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●　受賞
・「上海市大連路公共緑地」設計協議　奨励賞　中国・上海市　奨励賞

・「宮水庭園（醸造井戸周辺の庭園デザイン）」　兵庫県街並賞、西宮市景観賞

・Cita-Carta-Concorso-Convegno ナポリ国際都市計画コンペティション　「The Cell City」　入賞／ナポリ大学他
・国際デザインコンペティションー情報化都市　「市民塾の提案」　入賞３席／川崎市

●　環境デザイン・計画
・地区防災計画（新しい東北事業、岩手県大槌町）、復興庁

・「京都水族館、墨田水族館」　基本計画 ･ 設計、空間計画、展示計画、民間

・「BASE COM 試写室」   基本計画、実施設計施工監理　東京人形町

・「京都東寺野外能特設舞台」デザイン・美術監督：　民間、東寺　（京都市）

・「川崎市アートセンター（工房、アトリエ、劇場、映画館」基本設計、設備計画他、川崎市

・「シネマパラダイス（映画館）デザイン（文化交流空間としてのデザイン）」　設計施工監理、ランドスケープ、他　民間　（新潟県十日町市）

・「世界水フォーラム特別展示（水と文化の展示）」全体デザイン、展示パーツデザイン、コンテンツ制作　フランス政府、ユネスコ他　（京都、モロッコ）

・「宮水庭園（醸造井戸周辺の庭園デザイン）」　西宮商工会議所、兵庫県　（兵庫県西宮市）

・「風景のディスプレイ（環境とのコミュニケーション）」　シリーズ　（川崎市麻生区、宮前区）

・「醸造企業大型壁面レリーフ」　西灘地区民間酒造会社　（神戸市）

・「大学内店舗（木製ルーバーによる開放感豊かな空間）」　富山大学医学部生協店舗　（富山市）

・「診療所内装デザイン（ストレスフリーなデザイン）」：黒竜江省中医薬大学日本校　（東京都）

・過疎地活性化計画：埼玉県神泉村、富山県利賀村など

・街づくり計画、震災復興計画：埼玉県深谷市、渋谷区千駄ヶ谷、兵庫県西宮市、岩手県大槌町

・文化と情報の街づくり計画：川崎市麻生区、埼玉県川口市、埼玉件深谷市

●　環境ワークショップ
・地区防災計画の実践　岩手県大槌町

・「安全まちづくり（街を診る）」　江東区大島地区他　2 カ所

・「コミュニケーション学習」　兵庫県西宮市、渋谷区千駄ヶ谷、富山県利賀村他

・「酒蔵地帯震災復興ワークショップ」　兵庫県西宮市
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●講座、講演、シンポジウムへの参加

・防災減殺フォーラム　in  東京　／　関西大学東京センター　：　国土交通省、内閣府、関西大学

・新しい東北　 コンパクトな地域づくりを目指した地区防災計画＿岩手県大槌町をモデルとした実践　／　仙台サンプラザホテル　：　復興庁

・海の見えない漁村は安全か？　　　衆議院議員勉強会（衆議院議員会館）、大槌町議会全員協議会、大槌町民ワークショップ

・文化資源を生かしたまちづくり　    リレートーク 01 “人が動く , 芸が育つ , 街が活きる（人が街を創る  街が人を創る）”      

                                                                                              リレートーク 02 “風景は文化だ”　／　川口市ギャラリーアトリア　：　川口市

・人語る “時代を感じ、芸に表す”　：清水寛二＋岩崎敬　／　川崎市アートセンター　：　川崎市 NPO 法人カワサキアーツ

・美術が街に繰り出す “アート公民館で街を創る（不安な時代だから文化力）”　／　川口市ギャラリーアトリ　：　川口市

・ The Cell City for the Sustainable society 　中国科学技術国際会議　／　福州　：　中国政府科学技術部
・  Virtual  L'esprit de l'eau and it's PLATFORM  "AQUA VIEW for shareing the water condition"  
                                                                              : WORLD WATER FORUM_5 , Side Event of French session,　　    ISTANBUL Turky　：　フランス政府水局他

・「地球温暖化温暖化地獄がやってくる」自然科学とリベラルアーツを統合する会学術講演　／　東京大学本郷キャンパス　：　自然科学とリベラルアーツを統合する会　

・「都市が感染する」　自然科学とリベラルアーツを統合する会学術講演　／　東京大学本郷キャンパス　：　自然科学とリベラルアーツを統合する会

・「ハリケーンカトリーナが教えた 安全持続都市」　公衆衛生学会総会教育講演　／　富山市　：　公衆衛生学会総会

・"proposition of a sustainable and comprehensive museum, the spirit of water 2" WORLD WATER FORUM_4,UNESCO,  MEXICO CITY  ：  UNESCO
・「カトリーナ災害に学ぶ持続的都市の課題」　比較防災学ワークショップ　／　  神戸市　：　京都大学巨大災害研究センター

・「学際コミュニケーション論」　：　北陸先端科学技術大学院大学　講座 　：　北陸先端科学技術大学院大学 

・「ゴミとしての都市　から　知的生命としての都市へ」　：　北陸先端科学技術大学院大学　講座　：　北陸先端科学技術大学院大学 

・「機械時代の都市の死と知のネットワークとしての都市の発生ー知のネットワークで蘇る都市」　早稲田大学エクステンションセンター講座　：　早稲田大学

・「機械時代の都市の死と知のネットワークとしての都市の発生ー機械時代の都市の死」　早稲田大学エクステンションセンター講座　：　早稲田大学

・「あなたにとって、リサイクルは免罪符ではないですか？」埼玉県川口市社会教育講座　／　：　川口市

・「都市の死 その形態と今後」（財）国際高等研究所　都市安全学シンポジウム　／　神田学士会館　：　（財）国際高等研究所

・「機械時代の都市の死と知恵時代の都市」　富山大学公開講座　／　富山県利賀村　：　富山大学

・「廃校を問い、過疎を考え、未来をデザインする」　　　 juon network　廃校シンポジウム　基調講演　／　富山県利賀村　：　Juon Network

・"The Cell City-The Safe and Sustainable City of the 21st Century City"  simposium Water,The City and Urban-planning,   Paris ：  UNESCO  
・"Death of the Modern City"  ナポリ大学他　ナポリ国際ＴＶ会議　／　世界１６カ国ネットワーク　：　　ナポリ大学

・"The Cell City - The Safe and Enduring City for tha 21st Century City"    UN Conference on HUMAN SETTLEMENTS (HABITAT II University session)  / ISTANBUL Turky
・"The Cell City - Safety based on the Trans-Inspiration Network"   Preliminary Conference to the ONU Second World Conference　ナポリ - 東京 / テレビ会議  ：ナポリ大学

・"The Cell City-The Terrestrial Standard of the 21st Century"      International Conference on Urban Energy-Eficient Building -94   / 北京市国立図書館　：　中国政府建設部
・「安全学」（財）国際高等研究所　安全学シンポジウム　／　大阪市 MID シアター　：　（財）国際高等研究所

・「農村と都市の生活回廊」　川口市＋川口青年会議所　　江戸・川口・東京　タイムトライアングル（シンポジウム）　／　リリアメインホール　：　川口市

・「利賀に入る」北陸大学生協事業連合　利賀インターカレッジワークショップ　／　新利賀山房　： 富山県利賀村 , 北陸大学生協事業連合
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●委員

富山県舟橋村　　　　　　舟橋村健康構想外部評価委員

埼玉県川口市　　　　　　川口市立アートギャラリーアトリア　審議委員副委員長

神奈川県川崎市　　　　　仮称アートセンター整備協議会　副会長、および専門委員会　副委員長

農林水産省　　　　　　　新グリーンツーリズム推進健康デザイン研究会　　研究委員長

農林水産省　　　　　　　都市山村交流情報システム研究会　　研究委員長

農林水産省　　　　　　　新グリーンツーリズム推進研究会　　研究委員

神奈川県川崎市　　　　　川崎市芸術文化振興条例検討委員会　　委員長

神奈川県川崎市　　　　　芸術の街づくり　　専門委員

神奈川県川崎市　　　　　川崎市文化懇談会　　委員長

文部省　　　　　　　　　博物館の高度化情報化に関する研究会（電子博物館構想）　　研究委員

早稲田大学演劇博物館　　電子博物館構想　　研究委員

文部省　　　　　　　　　生涯学習大学システム研究会　　研究委員

文部省・社会教育研修所　マルティメディアネットワークと創造的な博物館研究　　研究委員

農林省　　　　　　　　　グリーンツーリズム推進研究会　　研究委員

（財）国際高等研究所　　 安全科学研究　　実行委員（都市安全学主査）

兵庫県・神戸市　　　　　標語百名所委員会（震災復興事業）

西宮商工会議所　　　　　西宮産業復興計画　　委員

通商産業省・埼玉県神泉村　　地方拠点都市整備　　計画委員

山梨県　　　　　　　　　県立総合博物館　　構想委員

日本建築学会　　　　　　安全計画小委員会　　委員



Kei Iwasaki environmental planning co.,ltd.    Jan. 2014

●執筆

" la résilience urbaine à l’épreuve par les  systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement: le cas de Tokyo"  

                                                                                                                                                                                                                                                                             Presses des Ponts , Paris　 /     13-05

「3.11 で確認できたこと “廃炉の現実と廃都の可能性 "　3.11 と私：東日本大震災で考えたこと」藤原書店 　/　12-08

「海の見えない漁村は安全か ( 巨大堤防建設計画の問題 )」 [ 環 ] ＃ 48「藤原書店　/　12-01

" L'ESPRIT DE L'EAU :  Au sujet d'exposition dans Kyoto"  Lettre n# 6 – (Projet)"   Académie de l’Eau　/　03-06

「知恵時代の生涯学習プログラムの意味：スマートコミュニティコアの提案 01/02」月刊社会教育 02-03　/　02-09

「巨大サーバと化した機械時代の都市とネットワーク化されたハッカーとしてのテロ、から学ぶこと　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　智場（国際大学グローバルコミュニケーションセンター）　/　02-01　

"LA CITTA NEL XXI SECOLO:CELL CITY, FROM THE CABLED CITY TO THE INFORMATIN CITY"  I.PI.GE.T. ITALY　/　 96

「ネットワークとミュージアムで２１世紀に向けた今、展開できること」　月刊社会教育　/　97-02

「サイバースペースにおける生涯学習コミュニティ　月刊社会教育　/　96-05

「創造的な博物館」　　　　　　　　　　　　　博物館研究　/　95-10

「阪神復興のための都市論」　　　　　　　　　VOICE   PHP 出版　/　95-7 

"Carta di Megaride 94"　　　　　　　　　　　I.PI.GE.T. ITALY　/　94

"the CELL CITY" 　　　　　　　　　　　　      　鹿島出版 ＳＤ　/　94-3　

「インスピレーションを与える情報を」　　　　月刊社会教育　/　94-02

「人間と環境の媒体／ Trans Inspiration Network」  月刊社会教育　/　94-04

「呼吸する街／呼吸公園がつくる 2015 の東京」　月刊廃棄物　/　93-01

「リサイクルは免罪符ではない」　　　　　　　月刊廃棄物　/　92-10
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●研究・調査

City of PARIS / Eau de Paris

             : STUDY OF THE SECURITY OF THE DRINKING WATER SUPPLY FOR THE CITY OF PARIS,  SEPIA CONSEILES との共同調査

富山県南砺市　：　生活環境と暮らしの調査「健康創作コミュニティ」　富山大学医学部との共同調査

文部科学省・科学研究費　：　ハリケーン「カトリーナ」による広域災害に対する社会対応に関する総合的な検討

文部科学省・科学研究費　：　創造性が持続する安全都市としての復興のための研究

トヨタ財団　：　創造的コミュニケーション体系を用いた文化の多様性の発見と蓄積と発信に関する研究

文部省科学研究費　：　都市の死に関する包括的な評価手法の研究

（財）国際高等研究所　：　安全学「都市安全学」

文部省科学研究費　：　創造的なコミュニティのためのコミュニケーションシステムの研究

国立教育会館社会教育研修所　：　博物館におけるマルチメディアネットワークに関する基礎的研究

通産省　：　技術突破型の国土開発の可能性に関する研究

通産省　：　情報化による都市機能の高度化に関する研究

通産省・テクノバ　：　将来の電気事業における情報通信の役割に関する研究


