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まちづくり工学科長（主任）の就任にあたって
まちづくり工学科　主任　八藤後 猛　　　

主任あいさつ

このたび、前任の横内憲久主任から引きつぎ、平成26年10

月１日に、学科主任に就任いたしました。前任の横内先生を

はじめ、関係みなさまの十余年にも及ぶまちづくり工学科設

立構想から、平成25年度に開設、そして間もなく３期生を迎

えるまでとなりました。横内先生は、本誌最終ページに寄稿

されているように、これから必要となる「人々が幸福に暮ら

すためのまちづくり」を探求する、新たな学問体系と専門領

域の確立に大きな礎をつくられました。

さて、私たちの暮らす社会を見ても、まちづくりをとりま

く関連分野は３年前と比較しても変容しています。変容は、

まさに本学科の理念である、従来の土木・建築の枠を超え、

環境、景観、観光、福祉、健康などといったキーワードとと

もに、さらにそれらを包括したまちづくりがまたたく間に多

くの事業に反映され、知られるようになったことにあります。

これは単に関係者間のことだけではありません。広く市

民、そして社会的関心の高い高校生等においても、「まちづ

くり」ということばが確実に浸透していることを、身をもっ

てうかがい知ることができます。

そして、2020年の東京オリンピック・パラリンピック招致

が実現したことも、社会においてまちづくりに大きな関心が

もたれるきっかけになったと思います。これは、手放しで喜

んでいる人たちばかりではありません。巨大な競技場とそれ

による都市景観や歴史的景観の価値が議論され、人口減少・

少子高齢化に向かっているわが国が、オリンピックによって

つくられる巨大な社会インフラをどう維持していくのか、と

いったことだけでも新聞紙上では毎日のように白熱した議論

が続いています。私たちは、これらの問題点に真摯に向きあ

い、その回答を模索していくためにも、単なるものをつくる

技術だけではない、人間特性と社会・歴史がわかる「まちづ

くり学」がまさに必要になってきていることはいうまでもあ

りません。

50年前の東京オリンピックは、戦争から国土と日本人が立

ち直った姿を世界に示したといわれています。しかし、そこ

には著しい都市への人口流入と、その目的のために日本橋の

上空に高速道路を通すという、今では信じがたい光景も許さ

れていました。現在の国立競技場ですら、当時歴史的な意味

ある場所において、近代の都市景観においてふさわしくない

という声もあったようです。現在も国立競技場では、車いす

席は数席しかないまま現在に至っています。

私たちは、少なくとも50年間にバブル時代のような目もく

らむ好景気と、いくつかの石油ショック、経済ショックによ

る景気低迷期、そして失われた20年といわれる今日とともに

暮らしていました。幾度もの災害を受け、そのたびにもうこ

うしたことは懲り懲りだと言い続けていました。

まちづくり工学科は、そうした社会経済、災害などの経験

や、その解決のために使われた技術を拠り所にし、「まち」

が私たちを幸福にしてきたのか、そうでなかったとしたらな

にが足りないのか、という問いかけにこたえられる学問と思

っています。

今年からは１期生も３年生となり、自分の将来について具

体的に考えなければならない時期が来ました。本学科がその

理念として社会に問うたものが、いよいよ評価されるときが

来ました。

本工学科は、いよいよ草創期から発展期、そして評価を受

けさらなる質的発展が期待される時期になってきました。こ

うした大切な時期に主任という大役を仰せつかりましたが、

創設時に目的とした教育を発展させていく大役があることを

認識しています。どうかみなさまの広いご支援をいただけれ

ばありがたく存じます。
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教授 青木 和夫 博士（保健学）
専門：人間工学、健康管理学
主な学外・学会活動：
・一般社団法人日本人間工学会 理事長
・財団法人パブリックヘルスリサーチセンター
　ストレス科学研究 所長

私は人間と人工物や環境の関係を研究する人間工学と

いう分野で研究を行っています。｢まち ｣は人間が住むた

めに作られた人工の環境ですから、｢まち ｣とそこに住む

人間の関係を研究するのは人間工学の研究の対象です。住

民が健康で安全に暮らせる環境を設計すること、高齢者や

障害者や妊婦や子どもなどが安全に快適に暮らせる ｢ま

ち ｣を実現することは人間工学の課題の１つで、特にバリ

アフリー ･デザインやユニバーサル ･デザインがその例 

です。

また、健康管理学は人間が病気にならずに健康に生活

できるような環境や制度を作る学問です。市町村では住民

の健康を守ることは重要な行政上の課題となっています。

特に日常の生活習慣が疾病の原因となっている病気は、生

活の場である「まち」の環境と深く関係しています。この

ような生活習慣病を防ぐために、生活の中に運動や健康な

食生活、そしてストレスを緩和してくれるような環境につ

いての研究を行っています。

教授 天野 光一 博士（工学）
専門：景観・デザイン論、地域・都市計画、観光計画、 

　　　都市発達史
主な学外・学会活動：
・土木学会 土木史研究委員会 委員長
・静岡県、富士宮市、富士市、裾野市、長泉町、小山町等の景観関係の
委員会 委員長

美しい国土を、地域を、まちをつくりたい、これが私

の目標です。景観の美しさは、そのまちの、歴史、文化、

人々のくらしが、密接に関係してでき上がるものであり、

姿かたちを整えるという狭義のデザインだけでは、達成で

きるものではありません。行政や住民の方々とともに、美

しいまちを作るため、県や市町の景観の委員会で活動して

います。デザイン面では私が20年以上かかわっている富士

宮市の白糸の滝にかかる滝見橋のデザインに、当学科の仲

村准教授、土木工学科の関教授とともにかかわりました

が、グッドデザイン

賞をとることができ

ました。受賞により

滝見橋が、地域の誇

りとなり、美しいま

ちづくりへのさらな

る動機づけになれば

よいと思っています。

まちづくり工学科についての理解を深めていただ

くうえで、改めて言及すべき点があります。それ

は、いかなる人材像を目指し、なにを教える学科な

のかといった“全体”ではなく、“個”を語ること

です。教育者としてではなく、教員個々の研究者と

しての側面に光を当てることです。それぞれにどの

ような問題意識なり使命感を持ち、いかなる研究・

学外活動を展開しているのか。多彩な特色をもつ教

師陣の個々を語り、それらがチームワークでつなが

るものとして、まちづくり工学科を知っていただく

ことです。

いまや都市や地域のまちづくりを巡っては、それ

ぞれに千差万別の問題を抱え、少子高齢化、縮退

化、国際化などの、さまざまな大きな潮流の変化に

さらされています。このような多様性を帯びる問題

に対応していくには、それに対応する多様性を有す

る集団が必要だといわれます。まちづくり工学科の

特長は、まさにその専任教員の多彩さ、多様性にあ

るといっても過言ではありません。

滝見橋

教授 岡田 智秀 博士（工学）
専門：景観まちづくり、地域活性化、ビーチフロント学
主な学外・学会活動：
・海岸景観形成ガイドライン策定委員（国）
・静岡県三保ノ松原白砂青松保全技術会議 委員（県）
・埼玉県景観アドバイザー、静岡県海岸保全基本計画策定委員（県）
・越谷市、流山市景観アドバイザー（市）
・いわき市四倉町復興まちづくり委員（町）
・土木学会景観デザイン委員会 論文編集委員（学会）　ほか

ここ直近の研究活動として、①世界遺産・富士山の構成

資産“三保ノ松原”の景観保全策として、ユネスコより消

波ブロック撤去の指示を受けて、海岸防災と景観を両立さ

せた新型海岸構造物の開発研究を展開中。②“農村景観日本 

一”と称される岐阜県恵那市において、７年継続して住民・

行政らとともに景観ワークショップを通じて、地方の地域

活性化を展開中。③埼玉県や千葉県等の首都圏近郊の景観

アドバイザーとして、その地域ならではの美しいまちの景

観形成を展開中。④東日

本大震災の被災地では子

供目線の津波防災まちづ

くりを地元児童らと展開

中。世界・日本・地方・

首都圏をキーワードに研

究活動を展開しています。
子供目線の復興まちづくりWS
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教授 高村 義晴 博士（工学）
専門：地方再生、都市再生
主な学外・学会活動：
・一般社団法人さんりく未来推進センター 代表理事
・朝霞基地跡地検討委員会 会長
・京都大学経営管理大学院経営研究センター 特命教授　ほか

急速な少子高齢化の進展に伴い、地方ではその存続が脅

かされている地域も少なくなく、地方創生や都市再生は、

ますますその重要度を増しています。もはや従来の基盤施

設や住宅・宅地整備だけでは、いかんともしがたい。そこ

に暮らし、仕事、楽しみ、誇り、そして絆（共同意識）が

入用とされます。そのためには、これらの創出と“まちづ

くり”の結合が要る。大都市等（知恵・人材）と地域（潜

在可能性）との結び付けが望まれます。三陸被災地や都市

を対象に、「仕事や生業、地域産業の創出」と「まちづく

り」の一体化のための新たな方法論を開発したい。そのた

めの実証的な実践に挑んでいます。その際、地域が誇りと

活力をもって生き長

らえていくには、従

来のハードなインフ

ラに加え、新たなタ

イプのソフト・イン

フラが必要であり、

そのための提唱にも

取り組んでいます。

教授 横内 憲久 博士（工学）
専門：ウォーターフロント計画、都市計画
主な学外・学会活動：
・海洋開発審議会専門委員（政府）
・港湾景観形成策定委員（国交省）
・東京都臨海副都心進出企業選定委員長
・横浜市港湾審議会 幹事
・千葉県及び船橋市建築審査会 会長
・日本建築学会海洋建築研究委員会 委員長
・日本沿岸域学会 副会長　ほか

1975年建築雑誌「都市住宅7507」に“特集 ウォーター

フロント”を掲載して、わが国にウォーターフロントとい

う言葉を広めました。それ以来、都市のウォーターフロン

トの計画やデザインを専門としています。これまで関わっ

た主な作品は、釧路フィッシャーマンズワーフ、鹿児島県

指宿市摺ヶ浜地区護岸整備、大阪市コスモスクエア景観計

画、品川天王洲・浮体式海上レストラン waterlineなど。

主な著書は、ウォーターフロント開発の手法（鹿島出版

会）、ウォーターフロン

トの計画とデザイン（新

建築社）、ミチゲーショ

ンと第３の国土空間づく

り（共立出版）など。こ

れからはこれぞウォータ

ーフロント開発という実

作に挑戦していきます。

教授 城内 博 博士（医学）
専門：安全工学、産業保健
主な学外・学会活動：
・国際連合TDG/GHS専門家委員会 日本代表
・厚生労働省薬事・食品衛生審議会毒物劇物部会 委員
・JISZ7252、JISZ7253原案作成員会 委員長
・日本医師会産業医学講習会 講師
・建築物環境衛生管理技術者講習会 教授
・腰痛治療器プロテックの開発
・看護・介護用マットレス メディマットの開発　ほか

私の研究は「まちで働くひとにとって危ないことを見

つけ、その解決方法を探し、災害や健康障害を未然に防ぐ

こと」です。この危ないことには、ひとの行動、働き方、

会社などの組織、機器類、温熱や騒音などのエネルギー、

化学品などが含まれます。危ないことから身を守るために

はまず何がどのように危ないかを知る必要があります。そ

こで最近は特にひとの行動や働き方、さらに化学品に関し

ての危ないことを知らせる活動（ハザードコミュニケーシ

ョン）に力を入れています。この活動に関連して厚生労

働省労働政策審議会安全衛生分科会委員、国連 TDG/GHS

委員会日本代表、GHS関連 JIS策定委員会委員長などを

つとめています。また、働くひとの健康維持を支援するた

めに、腰痛治療器“プロテック”（医療機器12BZ200116）や 

医療・介護用マットレス“メディマット”を開発・商品化し

ました。これらはすでに数多くのひとの役に立っています。

教授 八藤後 猛 博士（工学）
専門：福祉まちづくり、福祉住環境、建築安全計画
主な学外・学会活動：
・一般社団法人 日本福祉のまちづくり学会
　副会長、理事（学術研究委員長）
・一般社団法人　日本建築学会建築計画委員会
　ノーマライゼーション環境小委員会 元主査
・福祉まちづくり関連審議会等現職
　東京都　世田谷区（副会長）、板橋区（副会長）、足立区（会長）
・国交省関係委員歴　「安心して子育てができる環境整備のあり方に関す
る調査研究」、「知的障害者・精神障害者、発達障害者等に対応したバ
リアフリー化施策に係る調査研究」　ほか

わが国では50年前にわずか５%であった高齢化率は、現

在すでに25%に達し、30年後には40%に達するといわれて

います。世界中のどの国も経験したことがないこの「超・

超高齢社会」を、今まで以上の幸福感で皆が生活するため

には、莫大な社会保障費が必要になります。私たちは、こ

の高負担に耐えられるのでしょうか。そのための施策の１

つが福祉まちづくりです。単なるバリアフリーなまち・住

宅といった対策が第１世代の福祉のまちづくりとすると、

第２世代は、生活者の長寿、健康増進、各種サービスが受

けやすいまちづくり、そして生きていくことに喜びを感じ

るまちづくりへと、社会や人間心理にまで探求の手をのば

し、発展させていく必要があります。

大阪・南港コスモスクエアのグランドキャ
ナル（大運河）（写真 2011年 8月現在）

宮古で開催した、「仕事づくりによる地域おこし」
の交流会（平成 26年 8月 24日）
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准教授 後藤 浩 博士（工学）
専門：河川工学、海岸工学
主な学外・学会活動：
・土木学会技術推進機構２級技術者 問題作成委員会
　主査（水工水理学系）
・日本沿岸域学会企画運営委員会 委員
・所属学会：土木学会、日本流体力学会、国際水圏環境工学会（IAHR）、
　日本沿岸域学会　ほか

私は皆さんとは、測量実習、社会基盤学概論、構造力

学等で１、２年生次にお目にかかりますが、私の専門は、

実のところ河川工学と海岸工学です（３年生に水理学があ

りますが、これが私の専門のベース科目です）。河川工学

分野では、若いころ、主に河川の高速流の制御（ダムや堰

周辺の流れの解明）に取り組んでおりましたが、現在は、

近年の降雨パターンの変化に伴う都市河川の洪水防止策に

ついて研究しております。海岸工学分野では、現在は、東日本

大震災津波の発生をきっかけに、江戸時代から植栽されてい

る主としてクロマツ

の海岸林の津波に対

する減災効果につい

て研究しております。

准教授 川島 和彦 博士（工学）
専門： 市街地整備、まちなみ景観の整備、 

地域のマネジメント
主な学外・学会活動：
・日本建築学会都市計画委員会持続再生景観小委員会 委員
・平成都市計画研究所 研究員

“まちづくりは「誰が」「どうやって」進めるのか”を

考えることが重要だと考えています。そのなかで、行政の

みならず、個人を含めた「民間」の担う役割に注目してお

り、私の取り組む研究や学外活動は、常に「行政と民間と

のかかわり」が重要な視点となっています。実際に私が取

り組んでいる活動や研究から具体例を挙げてみます。

住宅地であれば将来に向かって望ましい地域コミュニ

ティ形成のためにはどのような空間づくり（公共空間や

住宅の両方）が求められ、住民たちはどのような使い方や

管理運営をしていくべきなのか。空き家が増えている地域

であれば、具体的に誰がどうやってその空き家を活用して

まちづくりに貢献していくのか。まちなみ景観の保全等に

取り組むまちであれば、まちなみを構成する建築物の所有

者や利用者は、制限されるのではなく主体的に何をすべき

か。商業地であれば、どのような用途・業種を導入すれば

そのまちに貢献できるのか。多くは建築物がかかわる内容

であり、建築物の担う役割の大きさに着目し、そのまちに

かかわる個人・民間企業等が主役になるような取り組みを

展開しています。

准教授 仲村 成貴 博士（工学）
専門：地震工学、地震防災、構造力学
主な学外・学会活動：
・土木学会関東支部学術研究部会 副主査
・日本地震工学会　津波などの突発大災害からの
　避難の課題と対策に関する研究小委員会 委員
・土木学会年次学術講演会優秀講演賞（第61回、第68回）
・2014年度グッドデザイン賞（滝見橋）

地震災害に限らず、風水害、雪害など、日本は昔から多

くの自然災害を経験してきた世界でも有数の国です。自然災

害は、地震、雨、風などの自然現象が構造物や人々の生活 

に作用することによって発生します。つまり、人や社会の

努力によって、自然現象を制御することはできませんが、

災害を最小限に抑えることはできるはずです。人々が安全

にまちで暮らすためには、災害への対策が欠かせません。

災害に対して安全なまちづくりには、まちを構成する施設

と、まちで生活する人々との両面から対策を練っていくこと

が必要です。私は「地震

災害の最小化」を目的と

して、建設構造物の振動

特性・耐震性や災害時の

避難行動などについて、

現地調査、観測・実験、 

数値解析などを通じて研

究に取り組んでいます。
沿岸の海岸保安林；東日本大震災に伴う津波に対 
し防備効果があったとされる海岸保安林は日本全
国に存在しています（鳥取県米子市弓ヶ浜にて）

准教授 阿部 貴弘 博士（工学）
専門：都市史・地域史、景観計画
主な学外・学会活動：
・千葉県木更津市 景観計画策定等検討委員会 委員長
・静岡県富士宮市
　世界遺産のまちづくり整備基本構想策定会議 アドバイザー
・群馬県甘楽町 歴史的風致維持向上協議会 委員
・土木学会 選奨土木遺産選考委員会 幹事長
・土木学会 土木史研究委員会 副幹事長　ほか

まちの魅力を見出し、それらを広く共有したうえで、

魅力をよりいっそう高めて、暮らしやすいまち、訪れて

楽しいまちをつくりあげていく。その一連の取組みが「ま

ちづくり」であり、そうした「まちづくり」にかかわる理

論、手法、プロセスを工学的に研究する学問が「まちづく

り工学」です。

さて、まちづくりのテーマは、住民や行政などのまち

づくりにかかわる主体の問題意識や課題設定に応じてさま

ざまです。その中で私は、「歴史」や「景観」の観点から

のアプローチを専門としています。

人の生い立ちを知るとその人により親しみがわくよう

に、人の内面の美しさに触れるとその人にまた会いたい

と思うように、歴史を大切にするまち、本質的な美しさを

兼ね備えたまちには、住みたい、住み続けたい、訪れてみ

たいと思う人が多いのではないでしょうか。そうしたまち

を増やすことが、質の高い豊かな暮らしにつながると信じ

て、調査・研究・実践に取組んでます。

高台への津波避難路を整備しても、人が安全に
避難するためには多くの課題が残されています



まち  No.4  2015年 新春号／ 5

准教授 依田 光正 博士（工学）
専門：福祉工学
主な学外・学会活動：
・福祉用具のフィージビリティスタディへの協力
・地域住民および医療・福祉専門職への
　福祉工学活用による支援　ほか

今まで福祉工学を専門として、高齢者や障がい者が使

用する福祉用具に関わるテクノロジーの研究をおこなっ

てきました。写真には、このような研究のイメージを既存

の福祉用具の代表例である車いす、コンピュータ、情報端

末および電子デバイスを用いて表現しました。しかしなが

ら、これからは、高度なテクノロジーを導入した福祉用具

であっても、使用者が生活する住環境を整備してまちの資

源を十分に活用していくことが必要です。対象者が使用す

る福祉用具、住いの住環境および「まち」の社会資源や

福祉資源を総合的に

活用できる「まちづ

くり」を進めるため

の研究を行っていき 

ます。

助手 西山 孝樹 博士（工学）
専門：観光計画、地域史
主な学外・学会活動：
・土木学会 土木学会誌 編集委員　ほか
・土木学会賞論文奨励賞（平成24年度）
・わが国の「土木事業の空白期」における土木と関係する官職，土木学
会論文集D2（土木史），Vol.70(2014) No.1，pp.9-19，2014．

硫黄の香りが漂い、「まち」の至る所から湯けむりが上

がる。浴場では湯船に浸かり、眼前に広がる美しい景色に

目をやる観光客。このような光景は、各地の温泉でみられ 

ます。

しかし、最近では食事や娯楽施設がすべて揃う、まる

でひとつの「まち」のような大規模温泉施設が各地に点在

しています。そのため、足元に広がる温泉街や周辺の観光

地へ足を運ぶ客数が減少しているという問題が浮かび上が

っています。

そこで、私が専門としてきた史学を軸に、湯治の文化

が古くから続くわが

国において、一過性

の流行で終息するこ

とがない温泉リゾー

トや観光地をいかに

つくりあげていく

か、研究を進めてい

きます。

助教 押田 佳子 博士（工学、農学）
専門：観光まちづくり、造園学
主な学外・学会活動：
・日本造園学会企画委員幹事、ほか
・大阪府営せんなん里海公園運営委員会 委員
・草加市景観審議委員会 副委員長

百年の杜・明治神宮や日本初の洋風式都市公園・日比

谷公園など、東京都心にはわが国を代表する人工の「緑」

が数多くみられます。一方で、都心を一歩離れると、高尾

山や奥多摩のように生物多様性豊かな自然地が残されてい

ます。このように、地域の「緑」は自然・人工に係わら

ず、人々の目を潤し、快適な環境を授けるだけでなく、そ

の地が持つ自然のポテンシャルを垣間見せる貴重な観光資

源として、私たちの身近に存在しています。しかしなが

ら、「緑」は生ける資源であるが故に損なわれやすいとい

う脆弱な一面を有しています。以上を踏まえ、先人から受

けついだ「緑」の恩恵を将来世代に至る永きに亘り享受す

るため、私はこれま

でに培ってきた造園

学の知見を通して、

利用のバランスを地

域の実情にあった観

光資源として活かせ

るよう、尽力したく

思っております。

助手 落合 正行 修士（工学）
専門：建築設計、コミュニケーションデザイン
主な学外・学会活動：
・日本建築学会 2013年度空間更新手法 "TRADE" の
　開発［若手推奨］特別研究委員会 委員長
・次代の文化を創造する新進芸術家育成事業 アートプロジェクト・リーグ
・特定非営利法人NPO地域再創生プログラム 会員

わが国には、広場や公園のような公共空間からコミュ

ニティハウスや公民館の地域集会施設など、人が集う場は

さまざまあります。最近では、集合住宅の共用スペースや

シェアハウスのリビングを開放し、地域住民の寄り合い場

となっている例も見られます。近所づきあいが希薄化して

いるといわれる現代こそ、地域コミュニティの形に即した

建築空間を見直す必要があると考えています。

現在は、町内会や自治会などの地域団体を含めた民間

が所有する「民間集会施設」の今に注目をし、その利用実

態の調査を行い、建築と地域との関係を探っています。地

域の変化に伴い集会

施設の利用や空間構

成がどのように変化

しているのか研究を

進めています。

福祉のまちづくりに福祉用具とテクノロジーを活
用する

武蔵小山にある食堂付きアパート。1階には入居
者のみならず地域にも開かれたレストランがある。

造営から約 90年経過した明治神宮の杜。都心の貴
重なオアシスとして環境・観光に貢献しています

箱根湯本温泉（神奈川県）の一角には、昔ながら
の風情を残す温泉街が広がっています



　 2年生オリエンテーション“まちづくり見学会” 

　 １年生スタディスキルズ“グループワーク” 准教授　依田 光正　　　

まちづくり工学科では、専門科目の学習が中心となる２

年生の冒頭に、まちづくりへの関心を高めるためのオリエ

ンテーション“まちづくり見学会”を実施します。平成26

年度は、５月17日に全員が８つのコースに分かれて行われ

ました。参加した学生からは口々に、有意義な体験、貴重

な経験となったと、次のような意見が聞かれました。

■ 海の上からのまち巡り 東京都湾岸エリア

普段あまり体験できない海上からの視点で東京のまち

を見渡し、各名所の新たな印象を得ました（写真１）。季

節、時間、天候によってはさらに異なった東京の魅力を体

験できるに違いありません。

海上からの街並みにいくつもの問題点が存在することも

分かりました。それらを改善していけば、景観・観光まち

づくりや2020年開催の東京オリンピックにも好い影響を与

えることができるはずです。

「陸から海を見る」のはもちろん「海から陸を見る」こ

とが今後のまちづくりにおいて重要なのではないでしょう

か。景観・観光を意識したこれからの海上まちづくりに期

待します。 （水石 知佳さん）

■ 歴史的緑探訪コース 東京都渋谷区、新宿区

ビルばかりの東京にもたくさんの素晴らしい自然風景が

あり、そのどれもが今までに見たことないようなものでし

た。とくに見て、すごいと思ったのは明治神宮です。明治

神宮の中は日本を代表する造園家達によって造られた庭園

１年生は、前期の授業「まちづくり工学スタディスキル

ズ」として、「船橋キャンパス魅力向上プロジェクト ～船

橋校舎のキャンパス空間の魅力・問題点を客観的に明らか

にするための調査体験～」と題したグループワークを実施

しました。当課題のねらいは、前提条件として「沢山の人

が集積・交流する「船橋キャンパス」を１つの“まち”と

して捉え、「美しさ、楽しさ、安全・安心」という観点か

らキャンパス内を評価することです。

学習の目標は、次の５つです。テーマ設定→目的の設

定→調査方法の検討→調査実施→データ分析→考察→提

案（プレゼンテーション）を通じて、①まちづくりの基本

的プロセスを理解するということ。船橋キャンパス内にあ

る多くの魅力点・問題点を明らかにするために、②客観的

に現象面を捉える視点を養うこと。収集したデータをわか

りやすくグラフ化する技術

や、興味・関心をそそるポ

スター表現力を習得するた

めに、③説明力（プレゼン

能力）を養うこと。グルー

プワークとして多様な意見

を引き出し、整理し、結論

を導く力量を身に着けるた

めに、④話し合いによる課

題解決能力を養うこと。そ

して、これらの授業内容の

指導にまちづくり工学科す

べての教員が関わることから、⑤まち科１年生（２期生）

＆教員のチームワークを育むこと。

そしてこれらの総まとめが、授業の最終日に行われた成

果発表のプレゼンテーションとなります。各グループでの

成果がまとめられたポスターを用いて、グループごとに審

査員となる教員に対し、写真１のようにプレゼンテーショ

ンを行っていきました。すべてのプレゼンテーションの後

には、写真２のように各教員からの講評がなされました。

１年生は、このような授業は初めての経験のようでした

が、実際の活動を通じてグループで作業することの意義や

本授業の意図を理解することができたと考えています。ま

た、すべての教員が１年生に対して直接指導することで、

１年生が各先生の専門などを知り、十分なコミュニケーシ

ョンがとれたことは学科として非常に有意義でした。

 学生・教員の活動

写真１  １年生科目「まちづくり工学スタディスキルズ」グルー
プワークのプレゼンテーション

写真２  １年生科目「まちづくり工学スタディスキルズ」グルー
プワークのプレゼンテーションに対する教員からの講評
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があり、東京とは思えない幻想的な空間が広がっていまし

た（写真２）。その他に訪れた代々木公園や新宿御苑など

も、街を巡り歩く中で、一見の価値が感じられました。日

本を代表する自然風景を見ることができ貴重な体験となり

ました。 （佐藤 佑樹さん）

■ 地方の小さなまちの“まちづくり”を体感する 長野県小布施町

長野県小布施町では「外はみんなのもの、うちは自分の

もの」という指針があり、住民が主体となって町独自のま

ちづくりを行っています。たとえば、街道の植栽は、その

街道に面した民家や店の人々が積極的に行っていて、斬新

だと感じました（写真３）。

住民が主体のまちづくりは、住民が行うことにより、ま

ちに愛着が湧き、より良いまちにしようとする意識も高ま

る、そんな革新的なまちづくりを学ぶことができました。

 （加藤 有紗さん）

■ 最新のユニバーサルデザイン設備 羽田空港

私はバリアフリーとはスロープや手すりを設置し、高齢

者でも安心して歩けるようにすることだと思っていまし

た。今回行った羽田空港は、スロープや手すりを設置する

だけでなく案内サインが見やすいデザインで作られていた

り、階数や開くドアを音声で教えてくれるエレベーターな

どがあり高齢者や身体障がい者だけでなく、視覚障がい者

や聴覚障がい者でも安心して空港を利用できる工夫がして

ありました。今回の経験を活かし、バリアフリーのまちづ

くりをもっと広めたいと思いました。 （君嶋 裕貴さん）

■ 五感で楽しむ初夏の神楽坂まち歩き 東京都新宿区

神楽坂のメインストリートである神楽坂通りは商店街が

賑わいを見せていましたが、1歩裏に入ると一転して、石

畳でできた風情のある路地が残っていて（写真４）、老舗

料亭や隠れ家のようなカフェが多くありました。このよう

な神楽坂の魅力に触れながらまち歩きをしていく中で、用

途地域や定期借地権などのこれまでに授業で学んだことや

新しく学んだことを実際に見ることができました。

 （樋口 瑛大さん／中村 僚汰さん）

■ 洪水の脅威に備える安全・安心なまちづくりを学ぶ 横浜市港北区

横浜市港北区にある日産スタジアム周辺の遊水地は、普

段、野球場やテニスコートとして使われているところが大雨

になると水の中に沈み、大きな池になるようになっています。

護岸に関して、コンクリートでがっちり固められている

訳ではなく、階段状になっていて、自然と水が出たり入っ

たりできるようになっていました。

自分が考えるまちに活用できることが多くあったと感じ

られ、日常で普通に使える場所がこんなにも変わるのかと

いった驚きがありました。 （竹下 晃司さん）

■ 東京のウォーターフロントのまちづくり巡り 東京都湾岸エリア

普段授業で習っていることが実際のまちの中でどのよう

に生かされているのかを、具体的に学ぶことができまし

た。横内先生の携わった水上レストランで昼食をとること

ができ、まちを見る以外にも貴重な体験ができた、と考え

ています（写真５）。

社会に出れば、大学生活の中で手に入れた知識や経験が

大切になるとよく聞かされます。今回のオリエンテーショ

ンは、それを得る機会を与えてくれるはずです。自分達の

将来のためにこの経験を生かせるよう頑張っていくつもり

です。 （池田 富太郎さん）

■ 足尾銅山の光と影を学ぶ 栃木県日光市

１年間まちづくりについて学んだ私がみた足尾銅山は、

いままでの遠足とは少し違うものが感じられました。訪れ

て楽しいか楽しくないかだけではなく、まちとしてどのよ

うな観光の取り組みをしているのか、その場所のまちづく

りにおける現状と歴史、景観の良し悪しなどに関心を持ち

見学することができました（写真６）。

まちづくりを学ぶことで生活の視野が広がっていること

を実感することができました。 （只浦 啄郎さん）　

①／海上から見たお台場　②／幻想的な
空間が広がる明治神宮　③／長野県小布
施町の住民の手による植栽　④／風情あ
る神楽坂の路地　⑤／ウォーターフロン
トに広がる高層ビル街　⑥／わたらせ渓
谷線の駅舎　
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学科創設３年目を迎え、新春号として専任教員の研究・学外活動を紹介いたしました。学内を中心に、ご父母の方々や関係方面への情報発信

誌として、今回は学生の声も掲載しました。まちづくり工学科は学生と教員からなっており、学生たちの挑戦的、熱意ある取り組みや活動を含

め、これからも、学科の様子をきめ細かくお伝えしていきます。（義）

編集
後記

　 学科推奨等の試験合格者誕生！（宅建試験、環境社会検定） 　　　

まちづくり工学科では、学部在学時の宅地建物取引主任

者試験合格を推奨し、学習プログラムを用意しています

（担当：川島）。平成26年度の資格試験合格者の発表が平成

26年12月３日にあり、このプログラムに沿って学習した１

期生から、３名の合格者（稲葉達哉さん、高野斗勝さん、

布施俊太郎さん）が誕生しました。日ごろから目にしてい

た学生たちの努力が形となりました。

また２年生前期科目の「都市環境学概論」では、講義の

延長として東京商工会議所主催の「環境社会検定（ECO 

検定）」の受験を推奨しています（担当：押田）。平成26

年７月に実施された第16回試験において、まちづくり工学

科から４名の学生（加藤有紗さん、布川拓実さん、藤村祐

貴さん、渡辺万紀子さん）が合格しました（９月末現在、

学科把握分）。

平成26年12月９日には、これらの合格を祝福し、宅建試

験にご支援いただいた講師の方々、来年に希望をつなぐ学

生たち、そして、まちづくり工学科教員を交え、盛大に祝

賀会が催されました。学科創設以来、学科推奨等の資格試

験に合格者がでたのは今回が初めてとなります。当学科が

目指す学生像や方向を語るうえで、これらの資格は、単な

る彩りとしてではなく、ひとつの有用な台
せ り ふ

詞になっていく

ものと期待しています。

【体験談】宅建合格までの道のり ２年　高野 斗勝

私が本格的に宅建試験の勉強を開始したのは、２年生の

前期講義が終了して夏休みに入った８月からです。

それまでに総合資格学院の web講座による民法の解説

やまちづくりと職能Ⅱの講義が主な勉強法でしたが、夏か

らは自分一人の勝負です。そこで、私は本格的な宅建の勉

強を始める前にある程度勉強の計画を決めておきました。

このスケジュールには２つの大切なポイントがありまし

た。１つめは３時間以上続けて勉強しないこと。３時間ご

とに３時間休みを入れて集中力を回復させるようにしまし

た。２つめはモチベーションと継続力です。このスケジュ

ールなら１日に確実に８時間勉強できるうえに６時間は自

由に過ごすことができるのです。これにより勉強のモチベ

ーションを保ったまま継続して勉強をしようとする気にな

れました。

次は勉強方法です。私が勉強に使った教材は総合資格学

院の参考書と過去問題集、それに自分で用意した一問一答

式の問題集です。大事なことは参考書で勉強している時間

より問題を解いている時間の方を多くすることでした。参

考書で勉強するにしても範囲が広すぎるため時間がかかる

ことと、自分でしなくても問題が必要な範囲を教えてくれ

ます。参考書を使うときは過去問題で間違えた箇所と、問

題集を１周して１回も問題に出なかった箇所をチェック

するときです。これで勉強する時間を一気に短縮できまし

た。宅建試験を受ける方は、最後に頼りになるのは自分だ

けなので、自分を信じて頑張ってください。

合格者祝賀会
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まちづくり工学科長（主任）の退任にあたって
初代学科主任　横内 憲久　　　

主任退任のあいさつ

平成25年４月１日に設立したまちづくり工学科は、定員

100人のところ、１期生83人、２期生128人の入学者を集め、

まずまずの船出となりました。それより前の平成24年５月１

日、私は「まちづくり工学科開設準備室責任者」という辞令

をいただきました。責任者の責務は多々ありましたが、なに

より受験生集めに奔走しました。平成24年８月から広報活動

を開始し、実質４、５カ月で83人の１年生を迎えられたのは

上出来と思っています。歴史も伝統もない新学科によく集ま

ってくれたと感謝しています。２期生の128人も感謝です。

その後、平成25年４月１日に「まちづくり工学科主任」を拝

命し、初代学科主任という輝かしい肩書となりました。１年

半の主任でしたが、全国の大学教員のほとんどが経験できな

い、新設の学科誕生に関われたことは感動さえ覚えます。ま

ち科開設に尽力いただいたみなさまには心より御礼申し上げ

るとともに、まち科のさらなる発展を祈ります。


