
1．研究概要

1.1　研究の目的

　都内では依然として，木造住宅が密集する劣悪な住環

境を保有する密集市街地が取り残されている。切迫する

首都直下地震により想定される被害は大きく，被災後の

復興の問題も大きい。その被害を少しでも減らし，被災

した時にスムーズな復興を可能とするため，近年では「事

前復興まちづくり
注 1）

」の必要性が求められている。

　密集市街地の住環境改善のための一つの方法として共

同建て替えがあげられるが，接道条件の違いや土地と建

物の権利関係の状況の違いによる建物更新の差異，不正

形な宅地や利便性が低い敷地では民間の建替え事業も成

立しにくい等，様々な要因がその実現を阻んでいる。こ

れまで密集事業を進めてきた地区では，共同建替えのた

めの補助メニューが用意されていたにもかかわらず，大

きな実績が上がらないまま各地区が事業の終了をむかえ

ている。一方で，昨今，都内では不燃化プロジェクトが

推進されており，延焼遮断帯としての都市計画道路の整

備が進められているが，依然としてアンコには大きな被

害が想定される場所がまだら状に散在している。

　密集市街地における住環境の改善が進まない理由の 1

つとして，行政や地域住民の間で，共同建て替え等の建

て替えと，道路整備等の基盤整備をセットにした将来の

目標空間イメージの合意ができていないことがあげられ

る。これまで，筆者らは事前復興まちづくりにおける模

型を使ったワークショップによる目標空間イメージの合

意形成について研究を進めてきた
文 1）

。また，古賀らに

より CG を活用した三次元表現による空間イメージ共有
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の改善に関する研究が行われている
文 2）。

さらに，辛島ら

は，三次元表現と連動させて，GIS を活用した防災性能

評価システムの開発
文 3）

を行っている。

　本研究では，以上の既往研究を踏まえ，模型・CG・

GIS などの最先端のツールを駆使し，行政・大学・住民

で検討してきたまちづくりの計画情報を蓄積し，それを

活用して密集市街地の住環境の改善のための実効性の高

い計画策定を可能にする「事前復興 GIS データベース（以

下 DB）」を開発し，その有用性を検証することを目的と

する。

1.2　研究の構成

① DB 蓄積のためのアーキタイプ
注 2）

の評価指標の検討

木造密集市街地における過去の共同建て替えの事例

の計画情報を GIS データに整理し，これらを計画策定に

おいて参考となるアーキタイプとして検索できる DB の

試作版を作成する。他地区で共同建て替えなどによる住

環境改善のための計画を検討する際にこの DB を活用し，

類似の計画条件（敷地形状，権利関係等）の実績を参考

にすることが可能になる。（２章）

②共同建替や耐震診断等の計画情報の GIS への蓄積

新宿区における復興模擬訓練
注 3）

で作成してきたアー

キタイプの計画情報やワークショップの成果物や，地区

の防災や耐震等の情報等紙媒体やデータでこれまで共有

されてきたものを GIS によって地図情報と関連付けるこ

とにより情報を蓄積させ，事前復興まちづくりを進める

上での基礎的 DB を作成する。（２章）

③ DB の活用実験とその効果の検証

DB を使用したワークショップ（以下，WS）を行い，

その効果と活用の可能性について検証する。３章では

DB に蓄積されている二次元で表現された事前復興アー

キタイプ計画を議論の材料とし，これまでの議論で挙が

ってきた地域の課題に対してどのような整備計画が考え

られるか検討する WS を行い，計画情報を基にした議論

による合意形成の効果を検証した。４章では DB の情報

を基に作成した事前復興アーキタイプ計画を三次元空間

上で確認しながら，密集市街地の住環境の改善に寄与す

るまちのルールの検討を行い，DB 情報を基に三次元シ

ミュレーションを行うことによる事前復興まちづくり計

画検討の際の効果を検証した。

1.3　研究対象地の概要

　東京都新宿区戸塚地区での協働復興模擬訓練から始め

られた事前復興まちづくりの経緯について表 1-1 にて示

した。戸塚地区は 2010 年度より地域協働復興模擬訓練

をスタートし，デザインゲームによる建替え案の検討

や，ソフト面の連携体制を検討する復興支援ネットワー

クの形成などハード面・ソフト面ともに継続活動がなさ

れてきた。

2．事前復興 GIS-DB の開発

2.1　DB システムの概要および作成手順

　本 DB は図 2-1 に示したフローで作成される。

　まずは GIS のデータにするために，これまでの成果物

をポイント（点）・ライン（線）・ポリゴン（面）の３種

類の表現方法に分類し，それぞれデータを作成する。次

に，作成したデータを Esri 社の Arc GIS Online( 組織

向けプラン ) にアップロードする。その後アップされ

たデータを項目ごとに用途に応じて選択してマップ
注 4)

を Arc GIS Online 上で作成する。その際，作成された

マップは ID とパスワード付きで公開か，もしくはセキ

ュリティ情報不要で公開するなど公開範囲をコントロー

ルする。

2.2　DB の内容

　本 DB に蓄積した情報について図 2-2 に示した。

まず，木造密集市街地の整備事例として京島・根岸での

建替え実積とその周辺状況を見学し，それらの実積の計

図 1-1　研究のフロー

表 1-1　戸塚地区事前復興まちづくりの経緯
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画データを用いて，事業名称，用途地域，用途，建設年

度，敷地面積，延床面積，建蔽率，建築面積，計画情報，

現場写真を「0. 建て替え事例アーキタイプ」に蓄積した。

また，共同建て替えの事例から空間整備のタイプを整理

し DB に蓄積した
文 3)

。（図 2-3）

　次に，2010 年の協働復興模擬訓練において話し合わ

れた，地域の課題（狭小路・危ないブロック塀等）と資

源（駐車場等の空地・地域コミュニティの中心施設等）

が「4. まちあるき意見」に，震災直後から復興までと，

震災以前の各時期における復興に向けたアイディアが

「5. 旗差しゲーム意見」に蓄積した。また模擬訓練の最

終回において，訓練成果を基に学生が作成した事前復興

まちづくり計画案が住民に提案されたものが「1.WS で

の成果としての計画案」に蓄積した。「6. 旧耐震建築物
注 5)

」「7. 延焼シミュレーション
注 6)

」を基に延焼被害が出

た所を「火災」とし，延焼はしなくとも旧耐震建築物は

「全壊」とし，「8. 仮想被害状況」を作成した。WS では

これらの情報を基に計画案を作成した。そして，WS で

提示した再建案を「2. 事前復興アーキタイプ」に蓄積し，

一町会全体にアーキタイプを連鎖させた計画を「3. ア

ーキタイプを用いて整備された街区計画」として，蓄積

した。その一例を図 2-4 に示した。

図 2-1　データベースの作成方法 図 2-2　データベースの内容構成図

図 2-3　共同建て替え事例の空間整備のタイプ
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3．DB に蓄積された二次元情報を利用した計画支援ツー

ルとしての活用の可能性

3.1　DB 上の事前復興アーキタイプを活用した整備計画

検討 WS

　WS では，事前復興まちづくりにおいて DB 活用可能性

が確認されるか，これまでの建て替え実績の事例を基に

検討するパターンを事前に準備し，WS に参加した住民

が比較し議論することで，住民にとって好ましい部分と

周囲の検討を行い，全体としての計画を作成するという

観点から，計画作成支援ツールとしての検証を行った。

WS の内容は図 3-1 の通りである。参加者は戸塚地区の

住民の代表者４名と新宿区戸塚出張所の職員２名の計７

名で行った。WS では参加者が二人一組になって iPad と

パソコンを用意し，操作説明のための学生スタッフが一

人ずつ付いた。WS では DB に蓄積された既存の整備イメ

ージを，実際の敷地において iPad で閲覧し，周辺の状

況なども含めてどの整備イメージが適切であるかを中心

に議論した。

3.1.1　避難路，広場のデザイン検討

　まず避難路と広場のデザイン検討に際して，「0. 建て

替え事例アーキタイプ」のデータを活用して，３パター

ンのイメージを提示した。（図 3-1-1）広場の検討にあ

たり，現地で現場を確認した際に，「地形差を解消して

図 3-1　整備計画検討 WS の流れ

図 3-1-1　検討した広場と避難路のイメージ

図 2-4　データベースの入力例
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作られるものにするべき」，「周辺の状況を見て，敷地か

ら道路を挟んだ反対側にある方が良い」，「菜園は周辺住

民へのメリットが少なく，地域に開けた防災広場が必要

だ」，「ベンチがあると問題が起きる可能性がある」など

の意見があった。

　また，避難路の検討では，過去の提案で諏訪公園へ抜

ける避難路が計画されていたが，現地で諏訪公園との間

の大きな崖を確認し，「バリアフリーな避難路を通すよ

り，敷地西側の道路へ逃げる道を作る方が利用しやす

い」という意見があった。

3.1.2　狭あい道路の整備方針検討

　狭あい道路のデザイン検討も同様に，「0. 建て替え事

例アーキタイプ」のデータを活用して，各３パターンの

イメージを提示した。（図 3-1-2）

検討箇所一つ目は車道の横道であり人の行き来は多く

なく，階段があるため車両の通行を考える必要はないの

で，災害時に人が安全に通れるだけの道幅にするだけで

よいということで，「① 4m の道路」にすることとした。

　また検討箇所二つ目では，幹線道路である諏訪通りへ

の車の通り抜けができないことを確認した上で，消防署

からこの場所まで消防車の最短経路を確保するためにも

拡幅が必要であるとされた。「③ 4m 道路＋緑地帯」のよ

うなゆとりある空間も検討されたが，「細かいことを考

えず今あるべき姿で」という意見があり，結果として「②

6m 道路」にすることとした。

3.1.3　街区単位の建て替えアーキタイプの確認・検討

　次に，仮想被害想定により再建の必要性がある街区

で，図 2-2 の空間整備のタイプを組み合わせて，街区単

位での建て替え案を３パターン（①大規模共同化②中庭

創出型③抜け道創出型）作成した。（図 3-1-3）

　街区１では，まず周辺にまとまったオープンスペース

が無いので「居住者以外も利用できる広場が必要」な

ことから計画案 1-2 中庭創出型が良いという意見があっ

た。計画案 1-3 抜け道創出型にも中庭があるが，こちら

はよりプライベートな空間となりデッドスペースとなり

うる懸念が示された。一方で，大きな被害が出るという

仮想の調査結果に基づくと「まとまった戸数が確保でき

る計画案 1-1 大規模共同化にする必要があるのでは」と

いう意見があった。

　街区２では西側の細街路が細く屈曲しており「最低限

歩行者が通れるように道幅 2.5m は必要である」という

意見があった。計画 2-2 中庭創出型で防災倉庫を設けて

図 3-1-3　比較検討した街区単位の建て替えアーキタイプの３案

図 3-1-2　検討した狭あい道路整備のイメージ
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いることについて「この周辺にはスタンドパイプを置け

るところが無い」という情報があり，防災倉庫の必要性

が確認された。また，計画案 2-3 抜け道創出型は個別建

て替えによる整備であるが「4m 道路を通せばその分土

地が狭くなり密集市街地が形成されてしまう可能性があ

るため，個別建て替えのコントロールが必要である，し

かし強要はできない」という意見があった。付随して避

難路の考え方として「細かく曲がりくねっているよりも

避難時に分かりやすいようにまっすぐな街路が必要であ

る」という意見があった。

3.2　調査 WS 参加者へのヒアリング

　WS を終えた後，参加者７名を対象に事前復興まちづ

くりにおける DB の活用の可能性について，ヒアリング

調査を行った。結果は図 3-2 のとおりである。

「耐震化の広報や消火ポンプを置く場所の検討など，

住民自身でできることに活用できる」，「DB を活用する

ことでまちの現況を把握し今からできる」，といった普

段からの防災まちづくりの支援に役立つという意見が多

かった。また「これまでの検討の議論や計画案が DB に

蓄積されていることによって，復興時にゼロからのスタ

ートとならない」，など事前復興まちづくりに役立つと

いう意見が多かった。

　DB へのアイディアについてはそれぞれの立場から

様々な意見があった。「福祉施設の分布や空き家情報な

ど，行政と連携した DB の活用」，「事業段階で地権者に

DB 情報を公開して計画を支援する」，「共同建て替えな

どの事業化の段階の実用的 DB の使用」などのアイデア

があった。

　一方，DB の運用面でのメリットとデメリットについ

ての意見もあった。メリットとしては，「DB の情報公開

性からまちの情報について透明性が増し，それによって

地域住民がまちを俯瞰的に見て，各々が議論をすること

ができる」という意見があった。デメリットとしては「DB

が公開されると同時に，個人情報が公開されてしまい，

プライバシーの問題の可能性」が指摘された。また，「DB

を運用していくためには，利用者へのレクチャーを実施

することが必要であり，また高齢者から子供まで多世代

の人に理解して頂ける表現方法の工夫などが必要」とい

う意見があった。

図 3-2　WS 参加者へのヒアリング結果
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3.3　小結 

　DB に蓄積された情報を用いた WS の結果，以下の点で

DB の活用の可能性が明らかになった。

①共同建て替えなどの実績をもとに計画案を検討し，複

数案を提案することができる。

②情報端末を現場に持ち込み，その場で議論できる。

③議論して修正，更新した計画情報をその場で DB に蓄

積できることにより，検討を積み重ねることができる。

4．三次元シミュレーション機能による計画支援ツール

としての DB の役割

4.1　都市景観シミュレーションソフト City Engine を

用いた DB

　本章では作成した DB のデータを活用した３次元シミ

ュレーションの効果を検証する。City Engine
注 7)

の基本

的概要について図 4-1 に示した。City Engine は，Arc 

Map から取り込んだ，位置情報や階高，構造などの属性

情報を含んでいるポイント・ライン・ポリゴンデータに，

ルールを設定することによって即時的に 3D モデリング

を行うツールとなっている。モデリング生成後も変形ツ

ールを用いて手動で感覚的に変更することや属性情報で

ある階高や道路幅員などの数値を変更することができる

ため，検討内容に応じて建物や道路，街区などまちを自

在に変更することができる。

4.2　景観シミュレーションソフト City Engine を用い

た DB の実用性の検証

　DB に蓄積された計画情報を City Engine を用いて三次

元情報に変換し，密集市街地の住環境改善まちづくりを

行う際のまちのルール検討 WS およびアンケートを行っ

た。WS の内容は図 4-2 の通りである。参加者は戸塚地

区の住民代表者 5 名で行った。

4.2.1　事前復興アーキタイプの確認

　WS ではまず，これまで戸塚地域の事前復興まちづく

りの過程の中で作成された計画案の振り返りとして，前

章図 3-1-3 で示した再建案を，周辺地域全体に波及連鎖

した場合を City Engine 上で再現し，検討を行った。そ

れぞれの案で通りからのシークエンスや日影のシミュレ

ーションを確認したところ，「路地を通す案では通りが

狭すぎて自分が住んだら居心地が悪そう」「中庭を作る

案では中庭を日常，道路を非日常と生活空間の使い分け

図 4-1　City Engine の基本的概要
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ができそう」等，三次元化したことでより多様なイメー

ジに関する意見があった。

4.2.2　アーキタイプを用いた住環境改善計画の検討

　図 4-2 に示した３つの案について日影シミュレーショ

ン，避難ルート，塀と垣根，電柱電線，街路樹，街並み，

屋根，圧迫感，道路・歩道の広さ，それぞれの検討項目

について，参加者に比較して頂いた。塀と垣根の比較で

は，「垣根の方が災害時，特にお年寄りや障害者にとっ

て安全である」との意見があり，防災面の重要性が共有

された。また，「垣根のかわりに低い植え込みにすれば，

プライバシー上問題があるが，逆に隠れるところがない

ため，防犯上安全になるのではないか」との提案があっ

た。街路樹については「枝葉の分建物がセットバックし

ていないと街路樹を植えられない」など，三次元表現を

したことによるリアリティのある意見があった。また「落

ち葉の清掃から通り沿いの住民のコミュニケーションが

生まれる」といった話に展開した。道路幅の検討では，

道路・歩道幅の違うパターンを比較し，スケール感や防

災性を考慮するなかで，「図 4-3 の道路幅 6m に歩道 3m

の案が一番良い」という意見でまとまった。

　WS 終了後に，まちのルールのそれぞれの項目につい

図 4-2　景観シミュレーションソフトを活用した WS の内容

図 4-3　道路・歩道幅のパターン
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て，重要度を三段階評価でアンケート調査したところ，

図 4-4 の結果が得られた。

　最も重要度が高かったのは，道路 / 歩道の広さで，最

も低かったのが屋根と舗装だった。避難ルートと街路樹

は検討する必要がないという意見の人が二人，一方で重

要だと思う人が三人いた。塀と垣根，圧迫感，日影はそ

れぞれ検討する必要がないという意見の人が一人ずつだ

った。電柱電線，街並み・ファサード，緑地・公園はす

べての人が「重要だと思う」または「まあまあ重要だと

思う」という結果だった。

　さらに，DB と City Engine の有用性についてアンケー

トを行った。項目と結果については図4-5の通りである。

Q １の質問に対し５名が，とてもそう思うという回答で

あった。これは City Engine によりこれまでの図面や模

型を基に議論した際とは違う空間体験をすることが出来

たからだと考えられる。また Q ３では，計画づくりの過

程で過去の WS の成果などを示すことにより，これまで

の情報が蓄積された DB が役に立つという回答を得られ

た。その中でも特に，建て替えや道路拡幅など合意形成

が取りにくい防災まちづくりの現場において DB が役立

つことが Q ４の回答結果より明らかとなった。

4.3　専門家アンケートによる DB 有用性の評価

　DB の評価をまちづくりコンサルタントや建築設計事

務所に務める専門家７名
注 8)

にアンケート調査を行った。

アンケートは，DB の操作性やまちづくりの現場におい

て役に立つ基本的な機能について説明した後に，DB が

シミュレーター，合意形成ツール，アーカイブスとして

それぞれどのような長所・短所・可能性があるかについ

て回答をもらった。結果は表 4-1 のとおりである。

シミュレーターについては，建築単位と街区単位の検

討ができ，またその変更内容を瞬時に反映できる一方

で，看板など詳細の表現ができないことや，微妙な変化

に対応出来ないため，計画初期のデザイン方針の検討

や，まちづくりのシナリオのシミュレーションに活用可

能ではないかとの回答を得た。

　合意形成ツールについては，比較ビューアーを用いる

ことにより，計画案の違いがわかりやすいという一方

図 4-4　まちのルールの重要度 図 4-5　アンケート結果回答

表 4-1　専門家へのアンケート結果
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で，その場での操作が難しいことや既存の再現にも限界

があることから，計画の振り返りや，仮想街区での検討，

まちのイメージの検討に活用可能ではないかとの解答を

得た。

アーカイブスについては，三次元上に情報を蓄積でき

る一方で，文字が小さいことから，音声データを反映さ

せたり，その文字をビジュアル的に表現したりするよう

な提案が出た。さらに DB の情報別に選択・編集できる

と活用の幅が広がるのではないかという意見や，web や

まちづくりセンターでの公開による市民の意見共有や，

都市マスタープランの更新に活用可能ではないかとの解

答を得た。

4.4　小結

　以上より，DB に蓄積された情報と連動した三次元情

報 DB を用いて密集市街地の住環境改善まちづくりを行

った結果，以下の点で計画支援ツールとしての DB の役

割が見えてきた。

・二次元情報では確認できなかった事前復興計画を，ア

イレベルでのシークエンス確認することによって，将来

の事業化につながるスケール感の伴った議論を生むこと

ができた。

・これまでの事前復興まちづくりの中で議論されてきた

アーキタイプは防災を主目的とした計画であったが，実

際に三次元表現で確認することにより，日照や歩道空

間，建物の圧迫感など防災以外の住環境の改善に関する

議論を行うことができた。

・空間についての議論を瞬時にまちへ反映させ，画面上

でイメージを共有しながら検討できることにより，話し

合いのテーマが絞られ合意形成をより明確に行うことが

できた。

5．研究のまとめ

5.1　得られた知見

　本研究で開発した DB は，２章で示した通り情報を複

層的に蓄積し任意の情報を選択して公開出来る特性を持

ち，事前復興まちづくりにおいて住環境の改善のための

計画策定を行う際に，行政，住民および専門家にとって

①まちづくりのシミュレーション機能②まちづくりに対

する住民の合意形成機能③計画策定の際に参考とすべき

地域住民の意見のアーカイブ，以上３つの点で，まちづ

くり支援ツールとして有用であることが，３章における

二次元情報を活用した整備計画 WS とヒアリング，なら

びに４章の景観シミュレーションソフト City Engine を

用いた WS とアンケートの結果より明らかとなった。

5.2　今後の展望

　本研究では検証に至らなかった点として以下の点が挙

げられる。

①まちづくりの実践の場において，より実効性の高い計

画策定を行うために，今回開発した DB に蓄積した防災・

減災，住環境改善などの情報にとどまらず，権利関係，

高齢者や障害者の住まいなどの社会的情報など，DB に

蓄積する内容をさらに多様化させる必要がある。

②今回の研究対象である新宿区戸塚地区は，実践的に活

動を行うモデルケースとして捉えられるが，一方で，未

だ地域で DB の活用の準備が整っていないことから，本

研究では実験的な導入にとどまり，WS の回数や出席者

の数が少数となった。今後 DB を地域に導入するために

は，様々な主体に DB の活用可能性を聞くと同時に，検

討した結果を積み上げていくことで事前復興まちづくり

における DB が完成されていくと言える。本研究を踏ま

えて，異なる特徴のある市街地においても同様のケース

スタディを行い，都内や全国の密集市街地においても活

用可能なツールとして汎用性を高めることが求められ

る。

③ヒアリングやアンケートの結果から，DB を公開する

にあたって，操作性やセキュリティの観点で課題がある

という意見があった。将来的に DB を公開するに際の課

題として，専門家ではない一般の住民にとってもアクセ

シビリティの高い携帯アプリなどの開発が必要となる。
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＜注＞

注 1) 佐藤滋は「被災から復興へつなげるイメージを持ち，被

災後も連続的なまちづくりを進められるようまちづくりの体制

を整備し，具体的な計画づくりを進め，部分的にでも実行に移

すことが重要だ。」と述べており
文 5）

，これまで早稲田大学佐藤

滋研究室および都市・地域研究所では密集市街地の住環境整備

の事業評価および模型を使ったデザインゲームやシミュレーシ

ョンなどの事前復興まちづくりを進める合意形成の手法を研究

してきた。

注 2) 密集市街地では，建替え助成，容積や形態規制の緩和だ

けでは，地域住民や権利者の自立更新の動機付けにはならない。

将来の建替えの際に，どのような暮らしがしたいのか，どのよ

うな住まいに住みたいのか，多様な選択肢を用意することで，

目指すべき空間像や生活像を，その地域の主役である住民の中

で共有し，その更新時期を早めることが可能になる。このよう

に地区の将来の空間像と生活像をセットにした更新像を類型化

したモデルのことを筆者らはアーキタイプと呼んでいる。

注 3）東京都では阪神・淡路大震災の教訓から「復興市民組織
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育成事業」が実施され（H16-H18），新宿区では復興模擬訓練を

実施してきた。復興模擬訓練では，首都直下地震による被災を

想定し，住民，行政，専門家，大学が復興までのプロセスを確

認，課題を共有した上で，具体的な対策として事前復興まちづ

くりの検討を行う。新宿区では復興模擬訓練実施以後も，各地

区の課題に即した継続的な活動が行われており，復興模擬訓練

にはこうした事前復興まちづくりの流れを生むきっかけとして

の効果も期待されている。

注 4)Arc GIS で，ベースマップとして使用されている地図は，

インクリメント P 株式会社より提供されている 2013 年秋の情

報であり（2016年12月1日時点），ベースマップの複製に関して，

学術的な出版物への利用には米国 Esri 社への許可申請なしに，

無償で複製成果物を作成できるとされている
文 6)

。

注 5）旧耐震建築物のデータは，新宿区耐震補強推進協議会よ

り提供していただいた。その調査方法として昭和 56 年度の住

宅地図と調査時に発行されている住宅地図を比較して建物形状

が変化していないものをチェックした後，実際の建物の外観を

見て仕上げなどから年代を判断したものとなる。戸塚地区の調

査は平成 23 年に行われている。

注 6) 本研究で使用したソフトは愛媛大学防災情報研究センタ

ーが開発した火災延焼シミュレータを使用した。これは地図の

データを国土地理院発行の基盤地図情報を利用できるため，建

物の更新が多く行われている戸塚地区において最新のデータを

利用し，より実際の現況に近いデータでシミュレーションを行

うことを狙いとした。

注 7）本研究の WS の三次元の空間表現（CG）ツールとして，

City Engine を用いた。これは，ESRI ジャパン株式会社の商標

および登録商品である。

注 8）DB の評価を行うにあたって，筆者が主査をつとめる日本

建築学会建築教育委員会地域再生コミュニティ WG に所属する

まちづくりコンサルタントや建築設計事務所に務める専門家 7

名にヒアリングを行った。
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