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準状況及び今後の課題などに関する情報交換を行い、交流の活性化を図ることを目的としました。当

:口 Iよ、中国都市計画学会17名、台湾都市更新研究発展基金会41名 、当協会から65名、そして開催国

である韓国鑑定院の参加者を含め総勢250名が参集し盛大に開催されました。
●当協会では、韓国都市再開発調査団として参加者を募り、平成19年 10月 17日 ～20日 の日程で交流

会議に参加し、現地視察等を行いました。本号では、本会議の企画■運営等に携わらた国際委員会
の委員の皆様から報告して頂きます。 (会報委員会)
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第2回都市再開発専門家・ASiA国際交流会議

2007年 10月 18～ 19日

本会議  ―ソウル市江南区三成洞所在COEX グランドホール

現地視察 ―首都圏都市整備事業推進現場等

日時

場所

グランドホール入口
会場内の様子

交流会議前夜、韓国鑑定院において各団体の代

表者による会議が開催されました。日本からは伊

藤会長、伊丹副会長、河野国際委員長、保立専務

理事が出席し、次回開催団体の決定等の重要事項

を協議しました。

代表者会議では、韓国鑑定院の蒋院長が、国の

機関として国会出席中というご多忙にも関わらず

ご挨拶に訪れました。その後の各団体代表者から

挨拶、続く協議の中でも2005年 に日本で第1回 目

を開催した後に各団体が相互訪間、活発な情報交

換を行っていることが伺える、非常に友好的な会

議となりました。

協議事項は日程等の確認、担当者の決定であり、

今後は2009年が中国都市計画学会、2011年 は台湾

都市更新研究発展基金が主催団体となることが、

満場一致で決まりました。開催頻度に関しては台
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代表者会議

湾都市更新研究発展基金会から、「2年毎ではなく

できれば毎年開催してはどうか」との意見が出さ

れましたが中国都市計画学会から、準備に時間が

かかるので 2年後としてもらいたいとの発言があ

り、当初の予定どおりの開催となりました。



「第2回都評 開発専晟多

ASIA国際交流会議」報告

第2回ハSИ

社団法人再開発コーディネーター協会 会長 伊 藤  滋

基調演説の要旨

我が国の都市再開発法に基づ く市街地再開発と

は、地主と借地人 (地権者)が一緒になって組合

をつくり、その組合が主体となって古 くて質の悪

い市街地を新 しい市街地に再生させる仕事です。

この市街地再開発事業は、再開発前の地権者の

土地の権利を、再開発後の新しい建物の床の権利

に置き換えることによって成立します。これを権

利変換といいます。

この権利変換は大変面倒で時間のかかる仕事で

す。この困難な仕事を解決する専門家が再開発コ

ーディネーターであり、とても頭と体を使う大変

な仕事です。

再開発コーディネーターは、都市再開発法に基

づ く市街地再開発を管理し、完成させる責任を持

っております。その仕事は多様で、いろいろな職

業の人たちが含まれています。建築家、都市計画

家、不動産鑑定士、弁護士等です。

では、都市の恵まれない場所の再開発の問題に

ついて申し上げます。日本の都市には地震の時に

壊れやすく、燃えやすい質の悪い木造密集市街地

がたくさん残っています。一定の補助金を利用し

ながら、そこに住む零細な地権者の意欲に重点を

置いた新しい民間型の再開発ができないか、と私

たち専門家は考えています。

大がかりで複雑な権利変換を必要とする再開発

は、この庶民型の密集市街地では不適当です。誰

もが少しだけリスクを背負いながら、少しの補助

金をうまく使った3・ 4階程度の小ぶりな再開発、

低層の貸家住宅建設による「身の丈にあった再開

発」が、これからあちこちで起きてほしいと思っ

ております。

主題1再開発制度の概要と実務的課題への対応

第 1の主題は、日本における再開発の制度及び

実績の概要、事業フローと各事業段階での合意形

成の方法、さらに新たな再開発への取 り組みにつ

いて発表しました。

再開発事業は、多数の関係者が関わる複雑で長

期にわたる事業であり、多 くの苦労と課題の解決

が伴います。日本では再開発の専門家である “コ

ーディネーター"が事業全体の調整役として、ま

株式会社 日本設計  局 橋 恵 子

た事業の方向性を導き出すプロデューサー役とし

て重要な役割を担っていること、そしてその成果

は、権利者や地方自治体、その他事業に関与する

全ての者の努力や知恵・技術の結集であることを

述べました。

発表後の質疑では、会議参加 4カ 国の中でも再

開発の歴史 。実績とも数多い日本発表に対し、「関

係権利者間の合意をいかに図っているのか」「さま
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ざまな紛争や不正等の対応策」「地方自治体や国の

役割や支援策」などに質問が寄せ られました。

異なる歴史・文化、社会背景、そして諸制度の

もとにはありますが、同様の共通した課題に対し

て、苦労の繰 り返しと創意工夫・努力の積み重ね

により事業に取 り組んでいるのです。同じ実務者

として、一層の努力とともに地域・時代に相応し

い再開発手法、そしてまちづ くりを模索し続けな

ければならないと感じました。

主題2日本における最近の再開発事業の動き

第 2の主題は、日本の再開発事業に現れている

3つの事象について、事例紹介を中心に発表を行

いました。

ひとつ目は、SPC・ TMKを 活用した再開発事業

の保留床処分が増加している現状を、日本におけ

る不動産証券化の動向、武蔵浦和駅第8-1街区

など特徴的な4地区の事業概要、及び再開発推進

のための金融的支援制度の動きなどを説明しまし

た。二つ日は、日本国内の都市部と地方の格差問

題から、地方の再開発事業が近年なかなか進まな

い現状において、地方都市でどう進められている

のか、酒田市の事例を交え「身の文再開発」につ

いて説明しました。

最後に、都市再開発法が施行されて42年が経ち、

再開発事業において初期に建設された建物が老朽

化を迎え、多 くの地区で経済環境や人口動態の変

化に伴ってキーテナントの撤退などにより、再開

発ビルが機能 しない状況となり、再開発 ビルの

再々開発が大きな課題になっていることを、桑名

市の事例を交えて現在の取 り組みを説明しました。

この発表内容は日本以外の国々においては、現

株式会社新日鉄都市開発 松 本 久 長

段階で大きな危機意識が持てない問題といえます

が、各国とも将来の課題として現実化してくるこ

とは必至であるため、日本の再開発事業における

先進的取り組みを紹介し、各国再開発のこれから

の参考指標になればとの考えから発表を行ったも

のです。

日本団の発表で、再開発において関係権利者の

合意形成に10年単位の時間をかけるケースも多い

というコメントに、各国とも同様の問題を抱えな

がら再開発をコーディネー トしているとの共感を

得たことは、我々の発表の成果ではなかったかと

思います。
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ASIA国際交流会議」報告

主題1都市発展により寄与し、需要に合った都市計画

周中国都市計画学会 代表 千峙
しん せん

主題2深り‖アーバンビレッジの開発実践研究

主題 1

中国における再開発の概念は、大きくは開発と

保全である。我々は悠久の歴史を有する国家とし

て、多 くの歴史的旧都市を必ず保護、継承しなけ

ればならない。これらの旧都市を如何にして発展

させるかが現在の最大の課題である。

蘇州は上海に隣接する中核都市であり、長江の

南に位置する水運の町 (運河による水運が生活に

密着していることから「東洋のヴェニス」と呼ば

れる)と して知られている。一方、上海から高速

道路で 1時間の位置にあり、いくつかの経済投資

区域を有する経済都市でもある。このような状況

下において、蘇州闇門地域では開発的再開発と保

全的再開発の両面を見ることができる。しかし自

動車交通への対応、脆弱な都市基盤の整備、開発

地域と保全地域の融合などが課題となっている。

主題 2

深川市は香港島・九龍半島の西側付根部分に位

置する広東省の中枢都市であり、小さな漁村が中

国有数の都市に発展 した一例である。面積2,020k

ぶのうち392kぶが経済特区 (1980年制定)に指定

され、莫大な外国投資を誘致した。2003年の一人

当たり国民所得は136,071人民元 (約 16,430米 ドル)

と中国最高で、すでに輸出額では香港を抜 き上海

に迫る。

深洲市には320の アーバンビレッジ (旧市街地)

がある。これらのアーバンビレッジは「深ガ‖市ア

ーバンビレッジ整備総合計画要綱」に則 り、政府

中国建設省 江 科

主導、市場参画方式で整備が進められている。政

府が計画、管理、監督を総括し、民間の投資価格

と地方行政の事業費用に特典を与え、整備を奨励

する方式である。現在97の プロジェクトが行われ

てお り、これらの中には歴史的市街地の総合改

修・補修が含まれている。

深切1市 アーバンビレッジの整備は国内の優良事

例として評価されているが、撤去、移住という問

題や業務進行速度が遅い点、特区外の土地権利の

複雑性などさまざまな問題が残っている。他国の

事例に学び、創造的にこの複雑なプロジェクトを

完遂させたいと考えている。
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主題1台湾中央政府が推進する都市開発制度及び標準再開発
案の紹介

台湾内政府営建署 都市更新組チーム長  陳  興 隆

主題22005～2007年台湾都市開発事業の発展
台湾都市更新研究発展基金会 執行長 T 致 成

台湾では1998年 に都市更新条例が施行され、い

わゆる権利変換制度による再開発の仕組み作 りが

行われた。それまでは共同ビル方式が大半でした

が、1999年 の大地震後この条例が重要な機能を果

たし、2004年頃まで災害復旧事業として数多 くの

事業が施行され、2005年以降からは一般的な市街

地の改築を進める再開発事業が行われるようにな

った。地価の継続的な上昇もあり、開発業者にと

って新築のための更地が入手困難となり、再開発

が注目されるようになったという背景もある。

一方、制度利用の実績から見ると、過去数年間

に公告された再開発事業は新興中心地区に集中し

ており、再開発が最も必要とされる旧市街地は課

題も多く進んでおらず、政府と民間の一層の協力

が必要な段階にある。

また、喫緊の課題として再開発事業の審議時間

が長く、法令ヽ規制の変更リスクにさらされてい

ること、1950～ 70年代に建てられた 4階建マンシ

ョンの再開発が実質的に進まないこと、本来主役

である組合員に対して開発業者のパワーバランス

が上回っていることなど、解決しなければならな

い課題を多 く抱えている。

主題1韓国の再開発・再建築事業関連制度の紹介
韓国鑑定院 建設交通部住居環境チーム長 金I ~換

主題 1

都市及び住居環境整備法

従来の住宅建設促進法、都市再開発法、住居環
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主題2再開発・再建築事業推進の社会的及び経済的背景と向
後の課題

韓国鑑定院 都市整備所チーム長  4】 昌 南

境改善の臨時措置法の個別法を統廃合し、2003年

「都市及び住居環境整備法」力滞U定 された。その事

業の推進手順の概要は基本計画樹立、安全診断、

組合設立認可、管理処分計画認可、着工、竣工、



鵬″ 回都市再開発専用家・

ASIA国際交流会議」報告

清算 となる。また、組合員権保護強化のために

「整備事業専門管理業者」制度が導入された。

都市再整備促進のための特別法

従来の都市再整備事業は、小規模な民間収益事

業が中心のため道路・公園・教育施設等の都市基

盤施設の拡充が困難であり、また開発利益の社会

的還収が問題化された。それらを解決し広域的都

市再整備を目́的にこの特別法が制定され、2006年

7月 に施行された。その事業手順は、おおむね20

～50万kゴ規模の「再整備促進地区」を市・道知

事が指定し、その区域内で個別事業が実施される。

再建築超過利益の還収に関する法律

2000年以降、ソウル江南地域の再建築対象マン

ションを中心に急激に価格が上昇し、住宅市場が不

安定化してきたことから2003年 より対策を検討し、

2006年 9月 にこの法律が市1定、施行された。この

仕組みの概要は、再建築超過利益 (事業初期段階

と竣工時の不動産価格の差)に賦課率を乗 じた

「開発負担金」が公共に還収され、都市・住居環境

の整備等に使われ、投機抑制効果も期待されてい

る。

主題 2

再開発 。再建築事業の概要

都市及び住居環境整備法事業は、2006年 までに

全国の1,470地区で実施され、特にソウル周辺の首

都圏にその50%が集中している。また、道路 。公園

等の基盤施設が確保されて建物が老朽化している

地区で多 く推進されている。

再開発 。再建築事業の推進背景

事業を推進する社会的背景は、①都心部におけ

る土地効率性の向上、緑地・道路の拡張、②ニュ

ータウン事業における基盤施設確保、③都心部ヘ

の住宅供給などである。経済的背景としては、①

建設業指数が1.98と 建設業の国家経済への波及効

果が大きいこと、②再建築組合員への利益配分が

形成されることである。

再開発・再建築事業の推進に伴う問題点及び政府

の対策

事業推進に伴う問題点は、①不動産投機による

急激な不動産価格の上昇 (2002～ 2006年 で1.5～ 2.5

倍)、 ②資金調達の困難化、③住民間の不和発生、

④都市の高密度化などである。政府の対策としては

不動産市場の安定化を目指し、①超過利益の還収

制度、②分譲価格上限制を推進するとなっている。

再開発・再建築事業の展望と今後の課題

事業の展望は、①規制策による事業の沈滞化、

②ニュータウン事業の活性化、③透明性の進行、

④リモデリングヘの関心が予想される。今後の課

題としては、①地方等の非事業性対策、②プロジ

ェクトファイナンス等の資金調達対策、③事業の

透明性対策、④政府の体系的・段階的不動産政策

が必要である。
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ソクル市内の再開発事例視察

本会議の翌日 (10月 19日 )、 韓国鑑定院の案内

でソウル市内のまちづ くりの現地視察が行われ

た。

当日は午前 9時か ら韓国鑑定院の大講堂で日

本、中国、台湾の代表団を集めた合同事前説明会

が開催され、出発に先立って代表団全員の集合写

真を撮影した後、当協会の参加者は大型バス 2台

に分乗し現地視察に向かった。

午前11時 頃までは前 日と打って変わった荒天

(激 しい雨)と なったため、残念ながら予定して

いた蚕室アパー トの再建築事業のみは車窓からと

なってしまったが、清渓川以降の視察は雨もあが

って快適な現地視察となった。

ソウル市は、漢江という大河が市の中心をほぼ

東西に流れ、南北に分断されている。その北部を

江北、南部を江南と呼ぶ。江北は古より開けてい

た地区で、宮殿や城壁などの史跡が集中している

旧市街地である。これに対して江南は新興住宅街

として開発され、1988年のソウルオリンピックの

関連施設が建設されたのを契機に、それ以降経済

活動の中心としての開発が進み、現在では高層ビ

ルが立ち並ぶソウルのビジネス街となり、さらに

発展し続けている。

蚕洞アパー トの建つ蚕洞地区は江南にあり、漢
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江の南岸に臨接する常習浸水地域であった。ここ

が1971年 に土地区画整理事業地区に決定し、1975

年から76年 にかけてアパー ト団地が造成された。

ところが、住環境の変化や建物の老朽化で1995年

頃から住民の建替え希望が高まり、建替え計画が

2000年に告示され事業が始まった。蚕洞アパー ト

は、ソウル特別市松披区蚕室洞一帯に広がる91ha

余 りの大規模団地で 4団地から成 り立っている。

建替え事業も4団地それぞれ時期をずらして進め

られている。

2004年 に当協会主催の韓国再開発事情視察団が

訪問した時は、建替え事業に向けて明け渡しの真

っ最中であった。当時の記録を見ると、この事業

の実態は次の通りである。

①床を所有する居住者は、ほぼ全員が建替え事業

に参加する (権利変換方式)。

②一部借家人がいるが、その再入居率は2割程度

である。

③仮住居の補償は一切ない (今回の視察説明では

移転費は補償されるようである)。

④必要な経費は組合がまとめて銀行から低利で借

韓国鑑定院の講堂での視察説明会

蚕室アパー ト建替事業の概要

従  前 従 後

敷地面積 910,204耐 733,466耐

建築面積 150,076請 112,113耐

延べ床面積 723,882市 2,928,899耐

階数 5階建 21～33階建

世帯数 15,250月 17,615月

床面積

(共用部分

含む)

別世帯数

7.5坪 500F 120坪 868戸

10.0坪 600戸 230坪 245F

13.0坪 7,610月 250坪 1,890戸

15.0坪 3,400戸 260坪 536月

170坪 2,410戸 33.01平 10,034戸

190坪 730月 3401平 1,012戸

380坪 130F

430坪 1,008月

450坪 486月

48.0坪 730月

50.0坪 452月

540J平 224戸

暖房方式 オン ドル 地域暖房
蚕室アパー トの史春え事業
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り、個人が返済するとしている。

⑤事業へ国からの補助は一切ない。

⑥権利者は、平均1,200万円 (日 本円)程度の負

担金 (増床負担金のようである)を拠出する。

⑦権利書の負担金と2割程度しかない保留床の処

分金で事業が成り立っている。その理由は建築

工事費が、27万 円/坪 と安価であることにある

ようであるoル

今回の視察説明では、従前建物の評価額は坪当

たり約80万 ウオン、竣工時の保留床の販売価格は

坪当たり800万 ウオンで、権利者への分譲価格は

その2割引きだったようであるが、その物件が現

在では坪当たり3,000万 ウオンしているとのこと

である。ソウル市民はマンション居住指向が強く、

居住割合が 7割 を超える事情も追い風になってい

るのであろうか、ソウルは大変な不動産バブルと

なっており、このよう
・
な価格高騰が大きな社会問

題化している。

チョンゲチョン

清渓川の復元事業

清渓川は江北の吉祥の地を流れる川であり、ソ

ウルの血脈であった。古 くは女性の洗濯や交流の

場であったり子供たちの遊び場であったりと、朝

鮮の都市生活文化の空間であった。歴代の王はこ

の川の治水に腐心 し、現在の清渓川の原型は1760

年の治水工事によるものと言われている。

ところが、日本統治時代から流域周辺に居住す

る人々が集中しはじめ清渓川の水質が悪化、朝鮮

戦争後の混乱期にバラックが川沿いに建ちスラム

清渓川文化館で説明を受ける

化が進行し、生活排水による汚染が進んだ。そこ

で1958年 から78年にかけて覆蓋工事が行われ、さ

らに1967年 から76年 にかけて高架道路工事が行わ

れた。2003年 には18万台の通過車両を誇るソウル

市の動脈となり、沿道には 6万軒の商店が張り付

く商業集積の高い地域となった。

清渓川に沿って広がる商店街 (2004年 当時)

しかしながら、40年ほどの時の経過で橋脚の基

礎や床に損傷や不良が発見され、崩壊の危険が指

摘されるようになる。そのような中、2002年 に

「高架撤去、清渓川再現」を掲げた李明博氏 (現

韓国大統領)が、ソウル市長に当選してこの事業

に着手したのである。2003年 7月 に着工、2005年

9月 に竣工した。川を復元するという珍しい工事

が世界的に注目され、「5.8kmの 革命」と称され

ている。工事に伴って沿道の商業者から反対運動

が起きたが、これに対してソウル市は4千回もの

面談を実施し、商業者の支援対策を施して事業の

同意を取り付けたとのことである。

清渓川の復元事業は、都市の景観形成に寄与し

ただけでなく、まちなかに野生動物が戻り、ソウ

ル市の日中の気温が低下したり、市民に憩いの空

蚕洞アパー トの従前 (2004年 当時 )
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間が生まれたりとさまざまな恩恵を与えている。

この復元事業は、道路で隠されていた歴史的な橋

を復元しつつ、交通体系維持のため橋の架け替え

や親水公園の創造など、以前の清渓川の再現に留

まらず、ソウルの歴史と現代文化の融合を実現し

たと言えよう。形は少し異なるが、東京日本橋の

プロジェクトに思いを馳せた参加者も多かったの

ではないだろうか。なお、清渓川の水は主に漢江

からの取水が利用されている。

この事業にかかった経費は3,800億 ウオンであ

り、経済波及効果は20兆 3,400億 ウオンと言われ

ているが、金銭に置き換えることのできないさま

ざまな効果を見ると、結構づくめの事業であった

と言えよう。

キル ム

吉音ニュータウン事業

江北の丘陵地での再開発事業で、歩行者中心の

グリーンタウンの形成を計画目標に掲げて、まだ

建築工事が続いている地区で10街区のうち6地区

がすでに完成し入居しており、20数階建ての高層

マンションが立ち並ぶ地域である。丘陵地のため

坂道が多く車歩道は分離されているが、幅員が十

分でなく高齢者や障害者への配慮が気になるとこ

ろであった。

吉音ニュータウン

ニュータウン地区内の不動産屋 には日本 と同様

の販売案内看板があった。それによると、18坪の

物件 は34,000万 ウオ ン、24坪 の物件 は50,000万 ウ

オ ンとあった。 日本円に換算する と 1坪当た り

200万 円前後であろうか。マンション外壁の仕上

げなどを見ると、20～ 30年程前の公団住宅程度で

割高感を感じた。

清渓川の工事現場 (2004年 当時)

豊かな自然が戻ってきた

復元された清渓川

復元 された歴史的な橋
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圧鳳 国際交流奇謝 報告

吉音ニュータウンの入居済みマンション

ところが、韓国の暖房はかつてオンドルであっ

たことか ら床暖房は標準装備で、なおかつ内装は

日本の上級クラスのマ ンション並みであるとの話

を聞いた。そこで、ソウルの一般的なマ ンション

の内装仕上げや設備等について、同行の某デペロ

ッパーの方が在韓中に引き渡 し直前の物件を視察

された時に撮 った写真 をご紹介 したい。このマ ン

シ ョンにはAVル ームまであった との ことであ

る。

ミ ア

爾阿ニュータウン事業

吉音ニュータウンに隣接した再開発事業で、複

数の区域に分けられて事業が進められている。そ

の中でこれから着工する地区をまず視察した。高

台から見下ろした従前地区は、低層住宅が密集し

丘を覆い尽 くすように広がっていた。

このような地区が、居住環境の良い高層住宅に

生まれ変わるのである。ソウルの住宅街ではいた

るところに教会が日に付き、この教会の存在が、

再開発事業における合意形成に厄介な存在になっ

ているようで、この従前地でも教会の手前までが

施行地区になっているとの説明を受けた。

禰阿ニュータウンの今後施行される地区

蒲阿 6区域の約 6 haは、850戸 の住宅が存在す

る密集地区だったが、従後は地下 2階地上14階か

ら20階建てのマンションが複数棟建築されること

になっている。事業概要によると、予定建築戸数

は1,198戸で24坪型が235戸 、32坪型が697戸 、41

坪型が266戸 となっている。他地区でもそうであ

るが、権利変換で取得する床は従前より広くなり、

増床負担金を負担するのがソウルの再開発事情の

ようで、それを支えるのはやはり不動産への投機

意識なのだろうか。

禰阿 6区域の工事現場 (吉音ニュータウンが間近に迫る)

爾阿 6区域の工事現場にて説明を受ける
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第 2回 ASIA国際交流会議を終えて

国際委員会 委員長 河 野  振

今回のソウル会議で得 られた大きな成果に

ついて総括してみたいと思います。

まずその一つは、当協会の提唱により創設

されたASIA国際交流会議が、関係 4団体の

相互理解のもとに継続的に開催されるルール

が確立したことです。

当協会が設立20周年事業の一環として、2005

年に隣接するアジアの国々に呼びかけて創設

した「都市再開発専門家・ASIA国際交流会

議」は、今回の第 2回 ソウル会議において構

成 4団体が隔年ごとに持ち回りで継続開催さ

れることが再確認され、第 3回は中国 (開催

都市は選定中)、 第 4回は台湾でそれぞれ開催

されることに決定し、これで 4団体の開催が

一巡することになりました。

次に本会議の設立目的は、隣接する韓国、

台湾、中国及び日本の都市再開発に携わる専

門家と団体が一同に会して交流し、都市再開

発に関する事業や制度の現状と課題について

情報交換 し、相互に理解を深めるとともに、

それぞれが携わる再開発事業の円滑な推進に

資することですが、ソウル会議でもその趣旨

が充分に達成されたことです。

今回のソウル会議では、主催団体の韓国鑑

定院が設営した素晴らしい会場に圧巻の会議

資料が配付され、各団体代表からパヮーポイ

ントにより主題発表がなされ、会議終了後の

パーテイーとイベントでは大勢の参加者が和

やかに懇親の実を深めました。翌日の現地視

察では清渓川の再現事業をはじめ、ソウル市

内の代表的な開発プロジェクトを案内してい

ただき、我が国の都市再開発を推進するうえ

で学ぶべきところが大でありました。

三つ目は、本会議に寄せる各団体の熱い期

待はまちづ くりに対する専門家の情熱と使命

感に裏付けられており、その情熱と使命感が

東京会議に続いてソウル会議を成功に導いた

大きな要因となっていることを実感したこと

です。

今回の会議には我が国から65名、台湾から

41名、中国から17名、そして韓国側から約120

名、合計で約250名が参加され、第 1回の東京

会議の参加者 (約200名 )を上回ったことはこ

の会議の発展性を象徴してお り、本会議の熱

心な質疑応答を含めて、この国際交流会議の

輪が今後さらに拡大していくものと確信 しま

した。

最後になりますが、今回の会議が成功裡に

終了できたのは格調高い基調講演をいただい

た伊藤滋会長、当協会を代表して際立ったプ

レゼンテーションをなさった高橋恵子会員並

びに松本久長会員、さらには裏方として約 1

年に亘って本会議の企画、運営等に携わって

いただいた国際委員会の委員各位と事務局担

当者、そして今回の会議を終始一貫して盛 り

上げてくださった参加者等々大勢の方々のご

協力の賜であります。

関係各位に心から感謝の意を表します。
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