
1.風景デザイン研究会の設立 
『豊かな自然と人の情けに溢れる
故郷を再び取り戻すためには、ま
ずその器である公共空間を守り、
育てることが大切です。人々が暮
らす場所こそが、心地よく整えら
れておく必要があります。さらに、
景観法の施行により、「美しい地
域」を創ることが住民の目標とな
りました。しかし現実は、縦割り
の事業計画による全体性の欠如、
調査から施工まで引き継がれるべ
き設計意図の一貫性の喪失、官民
の担当者のめまぐるしい異動によ
る長期事業における責任の所在の
不明確さ等々、問題は山積してい
ます。これらの諸問題を解決する
ためには、風景に関わるすべての
人が、自ら汗をかくと同時に、互
いの垣根を取り払いともに働く必
要があります。しかもそのような
活動は、子供たち、孫たちの時代
に実を結ぶような息の長いものに
なるはずです。まずは、志を同じ
くする人々が集い意見や情報を交
換する場が必要であると考えまし
た。また、そのような場をもとに、
実際の仕事が動いていくような組
織を作ることも重要です。さらに、
このような活動を各地域で担って
いく人材の育成も急を要する問題
です。上記の問題意識に基づき、
「風景デザイン研究会」の発足を
決意した次第です。』 
 
これは、2006年 7月に産声を上げ
た「風景デザイン研究会」の会長
小林一郎熊本大学教授および副会
長島谷幸宏九州大学教授による設
立宣言文です。 
いわゆる「景観法」が制定され

たことを契機に、まちづくりや公
共施設等の整備に当っては、地域
の風土や風景との調和を図り、も
って良好な景観形成の促進、美し
く風格のある国土の形成を図るこ

とが強く求められるようになって
きました。 
それによく応えるには、各企業

の技術者によるデザインに関する
常日頃の研鑚はもとより、景観・
風景専門の学識者や関係行政担当
者との産官学一体となった取り組
みが必要です。 
風景デザインの定義は明白では

ありませんが、これまでの景観デ
ザイン、景観設計の意味を拡大し、
美しい風景づくりを行うこととし
てのグランドデザインを、公共施
設の整備や保全や、公共施設以外
においても人間の活動による公共
空間のありかたを規制・誘導そし
て啓発すること等により取り組む
ことで、誇りをもてる生活空間や
ふるさとづくりを行うものです。 
 

2.風景デザイン研究会の活動テー
マ 
このような取り組みの必要性を

受け、平成18年度7月「風景デザ
イン研究会」を設立しました。 
設立総会、シンポジウム等をか

わきりに、風景デザイン等に関す
る情報や技術の発信拠点として、
また、各地で抱える景観デザイン
の相談受け皿として、技術力をフ
ルに活かした地域貢献のための組
織として、活発で、かつレベルの
高い技術を提供していくことを目
標に、学識経験者の方々を主体に、
産学官一体となって取りくんでい
ます。 
活動は、次の４つの柱を設け取

り組んでいます。 
 
風景デザイン研究会の活動の 4つ
の柱 
絶え間ない実践の中で美しい風景
を創ることを理念としながら、九
州及び周辺地域を主たるフィール
ドとして、地域の美しい風景の維
持・育成・復元を推進するための

諸活動を行う。 
① 社会啓発活動 
展示会・シンポジウム等を通じ
て、九州における風景の重要性
や、風景を創る仕事はどのよう
なものかを社会に効果的にアピ
ールする。 

② 研究・調査・実践活動 
様々な研究・調査・実践を通じ
て、風景の維持・育成・復元に
必要な知識・ノウハウの蓄積を
進めるとともに、風景を創る仕
事とはいかにあるべきかを形で
提示する。 
③ 人材育成活動 
研修会・勉強会を開催し、風

景に関連した様々な分野の人材
を育成する。（仕事の担い手とし
ての専門家の育成、仕事の創出
者・管理者としての行政マンの
育成、仕事の主体者・監督者と
しての市民の育成、将来を担う
人材としての学生の教育） 
④ 専門家と行政・ＮＰＯ・市民
を繋ぐネットワークの構築 
風景の維持・育成・復元を効
果的に進めるために、関係する
様々な立場の人々・組織の間で
ネットワークを構築する。①～
③を通じてネットワークを構
築する。 

 
3.景観デザインに関するこれまで
の流れ 
公共施設の計画・設計をする際
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風景デザインレター from 九州(第8号) 
今回は、九州で活動している「風景デザイン研究会」の活動の紹介です。平

成18年に、産官学の共同体ということで、活動の事務局幹事として立ちあげに
協力し、今年で5年目を迎えます。以前、雑誌に投稿した紹介文です。 

風景デザイン研究会作成の「風景のとらえ方・つくり方」の紹介 



に、施設単体としてのデザインや、
景観への配慮としての景観設計・
景観計画ということはかつてから
行われてきました。特に、景観設
計という名のもとに行われてきた
一部の間違ったデザインの考え方
を見直すため、建築デザインや工
業製品のデザインであるプロダク
トデザインとは別に、「シビックデ
ザイン」という言葉を生み出し、
公共施設特有のデザイン論を展開
することが１０年ほど前に行われ
ました。建設省(当時）では、産官
学の協力による「シビックデザイ
ン導入手法研究委員会」を発足さ
せ社会資本整備の中心的役割を担
う公共土木施設のシビックデザイ
ンを導入する方策について検討を
行い、シビックデザイン導入推進
のための提言を取りまとめていま
す。 
この「シビックデザイン」とは、

国土と都市の基盤形成を担う公共
土木施設のデザインであるとし、
次のような考え方を基本としてい
ます。 
シビックデザインの定義は「地

域の歴史・文化と生態系に配慮し
た、使いやすく美しい公共土木施
設の計画・設計」であり、シビッ
クデザインは公共施設を対象とす
るものであることから、それが備
えるべき要件は、永続性、公共性、
環境性の３要素といわれ、他のデ
ザインの概念との比較を明確にし
なければならないとうたっていま
す。 
このように、公共施設のデザイ

ンの基本については、この議論の
中で十分に語られています。 
「風景デザイン」は、ある意味、

これらの基本的なコンセプトを十
分に理解したうえで、視点を計画
すべき公共施設から景観を考える
のではなく、逆に、施設を取り巻
く風景から施設単体を見るという

ことなのかもしれません。 
これについては、九州工業大学

の仲間准教授が第１回のシンポジ
ウムで語られたメッセージ「コン
ストラクションからインスタレー
ション」がそのものだと思います。
以下に、仲間先生のメッセージの
概要をご紹介します。 
 
「公のチカラを集め風景のカタチ
へ」というタイトルで話をされた
九州工業大学工学部仲間准教授の
話です。 
 
『僕は九州に来てからというか、
大学の教員として来てもう12年た
ちました。「空間をつくる風景を生
み出す」というテーマで、この話
から僕はスタートして、５年、10
年後やっていきたいという気持ち
でいます。 
  建設工学はモノをつくりますか
ら、construction ですが、そうす
るとどうしてもモノの話になって
しまう。構造令でこれだけの容量
があって、どんな道路をつくるか
とか、橋で親柱をどんな形にする
か等、モノの属性を議論すること
になる。従って、スペックや基準
を満たしているかという話になる。
そうなってくると、次に、色はど
うする、化粧をどうする、という
話になっていきやすい。実際にそ
うなってきた歴史もある。 
  僕はこの construction という考
え を も う や め て 久 し く 、
installation にしましょうといっ
ています。インストールするとい
うことは、例えばソフトウエアを
インストールするとかのように、
もともとそこにある環境がないと
機能しないものです。モノを独立
して議論することができないので
す 。 つ ま り 、 公 共 施 設 を
installationするということで、対
象となる施設を地域にどうやって

組み込むかという発想でやってき
ました。例えば、人間には履歴書
というものがあるように、場所に
も必ず履歴書というのがある。そ
の履歴にそぐわないモノを持って
きたって組み込まれやしません。
モノの価値、モノの属性で風景の
価値を語るのではなくて、関係の
多彩さで風景の価値を語りましょ
うという話で、皆さんが人と接し
て、人を見ているのと同じように、
風景と接して、風景を見てほしい、
そういうことだと思います。 
  結局、モノをつくりながら、そ
この暮らしはどうなるかとか、何
を思い出してくれるかとか、その
場所で本物は一体何なのか、そこ
でとれる材料を使った職人さんの
生活文化というのが大事なんじゃ
ないのか・・。モノそのものじゃ
なくて、その場所でどんな関係が
たくさん持てるか、たくさんつく
れるかということが大事で、それ
が公共デザインで一番大事な目標
なんじゃないかと思います。どれ
だけ関係をつくっていけるかとい
うことです。 
  僕らは空間をつくって、その空
間の中で、どんな人間と環境の関
係が豊富になるか、その場所を通
じて人間同士の関係が豊富になる
かということを考えるべきなので
す。』 
 
4.風景デザインと地域づくり 
風景というものが自然と人間と

の営みのなかで生まれてくるもの
であることを踏まえ、研究会の先
生方は、風景デザインを行うとき
に、「場を読み解く」という表現で
説明されます。施設が整備される
ことになる場所あるいは空間の履
歴を理解・認識するだけでなく、
その場所が現在ある姿に至った経
緯やその地域特有の社会システム
のようなものを、表装的な理解の
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さらに先の深いところを捉えるこ
とが大切であるということだと考
えられます。 
しかし、このような地域固有の

現象については、よそ者である計
画者や設計者には十分に理解でき
ないところが当然あります。 
その課題を解決できる唯一の方

法は、地域の人々の参加による情
報収集や計画検討だと考えられま
す。 
住民参加や市民参加の公共事業

の手法は、すでに当然のこととい
われるように言われるようになり
ました。しかし、そこで意味する
ものは、住民のかたに計画者の立
てたプランを納得してもらうため
のプロセスとして採用しているこ
とも数多くあるように思えます。 
風景デザインを進めるにあたっ

ての市民参加・住民参加とは、説
得するための手段ではなく、その
地域の人でなければわからないそ
の場所の履歴や社会システムを聞
き出し、計画者が認識するための
場であり、これは、第２回シンポ
ジウムの特別講演で話をいただい
た中村良夫先生がおっしゃる「ロ
ーカル・ナッレジ（地域特有の情
報）」をいかに掘り起こし、計画者
の理解を深めるかという目的で必
要な手段として考えるものです。 
また、地域参加には、地域のコ

ミュニティの醸成という効果もあ
ると考えられます。公共事業に地
域が参加することで、自分たちの
かかわりのある中で地域づくりが
進んでいくという気持ちが、地域
への愛着や誇り、そして地域の
人々の間で連帯意識につながると
いうものです。これについては、
福岡大学の柴田准教授が同じく第
１回のシンポジウムで語られたメ
ッセージ「地域を育てる－風景と
いう力」で熱く語られています。
以下に、柴田先生のメッセージの

概要をご紹介します。 
  
「地域を育てる－風景という力」
で話をされた福岡大学工学部柴田
准教授の話です。 
 
『自分の専門領域を一言で申しま
すと、住民参加型の景観デザイン、
つまりコミュニティ・デザインと
いう言い方になります。コミュニ
ティ・デザインとは、対象空間の
設計、計画プロセスに住民を取り
込むことで、魅力ある空間形成の
みでなく、地域コミュニティの醸
成を図ろうとするデザイン方法論
と考えています。 
 昔は、空間や景観、空間設計の
専門家と呼ばれる人たちがチーム
で対象空間に対して完成に導いて
いたと思いますが、今は、ユーザ
ーである住民の意見を取り込んで
造り上げる。しかし、我が国の住
民参加というのは、この計画プロ
セスに住民の意見をどう反映させ
るかということばかりに意識が集
中し過ぎている。 
 実は、コミュニティ・デザイン
というのは、この対象空間を介し
て全然知らなかった住民同士にネ
ットワークを生み出させると、こ
ういうところまでやはり目標に置
いて住民参加のプログラムはつく
っていかなければならない。 
 それと、自分たちでつくったと
いう感覚がその対象とする空間へ
の愛着や関心を喚起させ、ポイ捨
てなんかはすぐなくなり、暮らし
ぶりが変化したりということがあ
ります。 
 コミュニティ・デザイナーが習
熟していなければいけない４つの
手法があります。 
まず、共同作業として、どうい

う目標を持って、個々のワークシ
ョップでどういうプログラムをつ
くっていくかというグループプロ

セスの手法について。 
 ２つ目に、ボランティアの組織
化とか、コミュニティを取り囲む
地域権力構造の把握・利用。例え
ば、意見を聞きたい人が、なかな
か意見を言ってくれないので、状
況を確認すると、実はオーナーが
すぐ横にいて話を言いにくかった
ということがありました。そうい
う権力構造みたいなものも把握し
て利用するという手法というか能
力について。 
 ３つ目は、明確なデザイン。デ
ザインの基礎的な理解から実際の
設計技術に、コミュニティ、住民
の意見を実際の空間にどう集約さ
せて統合させていくかというツー
ル・手法です。 
 ４番目に、明瞭なコミュニケー
ション。デザイン上の問題を、普
通の人が理解できる形に翻訳して、
考えられるように表現してあげよ
う。コミュニティに専門家として
の考えを知ってもらうことの重要
性は絶対に重要で、模型で自分た
ちの考えとかを住民の人にどうわ
かりやすく伝えられるかというこ
とが必要になってくるのです。』 
 
5.九州から発信する風景デザイン
の取り組み 
九州は、今、風景デザインある

いは景観デザインに関しては、き
わめて恵まれた状況にあると考え
られます。そのひとつに、その専
門の先生方がここ九州に多く結集
されていること。そして、もうひ
とつが、九州という風土がもつ、
優れた風景資産があるということ
です。 

 
これについては、九州大学の樋

口教授が同じく第１回のシンポジ
ウムで語られたメッセージ「美し
い風景は九州の誇るべき資産」で
熱く語られています。 

景観・空間設計の専門家
（デザイナー・プランナー）

設
計
・
計
画
プ
ロ
セ
ス

完成

住民
（ユーザー）

住民
（ユーザー）

住民
（ユーザー）

住民
（ユーザー）

空間への愛着や関心の喚起空間への愛着や関心の喚起

ネットワークネットワーク
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『九州に来て今年で８年目になる
んですけれども、土木という分野
にいる関係でいろんなところを見
て歩いて、特に土木構造物に目が
とまるわけですね。 
これは皆さんよくご存じで、竹田
にあります白水ダムです。これは
すごいなぁと。九州というのはも
ちろんこういうものもすごいし、
自然環境もすごい。おまけに歴史
も、邪馬台国が九州にあったのか
近畿にあったのかもめていますけ
ど、私はぜひ九州にあったことに
なってほしいと思うんですけど、
すごくいいところがいっぱいある。 
 ところが、土木屋として目を向
ける対象物の数としては圧倒的に
こういうのが多いのが今の状況で、
こんな風景ですよね。まちの中も
こんな感じのところがどこへ行っ
てもある。それで、九州に限らず
日本中こんな感じで非常に悲しく
なってしまうわけです。 
それで、それを何とかしたいとい
うことで、平成 11年からいろいろ
やってきています。私の取り組み
方の基本姿勢は「みんなでやろう」
ということで、僕はできるだけ業
者の人、施工する人、図面を引く
コンサルさん、それからうちのス
タッフの連中と、市民の皆さんの
声を受けて、ああでもない、こう
でもないをやります。ひたすら模
型をつくって、自分の腕を磨きつ
つ世の中を勉強する。 
 要は土木屋さんが、例えばダム
を末永く人々の役に立つように想
いを込めてつくりましたというこ
とだろうと思います。私は土木屋
ですので、そういう想いを今の時
代に合う形でつくるものに込めて
仕事をしたいなと。それも自分で
やるんじゃなくて、先ほどお話し
したような、そこに住んでいらっ
しゃる方とか、仕事をされている

行政の方とか、いろんな人と一緒
にやりたいなと思ってやっていま
す。 
  環境王国九州を九州人の知恵と
努力で百年かけてこつこつと創っ
ていく、その道のりを示し、先頭
を走るのが我々の仕事だろうとい
うふうな理解で、体育会系のノリ
でうちの研究室はやらせていただ
いております。』 
 
 
また、最近、九州に赴任された熊
本大学田中准教授は、ふるさと京
都の話を話題とし、次のようなメ
ッセージを語られました。「地域の
風土を学ぶ、作る、育てる」をテ
ーマに熊本大学大学院田中准教授
の話です。 
 
『修学旅行とかで京都へ行かれる
と、土木の人だったら結構知って
いると思うんですけれども、南禅
寺に琵琶湖疏水の水路橋がありま
すが、僕はおばあちゃんのうちが
このすぐそばで、きれいな橋やな
と思いました。でも、この上を流
れている水が、実は僕らが生活し
ている京都の人の飲み水になって
いると、いろいろと知るようにな
って、そういうところから私の風
景デザインが始まっています。 
 私たちの生活を支えているイン
フラを整備する仕事というのは、
みなさん、美しいものをつくりた
いと思っておられると思うんです。
それは何も今に始まったことでは
なくて、昔からこういうふうに考
えておられて、こういうのがつく
れると美しい風景もできる。 
 昔の人はこういう美しい風景を
守るために、治水とか、生活とか、
いろんなことを考えてそういう水
辺をつくっていたんだなというこ
とがわかって、美しさもひとしお
という感じで、土木の歴史を学ぶ

ことは、いかにデザインにつなが
っているかということをいろいろ
と勉強してきました。 
  ちゃんとした技術、防災とか、
治水とか、そういったものに裏づ
けられたアメニティというのをど
うやって享受してきたかというと
きに、これは本来は建築的な空間
かもしれませんけれども、こうい
う遣り水の文化みたいなものも、
琵琶矛疏水を守っていたと。 
 使う側の作法というか、そうい
うソフトも合わせて継承されてき
ている。だから、風景といったと
きの場合に、必ずしもモノだけじ
ゃなくて、そういう人の心という
か、そういったものも含めてデザ
インしてきたんだなということが
よくわかりました。』 
  
 
6.風景デザインという仕事 
風景デザインという概念がしっ

かりと九州に根付くには、大学の
先生方が学生さんを教育したり、
風景デザインに関する研究を進め
られることとあわせて、当然、公
共事業に関わる技術者が、その考
え方を理解し、必要な技術力や表
現力を身につけねばなりません。
特に、市民参加を基本としつつ計
画を練っていくためには、地域に
飛び出し、市民方々から信頼され
る技術者とならねばなりません。
ひとりで黙々と仕事を進める従来
の技術者像とは違った姿がここに
はあります。 
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この風景デザインを仕事とする
ことについては、熊本大学星野准
教授が、「風景をデザインする仕
事」というテーマで話をされまし
た。 
 
『「みえてはいるが、誰もみていな
いものをみえるようにするのが、
詩だ」。詩のある種の定義として詩
人が語っている言葉です。鷲田清
一という哲学者の本を読んだとき
に、この言葉はポエムの定義でも
あるけれども、哲学の定義でもあ
るんじゃないかという形で引用し
ていた言葉です。これを読んだと
きに、風景デザインというものの
定義にもなるのかなと、すごくい
い言葉だなと思って、自分のテー
マとしていきたいと思っています。 
 まちづくりに取り組んでいると
きに、地元の人ほど地元の風景を
知らない、風景のよさどころか、
地元の風景を見ていない、そうい
うことはあると思いますし、自分
たちも、じゃ、家のすぐそばの風
景をすぐにスケッチに起こせるか、
意外とやっぱり見ていない。つま
り、「みえてはいるが誰もみていな
いもの」というのが実は風景その
ものなのかなというふうに感じま
した。 
 さらに「みえてはいるが、誰も
みていない」というものを見える
ようにするとは、詩なり、作品な
り、空間づくりなりを通して、そ
れを利用する人であったり、詩を
読んだ人であったり、それとある
種の環境をつなぐメディアでしか
ない、つなぐ媒介でしかないとい
うところがいいなと。 
 それで、環境と人を結ぶインタ
ーフェースというものが風景なん
じゃないかと考えます。その仕組
みをよりよいものにするとか、使
いやすくするとか、つまり、人と
環境をつなぐ作業、それが風景デ

ザインではないかということを感
じています。』 
 
7.風景デザインは誰のため 
「 construction か ら 

installation へ」というテーマで語
られた仲間准教授は、同じ講演の
中で次のようにも語られました。 
 
『責任があるのはだれか、だれに
対して責任を持つかというと、今
の住民も大事なんだけど、未来の
住民だと考えます。未来の住民に
とってクラシックになるモノをき
ちんと残そうということです。今
の自分たちが欲しいものを与える
のではだめで、未来の住民が今の
時代を振り返ったときに、何が自
分たちのクラシックなのかという
ことを与えるのが風景デザインと
いうものではないのかなというふ
うに思っています。』 
 
風景デザインには、恐らく多く

の答えと多くのアプローチがある

のであり、決められた手法が確立

するテーマではないと考えられま

す。しかし、その理念を理解し、

デザインするという覚悟と、それ

に見合う情熱や自ら汗をかくこと

が必要であるということは共通の

姿勢ではないでしょうか。この風

景デザイン研究会の活動を通し、

あるいはこの会の設立を契機に、

先生方の熱い思いを多くの技術者

や関係者に伝えることができれば

と思います。 
 

8．風景デザイン確立のための課題 
民間企業として建設コンサルタ
ンツ協会からは、風景デザインに
対して、次のような意見が出され
ました。 
１）風景デザインの教育の場・実

践の場の確立 
小中学校はもとより、高校等で
も、デザインの教育というもの
はなされていない。ビオトープ
等の自然界の生物への現場教育
は、総合学習等の一環で始まっ
てはいるが、風景や街並み等の
視点での教育はなされていない。 

建設系学科でデザインを学んだ
学生の就職の場がない。 

デザインという職域が成立して
おらず、土木デザインの仕事で
実績を積んでも単発的な要請で
仕事を受けるような状況である。 

土木系の技術者は、デザイン関
連の基礎をしっかり学んだ経験
がない技術者がほとんどである。
コンサルタント自身も、デザイ
ン等についてしっかり学ぶべき。 

企業（コンサルタント）も技術
者も、デザインが重要との認識
はあるが、デザインで人材育成
しても飯が食えるのかという不
安があり、しっかりした取り組
みになっていない。 

 
問題提起 
デザインという技術で飯が食える
よう「デザインに関する職域」を
確立しなければ、風景デザインの
しっかりした技術者は育ってこな
い。しっかりした風景デザイン技
術者が育たなければ、いい風景は
生まれてこないし、いい風景を残
せない。 
 
２）「風景ﾃﾞｻﾞｲﾝ」の重要性の認識 
個別の景観デザインを包括する、
上位計画としての「風景に関す
るビジョン」のようなものがな
ければ、まとまりのある、よい
風景は生まれてこないのではな
いか。 

「風景デザイン」の必要性、重
要性を認識することが大切であ
る。 

みえてはいるが誰もみていないものを
みえるようにするのが，詩だ

長田弘 『アウシュビッツへの旅』
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「風景デザイン」とは、単なる
視覚的なデザインでなく、〈風〉
〈せせらぎの音〉〈木の香り〉等
の五感に働きかけるものである。 

良い風景とはどんなものか、意
識して考えた事がないのが実態
ではないか？いい風景というも
のを理解するためにも、「九州の
風景」のような写真集や、いい
風景の場所の紹介を行う情報提
供が必要でないか。また、その
ような風景に接する機会を積極
的に持つべきでないか。 

公共事業が再編される中で、江
戸時代には確かにあった日本人
本来のデザイン観、地域性を取
り戻す、時代の要請・転換期さ
らには需要があること。 

 
問題提起 
「九州の風景」、「心に残る風景」
等、「風景」というものを、広く市
民が認識し、理解するような仕掛
けが必要ではないか。その上で、
人々が望む風景のあり方のマスタ
ープランのようなものを策定する
ことが必要ではなかろうか。 
 
３）「いい風景デザイン」の判定基
準づくり 
心象的なものも絡むであろう
「いい風景デザイン」に対する
判断基準はどうするのか？ 

絵画のような目利きが見極める
ようなものなのか、客観的な評
価尺度のようなものがつくれる
のか？ また、誰が、そのよう
な判定をすべきなのか。 

 
問題提起 
きちんとした「風景デザイン技術
者」であることを認定するような
仕組みはできないものか（資格の
制度づくり（風景デザイナー1 級
等）、実績（GOOD 風景デザイン
賞受賞技術者等）等・） 

現在、風景デザイン研究会は、
会員数 100数名、賛助会員 15社、
協賛団体１団体で活動しています。
今後も、皆さんのご支援等により
積極的に情報提供・技術的支援を
実践し、九州の風景づくりに寄与
して行きたいと考えています。 
 

【以上】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
風景デザイン研究会運営ﾒﾝﾊﾞｰ 

 

風景デザイン研究会 学識者メンバー 

会 長  

小林一郎（熊本大学大学院教授） 

副会長  

島谷幸宏（九州大学大学院教授） 

 学識者幹事 

  樋口明彦（九州大学大学院准教授） 

  仲間浩一（九州工業大学准教授） 

  柴田久（福岡大学工学部准教授） 

  田中尚人（熊本大学大学院准教授） 

  星野祐司（熊本大学大学院准教授） 

高尾忠志（九州大学院学術研究員） 

石橋知也（福岡大学工学部助手） 

 
風景デザイン研究会 JCCA ﾒﾝﾊﾞｰ 
矢ヶ部輝明（㈱建設技術研究所） 
波木健一（㈱福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
木寺佐和記（西日本技術開発㈱） 
和泉大作（㈱建設技術研究所） 
結城  （㈱福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
前田秀樹（西日本技術開発㈱） 
 

以上 
 
 

＊ 役職等は、2007年当時のものです 
＊ 網掛けの部分は、先生方の作文です 
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