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委員会

(1) 住宅供給システム小
委員会　 
(2) 自治体住宅政策小委
員会　 

(1) 住宅供給システム小
委員会　 
(2) 自治体住宅政策小委
員会　 

(1) 住宅供給システム小
委員会　 
(2) 自治体住宅政策小委
員会　
(3)「家族と居住」研究
小委員会 

(1) 住宅供給システム小
委員会　 
(2) 自治体住宅政策小委
員会　
(3)「家族と居住」研究
小委員会 

(1) 家族・高齢者と住居
に関する研究委員会 
(2) 大都市密集市街地の
再生に関する研究委員
会 
　　 

(1) 家族・高齢者と住居
に関する研究委員会 
(2) 大都市密集市街地の
再生に関する研究委員
会 
　 

(1) 家族・高齢者と住居
に関する研究委員会 
(2) 大都市密集市街地の
再生に関する研究委員
会    
(3) 住宅管理研究委員会    
(4) 復興団地コミュニテ
ィ調査研究会 

(1) 家族・高齢者と住居
に関する研究委員会 
(2) 大都市密集市街地の
再生に関する研究委員
会    
(3) 住宅管理研究委員会  

(1) 家族・高齢者と住居
に関する研究委員会 
(2) 大都市密集市街地の
再生に関する研究委員
会    
(3) 住宅管理研究委員会  

(1) 都心郊外共生委員会 
(2) 住宅団地のリノベ−
ション研究委員会 
(3) 工業化住宅史研究会 
(4) 大都市密集市街地の
再生に関する研究委員
会 
(5) 住宅政策委員会

(1) 都心郊外共生委員会 
(2) 住宅団地のリノベ−
ション研究委員会 
(3) 工業化住宅史研究会 
(4) 大都市密集市街地の
再生に関する研究委員
会 
(5) 住宅政策委員会

(1) 都心郊外共生委員会 
(2) 住宅団地リノベ委員
会 
(3) 工業化住宅史研究会 
(4) 日本の住宅産業の成
立と展開に関する研究

(1) 都心郊外共生委員会 
(2) 住宅団地のリノベ−
ション研究委員会 
(3) 日本の住宅産業の成
立と展開に関する研究

(1) 都心郊外共生委員会 
(2) 住宅団地のリノベ−
ション研究委員会

(1) 都心郊外共生委員会 
(2) 住宅団地リノベ委員
会 
(3) 住宅と福祉の連携研
究委員会

記念講演会

価値ある住宅建設研究 都市の成長を抑制すべ
きか 

阪神大震災からの復興
と
ー都市・住宅の課題ー 
　　

公営住宅法の改正をめ
ぐって 
　　

都市住宅学への提言
一規制緩和、震災復興
など最近の話題を踏ま
えてー 

南芦屋浜震災復興住宅
の試み
ープロセスからかかわ
ることー

文学史にみる家族と住
まい 
 

韓国の現代都市住宅と
住様式
−伝統的ライフスタイ
ルの変容について−

ノーマライゼーション
の理念と実際
−地域リハビリテーシ
ョンの実践から−

区分所有法の改正と課
題 
　　 

都市再生と密集市街地
整備 
 

関西の都心居住
―超高層住宅の可能性
と限界ー
 

住宅政策のパラダイム
シフト 
 

構造計算書偽装問題を
乗り越える、安全安心
いえづくりを語りあお
う

オールドコミュニティ
再生と交通

シンポジウム・
セミナー・報告会

〔第 1 回シンポジウム〕 
関西の都市居住を考え
る−民間賃貸住宅の新
展開
 

〔第 2 回シンポジウム〕 
女性をとりまく環境の
変化と住まい
 

〔第 3 回シンポジウム〕 
高齢化社会における住
まいの経済学 
　　

〔第 4 回シンポジウム〕 
住宅と健康
 

〔第 5 回シンポジウム〕 
ウォーターフロント開
発と住宅
 

〔第 6 回シンポジウム〕 
都心居住促進策につい
て
 

〔第 7 回シンポジウム〕 
これからの住宅政策に
おける住都公団の役割
と課題
−住宅・都市整備公団
の民営化論をめぐって
−

〔第 8 回シンポジウム〕 
定期借地権方式による
住宅供給を考える−関
西の実例を適して−
 

〔第 9 回シンポジウム〕 
家族と住居の相互牲を
巡って
 

〔第10回シンポジウム〕 
市場の中の住宅供給
−住宅宅地審議会答申
をうけて−

[ 調査報告会 ]
住宅復興に関する調査
報告

〔第11回シンポジウム〕 
住宅の検査制度と保険
制度
 

〔第12回シンポジウム〕 
新しい住まいのかたち
−コレクティブ・ハウ
ジングを考える− 
 

〔第 1 回シンポジウム〕 
密集市街地整備のこれ
までの到達点と " 密集
新法 " の展開 

〔第 2 回シンポジウム
十見学会〕 
震災復興の論点 PART1
復興プレハブ住宅群の
景観評価 
　　

〔第 3 回シンポジウム
十見学会〕　
シリーズ都市居住文化
を考える① 
奈良町の保存と再生
−今後のまちづくりの
課題ー 

〔第 4 回シンポジウム〕 
入口減少社会における
住宅需要動向を考える
− 21 世紀の居住像を
ふまえてー 
 

〔第 5 回シンポジウム
+ 見学会〕
シリーズ都市居住文化
を考える② 
平野郷 HOPE ゾーン地
区のこれからのまちづ
くりに向けて 

〔第 6 回シンポジウム〕
シリーズ「郊外」を考
える①

「郊外」の歴史と役割

〔第 7 回シンポジウム〕
シリーズ「郊外」を考
える② 
郊外文化と郊外のこれ
から 
　

〔第１回シンポジウム
＋見学会〕
シリーズ都市居住文化
を考える③ 
21 世紀のまちづくりﾌ
フロンティア・京都の
秘密をさぐる
 

〔第２回シンポジウム〕
シリーズ「郊外」を考
える③ 
21 世紀、われわれはど
こに住むのか
−都心回帰と郊外居住
の行方−

〔調査研究報告会〕 
災害復興住宅団地のｺﾐ
ｭﾆﾃｨ形成に関する調査
研究報告会
ー復興団地のコミュニ
ティ−　 

〔第 3 回シンポジウム
＋見学会〕　 
シリーズ都市居住文化
を考える④　
異人館のまち神戸北野
の生活文化
 

〔第 4 回シンポジウム〕
シリーズ「郊外」を考
える④
21 世紀、郊外居住に未
来はあるのか 
 

〔第 5 回シンポジウム〕 
少子高齢時代の家族と
住まい−新たな分析視
角の提起−
 

〔第１回フォーラム〕　 
密集フォーラム「都市
再生と密集市街地整備
の具体的イメージ」　

〔第１回都市住宅学セ
ミナー〕
①マンション管理最前

線
②高齢者居住を考える
③現代住宅考：建築家

の視点 

〔第 2 回都市住宅学セ
ミナー〕
今、マンションの建替
え・リニューアルを考
える
①株式会社方式による

マンションの共同建
替えの一事例

②マンション建替円滑
化法によるマンショ
ン建替え事例

③マンションの大規模
修繕実践例

〔第１回シンポジウム〕
だれのためのリノベー
ションなのか
−我々は大きな方向性
をどう共有していける
のかー

〔第 2 回シンポジウム〕
少子高齢化元年に考え
る
ー工業化住宅の展望ー

〔公開報告会〕
都心郊外関係の新しい
動き
−２１世紀関西の行方
をさぐるー

〔見学会・ワークショ
ップ〕
震災から 10 年の都市・
住宅を歩く
−被災地の復興と地域
づくり−

〔子どものための都市
住宅セミナ−〕 
親子で学ぶ住まいの学
校 
―体験！発見！　日本
の住まいの知恵と工夫
−
 

〔第 3 回シンポジウム〕
日本の住宅産業はどの
ように発展してきたか
−その特質と課題を考
える− 

〔研究セミナー〕
ストックを活用した住
宅困窮者支援のあり方
−日韓仏における住宅
タイプと支援課題ー

全国大会

〔大阪圏自治体住宅政
策ワークショップ〕
これからの都市・住宅
コンセプト
ー人・まち・環境にや
さしい都市・住宅ー

〔ワークショップ〕
自治体住宅政策の現状
と課題
−画一性から多様性
へー

〔ワークショップ〕
暮らしと住まいの再建
−阪神大震災での経験
をもとに−

〔シンポジウム〕
住宅まちづくりにおけ
る NPO の可能性
ー NPO の理想と現実
ー 

〔ワークショップ〕
バブルの崩壊と都市住
宅市場

 

〔ワークショップ〕
住環境と犯罪防止 

〔ワークショップ〕 
建築基準法の改正を受
けて
−住宅・まちづくり政
策に与える影響と効果
ー 
　　　　

〔ワークショップ〕 
郊外化の光と影
 

〔報告〕　 
家族・高齢者と住居に
関する研究会 

〔ワークショップ〕
住環境形成におけるコ
ミュニティ ･ ネットワ
ークの役割と可能性

〔見学会〕 
千里ニュータウンの課
題と再生
 

〔シンポジウム〕
大規模集合住宅団地の
再生−日本と韓国の比
較から− 
 

〔ワークショップ〕 
フローからストック社
会への転換
ー住宅管理の社会的支
援をワークするー 

〔パネルディスカッシ
ョン〕 
都市住宅の 10 年
−都市住宅学の到達点
と展望ー

〔ワークショップ〕 
まちと住宅の履歴書
−リフォーム型住宅市
場の形成に向けてー

〔パネルディスカッシ
ョン〕 
東海地方における地震
をめぐる動きと展望 
−阪神・淡路大震災の
教訓は果たして生かさ
れているのか− 
 

〔ワークショップ〕 
公営住宅の「施設化」
は回避できるか 

〔ワークショップ〕
　「団地再生の現状と
未来」その問題点と可
能性を探る 
　　 

〔現地見学会〕 
京都市の景観行政の現
在と町家の保存・再生

〔シンポジウム〕 
地域産材と住まいづく
り 

〔ワークショップ〕 
郊外住宅団地再生の第
二ステージ
−明舞団地アイデアコ
ンペが示すこと− 

〔日韓国際学術交流ワ
ークショップ〕 
高齢社会における福祉
と居住政策
―日韓の現状と課題ー

〔ワークショップ〕 
住宅と福祉の連携を考
える

その他

住宅復興間題研究部会
( 本部関連 ) 

阪神・淡路大震災住宅
復興問題研究部会研究
会 
 

「防災・復興コンベン
ション '95」への出展
(「仮設住宅マップ」の
展示 )

〔見学会〕 
淡路の住宅復興見学会
−北淡町・一宮町を訪
ねて 
 

〔見学会〕 
阪神大震災の復興をバ
ネに、未来を先取りし
た再建住居 
 

〔シンポジウム(本部関連)〕
住まい復興の集い
−持ち家が得か、借家
が得か− 

〔交流懇談会 ( 本部関連
)〕
韓国住居学会関西住宅
視察

〔委員会発足記念講演
会〕住宅団地のリノベ
ーション研究委員会発
足記念講演会

〔見学会〕 
兵庫県下の郊外ニュー
タウンの見学会
※ 「都心郊外の共生を
めざす大都市居住研究
委員会」企画
明舞団地、三木市緑ヶ
丘団地、“ 神戸三田 ”
国際公園都市 ( ﾌﾗﾜー ﾀｳﾝ
･ ｳｯﾃ゙ ｨｲﾀｳﾝ ･ ｶﾙﾁｬー ﾀｳﾝ )

〔第１回都市住宅学会
学生論文コンテスト〕 
※ 支部連携企画

〔韓国視察ツアー〕

〔第２回都市住宅学会
学生論文コンテスト〕
※ 関西・中部・中国四
国支部連携企画 

〔第３回都市住宅学会
学生論文コンテスト〕 
※ 関西・中部・中国四
国支部の合同開催

〔フランス住宅事情視
察ツアー〕

〔第 4 回都市住宅学会
学生論文コンテスト〕 
関西・中部・中国四国
支部の合同開催

〔カンボジアにおける
都市居住視察ツアー〕

都市住宅学登龍門

〔公〕職住共存のまち
づくりの推進 

〔民〕介護保険制度の
導入にともなう
住宅政策の課題

〔学〕阪神大震災によ
る被災分譲ﾏﾝｼｮﾝ
の建替えに関す
る研究−合意形
成プロセスと再
建マンションの
特性− 

〔公〕密集市街地整備
における行政関
与のあり方につ
いて

〔公〕市民参加のまち
づくりのための
自治体改革

〔民〕ひょうご 100 年
住宅の開発とそ
の後

〔学〕千里ニュータウ
ン計画除外地区
の住環境変化に
関する研究 

〔公〕公民協力で進め
るまちづくり—
大阪市 HOPE ゾ
ーン事業を通し
た経験より

〔学〕在宅要介護高齢
者の生活と住要
求に関する事例
研究 

〔公〕「まち研」と共に
歩む「住まいか
らまちづくり」

〔民〕ファイナンス面
からみた新たな
住宅開発整備手
法の展開

〔学〕生活単位の個人
化に対応した集
合住宅再生に関
する研究 

〔公〕「なら住まいカル
テ」について

〔民〕ポスト震災マン
ション建替え -
千里ニュータウ
ンの団地再生に
携わって

〔学〕イギリス住宅政
策の動向とハウ
ジングアソシエ
ーション 

〔公〕大阪市における
公民協働による
居住地魅力づく
りについて 

〔民〕コミュニティ・
ストック活用ま
ちづくり−公営・
改良住宅地域に
おける持続型居
住の挑戦 

〔学〕ドイツにおける
ホームレス問題
−政策対応の現
状と課題 

〔公〕神戸の「まちづ
くりワークショ
ップ」〜その系
譜と実践事例〜 

〔民〕新郊外都市「彩都」
の暮らしスタイ
ル 

〔学〕クルマに依存し
ない郊外生活の
可能性—箕面市
の場合

〔公〕２０年後の大阪
を魅力的にする
新しいまちづく
り』

〔民〕わが国における
市町村合併と地
方政府体系の効
率性

〔学〕人口減少社会と
郊外住宅地

〔公〕「住まいを選ぶ」
っていったい何
ですか？〜尼崎
市都市政策調査
研究事業から〜

〔民〕既存住宅市場の
現状分析〜持家
流通市場を取り
巻く動向〜

〔学〕都市・農村交流
による居住環境・
コミュニティへ
の効果 

15 年の活動一覧
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