
□04年以前のシンポパネリスト

パネリスト

1993 浅野光行/早稲田大学教授 大野輝之/新宿区都市整備部 進士五十八/東京農業大教授 濱田甚三郎/首都圏総合計画研所長 瀬戸口剛/北海道大助手 浦野正樹/早稲田大学助教授 佐藤滋/早稲田大学教授

畔上統雄/(株）プランド研究所代表 齋木宗人/神戸芸工大助教授 島村慎市郎/埼玉県越谷市長 野中勝利/長銀総研 岩村和夫/（株) 岩村アトリエ代表 中川義英/早稲田大学教授

内田雄造/東洋大教授 竹内睦男/ｼﾋﾞｯｸﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ研究所代表 中島明子/目白女子短大教授 見城美枝子/TVキャスター 内田勝一/早稲田大学教授 若林祥文/埼玉県熊谷土木事務所

榛村純一/静岡県掛川市長 岸宏一/山形県金山町長 竹内謙/朝日新聞編集委員 地井昭夫/広島大学教授 戸沼幸市/早稲田大学教授 広瀬盛行/明星大学教授 苦瀬博仁/東京商船大助教授

延藤安弘/熊本大学教授 宮口ｲ同廸/早稲田大学教授 森まゆみ/谷根千工房代表 早田宰/早稲田大学博士課程 井上赫郎/首都圏総合計画研 卯月盛夫/世田谷区まちづくりセンター所長

大野勝彦/大野建築アトリエ代表 国吉直行/横浜市都市デザイン室 重村力/神戸大学教授 山路清貫AUR建築・都市・研究ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ副所長 倉田直道/アーバンハウス都市建築研代表 田中滋夫/都市デザイン代表

榛村純一/掛川市長 岸宏一/山形県金山町長 戸沼幸市/早稲田大学教授 田村和寿/都市計画連合アトリエ

小久保正雄/兵庫県北淡町長 石川鍛冶郎/秋田市長 松浦幸雄/高崎市長 島村慎市郎/埼玉県越谷市長 吉田洋子/宅地開発研究所 村田真/日経アーキテクチャー 浅野光行/早稲田大学教授 山田孝司/山中山田造形舎

川口市雄/熱海市長 宮城篤実/沖縄県嘉手納町長 土屋正忠/武蔵野市長 森野美徳/日経新聞 古居みつ子/夢工房 内田勝一/早稲田大学 鈴木進/インテグラルコンサルタンツ

近藤浄太/新潟県金井町長 今井昌三/兵庫県豊岡町長 早川芳忠/岡山県倉吉市長 竹内謙/鎌倉市長 政所利子/玄 富田宏/漁村計画研究所 宮口ｲ同廸/早稲田大学教授 遠藤二郎/都市デザイン

佐藤滋/早稲田大学教授 卯月盛夫/早稲田大学専門学校

藤井敏信/十文字女子短大 松村茂/東北芸工大 浦野正樹/早稲田大学助教授 梶島邦江/聖徳大学 倉田直道/アーバンハウス都市建築研代表 田中滋夫/都市デザイン代表 中川義英/早稲田大学教授 中村哲也/プランナー

五十嵐敬喜/法政大学 大野嘉章/日本サウンドスケープ協会 宮城道子/十文字女子短大 長谷川正允/長谷川正允建築事務所 濱田甚三郎/首都圏総合計画研所長 内田雄造/東洋大教授 早田宰/早稲田大学博士課程

1996 長州一二/前神奈川県知事・地方分権推進委員 紺野浩/福島市 高橋寛治/飯田市 長瀬光市/藤沢市

伊藤光造/地域まちづくり研究所 岡部憲明/建築家 荻原礼子/結まちづくり計画室

梶島邦江/聖徳大学 瀬田恵子/茅ヶ崎市民 野村徹也/都市プランナー 卯月盛夫/早稲田大学専門学校教授 岡崎昌之/福井県立大学 斎藤進/産能大学 中山高樹/浦安市

生田征夫/新宿区 岩田喜久夫/上智大学 平林伊佐三郎/穂高町 麻美泰司/東京大学 内田勝一/早稲田大学教授 外尾一則/明海大学 山崎一真/野村総研

浅野光行/早稲田大学教授

秋山哲男/東京都立大学 石東直子/石東・都市環境研究室 川内美彦/アクセスコンサル担当 苦瀬博仁/東京商船大 小澤紀美子/東京学芸大 卯月盛夫/早稲田大学専門学校教授

石田正/横浜市 加藤洋/日本IBM 川上隆/松下電器産業 田口俊夫/清水建設 土方正夫/早稲田大学 森田喬/法政大学 松村茂/東京芸工大

1998 簑原敬/都市プランナー 内田勝一/早稲田大学 浦野正樹/早稲田大学助教授 浅野光行/早稲田大学教授 佐藤滋/早稲田大学教授

泉耿介/都市環境計画研究所 梅沢隆/RIA 西山康雄/東京電気大 村田真/日経BP社出版局 若林祥文/埼玉県

浅野聡/三重大学 鵜飼信一/早稲田大学 佐藤賢一/都市環境計画研究所 松本治郎/常陽地域研究センター 政所利子/玄 有賀隆/名古屋大学 斎藤義則/茨城大学

卯月盛夫/早稲田大学専門学校教授 倉田直道/アーバンハウス都市建築研 佐藤和子/まちの和研究所 早田宰/早稲田大学 田邊大輔/ピース2000倶楽部 饗庭伸/早稲田大学 玉井葉子/福島大学 梶尾邦江/聖徳大学

上野俊司/オリエンタルコンサルタンツ 大村藤子/建設省 小島裕一/大成建設 後藤秀昭/パンスペース設計研究所 野中勝利/筑波大学 和田英樹/廃棄物政策研究所 岩村和夫/岩村アトリエ 遠藤二郎/都市デザイン

岡田順三/建築家・プランナー 花崎摂/演劇WSネットワーク 早田宰/早大教授 木下勇/千葉大教授 昌子住江/関東学院大教授

金秀顕/ソウル市政開発研究員 伊勢崎賢治/政策研究大学院 穂坂光彦/日本福祉大教授 麦倉哲/東京女学館短大 内田雄造/東洋大学教授 藤井敏信/東洋大学教授

青木政夫/群馬県大泉町 稲葉佳子/ジオ・プランニング 三浦知人/川崎市ふれあい館 羹肇夢/韓国映像作家 芹沢高志/P2art&environment 渡戸一郎/明星大学

秋元康幸/横浜市都市計画局 大戸徹/大戸まちづくり研究所 川崎あや/アリスセンター 佐藤紘毅/川崎地方自治研究C 名和田是彦/首都大学東京教授 平山洋介/神戸大学教授 山岡義典/日本NPOセンター 饗庭伸/早大 有賀隆/名古屋大 卯月盛夫/早大芸術学校 セリル・パーカー/SOM財団 イェンス・クヌーツェン

ライス・デービス/英計画審査庁 今井一/ジャーナリスト 金田孝之/横浜市都市計画局 辻利夫/東京ランポ 野口和雄/都市プランナー 倉田直道/都市プランナー 五十嵐敬喜/法政大教授 小林重敬/横浜国立大教授 佐藤滋/早大教授 内田勝一/早大教授 村林正次/住信基礎研究所 若林祥文/埼玉県

倉田直道/工学院大学 横島庄治/高崎経済大学 Peter NEWMAN/Mudoch University 浅野光行/早稲田大学教授

都築正/日本交通協会 卯月盛夫/早稲田大学専門学校 岡将男/RACDA会長 野中忠夫/浜松市都市計画部 後藤太一/アバン・アソシエイツ 南條洋雄/南條設計室 村山友宏/地域デザイン・歩行都市研究所 卯月盛夫/早大芸術学校 長山勝英/パシフィックコンサルタンツ・インターナショナル

ｼﾞｬﾝﾋﾟｴｰﾙｼｬﾙﾎﾞﾉ/リヨン都市圏等都市政策顧問 稲垣道子/フェリックス 野口秀行/日本インテリジェントトラスト 寺部慎太郎/東京大学 苦瀬博仁/東京商船大 矢作弘/日経新聞 望月真一/アトリエUDI都市設計研究所

大聖泰弘/早稲田大学 加藤武彦/インターリンク 小出公平/トヨタ自動車 青木英明/共立女子大 ﾏﾃｨｱｽﾘｭﾌﾟｹ/ﾌﾗｲﾌﾞﾙｸﾞ市MobileBycSt.&Mov.Center 鈴木文彦/交通ジャーナリスト 佐伯直人/三井情報開発総研

ｽﾞｻﾞﾝﾈｴﾙﾌｧﾃﾞｨﾝｸﾞ/守谷町役場 久保田尚/埼玉大学 内田好美/内田プランニング 三浦真紀/国土開発技術研究センター 川上洋司/福井大学 上野俊司/オリエンタルコンサルタンツ

2002 市村次夫/小布施堂代表 ｼﾞｮﾝｺﾞﾝﾄﾅｰ/酒ジャーナリスト 福田興次/福田農場ワイナリー代表 麦屋弥生/日本交通公社 宮口ｲ同廸/早稲田大学教授 若井康彦/地域計画研究所代表 政所利子/玄

石村桜/農業・拓大北海道短大 中越武義/高知県梼原町長 長野章/農水省水産庁漁港漁場整備部長 畑山重篤/漁場・牡蠣の森を慕う会代表 渡辺好明/農林水産省事務次官 小野寺浩/環境省自然環境局 地井昭夫/広島大学教授 富田宏/漁村計画研究所代表 平井秀一/Team Zoo?代表

大滝聡/都岐沙羅ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｾﾝﾀｰ 大平展子/夢未来くんま 鈴木昭二/もと静岡市大岩2丁目町内会長 鈴木誠/岐阜経済大学教授 伊藤光造/地域まちづくり研究所代表 鞍打大輔/日本上流文化圏研究所

澁澤寿一/樹木・環境ﾈｯﾄﾜｰｸ協会 出川長芳/東京都新島村長 松田猛司/ｸﾗﾌﾞﾉｱｸﾞﾙｰﾌﾟ代表 村山純子/映像ディレクター 片岡勝/ﾌﾟﾚｽｵｰﾙﾀｰﾅﾃｨﾌﾞ代表 辻信一/明治学院大学教授 北川泰三/日本地域開発ｾﾝﾀｰ主任研究員 田邊大輔/地域生活総研バリーオ代表

2003 浅野聡/三重大学 橋詰健/NPOCOMPUSﾊﾟｰﾄﾅｰ 小島裕一/大成建設 吉村輝彦/国連地域開発ｾﾝﾀｰ 若林祥文/埼玉県

朝倉暁生/江戸川大学助教授 小川明子/愛知淑徳大学 小川幸男/墨田区役所 片桐常雄/藤沢市民電子会議室運営委員 木村忠正/早稲田大学助教授 小池公二/早稲田大学 佐久間康富/早稲田大学 新開伊知郎/NTTデータ 植野公宏/NPO商店街とまちづくり研究会 堀達哉/まちづくり千葉,NPOまちしゅう 真鍋陸太郎/東京大学 山矢勝司/ﾁｰﾑﾈｯﾄ

柏木隆夫/東京農工大教授 金谷年展/慶応大学助教授 熊本一規/明治学院大学教授 佐藤賢一/なりわい文化都市研究所代表 前田正尚/日本政策投資銀行政策企画部長 相羽康郎/東北芸工大教授

金賢淑/韓国全北大学教授 佐々木葉/早稲田大学教授 田辺新一早稲田大学教授 鳥越けい子/聖心女子大教授 長島孝一AUR建築都市研究ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ主宰 石井大五/ﾌｭｰﾁｬｰｽｹｰﾌﾟ建築設計事務所 ｼｰﾎﾟｼｭﾗｰｽﾛｰ 後藤春彦/早稲田大学教授

2004 小島聡/法政大学 早田宰/早稲田大学教授 名和田是彦/東京都立大学 平山洋介/神戸大学 谷本有美子/自治創造コンソーシアム 長坂寿久/拓殖大学 長野基/早稲田大学 菱倉哲/東京女学館大学 村上佳代/早稲田大学 饗庭伸/東京都立大学 佐藤滋/早稲田大学教授

青池憲司/映画監督 蘇我高明/現代美術製作所 吉川由美/ダ・ハ ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾜｰｸ 吉本光宏/ニッセイ基礎研究所 後藤春彦/早稲田大学教授 森反章夫/東京経済大学 真野洋介/東京工業大学

伊藤裕久/東京理科大学 江藤訓重/九州ツーリズム大学 遠藤二郎/都市デザイン 村松真/山形県金山町 市川均/アーキネットデザイン 王尾和寿/筑波大学 斎藤義則/茨城大学 富田宏/漁村計画研究所代表 三宅諭/岩手大学 笠真希/早稲田大学 野中勝利/筑波大学 松浦健次郎/三重大学

新井雅久/NPO法人川越蔵の会 小島富佐江/京町屋再生研究会 藤田忍/大阪市立大学 山本俊哉/マヌ都市建築研究所 市川均/アーキネットデザイン 佐藤賢一/なりわい文化都市研究室 椎原晶子/谷中学校 早田宰/早稲田大学教授 平山洋介/神戸大学 瀬戸口剛/北海道大学教授 志村秀明/芝浦工大

北原啓治/弘前大学 窪田亜矢/工学院大学 慎重進/韓国成均館大学 宮脇勝/千葉大学 円満隆平/都市デザイン 菊田宏志/森ビル 鈴木俊治/ﾊｰﾂ環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ 高橋淳記/二本松市竹田根崎まちづくり信更会議 中井検裕/東京工業大学 内田奈芳美/早稲田大学 ﾘﾁｬｰﾄﾞﾍﾞﾝﾀﾞｰ/UCV 有賀隆/名古屋大学

伊藤和良/川崎市役所 近山恵子/NPO福祉ﾏﾝｼｮﾝをつくる会 薬袋奈美子/福井大学 吉村了子/安城市社会福祉協議会 岡田昭人/まちづくりプランナー 園田真理子/明治大学 高橋英輿/生活科学運営 竹下隆夫/ｼﾙﾊﾞｰｻｰﾋﾞｽ振興協会 中村悟/早稲田大学 若林祥文/埼玉県庁 鈴木進/ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 野嶋慎二/福井大学
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2000


