Munich, Germany

「ミュンヘンの展望」の公開協議（1995 年）
株式会社 都市構造研究センター/南部繁樹・中澤容子

1995 年
日 付
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テーマ
23 将来への適応の年
（記者会見）
14 ビジネス･ロケーションの展望
（記者会見）
15 新しい都市発展計画；ミュンヘンの展望（市議会
の決議）
22 ビジネス･ロケーションの展望
（公開協議）
12 社会的ミュンヘンの展望
（記者会見）
26 社会的ミュンヘンの展望
（公開協議）
29 広報活動のための新しい施設
（プラントレフのオープニング）
1 空間的発展の展望
（記者会見）
12 持続可能なモビリティの展望
（記者会見）
21 空間的発展の展望
（公開協議）
4 ミュンヘン地域の展望
（記者会見）
12 ミュンヘン地域の展望
（公開協議）
14 若者がミュンヘンを計画する
（公開協議）
2 統合的な近隣計画

5 バリアフリー住宅
（展示会オープニング）
26 連担都市の交通
26 ミュンヘン自治委員会へ対する都市発展計画の
プレゼンテーション
28-29 交通問題を一緒に解決する
（ワークショップ）
1 ミュンヘンの明日

構 成 者
ミュンヘン市長、都市開発担当者

場 所
ミュンヘン市役所

ミ ュ ン ヘ ン 市 長 、 都 市 開 発 担 当 ミュンヘン市役所
者、雇用･産業経営局
−
ミュンヘン市役所
都市計画･建築法規局

BMW リサーチ･センター

都市計画･建築法規局

ミュンヘン市役所

都市計画･建築法規局
都市計画･建築法規局

ルドウィッグ･マクシミリア
ン大学
プラントレフ

ミュンヘン市長、都市開発担当者

ミュンヘン市役所

都市開発担当者

プラントレフ

都市計画･建築法規局

テクニカル大学
大講義室
ミュンヘン市役所

都市計画･建築法規局
都市計画･建築法規局
都市計画･建築法規局
社会政策フォーラム
都市計画･建築法規局
建築家バイエルン会議所
SZ トランスポート議会
都市計画･建築法規局

BMW
都市計画･建築法規局
ルドウィッグ･マクシミリアン大学の
生徒
4 アジェンダ 21、ミュンヘンの展望における持続可 社会教育局
能性の優先事項 （アジェンダ･市民フォーラム）
都市計画･建築法規局
5 近隣計画とマネジメント
都市計画･建築法規局
（ワークショップ）

テクニカル大学
大講義室
ディスコ･テンプル
−
プラントレフ
ロビー
−
旧市役所、ミュンヘン
−
ルドウィッグ･マクシミリア
ン大学
ガシュタイク文化セン
ター
シュタット･ヴェルケ
（市有会社）

6 ミュンヘン南部発展のためのチャンスとリスク（公 社会教育局、市助役、
ミュンヘン南部
開協議）
都市計画･建築法規局
ディストリクト･センター
6-9 バイエルン･エコ
環境保全局、都市計画･建築法規 オリンピアホール
局、その他の局
9 都市構造と時間的要因

ISW
都市計画･建築法規局
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テクニカル大学、テオドー
ル･フィッシャー講義室
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11
11
11
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11
11
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テーマ

構 成 者

場 所

ダイゼンホッフェン町のカトリック教
会、都市計画･建築法規局
建築センター、
都市計画･建築法規局
成人教育局、ミュンヘン市助役
都市計画･建築法規局
ベルント・ホイヤー、
コミュニケーション GmbH
ブルダ出版社
文化局
成人教育局
都市計画･建築法規局
トウッツイングのプロテスタント･ア
カデミー
成人教育局、ミュンヘン市助役、
都市計画･建築法規局
成人教育局
都市計画･建築法規局
Kirchheim-Heimstetten SPD 支
局、都市計画･建築法規局
アーバン,リジョナル,ステイト、プラ
ンニングソサエティ
ミュンヘン教育協会、市助役
都市計画･建築法規局
AZ トランスポート･フォーラム、環
境保護局、都市計画･建築法規局

セント･バーソロミュー司
祭館、ダイゼンホッフェン
MOC

14 ミュンヘンのアジェンダ 21 とミュンヘンの展望 社会教育局
（No.3）‐2 つはどう適合するのか?
都市計画･建築法規局
15 ミュンヘン西部発展のチャンスとリスク
社会教育局、ミュンヘン市助役、
都市計画･建築法規局
15-17 不動産シンポジウムʻ95
ビジネスセンターインスティテュー
ト
20 EU 都市政策かヨーロッパ政策とのヨーロッパ都 都市計画･建築法規局
市
21 ミュンヘンのアジェンダ 21 とミュンヘンの展望 社会教育局
（No.4）‐2 つはどう適合するのか?
都市計画･建築法規局
21 タウン ＋ カントリー ＝ リージョン
ミュンヘン･ビジネス地域外の計画
協会
23 ミュンヘンにおける自家用車の展望
ミュンヘン市長
24 まちはクールな風潮 ?!
子供と若者のためのミュンヘンフ
ォーラム
27 多文化的なミュンヘン ?!
地域ユース協会
28 ミュンヘンのアジェンダ 21 とミュンヘンの展望 社会教育局
（No.5）‐2 つはどう適合するのか?
都市計画･建築法規局

ガシュタイク文化センター

11 ミュンヘンの展望 −地域開発
13-14 2010 年までのミュンヘン地域の発展予測
16 ミュンヘン東部発展のためのチャンスとリスク
19 ミュンヘンの焦点を合わせる：
秘密都市から地方都市まで‐そして次は?
19-20 テレポリス
オンライン･シティ
24 ミュンヘンのアジェンダ 21 とミュンヘンの展望
（No.1）‐2 つはどう適合するのか?
27-29 代償を払い続ける社会
7 生涯学習：経済的社会的責任によって呼び起こす
都市発展のための教育政策（公開協議）
7 ミュンヘンのアジェンダ 21 とミュンヘンの展望
（No.2）‐2 つはどう適合するのか?
8 周辺都市とカントリー
9-10 ヨーロッパ都市
‐機会、危険、需要
10 ミュンヘンのアジェンダ 21 とミュンヘンの展望（ミュ
ンヘン教育協会の AGM を交えた会議）
13 いつになったらミュンヘン上空から飛行機を追放
できるのか？

Anton Fingerle ディスト
リクトセンター
バイエリッシャーホフ
ホテル
Praterinsel
ガシュタイク文化センター
プロテスタント･アカデミ
ー、トウッツィング
ガシュタイク文化センター
ガシュタイク文化センター
キルヒハイム
Pasinger Fabrik と
ホテル“ツア･ポスト”
ペーター･ルパート･マイ
ヤーハウス
ミュンヘン市役所

ミュンヘン西部のディスト
リクト･センター
バイエリッシャーホフ、ホ
テル
プラントレフ
ガシュタイク文化センター
−
ミュンヘン市役所
ミュンヘン市役所
教育機関
ガシュタイク文化センター

12

5 ミュンヘンのアジェンダ 21 とミュンヘンの展望 社会教育局
（No.6）‐2 つはどう適合するのか?
都市計画･建築法規局

ガシュタイク文化センター

12

8 ミュンヘン北部発展のチャンスとリスク

ミュンヘン北部ディストリ
クト･センター

社会教育局、LBI
都市計画･建築法規局

12

10 ドイツの実現可能な将来
（プレゼンテーション）

社 会 教 育 局 、 ミ ュ ン ヘ ン 教 育 学 ガシュタイク文化センター
会、自然保護連合

12

12 ミュンヘンのアジェンダ 21 とミュンヘンの展望 社会教育局
（No.7）-2 つはどう適合するのか?
都市計画･建築法規局
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ガシュタイク文化センター

