2018 神戸大会／2019 福岡大会／2019 記念大会

アジア景観デザイン学会は、九州景観材料研究会を母体と
して 2004 年に発足しました。都市、農村等地域の優れた景
観形成のためのデザインの研究・開発・改良・発展に寄与す
ることを使命とし以下の７つの目的を掲げています。
(1) 景観に関する研究を振興する。
(2) 景観の発展を目指す方法を提案する。
(3) アジアの景観の魅力を認識し、構造化をはかる。
(4) アジアの感性に適合した景観づくりの方法を示す。
(5) 景観改善にかかわる事業を促進する。
(6) 景観の向上を目指す行政の事業を支援する。
(7) アジアの関係機関及び専門家との交流を行う。
具体的には、以下のような活動を行っています。
・景観デザインに関する研究会の開催
・機関紙･論文集等による研究成果･情報資料の刊行
・講演会･見学会の開催
・内外の景観関連団体その他関係機関との交流
・目的に対して優れた貢献をした団体、個人の表彰
・その他、本会の目的達成に必要な事業
これまでの欧米主体の景観誘導に対して、アジアならでは
の評価基準や誘導方法があるのではないか、という課題を設
定し、様々な取り組みを続けています。日本、中国、韓国等
で研究大会を開催してきており、それぞれの国でも景観に関
する取り組みが始まり交流も盛んになっています。また、国
連ハビタット、中国人居環境協会、福岡アジア都市研究所と
協同で 2010 年に「アジア都市景観賞」を創設し、活動の輪
が広がっています。産官学の連携によって、行政や企業が多
く参加する実践的でユニークな学会です。

【アジア景観デザイン学会の活動】
2019年11月29日
2019年7月27日
2018年11月2日
2018年6月15日
2017年10月27日
2017年6月10日
2016年10月29日
2016年6月4日
2015年11月28日
2015年6月6日
2014年11月29日
2014年 6月28日
2013年11月22日
2013年 6月21日
2013年 1月11日
2012年 6月22日
2012年 2月10日
2011年 7月28日
2010年 9月21日
2010年 6月24日
2009年10月11日
2009年 7月19日
2008年11月21日
2008年 6月20日
2007年11月30日
2007年 5月18日
2006年10月4日
2006年 7月1日
2005年11月1日
2005年 7月1日
2004年12月1日
2004年 7月16日

アジア都市景観賞10周年記念大会（九州大学伊都地区）
福岡大会（福岡女子大学）
福岡大会（九州大学伊都地区）
神戸大会（神戸芸術工科大学）
韓国唐津大会（唐津市庁舎）
福岡大会(アクア博多)
中国銀川大会（銀川国際交流センター）
佐賀大会（佐賀市交流センター）
中国青島大会（青島市）
福岡大会(アクア博多)
台北大会(中国文化大学)
長崎大会(長崎ブリックホール)
倉敷大会(倉敷公民館)
福岡大会(電気ビル共創館)
ソウル大会(ソウル市城北区庁舎)
熊本大会(桜の馬場城彩苑)
広島大会(広島平和記念資料館)
福岡大会(JR博多シティ)
アジア都市景観賞創設 (国連ハビタット、中国人居環境協会、
福岡アジア都市研究所との共同主催)
上海大会(同済大学)
釜山大会(BEXCO), 釜山国際建築文化祭共催
福岡大会(九州大学伊都地区)
京都大会(キャンパスプラザ京都)
札幌大会(北海道大学)
広州大会(曁南大学), 広州国際デザインウィーク共催
東京大会(コトブキショールーム／東京ミッドタウン)
福岡大会(福岡市役所)
福岡大会(九州産業大学)
ソウル大会(景園大学校)
福岡大会(九州大学大橋地区)
福岡大会(アクロス福岡)
発起人大会(福岡合同庁舎)

【組織構成】
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江里口敬弘
本吉宣一

【アジア景観デザイン学会の表彰・認証制度】
1.アジア都市景観賞
2010 年に国連ハビタット、中国人居環境協会、福岡アジア
都市研究所との共同主催により発足した景観に関する国際
賞。アジアの景観の魅力を発見し、独自の考え方を構築する
ことを目的とする。毎年、アジアの景観をリードする都市や
プロジェクトを表彰している。
2.アジア景観デザイン学会賞
都市、農村等地域の優れた景観形成のためのデザインの研
究・開発・改良・発展に寄与するために、優れた研究、業績
に対して、次の各賞を制定し、個人もしくは団体に対し授賞
する。
(1) 大賞
(2) 景観作品賞
(3) 景観研究賞
(4) 功労賞
(5) 特別賞
3.景観材料に関する認証制度
景観の質を向上させることを目的として、優れた景観材料
を認証する。
(1) 認証の対象
景観材料（環境の一部を構成する要素等）
。
例）橋の高欄、歩車道分離柵、照明灯、舗装材料、
路肩境界、避難誘導灯、標識、公共サイン、道路附属設備、
水利設備、配電設備、緑化関連設、建築エクステリア用品
等、防災に備えた設備、省エネ関連設備、その他景観づく

りに寄与する材料等。
(2) 評価の基準
・景観に適合していること。
・機能を満足させつつ美しさに配慮していること。
・従来の品質を凌駕し、今後の景観づくりの優れたれた前例
となること。
【会員種別と会費】
正 会 員 8,000 円／年
学生会員
5,000 円／年
法人会員 20,000 円／年
法人会員に所属する個人は、４名まで１口 5,000 円／年
で正会員登録をすることができます。このほか、賛助会
員、国際会員、名誉会員、永年会員の制度があります。
振 込 先：福岡銀行博多駅東支店
口座番号：普通 2058496
預金名義：アジア景観デザイン学会代表

坂井猛

【入会申し込み・お問い合わせ】
入会申し込み連絡事項にご記入の上、FAX または Email
で学会事務局にお申し込みください。
アジア景観デザイン学会事務局
日本乾溜工業㈱ 本吉宣一
〒812-0054 福岡市東区馬出 1 丁目 11 番 11 号
E-mail：motoyoshi@kanryu.co.jp

【入会申し込み連絡事項】
アジア景観デザイン学会への入会を申し込みます。

入会希望種別：

□正会員

□学生会員

個人名または法人名／ふりがな：
／
個人の場合：所属・役職等：

法人の場合：担当者名・所属：

住所：〒

TEL：

FAX：

Email：
＠

□法人会員

