
第1回 ⽇ 時： 昭和53年10⽉13⽇
テーマ： 環境緑化の展望
講 演： 都市緑化の推進対策について 間瀬 延幸

市⺠参加の都市緑化 加藤 ⼀男
住⺠と緑化について 中島  宏
都市緑化相談について 林  次郎
⼯場緑化の指導について 野地 富久
市⺠へのＰＲについて ⾼埜 正男
ラブアンドグリーン運動について 佐藤 琢俊

第2回 ⽇ 時： 昭和54年10⽉2⽇
テーマ： 都市緑化における市⺠参加の⽅向
講 演： 都市緑化の推進対策について 間瀬 延幸

都市緑化のあり⽅ 丸⽥ 頼⼀
住⺠参加と道路緑化 野村 吾郎
みどりの保全と住⺠ 森   正
横浜市緑化センター（こども植物園）に
ついて

伊藤 昭定

都市緑化推進市⺠会議について 奥⽥ 雄厚

第3回 ⽇ 時： 昭和55年10⽉31⽇
テーマ： 緑化推進モデル地区
講 演： 都市緑化の課題 塩島  ⼤

都市緑化と住⺠活動 倉沢  進
郡⼭市中央地区について 塩⽥ 定孝
浜松市佐鳴湖東岸地区について 中沢 ⼀夫
北九州市緑化推進モデル地区の整備 井上 公⼆

第4回 ⽇ 時： 昭和56年10⽉16⽇
テーマ： 都市緑化の推進と都市緑化植物園
講 演： 都市緑化推進の課題 坂本新太郎

都市緑化植物園〈緑の相談所〉の推進 本間  啓
緑の相談所〈都市緑化植物園〉の概要 ⻄川  清
都⽴神代植物公園・緑の相談所の運営 ⽴花 順⼀
緑化推進施設の運営と管理・神奈川県⽴
⾃然保護センターについて

⾓⽥ 賢造

神⼾市⽴緑の相談所の活動と諸問題 ⽶⽥ ⼀郎
〈参考〉札幌市⽴緑化植物園・豊平公園 ⼋⽊ 正⺒
〈参考〉⼋⼾市都市緑化植物園の現状 ⽥名部晃⼀

第5回 ⽇ 時： 昭和57年10⽉20⽇
テーマ： 都市景観と都市緑化
講 演： 都市緑化施策の現状と今後の⽅向 坂本新太郎

都市における緑の空間 品⽥  穣
まちづくりと景観 篠原  修
豊橋市の街路樹管理 森⽥ 欣尚
神⼾市と緑地景観 ⼋⽊  勉
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第6回 ⽇ 時： 昭和58年10⽉24⽇
テーマ： ⺠有地緑化の推進
講 演： 当⾯の都市緑化の推進⽅策 坂本新太郎

宅地の緑・⺠有地緑化の推進と課題 平野 侃三
千葉市の⺠有地緑化・緑化協定を中⼼と
して

⻑⾕部義秋

⾜利市の緑化推進・⾜利市緑化推進協会
のあゆみ

⽥部井市介

江⼾川区の⺠有地緑化と親⽔河川事業 ⽇東寺敏隆

第7回 ⽇ 時： 昭和59年10⽉30⽇
テーマ： 緑化推進と地域振興
講 演： 都市緑化推進⽅策の現状 ⼩泉 直介

レクリエーション都市整備の地域振興に
果たす役割

安河内忠⽂

国営沖縄海洋博覧会記念公園と地域振興 ⼤⽮ 隆治
伝統産業の振興と笠間⼯芸公園の整備 ⽥沢  ⼤
熊本県の地域振興と緑化 伊藤 英昌

第8回 ⽇ 時： 昭和60年10⽉30⽇
テーマ： 都市の森づくり運動
講 演： 都市緑化推進⽅策の課題 ⼩泉 直介

都市の森あれこれ ⾼橋理喜男
ふるさとの森づくり ⻑尾 研⼀
市⺠参加で帯広の森づくり 村⽥ 正之
野⿃とのふれあう森づくり ⼩川原孝⽣

第9回 ⽇ 時： 昭和61年10⽉22⽇
テーマ： 都市緑化推進と市⺠参加
講 演： 都市緑化推進計画の基本的考え⽅ 芹沢  誠

都市緑化の推進と住⺠参加 川名 俊次
総合施策としての都市緑化推進 村井 利正
杉並区における都市緑化推進計画策定と
事業化の推進

調所 広之

緑のまちづくりについて 丸岡  忠

第10回 ⽇ 時： 昭和62年10⽉26⽇
テーマ： 花と緑のまちづくり
講 演： 都市緑化における花の役割 芹沢  誠

都市緑化と国際花と緑の博覧会 清⽔ 正之
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ： 「まちづくりにおける花の役割につい

都市緑化と花のまちづくり ⼩⼭ 美幸
花の輪運動とまちづくり ⼩川 善嗣
花による街づくり 是⽉アンナ

  ｺﾒﾝﾃｲﾀｰ 近藤 三男
上⼭ 良⼦
⼭本 紀之

   司 会 前⽥  博
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第１1回 ⽇ 時： 昭和63年10⽉26⽇
テーマ： 今、緑化に何が問われているか
講 演： 都市緑化施策の現状と今後 ⼭⽥ 勝⺒

⼈々が求める緑の変遷 進⼠五⼗⼋
⾝近な緑としての⾃然 品⽥  譲
都市整備と緑化 樋渡 達也
都市住宅地と緑化計画 奥貫  隆
コミュニティと緑 ⼤野  博

第１２回 ⽇ 時： 平成元年10⽉30⽇
テーマ： まちづくりにおける緑のデザイン戦略
講 演： 新世紀へ向けて緑の創造 北⼭ 武征

快適環境とデザインの役割 ⽊村  弘
緑のデザインが⽣み出す環境の活⼒ 宮城 俊作
まちづくりにおける緑のデザイン的課題 原  昭夫

第１３回 ⽇ 時： 平成2年10⽉30⽇
テーマ： 地球環境的視点からみた緑のまちづくり
講 演： 21世紀へ向けて・総合的な都市緑化の推 北⼭ 武征

地球環境的視点からみた都市緑地計画 丸⽥ 頼⼀
地球環境的視点からみた都市緑化 進⼠五⼗⼋
経営活動と都市緑化 ⼩林  料
屋上に緑を 梅沢 忠雄

第１４回 ⽇ 時： 平成3年10⽉31⽇
テーマ： 緑のマスタープランの新たな展開
講 演： 緑豊かなまちづくり 伊藤 英昌

新・緑のマスタープランの展望 ⽥代 順孝
緑のマスタープランの計画策定とその管 越沢  明
緑のマスタープランの新たな展開 船引 敏明

第１５回 ⽇ 時： 平成4年10⽉27⽇
テーマ： 都市緑化の総合的戦略
講 演： 都市緑化施策の現状 伊藤 英昌

転機を迎えた都市公園 ⼩川 陽⼀
広場的スペースの設置と管理 加藤 春樹
都市緑化に関する普及啓発 深⽔ 享⼦
⾵致地区の新たな枠組み 蓑茂寿太郎

第１６回 ⽇ 時： 平成5年10⽉27⽇
テーマ： ⾃然と共⽣するまちづくり
講 演： ⾃然と共⽣するまちづくり 進⼠五⼗⼋

緑のマスタープランとエコシティ計画 蓑茂寿太郎
環境と共⽣するまちのデザイン 上⼭ 良⼦
環境と共⽣した都市づくりと緑の系統 越沢  明
エコシティにおける⾥⼭⾃然の位置づけ 重松 敏則
⾃然との共⽣・総括 ⽥代 順孝
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第１７回 ⽇ 時： 平成6年10⽉24⽇
テーマ： 都市緑化施策の新たな視点をさぐる
講 演： 都市の緑と⽣きものたち 加藤 幸⼦

都市の公園で農作業につどう市⺠ 岡野富茂⼦
市⺠参加による緑化推進のためのソフト
⾏政を考える

中瀬  勲

都市緑化基⾦による緑化推進の⽀援 阿部 邦夫
総合的緑化推進のクリティカル・パス 武内 和彦

第１８回 ⽇ 時： 平成7年10⽉31⽇（⽕）
テーマ： 市⺠参加による新しい都市緑化の展開

講 演：
参加型／緑のまちづくりとこれからの公
園のあり⽅

進⼠五⼗⼋

都市緑化技術の多様性と普及 島村 宣幸
緑地保全への市⺠参加と⽣態技術 養⽗志乃夫
園芸療法の現状と市⺠参加による都市緑 澤⽥みどり
緑のまちづくりの新展開 ⼩林  昭

第１９回 ⽇ 時： 平成8年10⽉29⽇（⽕）
テーマ： 緑の基本計画策定の現場から
講 演： 緑の基本計画における制度化の背景 越沢  明

「緑の基本計画」策定の意義と今後の展 平⽥富⼠男
墨⽥区緑の基本計画−まちは百花園− 深野 紀幸
武蔵野市緑の基本計画（案）−むさしの
リメイク−

榎本  勲

愛知県広域緑地計画基礎調査 前⽥  博

第２０回 ⽇ 時： 平成9年10⽉29⽇（⽕）
テーマ： ⽔と緑のまちづくり
講 演： ⽣態系にやさしいまちづくり ⻲⼭  章

ニュータウンにおける⽔と緑のまちづく 森下 毅⼀
既成市街地における⽔と緑の回廊づくり ⼭本 忠順
⾃然の多様性を回復するための河川環境 森  清和
⽔辺斜⾯緑地の有⽤性と保全・管理 服部  保

第２１回 ⽇ 時： 平成10年10⽉27⽇（⽕）
テーマ： ⾃然特性を活かした美しい⾵⼟・地域づ

講 演：
国⼟と⾃然−国⼟のグランドデザインが
⽬指すもの

武内 和彦

イタリアの⾵景計画に学ぶ 宮脇  勝
地域らしさを誘う⾵景のデザイン 宮城 俊作
⽣物環境を活⽤した空間デザイン 養⽗志乃夫
市街地の修景緑化−街路樹− ⼭本 紀久
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第２2回 ⽇ 時： 平成11年10⽉25⽇（⽉）
テーマ： 地球温暖化防⽌と都市緑化

講 演：
地球温暖化対策としての都市緑化施策に
ついて

⾼梨  雅明

ヒートアイランド現象緩和と都市緑化に
ついて

⼭⽥  宏之

地球温暖化対策をめぐる最近の動向につ
いて

半⽥真理⼦

地球温暖化対策とグリーンビルディング 梅⼲野  晁
⼤都市における緑地の創出と屋上緑化に
ついて

横⽥    矗

地球温暖化対策緑地整備事業（⼟壌環境
保全型）について

澤    境

緑のリサイクルの現状と課題について 佐藤  和弥

第２３回 ⽇ 時： 平成12年10⽉30⽇（⽉）
テーマ： 緑の基本計画の実現化⽅策

基調講演Ⅰ 緑の基本計画とまちづくり ⾼梨  雅明
建設省都市局都市緑地対
策室⻑

基調講演Ⅱ 緑の基本計画の実現化に向けて ⻲⼭    章 東京農⼯⼤学農学部教授

基調講演Ⅲ 緑の基本計画策定の現状と課題 浦⽥  啓充
建設省都市局都市計画課
建設専⾨官

講演Ⅰ
都市部の賑わい創出に連動した緑化重点
地区の計画･事業について

藤平真⼀郎
千葉市都市局公園緑地部
緑政課課⻑補佐

講演Ⅱ
緑の基本計画の独⾃性の発揮と実効性の
向上について

⽮澤  光⼀
㈱愛植物設計事務所取締
役

講演Ⅲ
パートナーシップで策定した「東村⼭市
緑の基本計画」

三島    悟
緑の基本計画を実現する
市⺠会議会⻑

第２４回 ⽇ 時： 平成13年10⽉30⽇（⽕）
テーマ： 都市の緑をだれがいかに守り育てるか
講演Ⅰ 都市の緑をだれがいかに守るか 倉本  宣 明治⼤学 農学部助教授
講演Ⅱ 都市緑化の実践と環境教育 ⼩河原 孝⽣ （株）⽣態計画研究所所

講演Ⅲ
都市の緑を守り育てる各種制度の活⽤⽅
策について

町⽥  誠
国⼟交通省 緑地環境推進
室

講演Ⅳ 地域住⺠・⼟地所有者と⾏政が育む⾥⼭ ⽥並  静 横浜市 緑政局 緑政課

講演Ⅴ
地域住⺠が主役となって取組む地域の緑
化活動

⼭崎 宗治
川崎宮前ガーデニング倶
楽部顧問
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第25回 ⽇ 時： 平成14年10⽉31⽇（⽊）
テーマ： 『都市再⽣』と『都市の環境・緑地インフラ』

序
都市再⽣と緑・最近の施策から
−今後の緑とオープンスペースの確保⽅
策について−

末永  錬司
国⼟交通省 都市・地域整
備局 緑地環境推進室

室⻑

基調講演
都市再⽣と社会資本整備の政策
−緑の社会資本整備と都市再⽣−

越澤 明
北海道⼤学⼤学院 ⼯学研
究科 都市環境⼯学専攻
都市環境計画学講座

教授

講演Ⅰ
ドイツにおける都市再⽣と緑地環境整備
−ルール⼯業地帯・エムシャーパークの
事例を中⼼として−

勝野 武彦
⽇本⼤学 ⽣物資源科学部
緑地・環境計画学研究室

教授

講演Ⅱ
都市再⽣における環境インフラの概念
−⽔と緑を基軸にした新たな都市戦略−

荒川 俊介 株式会社 アルテップ
代表取締
役

講演Ⅲ
都市再⽣と防災公園街区整備事業
−⼤規模⼯場跡地等における防災公園と
市街地の⼀体的整備−

浦⽥ 啓充
都市基盤整備公団
⼟地有効利⽤事業本部
防災公園街区整備推進室

室⻑

第26回 ⽇ 時： 平成15年10⽉31⽇（⾦）
テーマ： 『連携事業』における『都市の緑とオープンスペースの創出』

序
最近の都市緑地施策−今後の緑とオープ
ンスペースの確保⽅策について−

上島 晃嗣
国⼟交通省 都市・地域整
備局 緑地環境推進室

室⻑

講演Ⅰ
住宅密集市街地における緑とオープンス
ペースの創出−東京都北区神⾕地区−

住吉  洋⼆ 株式会社 都市企画⼯房
代表取締
役

講演Ⅱ
⽂化・商業施設の中核としての⽴体公園
整備−愛知県名古屋市栄公園地区−

森⽥ ⾼尚
名古屋市緑政⼟⽊局
緑地部緑地施設課

課⻑

講演Ⅲ
公⺠協働による緑とオープンスペースの
創出−東京都港区汐留地区−

中島 ⾼志
東京都建設局
市街地整備部⼯事調整課

課⻑

総括講演
多様な主体間の連携による緑とオープン
スペースの創出

進⼠ 五⼗⼋ 東京農業⼤学 学⻑
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