17:10〜18:10

パネルディスカッション

野村 宜彦 氏

「スマートな都市づくり」

横浜市 温暖化対策統括本部長

1981年横浜市役所入庁。
下水道事業、
鉄道、都市計画に従事。市長のブレーンとしてトップマネジメント戦略立案に携わり、
秘書部長、
環境創造局副局長を歴任。
2012年より政策局共創推進室長として、
横浜の資源・技術を活用した公民連携による国際技術協力（「Y-PORT事業」
）を推進。
2014年4月から現職。
技術士
（上下水道部門）。

穴水 孝 氏

東京ガス 執行役員 営業イノベーションプロジェクト部長

島岡 厚一

氏

東芝

社会インフラシステム社

ソリューション＆サービス事業部

スマート社会の実現と超高齢社会を考える
IoTプラットフォーム統括部

参事

東芝 入社
東芝ソリューション株式会社 流通システム開発部 部長
東芝ソリューション株式会社 製造事業部 参事
東芝 コミュニティソリューション事業部 エネルギーソリューション開発部
横浜スマートシティプロジェクト プロジェクトマネージャー
2015年 現職
1982年
2000年
2012年
2013年

平田 潤一郎 氏

すてきナイスグループ

〜環境未来都市・横浜の挑戦〜
プログラム

2000年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程終了。同年アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）入社。2006年ナイス（現すてきナイス
グループ）入社。
現職として、すてきナイスグループ取締役、ナイス取締役常務執行役員、ナイスコンピュータシステム代表取締役社長、YOUテレビ代表取締役社長。このほか、
木と住まい研究協会専務理事、木構造建築研究所常務理事、かながわ健康・省エネ住宅推進協議会副会長、横浜市ケーブルテレビ協議会会長、川崎市ケーブル
テレビ協議会会長、神奈川県ケーブルテレビ協議会副会長などを務める。

1 21日（木）

会 期

2016年 月

会 場

はまぎんホール ヴィアマーレ

取締役

10：00〜18：20
（予定）
（開場9：30）

横浜市西区みなとみらい３-１-１ 横浜銀行本店ビル１F
コーディネーター

一色 正男 氏

神奈川工科大学 創造工学部 ホームエレクトロニクス開発学科 教授 スマートハウス研究センター所長

1956年東京都生まれ。1982年 東京工業大学理工学研究科修士卒業。1999年東京農工大学大学院工学府博士後期課程修了。
慶應義塾大学特任教授（2009年1月～2014年5月、2014年10月～2015年3月）、2012年より神奈川工科大学教授。
情報処理学会会員、
同CDS研究会幹事2010-2012。
機械学会会員、ECHONETコンソーシアム2008運営委員長、
現フェロー。W3C Site Manager 2009-2014。
経済産業省HEMSタスクフォース座長。HEMS認証支援センター長。

18:10〜18:20

閉会挨拶

野村 宜彦 氏

主

催

協

賛

日本経済新聞社

共

催

横浜市

後

援

内閣府、OECD

横浜市 温暖化対策統括本部長

MEMO

お問い合わせ

「社会イノベーションフォーラム横浜」事務局

TEL. 03-3958-5215
（10：00-18：00 土日・祝日を除く）

※本プログラムは、
「再入場券」
代わりとなります。休憩時間など、会場を出られる際は、お持ちくださいますようお願いいたします。

長島 弘和 氏

1月21日（木）プログラム
10:00〜10:１0

相鉄ホールディングス 経営戦略室 ブランド戦略担当 部長

1965年 神奈川県横浜市生まれ
1988年 慶應義塾大学法学部政治学科卒 相模鉄道 入社
20 01年 相模鉄道 開発事業本部地域開発部 課長
横浜市・茅ヶ崎市・綾瀬市・海老名市内の区画整理事業等都市開発に長く携わる

御挨拶

2015年 相鉄ホールディングス 経営戦略室ブランド戦略担当 部長
沿線開発の統括、
沿線活性化、
ブランド戦略立案・推進を担当

10:10〜10:40 「環境未来都市構想」
基調講演

和泉 洋人 氏

有友 フユミ 氏

内閣総理大臣補佐官

1976年建設省入省、内閣官房都市再生本部事務局次長、国土交通省大臣官房審議官、国土交通省住宅局長、内閣官房地域活性化統合事務局長、内閣官房参与（国家戦略担当）を経て、現在、内閣総理大臣
補佐官（国土強靭化及び復興等の社会資本整備、地域活性化並びに健康・医療に関する成長戦略担当）。住宅・建築・都市政策を専門とし、入省以来、住宅・建築・都市分野にかかる34件の法律改正・新法の
制定を担当した。慶應義塾大学先導研究センター特任教授、政策研究大学院大学客員教授及び東京大学教授を兼任。2001年度工学博士取得（東京大学）、2001年度都市住宅学会論文賞（「地区計画策定
による土地資産価値増大効果の分析」）、2004年度都市住宅学会及び不動産学会著作賞（「容積率緩和型都市計画論」単著 2002年1月 信山社）。所属する学会には都市住宅学会、不動産学会、法と経済学
会、地域活性学会がある。著書に、
「容積率緩和型都市計画論」
「サスティナブル建築と政策デザイン（共著）「
」CASBEE入門（共著）「
」実例に学ぶCASBEE（共著）「
」サスティナブル生命建築（共著）」など。

お互いさまねっと公田町団地

理事長

愛媛県生まれ 1970年10月横浜市民となる。
子育てをしながら幼稚園、
学校、
自治会など地域社会との関わりを続けてきました。
2008年7月1日民生委員・児童委員をうける。同時に
「お互いさまねっと公田町団地」の立上げに加わり現在にいたる。

コーディネーター

10:40〜11:10 「環境未来都市・横浜の挑戦」
基調講演

鈴木 伸哉 氏

小泉 雅生 氏

横浜市副市長

1978年 ４月 横浜市採用
2003年 ４月 都市経営局市長室調査等担当部長
2005年 ４月 まちづくり調整局土地利用・規制担当政策専任部長
2006年 ４月 都市整備局都市企画調整担当政策専任部長

2008年 ４月 都市整備局横浜駅周辺等担当理事
2010年 ４月 建築局長
2012年 ４月 横浜市副市長

首都大学東京 都市環境科学研究科建築学域 教授

1986年 東京大学大学院在学中にシーラカンスを共同設立
1988年 同大学院修士課程修了
20 01年 東京都立大学大学院助教授（現：首都大学東京）
2005年 小泉アトリエ設立
2010年 ～首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域教授、博士（工学）
□主な委員 地域総合整備財団 まちなか再生支援アドバイザリーボード

11:10〜11:40 「よこはまウォーキングポイント事業からみえる持続可能なまちづくりのヒント」
企業講演

矢尾 雅義 氏

凸版印刷 情報コミュニケーション事業本部 ビジネスイノベーション推進本部 ヘルスケア事業推進部 部長 ヘルスケアプロジェクト担当

凸版印刷に入社以来、主にプロモーション、コーポレートコミュニケーション、エディトリアル、
ダイレクトマーケティング領域において企画プロデュース業務を担当。
現在はヘルスケア領域を中心に社会課題をテーマとした事業開発に携わっている。

□主な作品と受賞歴
2004年「アシタノイエ」／第2回サステナブル住宅賞国土交通大臣賞受賞、日本建築学会作品選奨
2005年「戸田市立芦原小学校」／平成20年日本建築士会連合会賞奨励賞
2009年「千葉市美浜文化ホール・保健福祉センター」／第13回公共建築賞 優秀賞
2009年「象の鼻パーク/テラス」／第55回神奈川建築コンクール 優秀賞、第22回AACA賞 優秀賞
2 011年「LCCM住宅デモンストレーション棟」
2013年「宇城市立豊野小中学校」

14:30〜15:00 「みなとみらい2050に向けたスマートなまちづくり」
基調講演

1965年
1985年
1999年
20 01年

村上 周三 氏

建築環境・省エネルギー機構

理事長

東京大学工学部建築学科 卒業
東京大学生産技術研究所 教授
（～2001年）
デンマーク工科大学 客員教授
（～1999年）
慶應義塾大学理工学部 教授
（～2008年）

2003年 東京大学名誉教授
2003年 建築環境・省エネルギー機構 理事長
（現職）
2008年 建築研究所 理事長（～2012年）

11:40〜12:10 「都市交通のあり方と自動車の未来」
企業講演

2005年
2010年
2012年
2014 年

休

土井 三浩 氏
6月
4月
4月
4月

15:00〜15:30 「三菱地所が進めるまちづくり〜調和と絆が新たな価値を生み出す街〜」

日産自動車 総合研究所長 / アライアンスグローバルダイレクター

企業講演

技術企画部部長
商品企画室 セグメントチーフプロダクトスペシャリスト
RENAULT リサーチダイレクター
アライアンスグローバルダイレクター/総合研究所長

合場 直人 氏

三菱地所 代表取締役 専務執行役員

1977年 3月 小樽商科大学 卒業
1977年 4月 三菱地所 入社
1988年 4月 同社 横浜事業所
19 91年 10月 三菱地所ビルマネジメント横浜
1997年 5月 三菱地所 企画部副長

2004年
2005年
2007年
2008年
2010年

4月 同社
4月 同社
4月 同社
4月 同社
4月 同社

ビル事業本部ビル事業企画部長
ビル事業本部ビル管理部長
執行役員ビル開発企画部長
執行役員ビルアセット開発部長
常務執行役員

2013年 4月 同社 専務執行役員
2013年 6月 同社 代表取締役 専務執行役員
現在に至る

憩

MEMO

15:30〜16:00 「スマート社会におけるエネルギー事業者の取り組み」
企業講演

13:10〜14:20

パネルディスカッション

信時 正人 氏

「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」

2007年度 環境省「カーボン・オフセットのあり方検討会」委員
2010年度 国土交通省「環境共生型都市開発の海外展開に向けた研究会」委員
2 011年度 経済産業省「まちづくりと一体となった熱エネルギーの有効利用について」委員 など

2010年 1月 同 プロジェクト推進統括部長
2012年 4月 同 燃料電池事業推進部長
2015年 4月 現職

（仮）
16:00〜16:30 「スマート社会の実現に向けて」
企業講演

東京急行電鉄

都市創造本部

1961年 東京生まれ
1985年 東京急行電鉄入社
自由が丘駅、大井町線車掌研修
1986年 都市開発部門に配属

開発事業部

事業計画部

統括部長

1992年 東急総合研究所出向
1995年 東急電鉄復職
以降、都市開発事業の企画開発部門担当
商業開発、賃貸住宅ブランド立ち上げなど担当

都市再生機構

東日本賃貸住宅本部

小坂田 昌幸 氏

東芝

社会インフラシステム社

技師長

1986年 東芝入社
以来長らく電力系統の高電圧変電所設備の技術開発、
エンジニアリング業務に従事
2015年 現職
東急沿線のマーケティング、ブランディング
プロモーション、エリアマネジメントなどを担当
郊外住宅地再生事業の次世代郊外まちづくり
クリエイティブ・シティ・コンソーシアム等

神奈川エリア経営部・団地マネージャー

1986年東京理科大学理工学部建築学科卒業。建設会社に勤務後、1997年住宅・都市整備公団（現：都市再生機構）に勤務。集合住宅の設備計画・設計の基準作
成、
調査研究、既存ストックリニューアル及びルネッサンス事業などに従事。
2012年～神奈川地域支社 団地マネージャーに就任。
2014年4月から現職。
所属学会：日本建築学会、
空気調和・衛生工学会等。
受賞：2012年空気調和・衛生工学会第21回篠原記念賞。

2013年 1月 スマートコミュニティ事業統括部 統括技師長
2013年 10月 コミュニティ・ソリューション社 技師長
2015年 4月 社会インフラシステム社 技師長
（現職）

16:40〜17:10 「横浜市立大学における地域課題解決の取り組み」
大学講演

尾神 充倫 氏

東京ガス 執行役員 営業イノベーションプロジェクト部長

横浜市 環境未来都市推進担当理事

2007年 4月 横浜市都市経営局都市経営戦略担当理事
2009年 4月 横浜市地球温暖化対策事業本部長
2011年 5月 横浜市温暖化対策統括本部長
2012年 4月 横浜市温暖化対策統括本部 環境未来都市推進担当理事

東浦 亮典 氏

穴水 孝 氏

1985年 4月 東京ガス入社
2005年 4月 同 ホームサービス企画部 技術戦略グループマネージャー
2007年 4月 同 総合企画部 エネルギー・技術グループマネージャー

鈴木 伸治 氏

横浜市立大学 国際総合科学部 教授

1968年大阪生まれ。京都大学工学部建築学科卒業。東京大学大学院を修了後、東京大学助手、関東学院大学工学部助教授、横浜市立大学准教授を経て、2013年
より現職。専門は都市計画・都市デザイン・歴史的環境保全。神奈川県を中心に、歴史を活かしたまちづくり、景観まちづくり等を中心に研究活動を行っている。横浜
市立大学COC事業運営委員会委員長。
著作に
『創造性が都市を変える』
（編著、
学芸出版社、
2010年）
『都市の風景計画』
（共著、学芸出版社、2003年）
など。

※プログラム内容、時間は大きく変更する場合がございます。

