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　コミュニティや「まち」の再生をめざした、デザイン、プランニ
ングそしてマネジメントの方法論や手法、それらを支える基礎理論
について、さまざまなアプローチから探求し、実際のコミュニティ
再生プロジェクトやまちづくりに応用することを研究の主軸として
います。そのために、下記の研究アプローチを横断的に扱います。
（1）方法論・手法の研究
（2）計画・制度・体制の研究
（3）実践研究
　関連キーワードとしては、プレイスベースドプランニング、プレ
イスメイキング、エリアマネジメント、スマートコミュニティ、ス
ポーツまちづくり、公共圏デザイン、参加型デザイン、参加民主主
義、コミュニケーションデザイン、コミュニティビジネスなどがあ
ります。

Our laboratory’s principal work is not limited to the development 
of theories, but also involves the crafting of methodologies for co-
creative community designing, planning and management, which 
can be later applied to actual projects.
Accordingly, we conduct cross-objective researches withthe following 
approaches:
(1) Methodological approach
(2) Planning, institutional and structural approach
(3) Practical approach
Furthermore, we develop case studies, conduct field works, and 
provide discussions for students to enhance their communication 
skills and community-based interests.
Keywords: Place Based Planning and Management, Participatory 
Design, Participatory Democracy, Communication Design, Public 
Realm Design, Smart Community, Active and Sports friendly 
Community Design, Community Business

　抗菌薬が効かない薬剤耐性細菌が及ぼす健康リスクは、サイレン
ト・パンデミックと称され、国際的な課題になっています。薬剤耐
性細菌を制御するためには、ヒト、家畜、環境を一体的に捉えるワ
ンヘルスの視点が重要になりますが、環境については未だ監視方法
が確立されていません。特に、途上国の都市部では下水が未処理の
まま環境中に排出されており、薬剤耐性細菌の拡散につながってい
ます。我々は、網羅的かつハイスループットな分子生物学的手法を
用いて、水環境や下水中の多様な薬剤耐性細菌を解析することで、
都市の公衆衛生の状態を監視すると共に、リスク低減のための方策
を研究しています。

The health risk posed by antimicrobial-resistant bacteria (ARB), 
which is regarded as a silent pandemic, is a global concern. To 
control ARB, the perspective of One Health that integrates health 
of humans, domestic animals, and the environment is important. 
However, the surveillance of the environmental health has not been 
established yet. In urban area in developing countries, untreated 
sewage is discharged into the environment, leading to the spread of 
ARB. We analyze diverse ARB in water environment and sewage by 
comprehensive and high-throughput molecular methods to monitor 
urban public health status and to study the mitigation of ARB risk.
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