつくる技術
行い、デスクやパソコ 力を営業部・設計部・
工事部社員
の仕事ぶり
を通して表
「一棟に向かう誇り」
現した。同
社は「営業」「設計」
「施工」の工程を一貫
して 自社の 社 員 が 担
い、自社設計施工比率
は ％以上。「ただ建
てるだけではない」建
設会社として、顧客や
地域に寄り添う存在で
あり続けたいという想
いを込めて制作した。

ン、プリンタなど普段
から使用しているもの
をそのままセットとし
て使用した。建物のシ
ーンは、同社が施工し
たオフィスビルやマン
ションをオーナーの協
力のもと撮影した。建
設現場の撮影は現在稼
働中の同社施工現場で

高砂熱学工業（ 日）
年３月期第２四半期の
個別・連結業績予想を修正し
た。個別の売上高は前回予想
の１１００億円から１０８
３億円、営業利益は 億円か
ら 億円、経常利益は 億１
０００万円から 億円、四半
期純利益は 億１０００万
円から 億円に修正。連結の
売上高は前回予想の１４８
０億円から１４５３億円、営
業利益は 億円から 億
円、経常利益は 億円から
億円、親会社株主に帰属する
四半期純利益は 億円から
億円に修正した。大都市圏
の再開発案件や産業分野の
設備投資が引き続き堅調等
による。

60

事

大林組
（ 月 日）北陸支店土木工事
部長（北陸支店金沢月浦トンネル
工事事務所長）対馬祥一

人
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日本工営

20

20

ＤＧｓの考え方に沿って
説明し、同社の発展と持
続可能な社会づくりに貢
献することを述べてい
る。
このほか、同社グルー
プの「存在意義」と「価
値創造ストーリー」から
同社グループが「道づく
り、街づくり」を通じて
社会や同社の課題を解決
し、サステナブルな社会
づくりに貢献するための
「ＳＤＧｓ経営」と今年
５月に発表した「中期経
営計画２０１９」の各目
標を関連づけて明してい
る。
同報告書は、同社ホー
ムページでも公開してい
る。
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78

51

31

19

三機工業

13

48

統合報告書２０１９を発刊

日本道路

同報告書では、同社グ
ループの各事業所を日本
と東南アジアの地図にマ
ッピングした「日本道路
グループのビジネス」と
創立 年を迎えた今年、
創業から２０１９年まで
の歩みを写真とともに振
り返った「日本道路グル
ープが歩んだ 年」で歴
史とこれまでの主な工事
を紹介している。
また、「トップメッセ
ージ」では、久松博三社
長が 年後の創立１００
年に向けて、同社の強み、
現状分析と課題解決をＳ
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70
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32

43

【訂正】 日付２面、
竹中工務店のエキスパン
ションジョイント開発の
記事の中で国立循環器病
センターの設計担当に誤
りがありました。基本設
計・実施設計監修・工事
監理は佐藤総合計画、実
施設計は竹中工務店、日
本設計が正しく、お詫び
して訂正いたします。

17

81

日本道路は、これまで
のＣＳＲ報告書に代わる
日本道路グループ「統合
報告書２０１９」を発刊
した。今年５月に策定し
た「中期経営計画２０１
９」をベースとした同社
グループの持続的な成長
に向けた価値創造プロセ
スやＳＤＧｓへの取り組
みなど、財務・非財務に
関するデータを株主・投
資家をはじめ、顧客、取
引先、従業員、就職活動
中の学生などより多くの
ステークホルダーに紹介
している。

56

28

18

ＮＳハイパーツ

第 回全国砕石技術大会（札幌）

大会に先立ち行われた
開会式で主催者を代表し
て挨拶にたった西村会長
は「今年の大会は 年振
りに北海道の地での開催
となった。砕石業界は強
靭な国家を創る大切な役
割を担っている。このフ
ォーラムを通じて、技術
・安全を習得し、これか
らの業界発展に結び付け
てほしい。我々は安全・
安心・安定した業界に一
日も早くなり、社会に貢
献していかなければなら
ない」と述べた＝写真。
続いて、同協会副会長
の岡本繁美北海道地方本
部長、久保晋典大会実行

21

21

は未来をつくる原 動力
だ」と力説した。続いて
稲葉信子筑波大学世界遺
産専攻教授が世界遺産と
近代建築をテーマ に講
演、世界遺産審査の基本
的事項からカバーする近
代建築についての考え方
などにも触れた。
パネルディスカッショ
ンで、北原啓司弘前大学
大学院地域社会研究科長
・教授をコーディネータ
ーに、建築家の古谷誠章
早稲田大学教授、橋下功
前川建築設計事務 所所
長、志村直愛東北芸術工
科大学デザイン工学部建
築・環境デザイン学科教
授がパネラーで参加。独
学で会得した近代建築の
数々を津軽に登場させた
棟梁堀江佐吉と前川國男
の作品を紹介しながら、
「市民に驚きを与え、歴
史の中で新しい風を吹か
せた革新的な建築物だっ
た」とし、弘前のまちづ
くりは、過去ではなく未
来へのパースペクティブ
（展望）を大事にすると
いう大きなヒントを我々
に与えてくれるのではな
いかと語った。
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日本砕石協会

21

65

10

40

リモートセンシング技術など活用

援・ワークシェアプロジ
た最新のプレス加工技術
ェクト」が５年ぶりとな
を用いて生産する。最新の
る特別賞を受賞。受賞内
高耐久鋼材を用い、鋼の特
柱に取り付け補強が可能
社長褒賞表彰・受賞発表
容の発表を行った。
性を活かした形状を追求
発表大会を振り返り、
三機工業は９月 日、 参加者のほか、テレビ会
ＮＳハイパーツ（岐阜県 等の性能（壁倍率２・５）を し、鋼の最新加工技術を活
長谷川社長は「今回は、
可児市、橋本伸一郎社長） 確保する。天井や床を剥が 用して木造住宅の安全性 社長褒賞「 年度優秀社 議システムを通じ全国
員賞、矢野技術賞、工法 拠点で同時中継された。 受賞対象となった案件以
は、既存木造住宅の柱に取 すことなく簡便な施工法 を高める。
日頃の勤務成績が優秀 外にも、例年以上に数多
り付けることで耐震補強 のため居住者が住みなが
今年３月に愛知建築地 ・業務改善賞」の発表大
が可能となる「ＮＳ木造耐 ら施工できる。また製品重 震災害軽減システム研究 会、表彰式を開催した＝ であり、業務に特段の成 くの応募があり、その中
震デバイス」の販売を開始 量は１枚５㌔程度と軽量 協議会の木造耐震改修工 写真。同褒賞は、全グル 果をあげた従業員を表彰 でも、施工管理の効率化
した。耐震改修時に同デバ で、施工者が１人で取付け 法評価を取得しており、富 ープ会社を対象に、技術 する優秀社員賞は 人が や利益改善は、当社グル
化手法の検討として、リ イスを柱間に取り付ける でき、１人で１日１壁の施 山、長野、静岡以西の 府 力の向上と水平展開、従 受賞。１９６１年に元副 ープが目指している〝質
モートセンシングの観測 ことで、構造合板張りと同 工が出来ることから改修 県で耐震不適格住宅の耐 業員のモチベーションア 社長の矢野雅雄氏から寄 の向上〟に通じており、
期間を短縮した場合、風
コストの大幅削 震改修補助金利用も可能 ップを目的とした もの 贈された基金をもとに制 これに直接寄与している
況シミュレーション等を
で、当日は約１４０人の 定された矢野技術賞は、 皆さんは、まさしく優秀
となっている。
減も可能。
用いて精度の高い洋上風
工場向けの新しい空調シ 社員であると考えてい
製品シリーズは３寸柱
製品の材料は
ステムの開発な ど２件 る」と講評。「今後も周
日本製鉄のスー 用（ ＨＲ）と３・５寸柱用
況を予測するための手法
を検討する。
（７人）が受賞した。ま りの協力を得ながら、皆
パーダイマを使 （ ＨＲ）の２種類で、１壁
観測手法の検討や評価
た、工法・業務改善賞は さんで知恵を絞り、より
用し、日本製鉄 あたりの施工価格は２枚
大賞５件（９人）が受賞 良い三機工業グループ
が自動車部品の セットで８万円程度。
について審議するため、
した。
と、働きやすい職場環境
有識者からなる委員会を
ＮＳ木造耐震デバイス施工後 成型用に開発し
設置するほか、成果をリ
工法・業務改善賞では、 の構築を目指してほし
関西支社の女性内勤者で い」と呼びかけた。
モートセンシング観測手 ローティングライダーの して、国土交通省のイニ ス導入も視野に入れ、旅
構成された「現場業務支
法のガイドブックとして 精度検証等に使用する機 シアティブにより対象都 行者にとって快適かつ持
取りまとめる。
器は、３基程度を想定し 市と本邦企業間で実施さ 続可能な交通体系の構築
れたもの。
を目指し、交通分野に関 応じて、他セクターを含
なお、同事業で想定し ている。
行った、東京鹿世会「担
めた公共サービスの向上
ルアンパバーン市は、 して協力していく。
事業期間は、 年度か
ている海域は、国内の着
い手確保事業 都立工芸
床式ウィンドファーム設 ら 年度までの３年間と ラオス北部に位置する古
マカッサル市は、東部 に資する協力内容を取り
高校生現場体験会」、小
都で、市街地全体が文化 インドネシア最大の都市 まとめる。
置が可能な海域とし、フ している。
鍛冶組「未来を見据えた
今後、協力覚書を元に、
遺産としてユネスコの世 であり、ヘルスケアの向
人材教育」が特別発表賞
界遺産に登録されてい 上と電子行政システムを 具体的な取り組みが担当
に選ばれた。
る。観光セクターが地域 通じた公共サービスの向 者間において協議および
表彰式の冒頭、中里理
ＧＤＰの約 ％を占めて 上をスマートシティ開発 実施される予定。同社は、
事長は、「担い手の確保
ルアンパバーン市、マカッサル市と相互協力
おり、かつ就業者の約
の主要な課題に挙げてい 総合コンサルティング会
や生産性向上の発表が行
社として、国内関係省庁 た。
日本工営は、８日にル 覚書を締結した。同締結 ％が従事するルアンパバ る。
われた。皆さんの一途な
アンパバーン市（ラオ は、８日、９日の両日に ーンの主要な経済活動と
同社からは、公共サー および民間企業と 連携
同発表会は、鹿島の各 思いのもと、研究と工夫
ス）、 日にマカッサル 開催された「日ＡＳＥＡ なっている。また、 年 ビスの中でも問題が顕在 し、両市の包括的なスマ 現場および協力会社の店 を重ね、一歩一歩前進す
市（インドネシア）と両 Ｎスマートシティ・ネッ 開業を目指して中国ラオ 化している交通分野と遠 ートシティ開発の推進に 社における業務改善活動 ることを期待している」
市のスマートシティ開発 トワーク ハイレベル会 ス高速鉄道の整備も進む 隔医療に関する協力を提 貢献していく。
を通じて、施工管理水準 と挨拶した。
に係る相互協力への協力 合」での成果のひとつと など、今後の観光客の増 案。今後、同市の要望に
の向上と企業体質の革新
押味社長は、「担い手
加が見込まれている。
を図ることを目的とし、 の確保が課題となってお
同社は、同市において
協力会社の自主運営に基 り、協力会社の皆さんと
年から「ＪＩＣＡルア
づき、 年から開催して 施策を練って、担い手確
ンパバーン世界遺産の持
いる。
保の取り組みを進めてい
協力
続可能な管理保全能力向
応募総数１９７事例の
く」と述べた。
会社 改善事例全国発表会開く
上プロジェクト」を実施
中から、土木、建築、設
その後、表彰および記
しており、世界遺産の維
鹿島事業協同組合連合 改善事例全国発表会」を 備、安全の４部門で全国 念撮影＝写真＝が行われ
持管理、観光開発を進め 会（中里徹哉理事長）、 東京・江東区のホテルイ から選抜された 事例が た。
ている。その上で同社は、 鹿栄会（会長・押味至一 ースト 東京で 開催し 発表された。表彰では、
受賞者は次の通り。
〔部
新たなモビリティ導入や 鹿島社長）および鹿島は た。鹿島や協力会社の関 全事例が優秀賞に選ば 門〕会社名（単協）＝グ
ＭａａＳ等の交通サービ
日、「第 回協力会社 係者約７００人が参加し れ、鹿島社長賞、鹿栄会 ループ名。
会長賞で各４事例が選ば
【鹿島社長賞】〔土木
委員長、来賓を代表して れた。また、特別発表を 部門〕東海コンクリート
北海道経済産業局近藤裕
之資源エネルギー環境部
年振りに北海道で開催
長、土屋俊亮北海道副知
日本砕石協会（西村耕
事が挨拶した。
ＳＤＧｓへの取組みなど紹介
一会長）は 日～ 日の
今年は会員等による一
３日間にわたり、札幌市
般講演９編、賛助会員に
中央区の北海道立道民活
よる賛助講演 編、特別
動センターかでる２・７
講演３編、研究助成事業
で砕石フォーラム２０１
報告１編が行われた。ま
９「第 回全国砕石技術
た、１日目の 日には講
大会（札幌）」を開催、
演終了後にホテル札幌ガ
全国各地から約５００人
ーデンパレスに会場を移
が参加した。
して表彰式が行われ、一
般発表者に西村会長から
感謝状が贈られた。３日
目の 日には地元の岡本
興業藤野工場、ハラダ産
業札幌砕石事業所と北海
道新幹線工事現場見学の
二手に分かれ見学会が催
された。
たい」と話した。また淡
野博久国交省大臣官房審
議官、青山祐治青森県副
知事、櫻田宏弘前市長の
あいさつに続き、ウィリ
アム・ベイツアメリカ建
築家協会長は「アメリカ
建築家協会は、カーボン
スマート建築推奨の取り
組みを行っている」と前
置きし「気候変動と環境
負荷との闘いの先頭に立
つ。国家を隔てても目標
は同じだ」と海外来賓代
表と大会にメッセージを
贈った。続いて名誉会員
・フェロー会員授与式を
行なった。
メインシンポジウムで
は、建築家の田根剛氏が
Archaeology of Future
をテーマに、未来に向け
て建築をつくる思考の過
程を紹介、「記憶とは過
去のものではなく、記憶
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35

18

年７月３日に閣議決
定された「第５次エネル
ギー基本計画」において
は、風力を将来的に大型
電源として活用す るた
め、環境アセスメントの
迅速化、規模要件の見直
し等の必要な対策を引き
続き行うとともに、ＦＩ
Ｔ制度を活用した競争や
効率化の促進等に取り組
むとされている。
特に、洋上風力では、
海域利用のルール整備と
ともに入札制度を導入す
ることにより、ここ数年
間で急速なコスト低減が
進んでいる欧州の取り組
みも参考にしながら、地
域との共生を図る海域利
用のルール整備や系統制
約、基地港湾への対応、

17

34

21

18

ＪＩＡ建築家大会２０１９ ｉｎ ＨＩＲＯＳＡＫＩ

18

ＮＥＤＯ

挨拶する六鹿会長

14

縮小化する地方都市再生は
講演とパネルディスカッ
ションが開かれ、 日に
は前川建築ツアー、吉野
町煉瓦倉庫現場見学会な
どが実施された。
式典では、大会委員長
の鈴木弘二東北支部長が
開会あいさつ、六鹿会長
が「人口減少の中、いか
にして生活の場をつくっ
ていくかが我々の課題。
大会会場の弘前市は、前
川國男の建築レガシーを
大切に、おおらかにまち
づくりを進めてきた貴重
な街。建築家の使命は変
化に対応する一方、歴史
と文化を大切にして空間
創造し人々に貢献するこ
とだ。国連ＳＤＧｓのた
めに何ができるのか、今
回の日本版発行を契機に
世界中と連携し、社会を
大きく変えることができ
るよう、大会を通じて皆
さんとともに考えていき
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10

44

16

10

11

歴史と文化を生かした未来展望を
日本建築家協会（ＪＩ
Ａ、六鹿正治会長）は
月 日から３日間、青森
県弘前市を中心に「津軽
からの再生 生きつづけ
る近代建築とまち づく
り」をテーマにＪＩＡ建
築家大会２０１９ 青森
ｉｎ ＨＩＲＯＳＡＫＩ
を開催した。建築家・前
川國男氏が手がけた８つ
の建築を大切に保存再生
10

18

17

16

46

21

46

19

したまちづくりに活用し
ている弘前市を舞台に、
震災・復興はもちろん、
近現代建築の保存・再生
の重要性とそれを活用す
るまちづくりの必要性を
議論。現代社会の課題で
もある、既存ストック・
歴史的建造物の活用や空
き地空家対策、人口減少
で縮小化し疲弊していく
地方都市の再生とリノベ
ーションまちづ
くりの提言を発
信するシンポジ
ウムなどを開催
した。
大会は、 日
に「これからの
建築とまちづく
りフォーラム」
などが開催さ
れ、翌 日に弘
前市民会館で式
典とメインシン
ポジウムで基調
19
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２０１９年（令和元年）１０月 ２１日（月曜日）
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