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「新都市」平成15年第57巻総目録

1月号
特集　市民参加のまちづくり

年頭の辞

新年のごあいさつ……………………………………………………………財団法人都市計画協会会長 b橋　　進　 3

巻頭言

市民と歩む街づくり…………………………………………………………………………世田谷区長 大場　啓二　 4

まちと私

インタビュー　ガッツ石松氏 ……………………………………………………………………俳優 ガッツ石松　 6

座談会

市民参加のまちづくり ……………………………………………横浜国立大学大学院工学研究院教授 小林　重敬　 9

暮しの企画舎代表　つくばアーバンガーデニング実行委員会事務局長 井口百合香　

株式会社計画工房主宰 村上美奈子

千葉大学工学部都市環境システム学科助教授 村木　美貴

特定非営利活動法人日本NPOセンター常務理事　法政大学現代福祉学部教授 山岡　義典

特集論文

早稲田いのちのまちづくり …………………………………………………………早稲田商店会会長 安井潤一郎　38

人間と自然が共生する多摩ニュータウンのまちづくりを支援するNPO FUSION長池

……………………………………………………………NPO FUSION長池理事 秋元　孝夫　46

横浜市旭区における市民参加による福祉のまちづくり活動 …前二俣川銀座商店街振興組合理事長 市川　俊明　54

下松駅南地区リジューム事業 ………………………………下松駅南地区まちづくり推進協議会会長 田中孝一良　62

高松丸亀町商店街再生について …………………………………高松丸亀町商店街振興組合常務理事 明石　光生　71

随想

休日の過ごし方あれこれ ……………………国土交通省大臣官房技術審議官（都市・地域整備局担当） 近藤　秀明　80

うるおいのあるまちづくり

震災からの早期復興をめざして

～「松本地区」のまちづくりへの取り組み～ ………………………松本地区まちづくり協議会会長 中島　克元　83

都市の再生

豊島区東池袋4・5丁目地区密集住宅市街地整備促進事業 ………豊島区都市整備部住環境整備課長 鈴木　　達　94

トピックス

「都市計画GIS入門」

～第三回　都市計画GISの今後の展開～……………………………財団法人都市計画協会主任研究員 佐々木茂弘　103

用語の解説

CDCs

～Community Development Corporations～…………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　109
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2月号
特集　地域の個性豊かなまちづくり

巻頭言

住みたい町・訪れたいまち　やつお　地域が主役のまちづくり ………………………八尾町長 吉村　栄二　 3

特集論文

歴史的地区における道路計画の考え方 ……財団法人日本開発構想研究所理事長　東京大学名誉教授 新谷　洋二　 6

日本の市街地風景再生へ向けて………………………………………東京大学工学部都市工学科教授 西村　幸夫　14

輪風のまちづくり………………………………………………………輪島市産業経済部都市整備課長 谷口　　寛　20

平成13年度土木学会技術賞受賞　安全で快適な水景都市の創造

～紫川下流部周辺のまちづくり～ …………………………………北九州市建築都市局都心開発課長 大庭　隆一　28

溜のあるまちづくり

～まちづくり総合支援事業～…………………………………………………………中津市建設部長 田中　　聡　38

都市の再生

歴史的な町並みを活かしたまちづくりについて

～橿原市今井町重要伝統的建造物群保存地区の整備事業～ …今井町並保存整備事務所整備事業係長 杉本　佳史　43

トピックス

OECDの日本の都市再生に対する視点……OECDパブリックガバナンス地域開発局地域開発政策部長 早田　俊広　49

OECDパブリックガバナンス地域開発局主席コンサルタント 井上　　成

OECDパブリックガバナンス地域開発局コンサルタント 久末　秀史

電子政府構築のための認証基盤の整備について

……………………………国土交通省大臣官房総務課・総合政策局行政情報システム室　57

都市行政の動き

アセアン都市交通・土地区画整理国際合同セミナーの開催概要

…………………国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室課長補佐 荒川　辰雄　60

21世紀の下水道に求められる役割

～新世代下水道支援事業制度の取組み～……………国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課　66

地方整備局だより

東京外かく環状道路（関越道～東名高速）における構想段階のPIについて

～東京環状道路有識者委員会　最終提言～…………………国土交通省関東地方整備局道路部計画調整課　72

JASOPHだより

第13回　IFHPフィルム／ヴィデオ・コンペティションの結果

…………………………………株式会社日本都市総合研究所代表　IFHP評議員 鳥栖那智夫　83

都市・地域整備局だより………………………………………………………………………………………………… 90

都市計画協会コーナー…………………………………………………………………………………………………… 92

3月号
特集　大都市圏の整備

巻頭言

協働なごや

～パートナーシップで築く名古屋の元気～ ………………………………………………名古屋市長 松原　武久　 3
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まちと私

水戸のまち考

～生活都市と観光都市～ ……………………………………………………財団法人水府明徳会会長 徳川　斉正　 6

座談会

ネットワーク型都市像の展開 …………東京大学先端科学技術研究センター都市環境システム分野教授 大西　　隆　 9

株式会社オリエンタルコンサルタンツ常務役員総合マネジメント事業部長 秋口　守國

東京都都市計画局都市づくり政策部マスタープラン担当部長 河島　　均

社団法人日本経済研究センター研究開発部主任研究員 森野　美徳

東京大学先端科学技術研究センター情報システム大部門都市環境システム分野助手 保井　美樹

特集論文

ドイツにおける大都市圏計画 ………………………………………………筑波大学社会工学系教授 大村謙二郎　24

イギリスにおける地方ブロック単位の計画 ……………東京工業大学大学院社会理工学研究科教授 中井　検裕　31

名古屋大都市圏のリノベーション・プログラムについて

……………………………名古屋大学総長特別補佐・同大学院経済学研究科教授　奥野　信宏　39

首都圏環状拠点都市群

～業務核都市の新たな展開～ ……………………国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課長補佐 西川　泰永　44

首都圏サミット ………………………………………東京都都市計画局都市づくり政策部広域調整課長 萩原　弘幸　57

関西におけるバイオ産業振興と大阪商工会議所の取組み……………大阪商工会議所経済産業部長 児玉　達樹　65

「歴史街道」計画と整備事業の推進 ……………………………………歴史街道推進協議会事務局長 井戸　智樹　73

都市の再生

札幌市における風致地区の指定拡大 …………札幌市環境局緑化推進部緑の保全課森林保全担当課長 鈴木　波男　79

トピックス

大深度地下利用に関する技術開発ビジョンについて

……………………国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課大深度地下利用企画室　89

用語の解説

テレワーク…………………………………………………………国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課　93

４月号
特集　平成15年度予算

特集

国土交通省関係予算の概要 ……………………………………………………………国土交通省大臣官房会計課　 3

都市・地域整備局関係予算の概要…………………………………………国土交通省都市・地域整備局総務課　11

下水道事業予算の概要……………………………………国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課　26

都市公園等整備事業予算の概要………………………………………国土交通省都市・地域整備局公園緑地課　34

再開発関係予算の概要………………………………………………国土交通省都市・地域整備局市街地整備課　43

都市再生推進事業等予算の概要

…………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室・

都市防災対策室・市街地整備課・街路課　48

まちづくり総合支援事業について……国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室　52

都市開発資金制度の予算概要…………………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　58

街路事業予算の概要…………………………………………………………国土交通省都市・地域整備局街路課　62

大都市圏整備の推進に関する予算の概要………………………国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課　68
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連携・交流等による個性を活かした地域づくりの推進に関する予算の概要

…………………………………………国土交通省都市・地域整備局企画課・地方整備課　75

特定地域振興対策予算の概要……国土交通省都市・地域整備局地方整備課・離島振興課・特別地域振興課　79

都市基盤整備公団、地域振興整備公団事業予算の概要（都市・地域整備局所管）

……………………………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　85

都市高速道路（首都・阪神）事業予算の概要………国土交通省都市・地域整備局都市高速道路公団監理室　88

民間都市開発推進機構事業の概要……………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　96

海外報告

第5回都市計画・都市整備に関する日中交流会議の報告

…………………………国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室長 高橋　　忍　100

5月号
特集　都市再生2 変貌する都市

まちと私

都市計画をもっと厳格に ……………………………NHK英語ニュースアナウンサー　ライター 桐谷エリザベス　 3

特集論文

都市再生の思想と社会資本政策 ……………………北海道大学大学院教授　社会資本整備審議会委員 越澤　　明　 7

六本木ヒルズ

～六本木六丁目地区第一種市街地再開発事業～

……………森ビル株式会社六本木ヒルズ運営本部タウンマネジメント室担当部長 辻　　慎吾　24

六本木ヒルズオープニング展覧会「世界都市－都市は空へ－」及び関連企画について

………………………………………………森ビル株式会社六本木ヒルズ運営本部

オープニングエキジビションプロジェクトチーム参事 矢部　俊男　29

丸の内ビルディングの建て替え …………………三菱地所株式会社ビル事業本部ビル開発企画部副長 恵良　隆二　33

汐留シオサイト

～“安心で安全な潤いのあるまち”の継続的な運営管理を目指して～ ………………汐留地区街づくり協議会　39

南青山一丁目団地建替プロジェクトによる都市再生

…………………………………三井不動産株式会社賃貸住宅事業部事業グループ 久原　紀彦　45

旧東京市営アパート「古石場住宅」（最古の耐火公営住宅）の建替え

～古石場二丁目地区第一種市街地再開発事業～ …財団法人首都圏不燃建築公社業務企画部課長代理 塚原　成利　50

豊田・毎日ビルについて ……………………………………東和不動産株式会社取締役開発事業部長 松岡　健一　57

大阪の都市再生をめざして

～「なんばパークス」の街づくり～………………………南海電気鉄道株式会社難波開発推進部課長 口野　　繁　60

まちづくりの動き

都市再生本部の取り組み状況について……………………………………………内閣官房都市再生本部事務局　67

東京都における都市再生への取り組み ……………東京都都市計画局都市づくり政策部開発企画課長 織田村　達　72

品川駅港南地区の開発について ……………………………東京都港区街づくり推進部開発指導課長 菅原　三彌　78

心斎橋地区の都市再生特別地区 ………………………財団法人大阪市都市工学情報センター常務理事

前大阪市計画調整局計画部都市計画課長 真田　幸直　84

北国街道の再生から長浜中心市街地再生グランドデザインについて

…………………………………………………株式会社黒壁取締役文化事業部長 寺村　瞳子　90

松山市が取り組む小説のまちづくり

『坂の上の雲』を軸とした21世紀のまちづくり ……松山市産業経済部坂の上の雲まちづくりチーム 中矢　博司　94
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海外報告

米国ボストンにおけるビッグディッグとまちづくり ………タフツ大学大学院学際研究科博士課程 田島　夏与　100

アメリカにおける都心部再生

～サンディエゴ海軍訓練センター再開発の事例～………………………………東海大学工学部教授 秋本　福雄　108

都市の再生

小樽運河運動を振返る

～1本の道路建設がまちを変えた～………………元小樽運河を守る会会長　小樽再生フォーラム顧問 峯山　富美　117

都市行政の動き

独立行政法人都市再生機構法案について ……………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　125

都市・地域整備局だより ………………………………………………………………………………………………… 132

地方整備局建政部等名簿 ………………………………………………………………………………………………… 141

6月号
特集　まちづくり月間

巻頭言

まちじゅう博物館

～萩～ …………………………………………………………………………………………萩市長 野村　興兒　 3

まちと私

都市活性化のマーケティング戦略…商業開発研究所レゾン所長　マーケティングコンサルタント 西川りゅうじん　 5

特集

第21回「まちづくり月間」の実施について

………………国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課　住宅局市街地建築課　12

第21回まちづくり月間　国土交通大臣表彰受賞者の紹介

………………国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課　住宅局市街地建築課　15

第20回「私のまち写真コンテスト」入賞作品の紹介………………………………社団法人日本交通計画協会　24

第20回まちづくり標語懸賞募集入選作品の紹介…………………………………………財団法人都市計画協会　26

第20回すまい・まちづくり設計競技審査報告………………………………………財団法人住宅生産振興財団　28

第5回「まちの活性化・都市デザイン競技」について …財団法人都市づくりパブリックデザインセンター　31

第21回まちづくり月間　地方公共団体等における関連行事の紹介

………………国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課　住宅局市街地建築課　34

まちづくりの動き

福岡県都市計画基本方針の策定について

～アジアの交流拠点となる第四の大都市圏の創造～ ………………福岡県建築都市部都市計画課長 渡邉　浩司　39

都市行政の動き

第14回全国「みどりの愛護」のつどい……………国土交通省都市・地域整備局公園緑地課緑地環境推進室　47

海外報告

不動産プロフェッショナル国際マーケット会議MIPIM2003に参加して

…………………………国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課企画専門官 英　　直彦　54

トピックス

2003年ロストック国際園芸博覧会への日本庭園出展と開会式

………………………………………………財団法人都市緑化基金計画業務部長 阿部　邦夫　60
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7月号
特集　密集市街地整備に関する新たな仕組み

巻頭言

「世界に向けた首都東京の玄関口・ニッポリ」のまちづくり ……………………………荒川区長 藤澤　志光　 3

まちと私
インタビュー　木村政雄氏………………………………………………………… 木村　政雄　 7

特集論文

密集市街地整備を取り巻く状況変化と法改正後の課題 ……横浜国立大学大学院工学研究院助教授 高見沢　実　11

密集市街地整備に向けた荒川区の取組み …………………………荒川区都市整備部住環境整備課長 高木　正人　19

段原地区の整備について ……………………………………広島市都市整備局段原再開発部計画課長 佐々木克行　28

都市基盤整備公団における密集市街地整備の取組み

～上馬・野沢周辺地区のまちづくり～ …………都市基盤整備公団居住環境整備部市街地整備課係長 中山　靖史　36

随想

時代を変える源は地域にあり……………………国土交通省大臣官房審議官（都市・地域整備局担当） 平田憲一郎　44

都市の再生

オリベストリート構想のまちづくり

～全国初のまちづくりのための都市計画道路見直し事例～……………………………多治見市役所都市計画課　48

都市行政の動き

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律について

……………………………………………………国土交通省都市・地域整備局都市計画課　54

海外報告

英国都市計画制度の実態について

～特に中心市街地と大型店問題に焦点を当てて～

………………………………国土交通省都市・地域整備局市街地整備課企画係長 奥田　謁夫　61

トピックス

第15回「全国街路事業コンクール」の結果について

…………………全国街路事業促進協議会コンクール事務局 福岡県建築都市部公園街路課　68

都市・地域整備局だより………………………………………………………………………………………………… 76

8月号
特集　交通結節点

巻頭言

人と自然が輝く豊かな都市の創造を目指して……………………………………………山形県知事 b橋　和雄　 3

まちと私

関係性の深化・進化をめざして……………………………………………………………情報彫刻家 菊竹　清文　 5

特集論文

交通結節点から「都市の交流核」への脱皮を望む

～都市の再生に向けて～ …………………………………………………東京大学教授（社会基盤学） 家田　　仁　10

諸外国における交通結節点整備プロジェクト ……………都市開発プロデューサー　東京大学講師 梅澤　忠雄　18

交通結節点としての「駅」のデザイン …………………………株式会社アプル総合計画事務所代表 中野　恒明　26

JR東日本の21世紀の駅づくり…………………………東日本旅客鉄道株式会社事業創造本部担当部長 北澤　　章　33

鉄道事業者から見た交通結節点の可能性 …東京急行電鉄株式会社鉄道事業本部事業統括部企画課長 太田　雅文　40

木村政雄　事務所 の 
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北の都「札幌駅」の再生 ………………………………………札幌市都市局市街地整備部再開発課長 酒井　伸朗　48

都市再生に資する交通結節点整備を考える…………国土交通省都市・地域整備局街路課企画専門官 廣瀬　隆正　56

随想

これからの都市再生・街づくり ………………………………………………都市基盤整備公団理事 小澤　一郎　62

シリーズ中心市街地活性化

文化的景観を活かす美しいまちづくりの展開

～八女福島伝統的建造物群保存地区と中心市街地の活力づくり～

…………………………………福岡県八女市商工観光課特徴あるまちづくり係長 北島　　力　66

うるおいのあるまちづくり

交通結節点を活かしたまちづくり

～変わりゆく海老名から発信するもの～ ………………海老名市まちづくり部駅周辺整備室計画担当 谷澤　康徳　75

都市の再生

日本橋地域の再生

～日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会の活動を通して～

……………………………………日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会委員 山枡　勝彌　84

日本橋地区都市再生事業検討調査 ………………財団法人道路新産業開発機構企画開発部上席調査役 浜田　誠也　91

海外報告

ドイツの都市交通事情 ………………国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部都市施設研究室長 江橋　英治　96

都市行政の動き

平成15年度全国都市緑化祭 …………………………国土交通省都市・地域整備局公園緑地課緑地環境推進室　104

JASOPHだより

国際住宅・都市計画連合（IFHP）理事会報告 …IFHP理事　財団法人都市計画協会評議員会副議長 黒川　　洸　107

書評

2000年米国都市白書　Building Livable Communities 住みよいコミュニティの建設に向けて

－21世紀米国の都市成長施策－……………………………特定非営利活動法人住宅生産性研究会会友 古山　茂夫　111

都市・地域整備局だより ………………………………………………………………………………………………… 117

9月号
特集　観光振興と公園緑地

巻頭言

「関西の憩いのオアシス」を目指して

～夜空を彩る星づくり～ …………………………………………………………………奈良県知事 柿本　善也　 3

まちと私

イタリアで感じた“不易流行”と“温故知新”………………………………フォトジャーナリスト 篠　　利幸　 5

特集論文

観光振興とまちづくり ………………………………………東北芸術工科大学環境デザイン学科教授 三田　育雄　 9

暮らし、楽しみ、驚き―観光振興とまちづくりのありかた………国際日本文化研究センター教授 白幡洋三郎　17

わが国の観光の状況と観光地域振興の今後の方向について

………………………………国土交通省総合政策局観光部観光地域振興課長補佐　片山　敏宏　25

観光振興と公園緑地 ………………………………………国土交通省都市・地域整備局公園緑地課長 高梨　雅明　29

市民参加による宇都宮城址公園整備…………………宇都宮市都市開発部公園緑地課宇都宮城址公園整備班　34

熱海市の都市公園と観光振興の状況 …………………………熱海市観光文化部みどり農水課長補佐 長津　義信　40
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いま　ふたたび銀の道から世界へ

～石見銀山遺跡の整備と世界遺産登録～…………………………………大田市建設部都市計画課長 和田　和夫　47

観光振興に寄与する公園緑地

～国営沖縄記念公園と沖縄観光～ …………………内閣府沖縄総合事務局国営沖縄記念公園事務所長 松江　正彦　53

随想

行動基準 ……………………………………………………………社団法人日本公園緑地協会常務理事 伊藤　英昌　59

シリーズ中心市街地活性化

近代化遺産を活用したまちづくりと都市公園

～地域活動・観光の拠点となった小坂中央公園～

…………………………………秋田県鹿角郡小坂町役場産業振興部建設水道課主幹 近藤　　肇　61

うるおいのあるまちづくり

永遠の“森の都金沢”を継承するために

～金沢市のまちづくり～ …………………………………金沢市都市整備部緑と花の課担当課長補佐 板井　　豊　68

都市の再生

湯河原の風致地区 ……………………………………………………湯河原町都市整備部都市計画課長 柏木　高史　75

まちづくりの動き

木造密集住宅地区内の共同建替え

～根津一丁目15番地区共同化事業～……………………財団法人首都圏不燃建築公社提携事業部課長 谷　　正隆　83

海外報告

IFPRAヨーロッパ支部大会参加及びノルウェー、デンマーク公園緑地事情調査についての報告

………………………………………………財団法人公園緑地管理財団調査部長 前田　　博　91

トピックス

平成15年緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰式

…………………………………国土交通省都市・地域整備局公園緑地課緑地環境推進室　95

歴史的なたたずまいを継承した街並み・まちづくり協議会について

……………………………………………………国土交通省都市・地域整備局都市計画課　99

「京都市景観・まちづくりセンター」の設立

……………………………財団法人京都市景観・まちづくりセンター事務局次長 平家　直美　104

書評

イギリス田園都市の社会学………………………………………………都市づくりNPOさいたま理事 若林　祥文　108

地方整備局建政部等名簿 ………………………………………………………………………………………………… 110

都市計画協会コーナー …………………………………………………………………………………………………… 115

10月号
特集　これからの都市と水

巻頭言

琵琶湖の水質保全への取り組み……………………………………………………………滋賀県知事 國松　善次　 3

まちと私

都市と水………………………………………………………特定非営利活動法人21世紀水倶楽部理事長 大迫　健一　 5

特集論文

都市の水循環と流域水管理のアプローチ

～河川と下水道の連携～………………………………東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授 古米　弘明　 7
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特定都市河川浸水被害対策法

～河川と下水道の連携～ ………………………………国土交通省河川局治水課都市河川室課長補佐 塩澤　賢一　15

国土交通省都市・地域整備局下水道部流域管理官付補佐 石井　宏幸

都市の再生は水の再生から

～東京都下水道局の再生水供給～ …………………………東京都下水道局計画調整部技術開発課長 石田　惠一　20

愛知の下水道における都市型水害対策

～東海豪雨の教訓を踏まえて～ ……………………………………………愛知県建設部下水道課長 鈴木　博和　27

大阪湾再生に向けて……………………………………国土交通省近畿地方整備局企画部広域計画課長 小川　博之　32

「水郷柳川」掘割の再生に向けて

～下水処理水の活用～………………………………………柳川・三橋下水道組合事務局建設第1係長 蘆刈　好行　37

海外報告

清渓川（チョンゲチョン）復元工事について ……………………………水資源開発公団用地部長 周藤　利一　44

トピックス

第3回世界水フォーラムを終えて

～世界の水問題における日本の役割～ …………………………………日本下水道事業団技術開発課 神宮　　誠　50

生まれ変わる日本下水道事業団

～お客様第一の経営を目指して～ ……………………………日本下水道事業団企画総務部企画課長 福島　直樹　58

まちづくりの動き

21世紀の「あをによし」を求めて

～奈良県都市計画区域マスタープラン策定に向けて～ …………………奈良県土木部都市計画課長 黒田　昌義　64

JASOPHだより

EAROPH第36回理事会および長崎地域セミナー報告 ……………………………EAROPH評議員 佐保　　肇　73

EAROPH評議員 小浪　博英

都市・地域整備局だより………………………………………………………………………………………………… 80

11月号
特集　第55回都市計画全国大会（埼玉県）

第55回都市計画全国大会の開催にあたって………………………………財団法人都市計画協会会長 b橋　　進　 3

第55回都市計画全国大会の開催に寄せて………………………………国土交通省関東地方整備局長 渡辺　和足　 5

埼玉県特集号に寄せて………………………………………………………………………埼玉県知事 上田　清司　 7

第55回都市計画全国大会を迎えて………………………………………………………さいたま市長 相川　宗一　 9

新たな都市づくりに向けて ……………………………………埼玉県県土整備部県土づくり企画課長 齋藤　　勲　11

埼玉県の都市計画について……………………………………………埼玉県県土整備部都市計画課長 奥沢　信男　20

埼玉県の都市公園 …………………………………………埼玉県県土整備部公園課公園計画担当主査 根岸　克好　30

埼玉県の下水道事業について……………………………………………埼玉県県土整備部下水道課長 大貫　三郎　38

埼玉県の街路事業 …………………………………………埼玉県県土整備部道路街路課街路担当主査 星　　直見　47

埼玉県県土整備部道路街路課特殊街路担当主査 酒井　敦司

首都機能の一躍を担うさいたま新都心の街づくり

…………………………………埼玉県県土整備部新都心管理課総合調整担当主査 小宮山節男　54

本庄新都心のまちづくりについて ……………埼玉県県土整備部地域整備推進室本庄新都心担当主査 森田　好一　60

最終処分場用地を活用した環境産業拠点

彩の国資源循環工場の整備 ………………………………………埼玉県環境防災部資源循環推進課長 福島　　亨　66
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「みどりの三富地域づくり」の推進について

………………………埼玉県総合政策部土地水政策課見沼田圃・三富地域担当主任 福田　　充　72

さいたま市の都市計画

～100万都市のまちづくりのために～ ……………………さいたま市都市局都市計画部都市計画課長 宮永　文雄　80

さいたま市の都市整備

～合併・政令指定都市移行後の新たなまちづくり～ ……さいたま市都市局都市整備部整備企画課長 中野　君男　86

歴史を生かしたまちづくり …………………………………川越市まちづくり部まちづくり計画課長 木島　宣之　93

きらめきを創り　むすぶ　まちづくりの推進 …………………熊谷市都市整備部都市計画課副参事 澤田　　寛　99

快適な都市空間の創出を目指して

～川口駅周辺地区での市街地整備～ ……………………川口市都市計画部都市計画課地域計画係主任 栗原　明宏　105

秩父市中心市街地地区におけるまちづくり

～秩父市まちづくり総合支援事業～ …………………………………秩父市都市計画課都市計画係長 小池　史夫　111

越谷市まちの整備に関する条例策定について ………………………越谷市都市整備部都市計画課長 竹内　輝明　115

市民参画による特色のある公園づくり

～スケボーが楽しめる公園と小さいながらも本格的な防災公園～ …………吉川市都市整備課主事 中村　喜光　122

大井町のまちづくり

～小さな町のおおきなまちづくり～ ………………………………大井町くらし環境部都市整備課長 江野　幸一　132

地勢から読み取る埼玉学…………………………………………………埼玉新聞社企画編集担当部長 野村　博一　140

ジョン・レノン・ミュージアムについて ……………………ジョン・レノン・ミュージアム副館長 渡辺　正利　149

平成の渋沢栄一育成に向けて

～FUKASHOP彩商館の取り組み～ …………………………………埼玉県立深谷商業高等学校校長 中村　克彦　153

都市計画協会コーナー ………………………………………………………………………………………………… 159

12月号
特集　市民参加の市街地整備

巻頭言

共生ネットワークで築く心豊かで活力あふれる『かごしま』………………………鹿児島県知事 須賀 郎　 3

まちと私

インタビュー　小野リサ氏………………………………………………………………ボサノバ歌手 小野　リサ　 5

特集論文

市街地整備における官民パートナーシップ

～イギリスでの取組みとわが国への教訓～

……………………兵庫大学経済情報学部教授　兵庫大学附属総合科学研究所所長 根本　敏行　 8

市民参加の市街地整備……………………………………………………株式会社都市環境研究所代表 小出　和郎　16

市民参加の市街地再開発

～兵庫県川西市・アイダホ州ボイジー市の取り組み～ ………全国市町村再開発連絡協議会専務理事 横島　　毅　24

都城市中央東部土地区画整理事業

～建築物の協調・共同化～ ……………………………………協同組合都城オーバルパティオ理事長 野口　昭吉　31

こうべまちづくりセンターの取り組み …財団法人神戸市都市整備公社こうべまちづくりセンター長 内田　　恒　37

東京・大田区蒲田三丁目密集住宅地域の共同化で学んだこと

～柳の下にどじょうは何匹もいる～

…株式会社増田組工務店代表取締役　NPO法人密集住宅地区整備促進協議会専務理事 田村　文男　42
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新宿区西富久地区市街地再開発事業

～パートナーシップ・協働によるまちづくり～ …………………新宿区都市計画部まちづくり課長 新井　建也　50

金沢市若松・鈴見地区土地区画整理事業

「金沢杜の里」の新たな取り組み

……………………………………金沢市若松・鈴見地区土地区画整理組合事務局

金沢市若松・鈴見地区街づくり委員会事務局長 市村　銑治　58

随想

国もしっかりしとおくれやす……………………国土交通省大臣官房審議官（都市・地域整備局担当） 増田　優一　68

都市の再生

地方の活性化に向けたまちづくりの新たな課題

～全国都市再生モデル調査への提案状況を踏まえて～……………内閣官房都市再生本部事務局主査 墳f 正俊　72

神宮前四丁目地区第一種市街地再開発事業について

～旧同潤会青山アパートの再開発～ …………………森ビル株式会社企画開発本部企画開発2部部長 稗田　泰史　78

まちづくりの動き

開発50周年を迎えた「東急多摩田園都市」

…………………東京急行電鉄株式会社都市生活事業本部事業統括部総括担当課長 芦沢　俊丈　86

トピックス

東海道新幹線品川駅開業を迎えて………東海旅客鉄道株式会社総合企画本部東京企画開発部担当課長 横山　克人　91

まちづくりセンターネットワーク（まちセンネット）の活動について

……………………………………………………………まちづくりセンターネットワーク　97

海外報告

第9回APM国際会議に参加して ………………………………………都市基盤整備公団再開発部次長 石塚　昌志　103

タイにおける土地区画整理…国土交通省大臣官房付（タイ国内務省公共事業・都市計画局JICA専門家） 日野　祐滋　108

都市行政の動き

平成15年度「都市景観の日」中央行事について ……………………国土交通省都市・地域整備局都市計画課　113

JASOPHだより

IFHPウィーン理事会報告 ……………東京工業大学名誉教授　財団法人都市計画協会評議員会副議長 黒川　　洸　117

IFHP第47回世界大会について …………………国土交通省都市・地域整備局市街地整備課企画専門官 徳永　幸久　120

第11回　IFHP国際学生コンペティションの報告…………………株式会社日本都市総合研究所代表 鳥栖那智夫　126

用語の解説

地籍調査 ……………………………………………………………………国土交通省土地・水資源局国土調査課　131

都市・地域整備局だより ……………………………………………………………………………………………………132

「新都市」平成15年第57巻総目録 …………………………………………………………………………………………133
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「新都市」平成16年第58巻総目録

1月号
特集　都市災害からの復旧

年頭の辞

新年のごあいさつ……………………………………………………………財団法人都市計画協会会長 a橋　　進　 3

巻頭言

宮城県北部連続地震とその後の取組………………………………………………………宮城県知事 浅野　史郎　 5

まちと私

ルーツ。そして今。……………………………………………………………………………タレント 高見　恭子　 7

特集論文

風水害による都市災害対策とその課題 …………京都大学防災研究所巨大災害研究センター長・教授 河田　恵昭　10

都市防災－復旧復興そして物的減災へ

…神戸大学都市安全研究センター都市安全マネージメント研究分野教授・工学博士 室h 益輝　22

六甲道駅南地区再開発事業……………………………神戸市都市計画総局六甲道南再開発事務所主幹 大西　利幸　28

吹揚公園災害復旧　今治城を守れ！ …………………………………………今治市役所公園緑地課 田窪　真二　34

有珠山噴火と虻田町公共下水道 …………………………………………………虻田町上下水道課長 庄子　俊悦　40

鹿児島県における降灰除去事業について ………………………鹿児島県土木部都市計画課街路係長 兒玉　利貞　48

鹿児島県における特殊地下壕対策について ……………………………鹿児島県土木部都市計画課 福満　麻紀　54

都市災害復旧事業等概要……………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市防災対策室　60

随想

事業の担い手と競争

～魅力ある都市開発市場の形成に向けて～ …………………………国土交通省大臣官房技術審議官 小前　　繁　66

まちづくりの動き

北海道東川町の美しい風景を守り育てる取り組み

～都市計画法を適用しない田園地帯における都市計画～……………………………北海道東川町長 松岡　市郎　70

トピックス

日英都市再生フォーラムの開催について…………………………………国土交通省都市・地域整備局企画課　76

海外報告

第21回日韓都市開発協力会議報告 ……………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課長補佐 國松　　靖　80

都市行政の動き

第55回都市計画全国大会開催報告……………………………………国土交通省都市・地域整備局都市計画課　84

書評

都市のチカラ……………………………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課 佐谷　説子　95
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2月号
特集　都市交通戦略のすすめ

巻頭言

江戸開府500年に向けたまちづくり ………………………………………………………東京都知事 石原慎太郎　 3

特集論文

都市交通計画：戦略への転換　その課題と展望 ……………………徳島大学工学部建設工学科教授 山中　英生　 6

規制緩和後の自治体と交通事業者の関係はどうあるべきか

～英国におけるバス品質協定制度の経験～ ……………………………東京海洋大学海洋工学部教授 寺田　一薫　12

モビリティ・マネジメント

～「豊かな社会」のための総合的な交通政策～

……………………………東京工業大学大学院理工学研究科土木工学専攻助教授 藤井　　聡　17

東京都市圏の総合都市交通計画の変遷と成果

…………………………………………（財）計量計画研究所（IBS）PT調査研究グループ　25

岡山市の交通計画について ………………………………岡山市都市整備局都市開発部交通政策課長 周藤　俊典　39

沖縄都市モノレールの整備と都市交通戦略…………………………沖縄県土木建築部都市モノレール建設室　46

都市交通戦略の提案……………………………………国土交通省都市・地域整備局街路課企画専門官 廣瀬　隆正　55

随想

下水道は宝の山

～都市の水・資源・エネルギー再生装置としての下水道（下水道ルネッサンス構想）～

…………………………………………国土交通省都市・地域整備局下水道部長 谷戸　善彦　59

うるおいのあるまちづくり

環境にやさしく歴史と自然が調和したまちづくり ………………山形県高畠町建設課都市整備室長 横山　孝一　63

海外報告

PIARC第22回世界道路会議に参加して……………………………国土交通省道路局国道・防災課長 中島　威夫　70

トピックス

立体交差事業中箇所における安全で円滑な歩行者・自転車交通確保のための緊急対策について

～JR中央線連続立体交差事業における切換に伴うトラブルを踏まえて～

……国土交通省都市・地域整備局街路課特定都市交通施設整備室連続立体交差係長 宇根　　寛　75

用語の解説

アウトカムと行政マネジメント改革………………………………………国土交通省都市・地域整備局街路課　78

3月号
特集　「都市再生3」～都市再生の全国展開～

巻頭言

「緑と水の公園都市」をめざして

～用途地域の見直しと三鷹市の取り組み～ …………………………………………………三鷹市長 清原　慶子　 3
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座談会

都市再生ビジョンの策定と都市再生の推進

…………財団法人民間都市開発推進機構理事長（社会資本整備審議会都市計画・

歴史的風土分科会都市計画部会部会長、下水道・流域管理小委員会委員長） 松原　青美　 6

東京工業大学名誉教授（都市交通・市街地整備小委員会委員長） 黒川　　洸　

北海道大学大学院教授（公園緑地小委員会委員長） 越澤　　明

横浜国立大学大学院教授（次世代参加型まちづくり方策小委員会委員長） 小林　重敬

国土交通省都市・地域整備局企画課長 工藤　洋一

特集論文

京都らしさの都心再生

～町家を活かしたまちづくり～ …………………京都府立大学人間環境学部環境デザイン学科助教授 宗田　好史　30

都市再生機構としての新たな都市再生への取り組み

…………………都市基盤整備公団都市再生推進室担当課長（事業企画室調査役） 野田　和利　40

琵琶湖・淀川流域圏の再生に向けて…………………国土交通省近畿地方整備局企画部広域計画課長 小川　博之　47

大阪駅北地区の整備について

～大阪市の都市再生のトリガーとして～ ………………大阪市計画調整局計画部大規模開発担当課長 川田　　均　51

北九州市の都市再生

～歴史と自然と文化が融合した新しい都市型観光拠点の整備～

………………………………………………北九州市企画政策室企画調整課主査 中島　　尚　58

大崎駅西口E東地区都市再生特別地区について …………………………株式会社明電舎建設部課長 藤森　　晃　65

民間都市再生事業「（仮称）秋葉原UDXビル」計画 ………………鹿島建設株式会社開発事業本部 山本　俊行　70

「最北のまち」稚内市からの都市再生

～市街地の再編と融合～………………………………………………稚内市経済部都市再生対策室長 吉川　利明　74

天竜峡エコバレープロジェクトによる新たなまちづくりに向けて

～一体的な土地利用の実現と新たなビジネスモデルの創造～

……………………………長野県飯田市産業経済部天竜峡エコバレー推進室主査 和泉　忠志　80

高齢者向け住宅・施設に関する情報提供・相談体制の整備に向けて

…………………………………神戸市都市計画総局住宅部住宅政策課住宅政策係 松添　高次　87

歴史的資源を活かしたまちづくり………………………茨城県真壁町企画課まちづくり振興室調査員 仁平　昌則　92

小さな港町　七尾のまちづくり

～御祓川をめぐるマチ・ミセ・ヒトの関係を取り戻す～ ………株式会社御祓川チーフマネージャー 森山　奈美　97

都市行政の動き

全国都市再生の推進～稚内から石垣まで～ ………………………………………内閣官房都市再生本部事務局　103

都市再生ビジョンについて …………………………………………………国土交通省都市・地域整備局企画課　111

まちづくりの動き

市民の望む中心市街地づくり

～民間と公共の役割分担による活性化～………………………………………下館市都市計画部次長 中山　英雄　118

書評

都市をつくった巨匠たち

～シティプランナーの横顔～ ………………………………………………国土交通省都市計画課長 石井喜三郎　124

都市・地域整備局だより ………………………………………………………………………………………………… 126

都市計画協会コーナー …………………………………………………………………………………………………… 127



128SHIN TOSHI / Vol.58, No.12 / December  2004

4月号
特集　平成16年度予算

特集

国土交通省関係予算の概要 ……………………………………………………………国土交通省大臣官房会計課　 3

都市・地域整備局関係予算の概要…………………………………………国土交通省都市・地域整備局総務課　15

まちづくり交付金の創設………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室　33

景観形成の推進について

～景観形成事業推進費～………………………………………………国土交通省都市・地域整備局都市計画課　41

都市公園・緑地保全等事業予算の概要………………………………国土交通省都市・地域整備局公園緑地課　42

下水道事業予算の概要……………………………………国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課　50

再開発関係予算の概要………………………………………………国土交通省都市・地域整備局市街地整備課　59

土地区画整理事業予算の概要………………………………………国土交通省都市・地域整備局市街地整備課　65

都市再生推進事業等予算の概要

…………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室・

都市防災対策室・市街地整備課・街路課　69

都市開発資金制度の予算概要…………………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　73

街路事業予算の概要…………………………………………………………国土交通省都市・地域整備局街路課　77

大都市圏整備の推進に関する予算の概要………………………国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課　82

連携・交流等による個性を活かした地域づくりの推進に関する予算の概要

…………………………………………国土交通省都市・地域整備局企画課・地方整備課　89

特定地域振興対策予算の概要……国土交通省都市・地域整備局地方整備課・離島振興課・特別地域振興課　93

都市再生機構（都市基盤整備公団・地域振興整備公団）事業予算の概要

……………………………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　100

民間都市開発推進機構事業の概要 ……………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　103

都市高速道路（首都・阪神）事業予算の概要 ………国土交通省都市・地域整備局都市高速道路公団監理室　106

都市行政の動き

個々の都市計画の広域性と国の関わり方について

…………………………………………国土交通省国土交通政策研究所主任研究官 頼　あゆみ　114

トピックス

いよいよ開幕「浜名湖花博」

～しずおか国際園芸博覧会「パシフィックフローラ2004」／第21回全国都市緑化しずおかフェア～

……………………………………財団法人静岡国際園芸博覧会協会広報部広報課 山崎　隆則　120

書評

都市再生のデザイン

～快適・安全の空間形成～ ………………………………………埼玉県県土整備部新都心調整室主幹 橘　　裕子　129

5月号
特集　成熟した社会経済環境における市街地整備

巻頭言

人間躍動都市“静岡”…………………………………………………………………………静岡市長 小嶋　善吉　 3

まちと私

ジャパン・DNAと都市観光 ……………………………………………………株式会社玄代表取締役 政所　利子　 6
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特集論文

成熟した経済社会環境下における修復型の土地区画整理事業 …日本大学理工学部土木工学科教授 岸井　隆幸　11

成熟社会時代のストック活用型市街地再開発：課題と展望

………………………………………筑波大学大学院システム情報工学研究科教授 大村謙二郎　20

宇部市中央町三丁目土地区画整理事業

～官民協働によるまちづくりの取り組み～ ………………………宇部市まちづくり推進課課長補佐 石井　　裕　31

共同建替え等上物と一体となった区画整理……………………………株式会社フジタ都市整備室長 小出　　修　37

地権者の共同出資による市街地再開発

～高松市丸亀町商店街～ ……………………………………………………高松市都市再開発課課長 岩田　吉隆　45

これからの再開発事業の息吹

～成熟した社会経済環境下での市街地再開発～ ……………株式会社アール・アイ・エー常務取締役 宮原　義昭　51

随想

数学散歩のすすめ …………………………………………………………国土交通省大臣官房審議官 松田　一郎　58

都市行政の動き

「無電柱化推進計画」の策定について ……………………国土交通省都市・地域整備局街路課長補佐 藤岡啓太郎　63

まちづくりの動き

大阪駅改良・新北ビル開発計画 …………………………西日本旅客鉄道株式会社開発本部担当部長 坂田　英洋　68

海外報告

MIPIM2004参加報告

～MarcheInternatiounaldesProfessionnelsdel’Immobilier～

（邦訳：第15回不動産プロフェッショナル国際マーケット会議）

………………………………………国土交通省総合政策局国際建設課海外協力官

前・都市・地域整備局大都市圏整備課課長補佐（都市再生推進室併任） 鹿子木　靖　73

都市・地域整備局だより………………………………………………………………………………………………… 84

地方整備局建政部等名簿………………………………………………………………………………………………… 92

6月号
特集　まちづくり月間

巻頭言

北九州市における「世界の環境首都」づくり……………………………………………北九州市長 末吉　興一　 3

特集　まちづくり月間

第22回「まちづくり月間」の実施について

………………国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課　住宅局市街地建築課　 7

第22回まちづくり月間

国土交通大臣表彰受賞者の紹介…国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課　住宅局市街地建築課　10

第21回「私のまち写真コンテスト」入賞作品の紹介………………………………社団法人日本交通計画協会　20

第21回まちづくり標語懸賞募集入選作品の紹介…………………………………………財団法人都市計画協会　22

第21回すまい・まちづくり設計競技審査報告………………………………………財団法人住宅生産振興財団　24

第6回「まちの活性化・都市デザイン競技」について …財団法人都市づくりパブリックデザインセンター　28

第22回まちづくり月間

地方公共団体等における関連行事の紹介

………………国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課　住宅局市街地建築課　33



130SHIN TOSHI / Vol.58, No.12 / December  2004

シリーズ中心市街地活性化

周遊できる　まちづくりを目指して

～鉄道廃線がまちづくりのエネルギーに～ ……………………………輪島市産業経済部土木課主幹 野口　裕一　38

佐原市の中心市街地活性化

～水郷の小江戸　産業観光でにぎわいの再興～ ………………………佐原市都市建設部都市計画課 林　　光一　43

海外報告

ユーロトンネル開通10周年を迎えて ………………………財団法人民間都市開発推進機構副理事長 米澤　潤一　53

都市行政の動き

国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び

都市再生特別措置法の一部を改正する法律について………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　61

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の

一部を改正する法律について……………………………………国土交通省都市・地域整備局特別地域振興課　67

第15回全国「みどりの愛護」のつどい……………国土交通省都市・地域整備局公園緑地課緑地環境推進室　72

トピックス

ヒートアイランド対策大綱の策定について ………………国土交通省総合政策局国土環境・調整課 松野　栄明　79

7月号
特集　景観緑三法

巻頭言

地方の主体性と国の支援で豊かな景観を国民の財産に …………………………………金沢市長 山出　　保　 3

まちと私

まちづくりは、人づくり ………………………………………………………………有限会社志縁塾 大谷由里子　 6

特集論文

景観法のこころ …………………………………………………………国土交通省都市・地域整備局長 竹歳　　誠　 9

景観緑三法制定の意義 ………………………………………………東京大学大学院工学系研究科教授 西村　幸夫　11

景観緑三法の制定過程と新たな政策運営 ……………………………………北海道大学大学院教授 越澤　　明　19

景観法・景観法整備法の解説

………北海道企画振興部交通企画室交通企画課長（前国土交通省都市・地域整備局都市計画課長補佐） 益田　　浩　37

国土交通省都市・地域整備局公園緑地課長補佐 御手洗　潤

都市公園法、都市緑地保全法の改正について …国土交通省都市・地域整備局公園緑地課企画専門官 新田　敬師　46

世界都市金沢の形成をめざして

～金沢市における都市景観施策～ ……………………金沢市都市整備部まちなみ対策課担当課長補佐 中川　富喜　53

岐阜県における屋外広告物対策の取り組み

～美しいひだ・みの景観づくり～ ……………………………………岐阜県基盤整備部都市政策課長 増田　昌樹　58

大阪府の都市緑化施策、その新しい取組み………………大阪府土木部公園課計画グループ課長補佐　大槻　憲章　62

緑の保全と創造に向けた横浜市の取り組みについて………………………………………横浜市緑政局緑政部　69

インタビュー 地域活性における映像の活用方策 ………株式会社地域活性プランニング代表取締役 藤崎　慎一　76

都市と色彩－風土からのアプローチ ……………株式会社オズカラースタジオ代表取締役　工学博士 尾崎　真理　79

随想

都市局時代の想い出 ………………………………………………………………在フィンランド大使 近藤　茂夫　82

海外報告

英国（イングランド地方）における地区再生事業の紹介 …ロンドン大学ユニバーシティカレッジ 山口　行一　85

都市・地域整備局だより………………………………………………………………………………………………… 92
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8月号
特集　地域資源を活用したまちづくり

巻頭言

待って、残して、活かして、都市再生

～既存ストックを活かした「まちづくり」～ ………………………………………………臼杵市長 後藤　國利　 3

特集論文

地域資源を活かして街づくりを考える ………………………………………法政大学経済学部教授 黒川　和美　 6

地域文化と手づくりのまちづくり

～有馬温泉の試み～………………………………………………大阪市立大学大学院助教授工学博士 橋爪　紳也　11

地域資源を活用した街づくり……………………………………………株式会社アルメック技術顧問 今井　晴彦　18

まちづくり交付金地区の内容紹介

～角館駅周辺地区～…………………………………………………秋田県角館町まちづくり対策課長 草 悟　24

歩いて暮らせるまち・歩いて巡るまち

～犬山城下町地区（愛知県）～ …………………………………犬山市都市整備部都市計画課長補佐 梅村　治男　30

地域の創意工夫で活きる中心市街地整備計画

～芦刈町三王崎地区～ …………………………………………………佐賀県芦刈町地域振興課係長 江頭　正秀　37

平成16年度のまちづくり交付金の交付について

……………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室　44

随想

「まちづくり」でつれづれに思うこと ……………………………………国土交通省大臣官房審議官 阿部　　健　52

シリーズ中心市街地活性化

豊後高田“昭和の町”活性化基本計画

～地域文化の再生と創造による共感できるまちづくり・賑わいづくりを目指して～

……………………………………………………………豊後高田市商工観光課 安東　洋義　56

中心市街地の賑わいと交流人口の拡大を目指して

～雛とべに花の文化が残る歴史資源を活用して～ ………………………山形県河北町都市整備課長 澤　　善博　61

海外報告

英国都市計画制度の改正（概要）……………………………………在英国日本国大使館一等書記官 岡本　裕豪　68

ブラジリアのまちづくり …………………………………………在ブラジル日本国大使館二等書記官 田雜　隆昌　84

JASOPHだより

IFHP Vilnius理事会報告 ………………………IFHP理事　財団法人都市計画協会評議委員会副議長 黒川　　洸　90

トピックス

OECD地域開発政策委員会・都市政策作業部会の最近の活動について

…………………………国土交通省都市･地域整備局まちづくり推進課企画専門官 是澤　　優　94

創意工夫を発揮した全国都市再生の進展 …………………内閣官房都市再生本部事務局参事官補佐 西海　重和　99

NETIS（新技術情報提供システム）について…………国土交通省大臣官房技術調査課宇宙利用係長 本間　大策　104

全国都市再生支援に向けた新たな取り組み

～地域における都市再生の新たな場づくり・都市再生大学校の推進～

…独立行政法人都市再生機構中部支社都市再生企画部コーディネート・全国まちづくりチームリーダー 芦野　光憲　108

独立行政法人都市再生機構業務企画部全国まちづくり室まちづくり第1チーム　福島　　淳

ものづくり産業を都市づくりの視点で

～新たなアプローチで浮かび上がった意外な状況と改善方策～ …………………………財団法人都市計画協会　116

有限会社ハートビートプラン 泉　　英明

都市計画協会コーナー ………………………………………………………………………………………………… 122
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9月号
特集　都市の歴史的資産と緑

巻頭言

「古都」大津の景観づくり ……………………………………………………………………大津市長 目 信　 3

特集論文

歴史的都市・整備への一提言 …………………………………京都橘女子大学文学部文化財学科教授 猪熊　兼勝　 6

歴史的資産としての棚田の風景 ………………………………岐阜県立国際園芸アカデミー専任講師 相田　　明　12

歴史的資産としての緑の保全と活用

～古都保存法の理念と意義～…………………………兵庫県立大学／兵庫県立淡路景観園芸学校教授 平田富士男　21

独立行政法人環境再生保全機構環境緑地部企画調整課長 古澤　達也　

国土交通省都市・地域整備局公園緑地課企画専門官 新田　敬師　

相模湾沿岸地域における近代建造物と邸園を保全活用した地域づくりの取り組み

………………………………………………神奈川県県土整備部都市整備公園課 向原　浩和　29

水と緑がきらめく未来都市の実現にむけて …………………郡山市都市開発部参事兼公園緑地課長 十文字泰市　34

国宝・世界文化遺産『姫路城』と都心再生 ………………………………………姫路市技術管理監 秋村成一郎　38

古都奈良の歴史的資産と地域制緑地 ………………………………奈良県生活環境部風致保全課主幹 槇村　光司　46

随想

人と自然のかかわり方 ……………………………………………社団法人日本造園建設業協会副会長 山田　勝巳　53

シリーズ中心市街地活性化

中心市街地活性化事業による公園整備

～大分県別府市～ ……………………………………………………別府市建設部公園緑地課長補佐 赤山　光洋　55

海外報告

イタリアの都市計画と都心部活性化方策

～都市計画制度と、民間活力による「保全型まちづくり」～

………………株式会社オリエンタルコンサルタンツ東京事業本部・都市グループ 民岡　順朗　62

うるおいのあるまちづくり

青森市の「青い森」づくり ………………………………………………………青森市都市整備部長 脇坂　隆一　73

トピックス

福岡県における開発許可等の基準に関する条例について……………福岡県建築都市部都市計画課 渡邉　浩司　77

都市計画協会コーナー…………………………………………………………………………………………………… 83

10月号
特集　第56回都市計画全国大会（佐賀県）

第56回都市計画全国大会の開催にあたって………………………………財団法人都市計画協会会長 a橋　　進　 3

第56回都市計画全国大会の開催に寄せて………………………………国土交通省九州地方整備局長 岡山　和生　 5

佐賀県特集号によせて………………………………………………………………………佐賀県知事 古川　　康　 7

第56回都市計画全国大会を迎えて …………………………………………………………佐賀市長 木下　敏之　10

佐賀県の「まちづくり」の課題

～個性ある佐賀県を目指して～ …………………………佐賀県県土づくり本部まちづくり推進課長 寺田　年典　13

佐賀県の都市計画の現況と課題 ………………佐賀県県土づくり本部まちづくり推進課計画担当係長 福岡　啓功　17

佐賀県の都市公園 …………………………佐賀県県土づくり本部まちづくり推進課公園景観担当係長 古賀　誠治　24

佐賀県の下水道事業について …………………………………佐賀県県土づくり本部下水道課副課長 山h日出男　30
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佐賀県の街路事業

～街なかの交通体系のゆくえ～ ………………佐賀県県土づくり本部まちづくり推進課街路担当係長 南里　　勝　36

吉野ヶ里歴史公園の整備について…………………………………………………国営吉野ヶ里歴史公園事務所　43

佐賀県県土づくり本部まちづくり推進課公園景観担当

鉄道高架による市街地（温泉街）の再生に向けて ……………………武雄市建設部都市計画課長 井手　和徳　49

歴史を活かした駅周辺整備について……………………………………伊万里市建設部都市開発課長 前田　君人　54

佐野記念公園整備事業について………………………………………川副町建設下水道課都市公園係 大坪　正和　61

歴史的景観と文化を活かしたまちづくり

～佐賀市柳町での取り組み～ ………………………………………佐賀市建設部建築課都市景観係長 和田　嘉行　68

水を活かしたまちづくり

～河川浄化の取り組み～ ………………………………………………………佐賀市建設部河川課長 門畑　　真　73

現代遺産（閉鎖再開発ビル）の再生へ！

～市民団体の取り組み～ …………………………………………………………………活気会監事 内田　純夫　78

唐津市城内地区のまちづくりについて ……………………………………唐津市建設部都市計画課 井手　康喜　85

ハートオブ九州・鳥栖市のまちづくりについて …………………………鳥栖市建設部都市計画課 鮎川　清紹　91

有田皿山ルネサンス

～佐賀県有田町の町並み保存と都市計画～ ………………………………有田町建設農林課課長補佐 吉島　幹夫　99

肥前浜宿

～歴史的資産を生かしたまちづくり、経緯と展望～ ……………「肥前浜宿」水とまちなみの会会長 熊本　義泰　108

佐賀県立佐賀城本丸歴史館の開館を迎えて …………………………………佐賀城本丸歴史館館長 杉谷　　昭　115

弥生の都市づくりについて

～吉野ヶ里遺跡の保存と活用～………………………………………………佐賀県教育庁文化課主幹 七田　忠昭　120

縫ノ池による地域おこしについて ………………………………………………縫ノ池湧水会事務局 赤坂　宗昭　129

棚田を活かした地域づくり…………………………………………………相知町農林観光課主任主事 島松　県祐　136

成富兵庫茂安と石井樋……………………………………九州地方整備局武雄河川事務所石井樋チーム 光武　久修　143

11月号
特集　都市の活力と下水道

巻頭言

水辺のある暮らし

～下水道による水辺の復活～ ………………………………………………………………横浜市長 中田　　宏　 3

まちと私

美しい日本・私の公共環境デザイン

……………………今井澄子デザイン事務所株式会社代表取締役　環境デザイナー 今井　澄子　 6

特集論文

都市の水環境の再生、創出に新たな役割が期待される下水道とその課題

………京都大学大学院工学研究科附属環境質制御研究センター（教授、工学博士） 田中　宏明　11

独立行政法人土木研究所水循環研究グループ（専門研究員、工学博士） 山下　尚之

独立行政法人土木研究所水循環研究グループ（主任研究員） 宮島　　潔

三位一体改革時代の水環境保全政策

～経済的手法による水質保全施策の可能性を考える～ ………滋賀大学環境総合研究センター助教授 只友　景士　19

マンガでみる下水道 ……………………………………………………………………………漫画家 のむらみみ　28

せせらぎが流れるまち ……………………………………………神戸市建設局下水道河川部計画課長 畑　　恵介　35
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まちづくりと一体となった浸水対策 ……………………………福岡市下水道局建設部事業調整課長 諌山　和仁　41

多度津町再生水利用計画事業－自然と遊び学ぶ子供たち ………………多度津町建設下水道課長 田中　貫吾　47

下水道事業における地球温暖化防止計画「アースプラン2004」の策定

～快適な地球環境を次世代に～ …………………………………東京都下水道局計画調整部計画課長 松浦　將行　50

海外報告

イギリス都市開発レポート ……………………………………国土交通省住宅局公営住宅管理対策官 坂根　工博　55

第7回都市計画、都市整備に関する日中交流会議に参加して …国土交通省下水道部流域管理官付 石井　宏幸　65

JASOPHだより

オスロー理事会報告………………………………IFHP理事　財団法人都市計画協会評議委員会副議長 黒川　　洸　68

EAROPH大会報告

EAROPHメルボルン大会報告

『都市計画と住宅における再生と改革－アジア・太平洋地域における明日への持続』

………………………………………岩井　彦二・辻　　元治・小浪　博英・佐保　　肇

金谷　勇治・星野　賢一・奈良　吉倫　71

都市行政の動き

平成16年度「都市景観の日」中央行事について……………………国土交通省都市・地域整備局都市計画課　81

法制度小委員会報告

今後の下水道法制度の方向性

～下水道の役割・機能を最大限発揮させるために～

…………………………国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課課長補佐 松原　　誠　86

国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課課長補佐 佐藤　守孝　

トピックス

ETCのさらなる普及にむけた取組

Toll Road Division, Road Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport

…………………………………………………………………国土交通省道路局有料道路課　92

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽

全国都市再生への新たな萌芽

「平成15年度全国都市再生モデル調査」の実施結果から …………………………内閣官房都市再生本部事務局　97

難病児支援を核としたまちづくり

～病気とたたかう子どもたちに夢のキャンプを～ ………………………滝川市経済部地域振興室長 居林　俊男　99

「記憶の継承」への予期せぬ参入者たち

～河原町プロジェクト～ ………………………………………………………熊本まちなみトラスト 冨士川一裕　107

川・海と山と町のネットワークによる地域再生まちづくり

～ひょうたんホタル島～ ……………………………………早稲田商店会エコステーション事業部長 藤村　望洋　116

都市・地域整備局だより ………………………………………………………………………………………………… 125

12月号
特集　都市と農山漁村の共生・対流

巻頭言

産業文化創造都市を目指して ………………………………………………………………八戸市長 中村　寿文　 3

特集論文

都市と農山漁村の共生・対流に向けて ………国土交通省都市・地域整備局地方整備課農山漁村係長 k田　裕正　 6
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共生・対流による日本活性化の提案「DOJAPAN構想」

…………………………………株式会社三井物産戦略研究所国土・地域振興室長 園田　正彦　10

「オーライ！ニッポン」キャンペーン活動の概要 …財団法人都市農山漁村交流活性化機構事務局長 日野　昭男　16

都市農村交流プロデュース　実践と考え方

～都市農村交流は、現代社会のブレークスルー～

……………………NPO法人えがおつなげて　山梨大学大学院医学工学総合研究部 曽根原久司　24

劇団活動を通した交流創出……………………………………………劇団ふるさときゃらばん制作部 花岡　由雄　32

九州ツーリズム大学の取り組み…………………………………………財団法人学びやの里事務局長 江藤　訓重　38

セカンドスクール受け入れ ………………………………………………………………前安塚町長 矢野　　学　44

中越地震　震度7の川口町での支援・救援活動　～友好の絆から～

……………………………………………………狛江市企画財政部市民協働課長 松原　俊雄　49

都市と地方の連携推進事業

都市との交流が伝統産業の救い手となるか！

～『東京いまだて物語』と伝統産業体験交流施設整備～ ………………………今立町産業振興課長 佐々木哲夫　54

離島と都市との交流

～アイランダー（離島の総合交流推進事業）を例とした離島の活性化～

………………………………国土交通省都市・地域整備局離島振興課専門調査官 金久保　隆　60

随想

ラジオ体操…………………………………………国土交通省大臣官房審議官（都市・地域整備局担当） 梶原　景博　67

JASOPHだより

IFHP国際映像コンペティション報告 ………………株式会社日本都市総合研究所代表　IFHP評議員 鳥栖那智夫　70

うるおいのあるまちづくり

船橋市における「うるおい」づくり ……………………………………………船橋市都市計画部長 中村　竹男　73

シリーズ中心市街地活性化

中心市街地の再生に向けて

～沖縄県那覇市～ ……………………………………………………那覇市都市計画部都市計画課長 兼次　俊正　78

那覇市都市計画部都市計画課技査 島袋　正吾

海外報告

第22回日韓都市開発協力会議報告……………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課 福島　秀幸　84

CDSハノイ会議2004 報告 …………国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室課長補佐 山川　　修　89

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽

全国都市再生への新たな萌芽（第2回）

「平成15年度全国都市再生モデル調査」の実施結果から …………………………内閣官房都市再生本部事務局　92

匠の技術と融合したまちづくり

～匠の町しもすわ・あきないプロジェクト～ …………匠の町しもすわ・あきないプロジェクト代表 原　　雅廣　93

新しい“タウンライフツーリズム”をめざして

………………………………臼杵市市民生活部企画情報課参事（地域再生担当） 日廻　文明 110

平成15年度都市再生モデル調査

ものづくり産業を再生する都市戦略調査………………………………大阪府建築都市部総合計画課 松本　次朗 118

東大阪市経済部 田中　浩喜

八尾市市民産業部 中村　昌也

「新都市」平成16年第58巻総目録 ……………………………………………………………………………………… 125
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「新都市」平成17年第59巻総目録

1月号
特集　多発する災害からの都市復旧

年頭の辞

新年のごあいさつ……………………………………………………………財団法人都市計画協会会長 a橋　　進　 3

特集論文

阪神・淡路大震災からの10年と、これからの神戸づくり……………神戸市都市計画総局計画部長 足立　吉之　 5

昨年の災害を振り返る…………………………………………………東京大学工学部都市工学科助手 加藤　孝明　10

新潟県中越大震災の特徴 …………………………………………………新潟県土木部都市整備課長 清水　洋一　15

福井豪雨災害で得た都市災害の経験と今後の課題 …………………………福井市建設部公園課長 山田　康一　23

福井市下水道部施設維持課主任 南保　敦夫

災害を乗り越えて

安全で安心できるまちに …………………………………………新居浜市建設部都市計画課副課長 原　　一之　28

高松市の台風16号による高潮被害 ………………………………………高松市土木部河港課長補佐 三崎　文夫　33

瀬戸内における高潮対策 ……………………………………………………………倉敷市総務部参事 風早　英治　37

平成16年台風18号の暴風による熊本県都市公園被災報告……………………………熊本県土木部都市計画課　42

三重県における台風被害…………………………………………………三重県県土整備部都市基盤室 棚瀬　和重　49

－多発する災害からの復旧－

台風23号による都市浸水…………………………………………………………………豊岡市技監 谷川　俊男　54

平成16年度都市災害を振り返って………………………………………京都府土木建築部都市計画課 今井　幹男　61

都市防災対策の最近の動向…………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市防災対策室　66

トピックス

第2回日英都市再生会議に参加して………………国土交通省都市・地域整備局企画課地域整備企画官 中島　正人　72

海外報告

OECD愛知名古屋国際シンポジウムの開催について

………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課企画専門官 是澤　　優　78

国土交通省中部地方整備局建政部都市調整官 釜谷　智弘　

書評

住宅で資産を築く国、失う国 ……………………シンコーコーポレーション株式会社代表取締役社長

ペンシルヴァニア大学ウォートンスクールMBA（経営学修士） 千田　憲司　81

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽

全国都市再生への新たな萌芽（第3回）

「平成15年度全国都市再生モデル調査」の実施結果から …………………………内閣官房都市再生本部事務局　83

スチューデント・シティで加速する福島市中心市街地の再生

……………………………………福島県商工労働部商業まちづくりグループ参事　楠田　幹人　84

For You・・・・あなたのために………………………………………………………佐原市商工観光課 椎名　喜予　93
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幅広い市民が参加した壮大な社会実験

～堀川1000人調査隊～…………堀川1000人調査隊事務局　名古屋堀川ライオンズクラブPR／IT委員長 服部　　宏　105

2月号
特集　「都市の危機」を考える

巻頭言

個性と魅力にあふれた県都の形成

～まちづくりの課題と進め方～……………………………………………………………福井県知事 西川　一誠　 3

座談会

「都市の危機」を語る………………………………………………日本政策投資銀行地域企画部参事役 藻谷　浩介　 7

国土交通省都市・地域整備局都市計画課土地利用調整官 明石　達生　

国土交通省都市・地域整備局都市計画課開発企画調査室長 渋谷　和久　

国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市計画企画調整官 林　　俊行　

国土交通省都市・地域整備局都市計画課施設計画調整官 廣瀬　隆正　

特集論文

アメリカの都市政策における新しい動き ………………………………流通経済大学経済学部教授 原田　英生　27

「歴史的な転換点」と都市構造

～交通環境負荷から見た都市構造の評価～ ………………………日本大学理工学部土木工学科教授 岸井　隆幸　34

コンパクトシティの形成と新幹線対策……………………………………………青森市都市整備部都市政策課　44

福島県の中心市街地・商店街の活性化に向けた取組み

……………………………………福島県商工労働部商業まちづくりグループ参事 楠田　幹人　50

北九州市における斜面市街地の現状と課題 …………………九州大学大学院人間環境学研究院講師 志賀　　勉　54

随想

人口減少・地球環境・TOD ……財団法人計量計画研究所常務理事　社団法人日本都市計画学会副会長 矢島　　隆　60

シリーズ中心市街地活性化

佐世保市のまちづくりについて

～街なか再生の取り組み～ ………………………………………佐世保市都市整備部まちづくり課長 豊里　貞敏　64

JASOPHだより

ハーグ理事会報告…………………………………IFHP理事　財団法人都市計画協会評議委員会副議長 黒川　　洸　67

トピックス

大規模小売店舗立地法の指針の改定（案）について…経済産業省商務情報政策局流通産業課長補佐 松下　達也　70

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽

全国都市再生への新たな萌芽（第4回）

「平成15年度全国都市再生モデル調査」の実施結果から …………………………内閣官房都市再生本部事務局　77

平成15年7.19大水害後の飯塚市中心市街地の再生 ……………………飯塚市市民経済部商工観光係 田中　　淳　78

市町村合併を契機としたパートナーシップのまちづくりに向けて

～岐阜県山県市における全国都市再生モデル調査の取り組み～

………………………………………東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 杉崎　和久　87

都市計画協会コーナー…………………………………………………………………………………………………… 97
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3月号
特集　大都市圏における広域連携

巻頭言

首都圏から日本を変える

～八都県市首脳会議（首都圏サミット）の取り組みについて～ …………………………千葉市長 鶴岡　啓一　 3

まちと私

「産業観光」を活かしたまちづくり ………………………産業観光推進協議会副会長　JR東海相談役 須田　　寛　 7

特集論文

大都市圏における広域連携に求めるもの ………………………………………都市ジャーナリスト 森野　美徳　10

大都市圏の緑と水を対象とした広域連携の構図………東京農業大学地域環境科学部造園科学科教授 蓑茂寿太郎　18

東海環状自動車道を活用した地域連携づくり

…………東海環状都市地域交流連携推進協議会事務局　豊田市総合企画部専門監 水野　春美　27

なぎさ海道

～市民団体及び産官学連携による大阪湾ベイエリアの環境保全ネットワークの創造～

……………………………………財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構副会長 南谷昌二郎　31

「関西文化学術研究都市」における産学官連携の進展と広域連携への展望

……………………………………財団法人関西文化学術研究都市推進機構理事長 立石　義雄　36

世界にひらかれた　魅力あふれる創造都市を目指して

～「関西文化学術研究都市の明日を考える懇談会」の提言について～

………兵庫県立大学副学長（関西文化学術研究都市の明日を考える懇談会委員長） 鈴木　　胖　45

首都圏南西部・都市づくりに関する連携会

～ゆるやかな連携～ …………………………………………………横浜市都市計画局都市計画課長 小林　正幸　51

つくばエクスプレスの開業と沿線における特色ある取り組みの状況

………国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課筑波研究学園都市連絡調整官 西澤　　明　58

随想

『景観』思い出話 ………………………………国土交通大臣官房技術審議官（都市・地域整備局担当） 斉藤　　親　64

トピックス

愛・地球博の開催 …………………財団法人2005年日本国際博覧会協会長久手会場工事管理室室長代理 藤本　俊樹　66

大深度地下利用をめぐる最近の動向 ……………国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課長補佐 田村　英之　71

海外報告

フランスの広域計画・大都市圏計画…………………東京大学先端科学技術研究センター協力研究員 岡井　有佳　76

タイ国区画整理法の成立 …………………………………………………………………JICA専門家 日野　祐滋　84

ACUUS第10回都市地下空間国際会議

………………国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課大深度地下利用企画官 松本　隆平　88

特集連載　全国都市再生への新たな萌芽

全国都市再生への新たな萌芽（第5回）

「平成15年度全国都市再生モデル調査」の実施結果から …………………………内閣官房都市再生本部事務局　98

空きオフィスの学生マンションへのコンバージョンによる都市再生の取り組み

………………………………………千代田区まちづくり推進部都市計画課主査 土村　武史　99

世界遺産登録に向けた平泉のまちづくり

～全国都市再生モデル調査を活用して～ ………………………………………平泉町建設課長補佐 高橋　和夫　106

市民参加の力を引き出したアートによるみなとまちづくり ……………………玉野市企画部主任 谷井　利行　110
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4月号
特集　平成17年度予算

特集

国土交通省関係予算の概要 ……………………………………………………………国土交通省大臣官房会計課　 3

都市・地域整備局関係予算の概要…………………………………………国土交通省都市・地域整備局総務課　20

まち再生総合支援事業について………………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　33

汚水処理施設整備交付金について………………国土交通省都市・地域整備局下水道企画課・下水道事業課　36

防災集団移転促進事業の拡充…………………………………………国土交通省都市・地域整備局地方整備課　40

下水道事業予算の概要……………………………………国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課　43

都市公園・緑地保全等事業予算の概要………………………………国土交通省都市・地域整備局公園緑地課　50

再開発関係予算の概要 ………………………………………………国土交通省都市･地域整備局市街地整備課　58

土地区画整理事業予算の概要………………………………………国土交通省都市・地域整備局市街地整備課　64

都市再生推進事業等予算の概要 ……国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室・

都市防災対策室・市街地整備課・街路課　70

まちづくり交付金制度の概要…………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室　74

街路事業予算の概要…………………………………………………………国土交通省都市・地域整備局街路課　80

都市開発資金制度の予算概要…………………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　85

大都市圏整備の推進に関する予算の概要………………………国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課　89

個性を活かした地域づくりの推進に関する予算の概要…国土交通省都市・地域整備局企画課・地方整備課　96

特定地域振興対策予算の概要 ……国土交通省都市・地域整備局地方整備課・離島振興課・特別地域振興課　100

独立行政法人都市再生機構事業予算の概要 …………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　106

民間都市開発推進機構事業の概要 ……………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　109

都市高速道路（首都・阪神）事業予算の概要 ………国土交通省都市・地域整備局都市高速道路公団監理室　112

特集連載　都市機構

（第1回）

都市再生機構のミッションと都市再生への取組み ………………独立行政法人都市再生機構　業務企画部　119

海外報告

（連載）フィンランドの都市計画1

フィンランドという土壌と「土地利用と建築法」…………………ヘルシンキ工科大学建築学科 大久保　慈　125

都市・地域整備局だより ………………………………………………………………………………………………… 129

5月号
特集　景観法全面施行

巻頭言

良好な景観で豊かな社会を

……日本の景観を良くする国民大会実行委員会会長　社団法人日本経済団体連合会会長 奥田　　碩　 3

特集論文

景観法施行令の解説 ……………………………………………………国土交通省都市・地域整備局都市計画課　 6

景観計画策定の最前線 ……………………………………近江八幡市建設部風景づくり推進室専門員 深尾甚一郎　24

親水公園を活かした景観まちづくり

～東京都江戸川区～ …………………………江戸川区都市開発部都市計画課課長補佐・都市計画係長 上山　　肇　30

仙台市の屋外広告物に対する取組み……………………仙台市都市整備局計画部街並みデザイン課長 大橋　健男　38
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まちづくりの動き

都市計画マスタープランづくりの市民参加を検証………………………………流山市都市計画部都市計画課　43

トピックス

岐阜県における特定用途制限地域を活用したインターチェンジ周辺地区等における

土地利用規制の取り組み……………………………………………岐阜県基盤整備部都市政策課長 増田　昌樹　52

特集連載　都市機構

（第2回）

都市再生機構のコーディネート業務について……………………独立行政法人都市再生機構　業務企画部　58

海外報告

（連載）フィンランドの都市計画2

フィンランドの都市計画の仕組み……………………………………ヘルシンキ工科大学建築学科 大久保　慈　63

書評

新行政事件訴訟法

～逐条解説とQ＆A～ …………………………………………………………………学習院大学教授 櫻井　敬子　68

都市・地域整備局だより………………………………………………………………………………………………… 70

地方整備局建政部等名簿………………………………………………………………………………………………… 78

6月号
特集　まちづくり月間

巻頭言

富山市における持続可能なコンパクトなまちづくり ……………………………………富山市長 森　　雅志　 3

特集　まちづくり月間

第23回「まちづくり月間」の実施について

……………………国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課　住宅局市街地建築課　 6

第23回まちづくり月間

国土交通大臣表彰受賞者の紹介

……………………国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課　住宅局市街地建築課　 9

第22回「私のまち写真コンテスト」入賞作品の紹介………………………………社団法人日本交通計画協会　20

第22回まちづくり標語懸賞募集入選作品の紹介…………………………………………財団法人都市計画協会　22

第22回すまい・まちづくり設計競技審査報告………………………………………財団法人住宅生産振興財団　24

第7回「まちの活性化・都市デザイン競技」について …財団法人都市づくりパブリックデザインセンター　28

第23回まちづくり月間

地方公共団体等における関連行事の紹介

……………………国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課　住宅局市街地建築課　32

検証・中心市街地

（第1回）

今、中心市街地で何が起きているか………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　34

特集連載　都市機構

（第3回）

都市再生機構の全国まちづくり支援………………………………独立行政法人都市再生機構　業務企画部　38

海外報告

（連載）フィンランドの都市計画3

きめ細かい計画－都市計画、地区詳細計画とは……………………ヘルシンキ工科大学建築学科 大久保　慈　42
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西・伊におけるトラム・都市整備の動向ヒアリング報告

……………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課企画専門官 古木　岳美　47

英国の地方交通計画（LTPs：Local Transport Plans）の動向

………………………………………国土交通省国土計画局大都市圏計画課専門調査官

（前国土交通省都市・地域整備局街路課長補佐） 藤岡啓太郎　53

財団法人計量計画研究所交通政策研究室主任研究員 高橋　勝美　

財団法人計量計画研究所都市・地域研究室研究員 平見　憲司　

都市行政の動き

民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律について…国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　61

国土交通省都市・地域整備局市街地整備課

トピックス

都市開発ファイナンスの現場…………………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　66

書評

エリアマネジメント

～地区組織による計画と管理運営～

……………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課企画法制係国土交通事務官 角谷　将義　69

7月号
特集　ヒートアイランド現象と都市の緑

巻頭言

京都議定書発効の地から ……………………………………………………………………京都市長 桝本　頼兼　 3

まちと私

サツキとメイへの想いを知る……………………………………………桐蔭横浜大学医用工学部教授 涌井　史郎　 7

特集論文

ヒートアイランド現象のメカニズム…………………………………首都大学東京都市環境学部教授 三上　岳彦　10

ヒートアイランド現象対策のための技術開発の動向

～国土交通省総合技術開発プロジェクト「都市空間の熱環境評価・対策技術の開発」について～

……………国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部都市開発研究室主任研究官 鍵屋　浩司　15

都市の緑とヒートアイランド現象対策 …………和歌山大学システム工学部環境システム学科助教授 山田　宏之　24

都市緑化によるヒートアイランド現象の緩和効果の評価

………………………国土交通省都市・地域整備局公園緑地課緑地環境推進室課長補佐 加藤　順子　31

東京都におけるヒートアイランド現象の現状と対策の推進

……………………………………………東京都環境局都市地球環境部計画調整課主任 光本　和宏　40

市街地整備における熱環境改善技術

…………UR都市機構（独立行政法人都市再生機構）技術・コスト管理室緑環境チーム 石原　　晋　47

都市住宅技術研究所環境技術研究チーム

随想

アートと緑の底力 …………………………………………………………………………画家・女優 城戸真亜子　54

検証・中心市街地

（第2回）

中心市街地活性化と改正都市計画法の運用………………………国土交通省都市・地域整備局都市計画課　56
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特集連載　都市機構

（第4回）

UR都市機構の防災公園街区整備事業について

～都市再生の一環としての防災公園等の整備～

………………………独立行政法人都市再生機構土地有効利用推進室土地有効利用第二課 辻本慎太郎　60

海外報告

（連載）フィンランドの都市計画4

地区詳細計画と保護

～地域詳細計画による環境、文化保護　その他の法規による環境、文化保護～

……………………………………………………………ヘルシンキ工科大学建築学科 大久保　慈　63

MIPIM2005（不動産プロフェッショナル国際マーケット会議）参加報告

～MarcheInternational des Professionnels de l’Immobilier en 2005～

…………………………………………………国土交通省九州地方整備局建政部住宅調整官

（前国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課企画専門官） 中西　　浩　69

英国の地方交通計画（LTPs：Local Transport Plans）の動向

（6月号掲載に関連する補足）…………………………国土交通省国土計画局大都市圏計画課専門調査官

（前国土交通省都市・地域整備局街路課課長補佐） 藤岡啓太郎　76

財団法人計量計画研究所交通政策研究室主任研究員 高橋　勝美　

財団法人計量計画研究所都市・地域研究室研究員 平見　憲司　

都市行政の動き

品川駅周辺における今後のまちづくりの進め方について……………独立行政法人都市再生機構業務企画部　78

第16回全国「みどりの愛護」のつどい……………国土交通省都市・地域整備局公園緑地課緑地環境推進室　80

JASOPHだより

IFHP 理事会報告……………………………………………………………………………IFHP理事 大西　　隆　86

寄稿

中華人民共和国都市計画法〔中華人民共和国城市規劃法〕………財団法人土地総合研究所理事長 城野　好樹　88

トピックス

愛知万博に現れた巨大な緑のオブジェ「バイオラング」

………………………………………財団法人2005年日本国際博覧会協会施設管理室長 町田　　誠　95

書評

まちづくりオーラル・ヒストリー

～「役に立つ過去」を活かし、「懐かしい未来」を描く～ ……………国土交通省鉄道局都市鉄道課 中西　貴子　97

都市計画協会コーナー…………………………………………………………………………………………………… 99

8月号
特集　民間・住民参加による市街地整備

巻頭言

住民参加と神戸のまちづくり ………………………………………………………………神戸市長 矢田　立郎　 3

まちと私

絵になるまち、画になるまち………………………………………………神戸フィルムオフィス代表 田中　まこ　 6

特集論文

まちづくりのOS（オペレーションシステム）改革に向けて

……………社団法人全国市街地再開発協会専務理事（都市再生戦略チーム専門調査員） 岡本　圭司　 9
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ファイナンスからみたまちづくりへの民間参画 ……………………………亜細亜大学非常勤講師 野口　秀行　17

会社施行による土地区画整理事業

～平成17年土地区画整理法改正～ …………………………………国土交通省都市・地域整備局市街地整備課　26

身の丈にあった再開発の推進………特定非営利活動法人まちづくりネットワークTOMネット代表理事 林　　秀樹　34

「特定建築者制度」と「SPC活用証券化スキーム」の組み合わせによる

第二種市街地再開発事業（浦和駅東口駅前地区）

……………株式会社大林組東京本社東京建築事業部プロジェクト開発部上席グループ長 本田　宜教　40

再開発手法による川口駅周辺の再整備 ……………………………川口市都市整備部都市整備課主幹 庄司　芳幸　48

市街地再開発事業と土地区画整理事業の一体的施行 ………株式会社エス・ジー都市経営技術顧問 嶋出　　理　55

宇部市中心市街地再生事業における“景観まちづくり”への挑戦 …建築家　関東学院大学教授 藤本　昌也　64

民間事業者が提案した土地利用を考慮した区画整理

……………………………大和ハウス工業株式会社東京都市開発部第二開発グループ長 宗雪　正和　78

商業者・住民参加による区画整理 ………………………………彦根市本町土地区画整理組合理事長 西村　武臣　82

住民と行政の協働による密集市街地整備 …………………………江戸川区土木部区画整理第一課長 新村　義彦　88

検証・中心市街地

（第3回）

中心市街地と建築物の用途規制………………………………………………国土交通省住宅局市街地建築課　97

特集連載　都市機構

（第5回）

都市再生機構の都市機能更新事業について ………………………独立行政法人都市再生機構　業務第一部　102

海外報告

（連載）フィンランドの都市計画5

地区詳細計画ができるまで－住民参加と環境への影響評価………ヘルシンキ工科大学建築学科 大久保　慈　107

フランスLRTの制度的枠組みと整備効果について

………………………国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部都市施設研究室長 阪井　清志　113

都市行政の動き

社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の開催 ………………………国土交通省都市・地域整備局　123

都市再開発サミットの開催について ………………………………………………全国市町村再開発連絡協議会　125

「大深度地下の公共的使用におけるバリアフリー化の推進・アメニティーの向上に関する指針」について

…………………………国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課大深度地下利用企画室　128

民間だより

公民連携の新しい街づくり

～新生「丸の内」の新しい挑戦～ ………大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会事務局長 廣野　研一　137

トピックス

2005年（第13回）花の万博記念「コスモス国際賞」の受賞者決定

………………………………………………………財団法人国際花とみどりの博覧会記念協会　143

書評

新版　まちづくりの経済学

～知っておきたい手法と考え方～…………………………国土交通省都市・地域整備局市街地整備課 河合　　麦　146

9月号
特集　第57回都市計画全国大会（愛知県）

第57回都市計画全国大会の開催にあたって………………………………財団法人都市計画協会会長 伴　　　襄　 3
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第57回都市計画全国大会の開催に寄せて………………………………国土交通省中部地方整備局長 大村　哲夫　 5

愛知県特集号によせて………………………………………………………………………愛知県知事 神田　真秋　 7

第57回都市計画全国大会を迎えて…………………………………………………………名古屋市長 松原　武久　 9

愛知の都市計画について …………………………………………………愛知県建設部都市計画課長 鵜飼　増由　12

愛知県の都市整備事業

～安全・安心、個性輝くまちづくりをめざして～ ………………………愛知県建設部都市整備課長 稲垣　茂男　20

愛知県の都市公園事業 ……………………………………………………愛知県建設部公園緑地課長 渡辺　四朗　26

愛知県の下水道事業 …………………………………………………………愛知県建設部下水道課長 尾関　正吉　33

名古屋のまちづくり………………………………………名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課長 炭　与志昭　41

名古屋の市街地整備について ………………………名古屋市住宅都市局市街地整備部市街地整備課長 鈴木　博之　46

名古屋の新たな都市交通

～公共交通への利用転換を目指して～ ………名古屋市住宅都市局都市計画部特定交通経営管理室長 後藤　勝彦　52

名古屋の都心部におけるまちづくり

～オアシス21の整備と名古屋市都心部将来構想について～

……………………………………名古屋市住宅都市局都市再生推進部都市再生推進課長 安藤　隆光　58

歴史をいかしたまちづくり

～東区「文化のみち」での取り組み～ …………………………名古屋市住宅都市局都市景観室主幹 松井　明子　65

JR勝川駅周辺のまちづくり……………………………………………春日井市勝川地区総合整備室長 石井　秀明　71

まちぐらしの景色 ……………………………………………豊田市都市整備部まちづくり担当専門監 木戸　規詞　77

路面電車を生かしたまちづくり

～公共交通の活用に向けて～…………………………………………豊橋市都市計画部都市計画課長 村松　喜八　81

市民参加によるまちづくり

～尾張瀬戸駅地区第二種市街地再開発事業～ ……………………瀬戸市建設部技監兼都市整備課長 名古路重保　85

中心市街地の再生に向けて

～出会いと創造の舞台（ステージ）づくり～ ……………………………半田市建設部都市計画課長 竹内　悦雄　90

豊川稲荷門前町の地道なまちづくり ………………………………豊川市建設部中心市街地対策課長 荘田　慶一　97

がまごおり（蒲郡）市の都市計画

～快適でやすらぎのあるまちづくり～ ………………………………蒲郡市都市開発部計画開発課長 新家　英一　105

犬山城下町再生（愛知県犬山市）

～歴史・伝統・文化のまちを目指して～ ……………………………犬山市都市整備部都市計画課長 奥村　照行　110

常滑ニュータウン開発について

～オオタカや伝統文化の共生に向けて～ ………………………………………常滑市開発部付課長 石原　伸員　117

合併3町を繋ぐ歴史街道「美濃路」のまちづくり

～清須市の賑わい再生にむけて～……………………………………………清須市建設部地域開発課 石田　　隆　121

博覧会を契機に大きく変わった歴史のまち長久手

～住民参加のまちづくり～………………………………………………長久手町建設部都市整備課長 鈴木　孝美　130

2005愛・地球博のご紹介 ……………………………財団法人2005年日本国際博覧会協会施設管理室長 町田　　誠　134

開港した中部国際空港 ……………………………愛知県建設部建設総務課建設企画室グループ主幹

（前中部国際空港株式会社建設部参事役） 葛島　隆二　138

磁気浮上式リニアによる新交通システム

～東部丘陵線（リニモ）～ …………………愛知県国際博推進局事業調整課交通調整グループ主幹

（前愛知高速交通株式会社建設部長） 大河内益夫　143

海外報告

（ガイド）

米国における都市再生と広域調整 …………………………………財団法人都市計画協会常務理事 相場　洋一　147
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（連載第1回）

米国における都市再生と広域調整の流れ ………………………ニューヨーク都市政策研究所所長 青山　公三　148

10月号
特集　民間の創意工夫とまちづくり

巻頭言

民間との協動によるまちづくり ……………………………………………………………水戸市長 加藤　浩一　 3

まちと私

インタビュー　山田邦子氏 …………………………………………………………………タレント 山田　邦子　 6

特集論文

社会投資ファンドの実現に向けて………………………………………日本銀行政策委員会審議委員 西村　清彦　12

大学と地域との連携によるまちづくり

～名古屋学院大学の事例を中心として～ ……………………………名古屋学院大学経済学部助教授 水野　晶夫　19

『福岡・九州特化型不動産投資ファンド』の取組み ……………………福岡地所株式会社執行役員 桑野　隆裕　27

民間都市開発の動向

～地方都市における民間都市開発の状況・課題と進展に向けた方向性～

……………………………財団法人民間都市開発推進機構　まち再生支援部支援第一課

兼　企画調査部調査計画課　調査役 中廣　　穣　35

民間活力の導入による都市再生 …………………堺市建築都市局都市整備部臨海新都心整備担当課長 居上　　均　45

家守プロジェクトについて …………………………………………株式会社アフタヌーンソサエティ 橘　　昌邦　54

岳温泉の再生 ………………………………………………………………………岳温泉観光協会会長 鈴木　安一　61

煉瓦建物を活かしたまちづくり ……………………恵比寿ガーデンプレイス株式会社管財・開発部長 中島　　弘　69

LED（発光ダイオード）を活用した「光のまちづくり」事業

～特に中心市街地の活性化について～……………………阿南市産業部商工観光労政課商工振興係長 條　　　司　76

LRTによる岩瀬町再生について …………………………………岩瀬まちつくり株式会社代表取締役 桝田隆一郎　81

検証・中心市街地

（第4回）

アドバイザリー会議報告の概要について…………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　86

国土交通省都市・地域整備局都市計画課

国土交通省住宅局市街地建築課

特集連載　都市再生機構

（第6回）

都市再生整備計画の策定支援「フロンティア」について

………………………………………独立行政法人都市再生機構業務企画部全国まちづくり室　89

海外報告

（連載）フィンランドの都市計画6

土地利用計画の影響……………………………………………………ヘルシンキ工科大学建築学科 大久保　慈　92

（ガイド）

海外諸都市における都市再生

～読み解く視点～ …………………東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻都市計画研究室助教授 小泉　秀樹　98

（連載）海外のまちづくり・都市再生の現状1

ボストン：ビッグ・ディッグ・プロジェクトと都市空間の再生

………………………………東京大学大学院工学系研究科国際都市再生研究センター 村山　顕人　101
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OECD地域開発政策委員会・都市政策作業部会における最近の活動について

……………………………………………………国土交通省都市・地域整備局企画課 是澤　　優　113

国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課 松浦　祐介　

都市行政の動き

社会資本整備審議会　都市計画・歴史的風土分科会　歴史的風土部会

古都保存行政の理念の全国展開小委員会の開催について

………………………………………国土交通省都市・地域整備局公園緑地課緑地環境推進室　120

トピックス

まちづくり交付金「提案事業」について

…………………………国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室　122

松山市久米地区における地域安全マップづくり報告

……………………………独立行政法人建築研究所研究員　NPO法人しょうまち理事長 樋野　公宏　129

書評

復興計画

～幕末・明治の大火から阪神・淡路大震災まで～

………………………………国土交通省都市・地域整備局公園緑地課防災安全管理係長　角　　彰子　137

都市・地域整備局だより ………………………………………………………………………………………………… 139

11月号
特集　下水道のH2OとCO2

巻頭言

豊かな自然を守り育み、新たな生活環境を創造するまちづくり

～青森市における下水道資源の有効利用～…………………………………………………青森市長 佐々木誠造　 3

まちと私

私の街 ………………………………………………………………………………………………女優 安奈　　淳　 6

特集論文

下水道政策の中長期的なあり方 ………………………東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授 花木　啓祐　 8

水の機能と都市づくりにおける水管理の視点………東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授 古米　弘明　16

下水道の挑戦

～H2Oのみちの形成と省CO2の推進に向けて～…………国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課　25

潤いのある水辺空間の創出 …………………………………………………大阪府土木部下水道課長 北山　　憲　31

神戸市の下水処理場におけるエネルギー循環型システムを目指した取組み

～消化ガスの100％活用を目指して～……………………………神戸市建設局下水道河川部工務課長 竹中　恭三　39

油温減圧式乾燥汚泥の石炭代替燃料としての利用について

……………………………………………福岡県建築都市部下水道課流域下水道係長 野上　和孝　45

八戸市　水の流れを電気で返すプロジェクト …………………八戸市環境部理事兼下水道事務所長 風穴　義一　50

東京都における下水道光ファイバーの活用事例 …………東京都下水道局計画調整部事業調整課長 岩佐　行利　55

海外報告

（連載）フィンランドの都市計画7

司令塔から実行部隊まで………………………………………………ヘルシンキ工科大学建築学科 大久保　慈　62

（連載第2回）

米国の都市再生と市民参加

～ニューヨークにおけるコミュニティボードシステム～…………ニューヨーク都市政策研究所所長 青山　公三　69
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（連載）海外のまちづくり・都市再生の現状2

ソウル：チョンゲチョン復元事業と都心部政策の転換

……………………………………東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程 趙　　昇衍　75

東京大学大学院工学系研究科国際都市再生研究センター 村山　顕人　

JASOPHだより

EAROPHインドネシア地域セミナー報告 …………………………JASOPH会長＆EAROPH副会長 岩井　彦二　82

EAROPH理事 小浪　博英　

EAROPH評議員 佐保　　肇　

都市行政の動き

国民の安全・安心を確保するために

～下水道の浸水対策と地震対策～ ……国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課企画専門官 加藤　裕之　84

国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課課長補佐 吉澤　正宏　

トピックス

下水道法の一部を改正する法律等の概要………………国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課　91

書評

セーヌに浮かぶパリ………………………国土交通省都市・地域整備局下水道部流域管理官付調整係長 金納　聡志　100

都市計画協会コーナー …………………………………………………………………………………………………… 102

12月号
特集　都市再生と都市高速道路

巻頭言

都市再生と都市高速道路……………………………………………………………………東京都知事 石原慎太郎　 3

座談会

首都高速道路の果たした役割と今後への期待 ………………………東京都都市整備局都市基盤部長 成田　å一　 6

横浜市道路局横浜環状道路調整部長 田中　隆嗣　

首都高速道路株式会社計画・環境部長 安藤　憲一　

広報アドバイザー 芥川麻実子　

近畿圏の連携と再生に向けて ……………………………………………大阪市計画調整局計画部長 北村　英和　16

大阪府建築都市部副理事兼総合計画課長 沢田　吉和

神戸市都市計画総局計画部長 足立　吉之

兵庫県県土整備部土木局高速道路室長 藤井　良啓

京都市建設局街路部広域幹線道路課担当課長（休職・出向中） 中村　嘉次

阪神高速道路株式会社計画部次長 雪本　雄彦

特集論文

京阪神都市圏の都市再生と阪神高速道路 ………………………神戸大学大学院自然科学研究科教授 朝倉　康夫　28

インフラの長期的マネジメント ……………………………………東京大学大学院工学系研究科教授 小澤　一雅　37

橋と景観　日本橋街づくり …………………名橋日本橋保存会副会長（株式会社榮太樓總本鋪相談役） 細田安兵衛　42

収益の拡大と新分野の開拓をめざして

～首都高速道路株式会社の関連事業紹介～ ……首都高速道路株式会社関連事業部総括マネージャー 谷本　　裕　46

阪神高速民営化事業としてのTHRU WAYカード発行のねらい

～道路事業者が発行するはじめてのETCカード～ ……社団法人阪神有料道路サービス協会専務理事 藤井　正美　51

阪神高速道路株式会社関連事業室関連事業第二グループ長補佐 古川　　潔

名古屋高速道路の歴史と役割 ………………………………………名古屋高速道路公社企画調査部長 大井健一郎　57
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検証・中心市街地

（第5回）

鹿児島市における中心市街地活性化の取り組み…………………鹿児島市建設局都市計画部都市再開発課　62

鹿児島市経済局商工観光部企業振興課

海外報告

（連載）フィンランドの都市計画8

未来のヘルシンキ………………………………………………………ヘルシンキ工科大学建築学科 大久保　慈　66

（連載第3回）

米国の都市再生における資金調達

～パブリック・プライベート・パートナーシップによる都市再生～

………………………………………………………ニューヨーク都市政策研究所所長 青山　公三　73

JASOPHだより

IFHP 理事会報告……………………………………………………………………………IFHP理事 大西　　隆　79

防犯まちづくりの新視点

（連載）第1回

英国の防犯まちづくりのガイドライン“Safer Places”

………………………………………独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ 樋野　公宏　82

筑波大学大学院システム情報工学研究科 雨宮　　護

書評

失敗学のすすめ……………………………………………国土交通省道路局総務課高速道路経営管理室 杉山　裕樹　88

「新都市」平成17年第59巻総目録 ……………………………………………………………………………………… 90
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「新都市」平成18年第60巻総目録

平成 18 年 1 月号
特集　都市再生Ⅳ

年頭の辞
新年のごあいさつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・財団法人都市計画協会会長・ 伴　　　襄・ 3
巻頭言
稚内市における都市再生の取り組みについて・・・・・・・・・・・・・・・稚内市長・ 横田　耕一・ 5
海に開かれた交流による都市観光のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・石垣市長・ 大濵　長照・ 7
まちと私
まちなかの暮らし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ NPO京町家再生研究会事務局長・ 小島冨佐江・ 10
特集論文
都市と大学の連携を再構築する・・・・・・・・・・・・北海道大学大学院工学研究科教授・ 小林　英嗣・ 12
住民参加から住民自治へ
　～縮減時代のまちづくりを展望する～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・早稲田大学理工学部建築学科教授・ 後藤　春彦・ 19
震災復興の締めくくりとなる神戸・三宮駅前の都市再生事業
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・神戸新聞社経営本部・三宮プロジェクト室長・ 織戸　　新・ 31
名駅四丁目 27 番都市再生特別地区（モード学園スパイラルタワーズ）について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社日建設計企画開発室長・ 田中　　亙・ 36
まちづくりの動き
ノコギリ屋根工場群の活用による都市再生
　～桐生の産業遺産とまちづくり～・ ・・・・・・・・・・・・桐生商工会議所総務課長・ 石原　雄二・ 41
自律移動支援プロジェクトによるユニバーサルデザインのまちづくり
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省近畿地方整備局企画部復興事業調整官・ 小林　　亘・ 48
古くて新しい屋台でまちを元気に！北の屋台
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 北の起業広場協同組合専務理事（観光カリスマ）・ 坂本　和昭・ 54
水城と怡土城の巨大土塁がいつも気になっていた
　～全国都市再生モデル調査～・・・・・・・・・・・・・・・・協同組合地域づくり九州・ 糸乘　貞喜・ 61
　　　　　・ 協同組合地域づくり九州・ 愛甲　美帆
　　　　　・ 協同組合地域づくり九州・ 雪丸　久徳
愛知万博と観光まちづくりについて・ ・・愛知県産業労働部観光交流課観光振興グループ・ 渡邉　宗徳・ 69
「西の歌舞伎町」の汚名を着せられた町田の中心商店街
　～行政は、地域は汚名返上にどう立ち向かったか～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・町田市生活安全担当参事（兼）安全対策課長・ 長岡　　彰・ 74
トピックス
全国都市再生まちづくり会議からの報告・・・・・全国都市再生まちづくり会議事務局長・ 三浦　由理・ 80
防犯まちづくりの新視点
　防犯対策とまちづくりの連携協働による都市の安全安心の再構築
～歌舞伎町ルネッサンスの取り組みについて～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・歌舞伎町ルネッサンス推進協議会事務局次長・ 香西　一晶・ 85
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（連載）第 2 回
「動線（Access・and・Movement）」と「監視性（Surveillance）」
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ・ 樋野　公宏・ 94
　　　　　・ 筑波大学大学院システム情報工学研究科・ 雨宮　　護
随想
韓国都市事情雑感・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省大臣官房審議官・ 加藤　利男・ 104
JASOPH だより
国際住宅・都市計画連合（IFHP）・世界大会参加報告
　IFHPローマ会議概要とテーマについて
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局市街地整備課長・ 竹内　直文・ 106
国際住宅・都市計画連合（IFHP）世界大会参加報告
講演の発表概要（公式サマリーから）・・・・・独立行政法人都市再生機構経理資金部次長・ 白井　利幸・ 109
　　　　　・ 財団法人民間都市開発推進機構業務第一部長・ 鳴海　繁実
海外報告
（連載第 4 回）
米国における広域調整　その 1
　～広域調整機関とスマートグロース～・・・・・・・ニューヨーク都市政策研究所所長・ 青山　公三・ 117

（連載）海外のまちづくり・都市再生の現状 3
ハンブルグ：ハーフェンシティの都市再生戦略
　　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・東京大学国際都市再生研究センター特任研究員・ 太田　浩史・ 123
OECD地域開発政策委員会・都市政策作業部会における最近の活動について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局企画課企画専門官・ 是澤　　優・ 132
第 23 回日韓都市開発協力会議報告・・・・国土交通省都市・地域整備局企画課企画専門官・ 是澤　　優・ 139
　　　　　・ 国土交通省都市・地域整備局企画課企画第三係長・ 森口　尚紀
特集連載　都市再生機構
（第 7 回）
魅力ある郊外居住
　～ニュータウンの開発から再生へ～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・ 独立行政法人都市再生機構　新・郊外居住推進会議・ 147
都市行政の動き
　都市・地域レポート 2005 について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局企画課地域整備企画官・ 中島　正人・ 156
都市再生の取組状況等について・・・・・・・・・・・・・・内閣官房都市再生本部事務局・ 柳瀬　孝幸・ 162
書評
逆都市化時代　人口減少期のまちづくり・・・・・・国土交通省都市・地域整備局企画課・ 鈴木　邦夫・ 175
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 177

平成 18 年 2 月号
特集　安全・安心な都市の構築に資する街路事業

巻頭言
安心・安全で魅力あるまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新潟市長・ 篠田　　昭・ 3
まちと私
家康大御所 400 年と静岡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「静岡の文化」編集長・ 竹内　礼子・ 6
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特集論文
踏切の解消に向けた取組について・・・・・・東京海洋大学海洋工学部流通情報工学科教授・ 高橋　洋二・ 8
安全・安心な市街地の形成のための街路事業の取り組み
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局街路課・ 越智　健吾・ 12
　　　　　・ 国土交通省都市・地域整備局街路課・ 筒井　祐治
東京都における踏切対策の基本方針について・東京都都市整備局都市基盤部交通企画課・ 鴇田　正明・ 18
小田急線の連続立体交差事業・ ・・・・・・・・・・・小田急電鉄株式会社複々線建設部長・ 今井　士郎・ 22
大阪市における開かずの踏切対策
　～ JR阪和線連続立体交差事業～・・・・・・・・・・・・・・ 大阪市建設局街路部立体交差課・ 28
福知山市のまちづくり
　～連続立体交差事業と土地区画整理事業による中心市街地の再生～
　　　　　・ 京都府土木建築部道路計画室副室長・ 吉田　元彦・ 33
　　　　　・ 福知山市都市整備部福知山駅周辺整備課主任・ 今井　由紀
景観まちづくりと連携した連立事業
　～日豊本線日向地区連続立体交差事業の事例～・ ・・・宮崎県土木部都市計画課長・ 藤村　直樹・ 39
東京都の密集市街地における街路事業への取組み
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・東京都都市整備局市街地整備部企画課事業企画係長・ 清水　正明・ 43
　　　　　・ 東京都都市整備局市街地整備部企画課防災計画係長・ 田中　祐次
「焼津南東地区」防災まちづくりについて
　～まちづくり交付金による震災対策～・・・・・・・・・焼津市都市住宅部区画整理課・ 打桐　浩之・ 47
大阪市の密集市街地における街路整備について・・・・・大阪市建設局街路部計画課長・ 丸山　忠明・ 55
沿道と一体となった山手幹線の整備・・・・・・・・・・・・・・ 西宮市土木局道路部道路建設課・ 60
随想
桜に思う・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国土交通省大臣官房審議官（都市生活環境担当）・ 髙梨　雅明・ 65
特集連載　都市再生機構
（第 8 回）
UR都市再生機構の団塊世代のUI ターンへの取組み
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・独立行政法人都市再生機構地方都市業務部付・ 長浜　竹廣・ 69
海外報告
（連載第 5 回）
米国における広域調整　その 2
　～スマートグロースにおける広域調整と母都市再生～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ニューヨーク都市政策研究所所長・ 青山　公三・ 73

（連載）海外のまちづくり・都市再生の現状 4
カナダ・トロント：都市圏の成長管理と自治体の都市計画
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・東京大学大学院工学系研究科国際都市再生研究センター・ 村山　顕人・ 79
ドイツの都市内公共交通の制度的枠組みと自由化の動向について
　　　　　・・・・・・・・・・国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部都市施設研究室長・ 阪井　清志・ 96

（投稿）
ナンシーのタイヤトラム事情
　～日本の各都市へ導入の可能性～・ ・・・・・・・・・・・・・・都市交通問題研究家・ 堀内　重人・ 111
防犯まちづくりの新視点
（連載）第 3 回
「所有意識（Ownership）」と「物理的防御（Physical・Protection）」
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ・ 樋野　公宏・ 119
　　　　　・ 筑波大学大学院システム情報工学研究科・ 雨宮　　護
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用語の解説
「開かずの踏切」「ボトルネック踏切」
　　　　　・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局街路課特定都市交通施設整備室・ 128
書評
ぼくが眠って考えたこと・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局総務課・ 城　奈穂美・ 129

平成 18 年 3 月号
特集　地域づくりの新たな潮流

巻頭言
永遠の日本のふるさとをめざして・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遠野市長・ 本田　敏秋・ 3
まちと私
個性を失う地方都市・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・作家・ 立松　和平・ 5
特集論文
地域づくりの新しい潮流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法政大学現代福祉学部教授・ 岡㟢　昌之・ 7
地域づくりにおける市民セクター
　～可能性と課題をめぐって～
　　　　　・・・・・・・・財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団プログラム・オフィサ一・ 吉野　裕之・ 13
市町村合併後の個性ある地域づくり・ ・・・・・・・・・株式会社計画技術研究所研究員・ 岡村　竹史・ 20
健康・環境・観光（新 3K）・をキーワードにしたまちづくり
　～イムノリゾート上士幌構想・移住定住・二地域居住～・ ・・・北海道上士幌町役場企画課・ 26
地域の意志（生き方・暮らし方）を示す交流観光の推進
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・ 柏崎市産業振興部企業立地推進室長（観光カリスマ）・ ・春日　俊雄・ 31
ひと・想い・くらし　手間ひまかけるむらづくり
　～江戸時代「大庄屋」屋敷を拠点として～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・京都府舞鶴市　NPO法人KYO・ふるさと加佐理事長・ 弓削　　寿・ 36
自らの地域は自らの子で
　～小さな自治システムの展開～・・・・・・・・・・安芸高田市自治振興部自治振興課長・ 小田　　忠・ 42
萩の会（島根県益田市）里山の宝でもてなす
　～わがままばあちゃん自慢宿～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「萩の会」代表・ 齋藤　ソノ・ 47
随想
木曽三川と奄美群島・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省大臣官房審議官・ 安原　敬裕・ 50
海外報告
（連載第 6 回）
米国における広域調整　その 3
　～市民参加における広域調整機関の役割と情報技術の活用～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ニューヨーク都市政策研究所所長・ 青山　公三・ 52
JASOPH だより
報告　第 12 回 IFHP国際学生コンペティション
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・ IFHP評議員　株式会社日本都市総合研究所代表・ 鳥栖那智夫・ 58
防犯まちづくりの新視点
（連載）第 4 回
「活動（Activity）」と「維持管理（Management・and・maintenance）」
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ・ 樋野　公宏・ 62
　　　　　・ 筑波大学大学院システム情報工学研究科・ 雨宮　　護
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都市計画協会コーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

平成 18 年 4 月号
特集　平成 18 年度予算

特集
国土交通省関係予算の概要・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省大臣官房会計課・ 3
都市・地域整備局関係予算の概要・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局総務課・ 19
中心市街地活性化の推進について
　　　　　・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課・市街地整備課・ 34
宅地耐震化推進事業について・ ・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局都市計画課・ 38
エコまちネットワーク整備事業の創設について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課・街路課・ 41
下水道事業予算の概要・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課・ 43
都市公園・緑地保全等事業予算の概要・ ・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局公園緑地課・ 48
再開発関係予算の概要・・・・・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課・ 57
土地区画整理事業予算の概要・ ・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課・ 62
都市再生推進事業等予算の概要
　　　　　・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課・都市総合事業推進室・
・ ・ 都市防災対策室・市街地整備課・街路課・都市計画課・ 66
まちづくり交付金の制度概要と事業評価について
　　　　　・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室・ 71
街路事業関係予算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局街路課・ 78
都市開発資金制度の予算概要・ ・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課・ 84
大都市圏整備の推進に関する予算の概要・・・・国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課・ 87
個性を活かした地域づくりの推進に関する予算の概要
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局企画課・地方整備課・ 93
特定地域振興対策予算の概要
　　　　　・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局地方整備課・離島振興課・特別地域振興官・ 96

独立行政法人都市再生機構事業予算の概要
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課・ 102
民間都市開発推進機構事業の概要・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課・ 105
シリーズ中心市街地活性化
　「新しい時代の都市計画はいかにあるべきか。」社会資本整備審議会１次答申について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局都市計画課・ 108
トピックス
「景観の日」の制定及び「日本の景観を良くする国民運動推進会議」全国大会について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局都市計画課景観室・ 116
防犯まちづくりの新視点
（連載）第 5 回
英国の防犯まちづくり実態調査報告・ ・独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ・ 樋野　公宏・ 119
　　　　　・ 東京大学大学院工学系研究科・ 小出　　治
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127
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平成 18 年 5 月号
特集　大都市圏郊外部の挑戦

巻頭言
郊外都市の新たな可能性を拓くまちづくり・ ・・・・・・・・・・・・・・・・柏市長・ 本多　　晃・ 3
まちと私
多様性の街：メキシコ・シティー・・・・・・・・・・・・・・・・・・ヴァイオリニスト・ 黒沼ユリ子・ 6
特集論文
大都市郊外の挑戦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本大学理工学部土木工学科教授・ 岸井　隆幸・ 8
つくばエクスプレス沿線のまちづくり
・　　　　・ ・・・・・・・・・・・独立行政法人都市再生機構茨城地域支社TX事業計画チーム・ 松橋　　愛・ 16
関西文化学術研究都市の新たな展開
　～サード・ステージにおける飛躍に向けて～
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・財団法人関西文化学術研究都市推進機構常務理事・ 原本　敏明・ 21
けいはんな線開業を契機とした学研都市の新たな展開
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・ 社団法人関西経済連合会理事・経済産業本部長・ 栗山　和郎・ 28
ニュータウンにおけるテレワークの可能性・ ・・・株式会社キャリア・マム代表取締役・ 堤　　香苗・ 32
家族再生・地域再生・多摩ニュータウン再生・都市再生から国際交流へ
　～一人の人間として、少子・高齢化社会を豊かに生きるために～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ NPOフュージョン長池理事長・ 富永　一夫・ 38
随想
循環型社会と下水道・ ・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局下水道部長・ 江藤　　隆・ 44
検証・中心市街地
　静岡市の中心市街地について・・・・・・・・・・・・・・・・ 静岡市経済局商工部商業労政課・ 46
海外報告
MIPIM2006（不動産プロフェッショナル国際マーケット会議）参加報告
　～March'e・International・des・Professionnels・de・l'Immobilier・en・2006 ～
　　　　　・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課広域連携推進調整官・ 佐藤　英明・ 51
パリのまちづくりの動向
　～身近な生活空間の改善のための施策を中心に～・・・・在フランス日本国大使館・ 瀧澤　　謙・ 58
トピックス
団塊世代の今後の居住と活動（「都市・地域レポート 2006」より）
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局企画課地域整備企画官・ 中島　正人・ 67
テレワーク普及のための推進フォーラム設立と実態調査概要
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課・ 74
大阪湾ベイエリアの新しい動き・・・・・財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構常務理事・ 中野　文彦・ 80
「関西文化学術研究都市サード・ステージ・プラン」の策定
　～学研都市の新たな展開を目指して～
　　・・・・国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課関西文化学術研究都市建設推進室課長補佐・ 柴田　　翼・ 86
大深度地下利用に関する最近の動向と展望
　　　　　・ ・・国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課大深度地下利用企画室課長補佐・ 小俣　元美・ 90
防犯まちづくりの新視点
（連載）第 6 回（最終回）
「構成（Structure）」と“Safer・Places”の活用
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・ 独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ・ 樋野　公宏・ 95
　　　　　・ 筑波大学大学院システム情報工学研究科・ 雨宮　　護
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書評
創発まちづくり・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課調整第三係長・ 安 　真吾・ 104
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106
地方整備局建政部等名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114
都市計画協会コーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119

平成 18 年 6 月号
特集　まちづくり月間

巻頭言
市長としてのまちづくり論・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・犬山市長・ 石田　芳弘・ 3
特集　まちづくり月間
　第 24 回「まちづくり月間」の実施について・
　　　　　・・・・国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課　住宅局市街地建築課・ 5

第 24 回まちづくり月間
　国土交通大臣表彰受賞者の紹介・
　　　　　・・・・国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課　住宅局市街地建築課・ 8
　第 23 回「私のまち写真コンテスト」入賞作品の紹介・・・・・・社団法人日本交通計画協会・ 16
　第 23 回まちづくり標語懸賞募集入選作品の紹介・ ・・・・・・・・・ 財団法人都市計画協会・ 18
　第 1回住まいのまちなみコンクール審査報告・ ・・・・・・・・・財団法人住宅生産振興財団・ 20
　第 8回「まちの活性化・都市デザイン競技」について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 財団法人都市づくりパブリックデザインセンター・ 23
第 24 回まちづくり月間　地方公共団体等における関連行事の紹介
　　　　　・・・・・ 国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課　住宅局市街地建築課・ 29
海外報告
英国におけるホームゾーンによる地区再生の試み
　　　　　・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室課長補佐・ 松浦　利之・ 32
　　　　　・ 財団法人計量計画研究所都市・交通研究室室長・ 高橋　勝美
　　　　　・ 財団法人計量計画研究所都市・交通研究室研究員・ 平見　憲司
トピックス
「コンパクトなまちづくり─都市構造改革　タウンミーティング　イン　富山」開催
　平成 18 年 7月号・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課・ 白倉　秀美・ 41
まちづくり交付金『まち交大賞』について・・・・・ まちづくり交付金情報交流協議会事務局・ 45
・ ・ 財団法人都市みらい推進機構
書評
都市革命　公有から共有へ・ ・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課・ 御手洗哲郎・ 49
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

平成 18 年 7 月号
特集　宅地防災の強化

巻頭言
市民が安全で快適に暮らせるまちづくり
　～わがまちの防災対策～・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・呉市長・ 小村　和年・ 3
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まちと私
瓦のあるまち・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社桝一市村酒造場取締役・ セーラ・マリ・カミングス・ 5
特集論文
宅地造成等規制法の改正について
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　　　　　・ ・・・・・・・内閣府政策統括官（防災担当）付地震・火山対策担当参事官補佐・ 佐藤　　泉・ 31
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　　　　　・ ・・・・・・・・東京急行電鉄株式会社　開発事業本部エリア開発事業部企画部・ 久慈　正幸・ 23
現代版「家守」の協働による「SOHOまちづくり」
　～公共施設を核にした中小ビル連携とテレワーク～・
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都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110

平成 19 年 9 月号
特集　都市のみどりの整備・保全・再生

巻頭言
緑あふれる街づくりを目指して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小田原市長・ 小澤　良明・ 3
まちと私
街の公園でツリークライミング・・・・・・・・・・・・ツリークライミングⓇジャパン　代表・ジョン　ギャスライト・ 5
特集論文
成熟社会の都市におけるみどりのあり方
　―公主体の量の確保から民を含めた質の確保へ―・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・㈱ニッセイ基礎研究所　社会研究部門　上席主任研究員・ 池邊このみ・ 9
都市の中のビオトープガーデン・・・・・・特定非営利活動法人　日本ビオトープ協会会長・ 吉川　宏一・ 15
「みどり」を創出する市民参加ムーブメントの可能性・
　　　　　・ ・・・・・・ビックバン・ハウス㈱代表取締役　クリエイティブ・ディレクター・ 小川　巧記・ 20

・ ・ 元 2005 年日本国際博覧会協会　市民参加プロデューサー

・ ・ 横浜開港 150 周年記念コアイベント　総合プロデューサー

「基地のまち」から「公園のあるまち」へ＝国営昭和記念公園の誕生と自然再生＝・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・独立行政法人都市再生機構　業務企画部担当部長・ 大橋　謙一・ 28

・ ・ 国土交通省関東地方整備局国営昭和記念公園事務所　前事務所長

都市に残る屋敷林を特別緑地保全地区に・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・練馬区環境まちづくり事業本部土木部公園緑地課長・ 浅井　葉子・ 36

（財）世田谷トラストまちづくりのみどり保全活動・
　　　　　・ ・・・・・・・・・（財）世田谷トラストまちづくり　トラストまちづくり課長・ 浅海　義治・ 39
屋敷林の保全
　みどりを残した民間マンション開発・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・藤和不動産株式会社　首都圏事業本部営業推進部長・ 湖本　祐司・ 44
横浜市の計画的な緑の保全・創出に向けて・ ・・・・・・横浜市環境創造局事業調整課・ 藤田辰一郎・ 48
・ ・ 同　上・ 渡辺　荘子
これからの公園緑地のあり方―長期未整備公園緑地について―
　～名古屋市緑の審議会（都市計画公園緑地事業推進部会）から名古屋市へ答申～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・名古屋市緑政土木局緑地部緑地施設課　主幹・ 川崎　淳裕・ 53
地区計画等緑化率条例制度の活用による都市緑化の推進・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・ 三鷹市都市整備部都市計画課・地区計画支援担当課長・ 田口　久男・ 58

・ ・ 地区計画支援担当主査・ 和泉　　敦
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都市緑化フェア開催を契機としたみどりのまちづくり・・船橋市建設局都市整備部長・ 横山　眞明・ 65
地域貢献としての緑の保全・創出活動
「トヨタの森」が目指すもの・・・・・・・・・・・トヨタ自動車株式会社　社会貢献推進部・ 池上　博身・ 69
・ ・ 住友林業緑化株式会社　環境緑化事業部・ 伊藤　俊哉
東京ミッドタウンの環境づくり・・・三井不動産㈱　東京ミッドタウン事業部事業グループ長・ 清水　弘之・ 76
今月の豆知識
《データ》利用者数
国営昭和記念公園の 300 万人・・・・・・独立行政法人都市再生機構　業務企画部担当部長・ 大橋　謙一・ 82
・ 　　　　　　　　　　　　　　・国土交通省関東地方整備局国営昭和記念公園事務所　前事務所長

《イノベーション・テクノロジー》生態移植工法
国営吉野ヶ里歴史公園（佐賀県）・ ・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局公園緑地課・ 82
随想
故郷の思い出と環境の世紀・ ・・・・・・・・・・・・・（社）日本造園建設業協会副会長・ 五十嵐　誠・ 83
都市行政の動き
社会資本整備審議会公園緑地小委員会報告について
　　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局公園緑地課・ 86
海外報告
海外の日本庭園　
　～これまでとこれから～・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京農業大学　教授・ 鈴木　　誠・ 94
連載
人口縮小時代の都市計画のあり方（第 6回）
人口減少化の都市経済とまちづくりを考える
　～大阪市立大学大学院　創造都市研究科　小長谷一之教授の講演より～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・財団法人都市計画協会・ 103
中心市街地の再生に向けて～認定基本計画の取り組み～
宮崎市中心市街地活性化基本計画について・ ・・宮崎市企画部中心市街地活性化推進室・ 山本　哲也・ 108

久慈市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・久慈市産業振興部中心市街地活性化推進室・ 橋本　直幸・ 114
トピックス
「都市・地域レポート 2007」
　――都市圏外の地域、条件不利地域の多様性と可能性
　　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局企画課・ 119
韓国の景観法・ ・・・・・・・・・・ 本州四国連絡高速道路株式会社　総務部長・博士（工学）・ 周藤　利一・ 128

平成 19 年 10 月号
特集：第 59 回都市計画全国大会

（京都府）
第 59 回都市計画全国大会の開催にあたって・・・・・・・財団法人都市計画協会会長・ 伴　　　襄・ 3
第 59 回都市計画全国大会の開催に寄せて・・・・・・・・・・・・・近畿地方整備局長・ 布村　明彦・ 5
第 59 回　都市計画全国大会を迎えて・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・京都府知事・ 山田　啓二・ 8
第 59 回　都市計画全国大会を迎えて・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・京都市長・ 桝本　賴兼・ 10
京都府の都市計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京都府土木建築部都市計画課長・ 今井　幹男・ 13
京都府の街路整備事業・・・・・・・・・・・・・京都府土木建築部道路総括室道路計画室長・ 山本　崇裕・ 21
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京都府の都市公園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京都府土木建築部公園緑地課長・ 仕名野　裕・ 26
京都府の下水道事業・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京都府土木建築部下水道課長・ 井上　茂治・ 31
京都市のまちづくり・ ・・・・・・・・・・・・・京都市都市計画局都市企画部都市計画課長・ 松田　　彰・ 38
京都市の景観づくり・ ・・・・・・・・・・・・・京都市都市計画局都市景観部景観政策課長・ 髙谷　基彦・ 46
「歩いて楽しいまち」実現に向けた新たな交通政策の展開・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京都市都市計画局交通政策室長・ 石﨑　　了・ 53
京都市の市街地整備・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・京都市建設局都市整備部担当部長・ 山下　　等・ 58
京都市の公園緑地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京都市建設局水と緑環境部緑政課長・ 藤井　俊志・ 64
福知山市のまちづくりについて　～中心市街地の賑わいの創出に向けて・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福知山市都市整備部都市計画課長・ 芦田　清和・ 70
赤れんがを活かしたまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・舞鶴市産業振興室長・ 堤　　　茂・ 76
宇治橋周辺の景観まちづくり・ ・・・・・・・・・・・・・宇治市都市整備部都市計画課長・ 小川　　茂・ 81
日本三景天橋立を活かしたまちづくり・・・・・・・・・・・・・・宮津市建設室副室長・ 小林　弘明・ 85
JR 山陰本線複線化と亀岡駅舎改築・・・・・・・・亀岡市まちづくり推進部鉄道事業課長・ 古林　峰夫・ 91
長岡京駅西口地区第一種市街地再開発事業
　出会い・ふれあい・未来へのまちづくり　長岡京市の生活・交流拠点の形成を目指して・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・長岡京市建設部市街地整備推進室中心市街地担当主幹・ 谷口　博史・ 99
京田辺市・南部拠点のまちづくり　～若さあふれる快遊生活拠点の創造～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京田辺市建設部三山木整備課長・ 吉岡　　均・ 105
京都新光悦村の整備について・ ・・・・・・・・・・・・南丹市農林商工部商工観光課係長・ 西田　文英・ 113
国道 1号と共に、今、新たなまちづくりが…（鉄道駅の無いまち久御山）・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・久御山町事業建設部参事・ 田中悠紀彦・ 121
関西文化学術研究都市精華町・祝園駅西のまちづくり　『好感度交流都心“ほうその”』・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・精華町事業部都市整備課長・ 浦西伊久夫・ 129
伊根浦の舟屋群　重要伝統的建造物群保存地区選定までの取り組みと町並みの現状と課題・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊根町教育委員会　教育次長・ 梅崎　　良・ 137
関西文化学術研究都市（けいはんな学研都市）の新たな展開
　～サード・ステージにおける都市の建設・活動状況～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・（財）関西文化学術研究都市推進機構　計画調査部　部長・ 芝村　雅樹・ 143
京都の都市格向上を目指して・ ・・・・・・・・・・・・京都商工会議所産業振興部　主任・ 狩野　雅子・ 149
随想
明日香法、景観法、そして歴史文化都市再生法へ・ ・・・国土交通省大臣官房審議官・ 石井喜三郎・ 154
連載
人口縮小時代の都市計画のあり方（第 7回）
「Shrinking・City の世界潮流と日本の対応」
　～名古屋大学大学院　環境学研究科　林良嗣教授の講演より～・ ・・財団法人都市計画協会・ 156
中心市街地の再生に向けて～認定基本計画の取り組み～
高松市中心市街地活性化基本計画について・ ・・・・高松市都市整備部まちなか再生課・ 岩田　吉隆・ 161
トピックス
　社会資本整備審議会　第二次答申・
　都市交通・市街地整備小委員会報告
「集約型都市構造の実現に向けて」
　～都市交通施策と市街地整備施策の戦略的展開～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・ 国土交通省　都市・地域整備局　街路課・市街地整備課・ 170
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書評
三井康壽『防災行政と都市づくり－事前復興計画論の構想』・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・政策研究大学院大学教授・ 福井　秀夫・ 177

今月の豆知識
《イノベーション・テクノロジー》
下水汚泥のバイオソリッド燃料化・・・・・国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課・ 179
《データ》下水道処理人口普及率
我が国の下水道普及率は約 70％・ ・・・・国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課・ 180
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181

平成 19 年 11 月号
特集：まちづくりと観光振興

巻頭言
『坂の上の雲』のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山市長・ 中村　時広・ 3
まちと私
方向音痴の私だが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・女優・ 星野　知子・ 5
特集論文
持続的発展が可能な観光地づくりについて・
　～観光地発展理論から～・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・立教大学観光学部・ 安島　博幸・ 7
持続ある観光地の発展とまちづくり・ ・・・・・・・・・・城西国際大学　観光学部教授・ 溝尾　良隆・ 14
多様な主体の参画による観光推進体制のあり方・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・財団法人日本交通公社　研究調査部長・ 梅川　智也・ 20
情緒力を秘めた地域遺産は地域活性化の切り札！・ ・・青梅市赤塚不二夫会館　館長・ 横川　秀利・ 31
城下町村上・市民まちづくりの挑戦・ ・・・・・・・・・・・味匠　㐂っ川　専務取締役・ 吉川　真嗣・ 35
地域住民による歴史・文化資源の保全　日本的“粋なまち”の継承・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ NPO法人　粋なまちづくり倶楽部・ 山下　　修・ 44
市町村における観光まちづくりのポイント・・・（財）国土技術研究センター　調査第三部・ 伊藤　伸一・ 51
まちづくり交付金と観光振興・
　　　　　・ ・・・・・国土交通省都市・地域整備局　まちづくり推進課都市総合事業推進室・ 亀元　靖彦・ 57
南島松地区　～道と川を活かしたまちづくり～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・北海道恵庭市経済部商工振興課　道と川の駅担当・ 小路　弘樹・ 64
飯坂地区　～もてなしとにぎわいの飯坂湯の里づくり～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福島市都市政策部参事兼都市計画課長・ 佐藤　祐一・ 69
真壁地区　～「歓交地」を目指したまちづくり～・ ・・・・茨城県桜川市都市整備課・ 仁平　昌則・ 76
山中南地区　～山中温泉を活かした回遊性の向上～・ ・・石川県加賀市建設部整備課長・ 北野　長俊・ 81
犬山城下町地区　～歴史のみち整備によるまちづくり～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・愛知県犬山市都市整備部都市計画課・ 光清　　毅・ 86
玄武洞・コウノトリの郷公園地区　～天然記念物を活かした観光拠点の確立～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・兵庫県豊岡市商工観光部観光課・ 井瀬　邦夫・ 90
倉吉打吹地区　～町屋・白壁土蔵群を活かした地域活性～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鳥取県倉吉市建設部景観まちづくり課・ 早田　博之・ 95
倉敷駅周辺地区　～伝統的建造物と調和した景観形成～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・倉敷市都心整備部市街地開発課主幹・ 小原　　修・ 99
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松山市中心地区　～坂の上の雲を軸とした都市観光～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・松山市総合政策部坂の上の雲まちづくり担当部長付　主任・ 神野　　誠・ 105
鉄輪温泉地区　～湯けむり散策による観光客と地域のふれあい～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大分県別府市建設部土木課　参事・ 糸永　好弘・ 112

随想
後藤新平と棚田嘉十郎生誕 150 周年記念に思う・ ・・・・国土交通省大臣官房審議官・ 小川　陽一・ 116
海外報告
米国における観光地づくりに学ぶ・
　　　　　・ ・・・・・・・国土交通省鉄道局総務課　国際業務・車両工業企画室　総括補佐・ 内山　　仁・ 121

・ ・ （前　総合政策局・・観光政策課　専門官）

書評
観光地の賞味期限　「暮らしと観光」の文化論・
　　　　　・ ・・・・・国土交通省・都市・地域整備局・まちづくり推進課・都市総合事業推進室・ 久保　修平・ 127

連載
人口縮小時代の都市計画のあり方（第 8回）
「物流と都市計画」
　～東京海洋大学海洋工学部　苦瀬博仁教授の講演より～・・・・・・・財団法人都市計画協会・ 129
中心市街地の再生に向けて～認定基本計画の取り組み～
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　･･･････････････････国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部　都市計画研究室主任研究官･ 石井　儀光･ 33
　･ 国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部　都市防災研究室長･ 飯田　直彦
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　････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局都市計画課（前職）･ 田畑美菜子･ 64
19 世紀パリにおける道路整備と一体となった密集市街地整備（その 3）
　････････････････････････････････････････････････････････（財）建設経済研究所　主任研究員･ 河田　浩樹･ 68
書評
「まち」と「城」　～「わたしの城下町　天守閣からみえる戦後の日本」を読んで～
　･･･････････････････････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局　都市計画課･ 山影　一茂･ 75
連載
人口縮小時代の都市計画のあり方（第 11 回）
　郊外住宅地の持続性と再生・再編手法の研究
　　～国土技術政策総合研究所住宅研究部住宅計画研究室長谷川洋主任研究官の講演より～
　　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 財団法人都市計画協会･ 77

平成 20 年 3 月号
特集　地域の知恵を活かした都市交通施策

巻頭言
知恵と工夫を活かしたまちづくり　････････････････････････････････････････盛岡市長･ 谷藤　裕明･ 3
まちと私
18 世紀、モーツァルト一家が旅した町　････････････････テレビマンユニオン　演出家･ 大原れいこ･ 5
特集論文
座談会　「地域の知恵を活かした都市交通の取組み」
　･････････････････････････････････････････････････････････日本大学理工学部土木工学科教授･ 岸井　隆幸･ 8
　･ 筑波大学大学院システム情報工学研究科講師･ 谷口　綾子
　･ 三郷市環境経済部企画・都市交通担当副参事･ 大野　練夫
　･ 特定非営利活動法人･ふくい路面電車とまちづくりの会･会長･ 内田　桂嗣
地域の知恵を活かした都市・地域総合交通戦略の展開に向けて
　～ハード整備と一体となった戦略的なモビリティ・マネジメントの推進～
　････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局街路課･ 15
富山市総合交通戦略と市内電車環状線化事業の概要
　･･･････････････････････････････････････････････････････富山市都市整備部交通政策課　係長･ 金山　英樹･ 21
英国における職場トラベルプラン
　～チェシャー州ベントレー・モータース本社の取り組みとそれをめぐる体制～
　･････････････････････････････････････････････････････････････愛媛大学大学院理工学研究科･ 倉内　慎也･ 29
ひとが見える、自転車が見える、新しいクルマが見える
　―都市再生の視点に「まちのモビリティ評価軸」を―
　･･････････････････････････････････････････････ トヨタ自動車（株）IT・ITS企画部担当部長･ 亘理　　章･ 38
モビリティ・マネジメントのすすめ　―コミュニケーションで変える京都の交通―
　･･･････････････････････････････････････････････････京都府企画環境部交通対策課　課長補佐･ 村尾　俊道･ 77
阪急電鉄における自転車連携施策　････････････････阪急電鉄（株）都市交通計画部部長･ 上村　正美･ 53
まちづくり活性化バスで目指す中心市街地活性化
　「知恵と心のネットワークを構築し土浦の未来を語ろう」
　･･････････････････････････････････････････････････････NPOまちづくり活性化土浦　理事長･ 勝田　達也･ 60
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海外報告
クリチバ及びボゴタの都市交通施策　―･BRT･による交通システムを中心に―
　･･･････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室長･ 徳永　幸久･ 70
フランス国ナント市のBRT･について
　･･･････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局街路課　企画専門官･ 神田　昌幸･ 80
トラムトレイン　―地域の統合化と公共交通の利便性向上に向けて―
　･･･････････････････････････････････････国土技術政策総合研究所都市研究部都市施設研究室長･ 阪井　清志･ 84
第 23 回世界道路会議　　･･･････････････････････････国土交通省　大臣官房　技術審議官･ 竹内　直文･ 90
　･ （財）計量計画研究所　常務理事･ 矢島　　隆
　･ （財）計量計画研究所　経済社会研究室･ 西村　　巧
トピックス
阪神高速 8号京都線（上鳥羽出入口～第二京阪道路）の開通
　･･･････････････････････････････････････････････････････京都市建設局事業推進室　担当課長･ 藤原　倫也･ 95
日暮里・舎人ライナーの開業に向け　･･･････東京都建設局道路建設部　新交通担当課長･ 新谷　景一･ 98
連載
人口縮小時代の都市計画のあり方（第 12 回）
　人口減少時代の都市防犯　～明治大学理工学部　山本俊哉准教授の講演より～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 財団法人都市計画協会･ 103
中心市街地の再生に向けて～認定基本計画の取り組み～
　千葉市中心市街地活性化基本計画について　･･･千葉市経済農政局経済部経済振興課･ 清水　健次･ 108
　帯広市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････････････帯広市商工観光部商業まちづくり課･ 木川　博史･ 115
今月の豆知識
《データ》バッテリーで架線なしでも走るLRT
架線レストラムの開発　･･･････････財団法人　鉄道総合技術研究所　事業推進室　営業部長･ 浜本　敏裕･ 120
《データ》本格的な架線レス路線を目指す次世代LRV
超低床電池駆動路面電車「SWIMO」の開発
　･････････････････････････････････････････････････ 川崎重工業㈱･車両カンパニー･技術本部長･ 奥　　保政･ 122
都市計画協会コーナー
第 59 回都市計画全国大会（京都府）の報告　････････････････････････････ 財団法人都市計画協会･ 124
平成 19･年度まちづくり拝見研修会について（報告）　･･････････････････ 財団法人都市計画協会･ 127
都市・地域整備局だより　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 130

平成 20 年 4 月号
特集　平成 20 年度予算

特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（1）
都市計画法制 90･周年記念特別企画について　～近代都市計画制度の変遷と今後の展望～
･ 　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 3
都市計画制度抜本見直しの視点・論点　･･･････････････国土交通省都市・地域整備局長･ 増田　優一･ 4
都市計画法制 90周年と我が国都市計画の歩み　････北海道大学大学院工学研究科教授･ 越澤　　明･ 6
特集
平成 20 年度国土交通省関係予算の概要　････････････････････････････国土交通省大臣官房会計課･ 17
都市・地域整備局関係予算の概要　････････････････････････国土交通省都市・地域整備局総務課･ 20
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地域の活性化に向けた取組の推進
　･････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　市街地整備課　
･ ･ ･ 街路課　公園緑地課　下水道部下水道事業課･ 26
安全で安心なまちづくりの推進
　････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　下水道部下水道事業課･ 33
地球環境問題に対する取組の推進
　･･･････････････････････････国土交通省都市・地域整備局市街地整備課　下水道部下水道事業課･ 36
下水道事業予算の概要　････････････････ 国土交通省都市・地域整備局下水道部　下水道事業課･ 38
都市公園・緑地保全等事業予算の概要　･･････････････ 国土交通省都市・地域整備局公園緑地課･ 43
再開発関係予算の概要　･････････････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局市街地整備課･ 50
土地区画整理事業予算の概要　･････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局市街地整備課･ 53
都市再生推進事業等予算の概要
　･･････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　都市計画課　街路課　市街地整備課･ 56
まちづくり交付金の概要
　･･･････････････････････････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室･ 60
都市開発資金貸付制度の予算概要　･･････････ ･国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課･ 65
大都市圏整備の推進に関する予算の概要
　････････････････････････････････････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課･ 67
個性を活かした地域づくりの推進に関する予算の概要
　･･･････････････････････････････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局企画課　地方整備課･ 70
特定地域振興対策予算の概要
　･････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局地方整備課　離島振興課、特別地域振興官･ 73
独立行政法人都市再生機構事業予算の概要
　･････････････････････････････････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課･ 78
民間都市開発推進機構事業の概要　･･････････ ･国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課･ 80
連載
人口縮小時代の都市計画のあり方（第 13 回）
　人口減少社会におけるサステイナブルシティ
　　－EU政策をヒントにわが国都市計画を再考する－
　　～千葉大学工学部　岡部明子准教授の講演より～　･･･････････････ ･財団法人都市計画協会･ 82
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　和歌山市中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････和歌山市まちづくり局まちおこし部まちおこし推進課･ 古谷　真穂･ 87
　砂川市中心市街地活性化基本計画の概要　･････砂川市　経済部商工労働観光課課長･ 田伏　清巳･ 91
書評
都市の緑はどうあるべきか　東京緑地計画の考察から　･････都市・地域整備局総務課･ 倉橋　武雄･ 95
都市計画協会コーナー
寄贈図書　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 96
都市・地域整備局だより　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 99
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平成 20 年 5 月号
特集　交流・連携による地域づくり

巻頭言
秋田県横手市　全市一体となった発展を目指して　･･････････････････････横手市長･ 五十嵐忠悦･ 3
まちと私
東京→フィラデルフィア→能登　･･･････････････････建築家・輪島土蔵文化研究会理事長･ 萩野紀一郎･ 6
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（2）
都市計画法 90 周年を迎えて　･････････････････････････財団法人･計量計画研究所理事長･ 黒川　　洸･ 8
特集論文
交流・連携による地方再生の可能性　･･･････････早稲田大学教育・総合科学学術院教授･ 宮口　侗廸･ 12
座談会　女が地方に惚れるとき　～女性を魅きつける地域づくりとは
　･････････････････････････････････････････････････････････････････コミュニティデザイナー･ 西郷真理子･ 18
　･ ローカル・ジャンクション 21（LJ21）代表理事･ 朝田くに子
　･ ㈲結まちづくり計画室代表･ 荻原　礼子
　･ NPO法人結まーるプラス理事長･ 河部　眞弓
　･ フリープランナー･ 麦屋　弥生
「地域づくり表彰」に見る地域づくりの新たな潮流
　･････････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授･ 大西　　隆･ 27
大隅の國やっちく松山藩（鹿児島県志布志市）　
　いざ出陣！新源地は大隅の國やっちく松山藩　････････････････････････････藩主･ 坂元　正人･ 33
ハッピーロード大山商店街（東京都板橋区）商店街と農山漁村との相互交流による地域活性化
　･･･････････････････････････････････････････････ハッピーロード大山商店街振興組合事務局長･ 水野　隆司･ 38
地域づくりとネットの繋がり　････NPO法人ながおか生活情報交流ねっと「そいが」代表･ 桑原　眞二･ 42
「越後雪かき道場」の効能　～ストレスメタボな都市と限界集落を繋ぐ～
　･････････････････････････････････････････････････････････ 長岡技術科学大学･機械系･准教授･ 上村　靖司･ 45
都市農山漁村交流に対するニーズ・意識の傾向と特徴
　～都市と農山漁村との交流に関する意向調査の結果から～
　･･･････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局地方整備課交流推進係長･ 逢坂　真徳･ 51
都市地方連携推進事業　JR可部線がつないだ上下流の交流を地域活力に！
　～住民主導の交流活動の目を育て、持続性のある交流活動、自立した地域へ向けて～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････安芸太田町企画財政課課長補佐･ 栗栖　修司･ 57
猪名川町歴史街道整備事業「銀山跡等の歴史資源を活かした散策路等の整備」
　･････････････････････････････････････････････････････････････兵庫県猪名川町企画財政課長･ 土井　　裕･ 62
地域づくりインターン事業について　･･･国土交通省都市・地域整備局地方整備課課長補佐･ 高井　龍一･ 68
地方の広域連携による地域づくり
　･･････････････････････････三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング経済・社会政策部主任研究員･ 西尾　真治･ 74
半島らしさを活かした交流・連携の促進
　･･･････････････････････････････前国土交通省都市・地域整備局地方整備課半島振興室課長補佐･ 新田　直人･ 82
しまづくりサミット’07 ～地域におけるコミュニティビジネスと人づくり～からの報告
　･････････････････････････････････････････前国土交通省都市・地域整備局離島振興課課長補佐･ 岩名　郁郎･ 87
随想
「我は海の子」　･････････････････････････国土交通省大臣官房審議官（都市・地域整備局担当）･ 内波　謙一･ 93
連載
人口縮小時代の都市計画のあり方（第 14 回）
　「都市縮小時代の郊外における農的空間の保全と活用 ｣
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　　（縮退する都市における“農”のランドスケープ）
　　～東京大学大学院新領域創成科学研究科　横張真教授の講演より～
　　　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･財団法人都市計画協会･ 95
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　福井市中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････福井市都市戦略部コンパクトシティ推進室副主幹･ 加藤　雅和･ 100
まちづくり交付金事後評価１年間の流れ（その 1）
　まちづくり交付金　事後評価の進め方と方法書の作成
　　････････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室･ 106
海外報告
都市計画における国の役割の考察　～フランスの制度を参考にして～
　･･･････････････････････････････････････････････････････在フランス日本国大使館一等書記官･ 藤條　　聡･ 109
トピックス
「第 15 回世界地方都市十字路会議」　････････････････････････････････････堺市企画部･ 廣瀬香代子･ 116
集落活性化推進事業の創設　････････････国土交通省都市・地域整備局地方整備課課長補佐･ 福田　和吉･ 120
今月の豆知識
《データ》雪害による犠牲者　過去 10 年の雪害による犠牲者は 434 名
　････････････････････････････････････････････････････････ ･国土交通省･都市・地域整備局･地方整備課･ 122
《データ》我が国のCO2 排出量
我が国のCO2 排出量は、民生部門で 42％増、運輸部門で 18％増（1990 年比）
　･･･････････････････････････････････････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局市街地整備課･ 123
都市計画協会コーナー
寄贈図書　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 124
都市･地域整備局だより　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 125
地方整備局建政部等（都市計画担当）名簿　･･･････････････････････････････････････････････････ ･ 132

平成 20 年 6 月号
特集　まちづくり月間　～地域が担うまちづくり・まちおこし～

巻頭言
まちづくりについて　････････････････････････････････････････････････････････松山市長･ 中村　時広･ 3
まちと私
「街並み（景観）づくり 100･年運動」－山形県金山町－
　････････････････････････････････････････････････武蔵工業大学教授　（株）都市企画工房代表･ 住吉　洋二･ 5
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（3）
都市計画法制 90 周年と都市計画の決定権限及び組織
　･････････････････････････････････････････････････････････北海道大学大学院工学研究科教授･ 越澤　　明･ 7
特集論文
平成 19 年度「まちづくり月間」の実施について
　･････････ ･国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　国土交通省住宅局市街地建築課･ 19
第 26 回まちづくり月間国土交通省大臣表彰受賞者の紹介
　･････････ ･ 国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　国土交通省住宅局市街地建築課･ 21
第 3 回『まち交大賞（まちづくり交付金表彰制度）』について
　･････････････････････････････まちづくり交付金情報交流協議会　財団法人･都市みらい推進機構･ 28
第 25 回まちづくり標語懸賞募集入選作品の紹介　･･････････････････････ ･財団法人都市計画協会･ 33
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第 3回住まいのまちなみコンクール審査報告　･･････････････････････財団法人住宅生産振興財団･ 35
第 10 回「まちの活性化・都市デザイン競技」　
　･･･････････････････････････････････････････････ ･財団法人都市づくりパブリックデザインセンター･ 38
第 26 回まちづくり月間地方公共団体等における関連行事の紹介
　･･･････････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　国土交通省住宅局市街地建築課･ 48
地域活性化の取組状況について　･････････････････････････････････内閣官房地域活性化統合事務局･ 50
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　越前市中心市街地活性化基本計画について
　　“越前国府 1300･年の歴史と文化が香るやすらぎのまち”を目指して
　　　･･････････････････････越前市建設部都市計画課新庁舎建設準備・中心市街地活性化推進室･ 三田村忠邦･ 56
まちづくり交付金事後評価１年間の流れ（その 2）
　まちづくり交付金･成果の評価
　･････････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室･ 61
海外報告
Vélib’　パリのレンタサイクルシステム　
　･･･････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課企画専門官･ 山川　　修･ 64
英国計画制度の新たな挑戦－「計画法案」の概要　････在英国日本国大使館　一等書記官･ 鎌原　宜文･ 70
トピックス
民間まちづくり組織の支援に関するアンケート調査結果報告
　･････････････････････････････････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課･ 77
　･ ･市街地整備課
　･ ･土地･水資源局土地政策課
　･ ･住宅局市街地建築課
書評
まちづくりの担い手　～都市・地域の新潮流を読んで～
　･････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課･ 竹内　広悟･ 94
都市計画協会コーナー
協会からのお知らせ　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 96
都市･地域整備局だより　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 97

平成 20 年 7 月号
特集　下水道とまちづくり

巻頭言
松江堀川を守り・生かす下水道　･･･････････････････････････････････････････松江市長･ 松浦　正敬･ 3
まちと私
これからの都市づくり　目に見える下水道　･･･････････タレント、ものまね・演芸家･ 江戸家小猫･ 5
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（4）
都市のあり方の変化と都市計画のこれから･･･ 武蔵工業大学教授　横浜国立大学特任教授･ 小林　重敬･ 7
特集論文
下水処理水がより社会に貢献できる仕組みづくりを目指して
　･････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局　下水道部　流域管理官付　調整係長･ 久保　宜之･ 18
よみがえる水、節水から始まる水循環型都市づくり　
　～福岡市における下水処理水の再利用の取組について～
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　･･･････････････････････････････････････････福岡市道路下水道局下水道施設部　施設調整課長･ 篠田　好司･ 23
いろいろ使える下水処理水　
　～千葉県の下水処理水の多様な有効利用（雑用水利用、熱源利用など）～
　･･･････････････････････････････････････････････････千葉県県土整備部下水道課　建設推進室･ 竹澤　一隆･ 28
河川を蘇らせた下水処理水　～一級河川不老川の再生と下水処理水環流事業～
　･･･････････････････････････････埼玉県都市整備部下水道課　せせらぎ復活・企画調査担当主幹･ 石田喜代志･ 35
下水道施設空間をまちづくりにどう活かすか
　～「上下水道施設の空間利用に関する検討報告書」の紹介～
　･･･････････････････････････････････････････････名古屋市上下水道局技術本部建設部工務課長･ 前田　満久･ 41
新球場建設で始まる雨水との新しい関係　～新広島市民球場と雨水貯留施設との一体的整備～
　･････････････････････････････････････････････････広島市下水道局施設部施設課工務担当課長･ 平田　　茂･ 47
市街地における下水熱の有効利用方策について
　･･･････････････････････････････大阪大学大学院工学研究科（環境・エネルギー工学専攻）教授･ 下田　吉之･ 53
サミットの地・洞爺湖町における温泉排水熱の有効利用
　～ヒートポンプによる省エネルギー・CO2 削減～
　･･･････････････････････････････････････････････････････北海道洞爺湖町経済部上下水道課長･ 遠藤　秀男･ 58
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　三沢市中心市街地活性化基本計画の概要
　　････････････････････････････････････････････････三沢市･経済部　中心市街地活性化推進室･ 立崎　裕輔･ 63
　鳥取市の中心市街地活性化基本計画について　･･････････････鳥取市市街地整備室･ 宮谷　卓志･ 67
まちづくり交付金事後評価１年間の流れ（その 3）
　まちづくり交付金･実施過程の評価とモニタリングについて
　　････････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室･ 72
海外報告
都市の水資源としての下水処理水再利用の拡がり　～アメリカ・ロスアンゼルスの事例～
　･･･････････････････････････････････････････････････････国土交通省国土技術政策総合研究所･ 山縣　弘樹･ 75
トピックス
松山市久米地区における「続」地域安全マップづくり報告
　･･･････････････････････････････････独立行政法人建築研究所　特定非営利活動法人しょうまち･ 樋野　公宏･ 79
書評
「湖の水質保全を考える　霞ヶ浦からの発信」を読んで
　･････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局下水道部流域管理官付計画係長･ 中埜堅太郎･ 85
今月の豆知識
《テクノロジー・イノベーション》
下水道未普及解消クイックプロジェクト社会実験について
　････････････････････････････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課･ 87
都市計画協会コーナー
協会からのお知らせ　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 88
都市･地域整備局だより　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 90
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平成 20 年 8 月号
特集　まちづくりの新たな動き

巻頭言
まちなか活性化をめざして･･･････････････････････････････････････････ 北海道砂川市長･ 菊谷　勝利･ 3
特集論文
民間都市開発推進機構による民間都市開発事業の立ち上げ支援
　･･･････････････････････････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市開発融資推進室･ 5
「まち再生出資」による支援事例①　―いわき駅前地区第一種市街地再開発事業―
　･････････････････････････････････････････････株式会社ラトブコーポレーション　取締役会長･ 鷺　　佳弘･ 9
「まち再生出資」による支援事例②　―恋しき保存再生計画―
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････㈱恋しき　代表取締役･ 松坂敬太郎･ 12
「住民参加型まちづくりファンド」による支援事例
　―公益信託能登町エンデバーファンド 21 ―　･････････････････････････能登町長･ 持木　一茂･ 14
暮らし・にぎわい再生事業の推進について（旧丸正百貨店ビル地区）
　･････････････････････････････････････････････････････････････和島興産㈱　取締役総務部長･ 鳥井　秀昭･ 17
市立病院跡地における民間活力導入によるにぎわい再生拠点整備
　＜事例紹介＞藤枝駅周辺にぎわい再生拠点施設整備事業（藤枝駅南地区暮らし・にぎわい再生事業）
　･･･････････････････････････････････････藤枝市都市建設部中心市街地活性化推進室　主任主査･ 渡邊　章博･ 23
暮らし・にぎわい再生事業の推進について（四万十市中村大橋通地区）
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････四万十市総務課長･ 武田　光司･ 30
交流拠点を核とした、基盤整備による新たな市街地の創造と賑わいの創出を目指して
　･･･････････････････････････････････････････････････････砂川市建設部土木課都市計画　係長･ 金泉　敏博･ 34
かがやく自然の中で共に暮らし、自由に生きることができる地域づくりを目指して
　･････････････････････上越市企画・地域振興部牧区総合事務所　市民生活・福祉グループ　主任･ 金井　元樹･ 36
都市再生機構のコーディネート業務とその展開について
　･･････････････････････････ ･独立行政法人都市再生機構　業務企画部コーディネート推進チーム･ 39
まち交大賞の表彰　･･････････････松山市総合政策部　坂の上の雲まちづくり担当部長付主査･ 兵藤　一馬･ 44
白峰地区中心市街地再整備事業　･･･････････････････････････････････････石川県白山市･ 山下　浩雅･ 51
“一都二彩”のまちづくり　･･･････････････舞鶴市建設部都市計画課　まちづくり推進係長･ 田中　　洋･ 54
歴史的景観を活かしたまちづくり　･･････････････････････････茨城県建築士会桜川支部･ 上野　　崇･ 61
「足立一･二･三丁目地区まちづくり連絡会」の取り組み　･････････････････前会長･ 佐藤　強士･ 65
松江まちづくり株式会社による蓬莱荘リニューアル事業
　･･･････････････････････････････････････････････････････････松江まちづくり株式会社取締役･ 坂本　拓三･ 70
報告記事
大正８年都市計画法と都市計画法施行令の公布日について
　･････････････････････････････････････････････････････････北海道大学大学院工学研究科教授･ 越澤　　明･ 73
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　浜松市中心市街地活性化基本計画について　････････････････････浜松市　商工部　商業政策課･ 77
　高岡市中心市街地活性化基本計画について　･････････高岡市産業振興部商業観光課･ 長久　洋樹･ 83
　鹿児島市中心市街地活性化基本計画について　
　　『海と陸を結ぶ　南の“歓・交”拠点都市の創造』を目指して
　　　･･････････････････････････････････････････････････鹿児島市中心市街地活性化推進室長･ 山下　正昭･ 86
まちづくり交付金事後評価１年間の流れ（その 4）
　まちづくり交付金･効果発現要因の整理
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　　････････････････････････ ･国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室･ 92
海外報告
ドイツにおける駐車場施策を活用した都市交通政策について
　･･･････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課整備室長･ 中神　陽一･ 94
　･ 前　国土交通省都市・地域整備局街路課　課長補佐･ 黒川　健一

トピックス
都市計画学会の最近の活動　～省CO2 型都市づくりに関連して～
　･･･････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局都市計画課　企画専門官･ 中村　　純･ 98
公園緑地・景観課のこれからの展望　･･･････････････････････････公園緑地・景観課長･ 小林　　昭･ 101
都市・地域安全課のこれからの展望　･･･････････････････････････都市・地域安全課長･ 高橋　　忍･ 102

書評
「コンパクトシティのあり方」を読んで
　･････････････････････････････････････････････都市・地域整備局まちづくり推進課企画法制係･ 網蔵　孝紀･ 103

都市計画協会コーナー
平成 20 年度まちづくり拝見研修会について（報告）　･･････････････････ ･財団法人都市計画協会･ 105
第 60 回都市計画全国大会のご案内　･････････････････････････････････････ ･財団法人都市計画協会･ 108

お知らせ
都市・地域整備局の組織再編について　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 110
都市・地域整備局だより　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 112

平成 20 年 9 月号
特集　安全安心まちづくり

巻頭言
関西圏における拠点都市にふさわしい、安全安心なまちづくりをめざして
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････堺市長･ 木原　敬介･ 3

まちと私
まちの歴史を活かした再開発　･････株式会社まちづくりカンパニー・シープネットワーク･ 西郷真理子･ 5

特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（5）
大震火災の減災手法私案　･･････････････････････････････････････早稲田大学　特命教授･ 伊藤　　滋･ 7

特集論文
安全・安心まちづくりをめざして
　･･･････････････････････････････国土交通省･都市地域整備局･都市・地域安全課･安全企画調整官･ 西口　　学･ 16
わが国の「安全と安心」　次のステージへ　･････････････日本大学理工学部土木工学科･ 岸井　隆幸･ 20
東京の市街地の変遷と防災上の今日的課題
　･････････････････････････････････････････････････首都大学東京　都市環境科学研究科　教授･ 中林　一樹･ 26
震災に備えた取り組み　～都市復興模擬訓練を通して～
　･････････････････････････････････････････････････････東京都都市整備局市街地整備部企画課･ 鈴木　智嗣･ 33
JR･東日本における鉄道の防災対策の取り組みについて
　･･･････････････････････････････････東日本旅客鉄道株式会社　安全対策部防火・防災グループ･ 林　　博基･ 40
地震防災上の最重要課題である既存不適格建物の耐震補強を推進するための環境整備
　･････････････････････････東京大学教授　生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター長･ 目黒　公郎･ 48
高齢化社会における防災都市づくりと公園緑地の役割
　･････････････････････････････････････････････････兵庫県立大学／兵庫県立淡路景観園芸学校･ 斉藤　庸平･ 57
流域ぐるみの新たな都市水害軽減対策に向けて　････････････････････････福島大学･ 虫明　功臣･ 62
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南海地震対策の取り組み　･･････････････････ 高知県･土木部　都市計画課･市街地整備担当･ 筒井　紀裕･ 67
新潟市平野の特性と浸水対策の推進　･･･････････････････････････････････新潟市技監･ 本田　武志･ 72
中越沖地震をのり越えて復旧・復興から「さらなる未来」へ
　･･･････････････････････････････････････････････････････････柏崎市総合企画部企画政策課長･ 本間　敏博･ 77
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　奈良市中心市街地活性化基本計画の概要　･････････ 奈良市･観光経済部･商工労政課･ 木野本　勝･ 84
　滝川市中心市街地活性化基本計画について
　　･･･････････････････････････････････････････滝川市経済部商工労働課　元気タウン推進室長･ 千田　史朗･ 87
　柏市の認定中心市街地活性化基本計画について　･････････････ ･千葉県柏市経済産業部商工課･ 93
海外報告
四川省大地震（汶

ぶん

川
せん

地震）による市街地の被災状況と復興に向けて
　･････････････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局市街地整備課　課長補佐･ 筒井　祐治･ 98
トピックス
都市・地域政策課のこれからの展望　･･･････････････････････････都市・地域政策課長･ 内田　俊彦･ 103
街路交通施設課のこれからの展望　････････････････････････････････街路交通施設課長･ 松井　直人･ 104
都市計画協会コーナー
第 27 回まちづくりトップセミナーについて　･･･････････････････････････ ･財団法人都市計画協会･ 105
都市・地域整備局だより　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 107

平成 20 年 10 月号
特集：低炭素型都市づくりの推進

巻頭言
低炭素型都市とビジネス　････････････････国連環境計画・金融イニシアテイブ　特別顧問･ 末吉竹二郎･ 3
まちと私
「金沢と私」　････････････････････････････････････････････････････石川テレビアナウンサー･ 安田　真理･ 6
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（6）
都市計画法制 90 周年と都市計画事業の財源　･･････北海道大学大学院工学研究科教授･ 越澤　　明･ 8
特集論文
「課題先進国」日本のまちづくり　･････････････････････････････････････東京大学総長･ 小宮山　宏･ 17
環境モデル都市の選定について　･･･････････内閣官房地域活性化統合事務局　参事官補佐･ 吉野　亜文･ 23
横浜市の再生可能エネルギーの拡大構想について　～環境モデル都市提案を契機として～
　･･･････････････････････････････････････････横浜市地球温暖化対策事業本部地球温暖化対策課･ 松田　和久･ 26
アジアの環境フロンティア都市・北九州市　～都市分野の取り組み～
　･････････････････････････････････････････････････････････････北九州市建築都市局計画部長･ 今永　　博･ 32
富山市コンパクトシティ戦略によるCO2 削減計画　（富山市環境モデル都市提案書の概要）
　･････････････････････････････････････････････････････････････富山市都市整備部交通政策課･ 高森　長仁･ 36
京都市における地球温暖化対策　････････････････････････････京都市総合企画局地球温暖化対策室･ 40
環境にやさしい新たなクルマ社会の実現を目指して　･････豊田市都市整備部専門監･ 加藤　　泰･ 42
環境モデル都市への挑戦　･･････････････････････････････････････千代田区環境安全部長･ 大畠　康平･ 45
温暖化問題と都市緑化技術　････････････････････････････････和歌山大学システム工学部･ 山田　宏之･ 47
東京ミッドタウンの環境への取り組み
　･･･････････････････････････････････東京ミッドタウンマネジメント株式会社　代表取締役社長･ 市川　俊英･ 52
不動産事業とグ

環 境 配 慮 型 不 動 産

リーンビルディング～現状と展望
　･････････････････ニッセイ基礎研究所　金融研究部門　不動産投資分析チーム　上席主任研究員･ 松村　　徹･ 57
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低炭素都市づくり研究会の活動について
　･･･････････････････（社）日本都市計画学会低炭素都市づくり研究会　（株）エックス都市研究所･ 長谷川隆三･ 62
連載　
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　新潟市中心市街地活性化基本計画について　････ 新潟市都市政策部まちづくり推進課･ 三條　達也･ 68
　藤枝市中心市街地活性化基本計画について　
　　『来る人･住む人･充実満足･～･多機能都心－スポーツ・交流で、ひと・まち元気－』
　　　････････････････････････････････････････････藤枝市都市建設部中心市街地活性化推進室･ 渡邊　章博･ 73
まちづくり交付金事後評価１年間の流れ（その 5）
　まちづくり交付金･今後のまちづくり方策の作成
　　･･････････････････････････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室･ 81
海外報告
地域おこしと「イノベーション」：OECD･における議論の潮流
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････経済協力開発機構･ 小林　浩史･ 84
都市行政の動き
第 9回生物多様性条約締約国会議（COP9）において、COP10 平成 22 年名古屋市開催と都市と･
生物多様性に関する議題が決定されました。
　･･････････････････････････････････････････都市・地域整備局公園緑地･景観課　緑地環境室長･ 舟引　敏明･ 87
都市政策の基本的な課題と方向検討小委員会について
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局都市・地域政策課･ 92
今月の豆知識
《用語解説》　カーボン・オフセットについて
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局都市・地域政策課･ 94
書評
「日本版スローシティ～地域固有の文化・風土を活かすまちづくり～」を読んで
　･････････････････････････････････････････････････都市・地域整備局都市・地域政策課調整係･ 鹿渡　　寛･ 95
都市計画協会コーナー
寄贈図書　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 97
都市・地域整備局だより　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 99

平成 20 年 11 月号
特集：第 60 回都市計画全国大会

（島根県）
第 60 回都市計画全国大会の開催にあたって　････････････財団法人都市計画協会会長･ 伴　　　襄･ 3
第 60 回都市計画全国大会を迎えて　････････････････････････････････････島根県知事･ 溝口善兵衛･ 5
第 60 回都市計画全国大会を迎えて　･･････････････････････････････････････松江市長･ 松浦　正敬･ 7
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歴史・文化的資源を活かしたまちづくり
出雲大社門前町の再生を目指して　･･････････････出雲市都市整備部大社門前町整備課長･ 石田　　武･ 175

新都市12月号.indb   136 2008/12/15   20:16:56



SHINTOSHI  Vol.62 No.12 2008  1��

官民協働による石
いわ

見
み

銀
ぎん

山
ざん

での地域づくり　･････大田市教育委員会教育部石見銀山課課長補佐･ 林　　泰州･ 181
銀山街道を活かしたまちづくり　･･･････････････････････････････飯南町教育委員会主幹･ 石飛　幹祐･ 185
神々の国の首都「松江」とラフカディオ・ハーン　･･････島根県土木部都市計画課長･ 林　　秀樹･ 191
益田市歴史を活かしたまちづくりについて　～都市計画道路沖田七尾線整備事業～
　･････････････････････････････････････････････････島根県土木部都市計画課街路グループ主任･ 古川　　隼･ 197

都市・地域整備局だより　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 203

平成 20 年 12 月号
特集：歴史・文化を活かしたまちづくり
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　　･････････････････････････････････････････････････････････････ 青森市企画財政部中心市街地対策課･ 60
　富山市中心市街地活性化基本計画について
　　･･･････････････････････････････富山市都市整備部　都市再生総室　中心市街地活性化推進課･ 田中　　斉･ 63
　まちなかへの公共公益機能の積極的導入
　　公共公益施設整備によるコンパクトなまちづくり･････高崎市商工観光部商業課･ 山口　　聡･ 65
　高田地区における旧高田共同ビルの再生取組を中心とした2核 1モールのまちづくり
　　･････････････････････････････････････････････････新潟県上越市　中心市街地活性化推進室･ 小池兼一郎･ 69
　中心市街地活性化への取り組み　～株式会社　街づくり山口～
　　･･･････････････････････････････････････････････････････････㈱街づくり山口　常務取締役･ 飯田　裕史･ 74
　コンパクトで賑わいあふれるまちづくりの実現を目指して
　　～商工会議所から見た「まちづくり」の現状と課題～
　　･････････････････････････････････････････････････････日本商工会議所　流通・地域振興部･ 遠藤俊太郎･ 78
随想
小笠原諸島訪問記　･･････････････････････････････････････････国土交通省大臣官房審議官･ 門野　秀行･ 83
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　盛岡市中心市街地活性化基本計画の概要
　　･････････････････････････････････････････････盛岡市中心市街地活性化対策事務局　副主幹･ 時舘　公親･ 85
　大野市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　原点への回帰　～人が集う、活気に満ちた城下町の再生を目指して～
　　･･･････････････････････････････････････････････････････････大野市産業経済部産業政策課･ 石山　志保･ 89
　伊丹市中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････････････伊丹市都市創造部都市企画室　主幹･ 綾野　昌幸･ 92
わが国におけるこれからのアーバンデザインのあり方（第 2回）
　「都市デザインは要る、だが、可能か？」～都市プランナー　蓑原敬氏の講演より～
　　･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局･ 95
　　 公園緑地・景観課　景観・歴史文化環境整備室･

海外報告
MIPIM･アジア香港に参加して　･･････････････････････三井不動産株式会社　企画調査部･ 平井　　勝･ 100
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 105
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平成 21 年 3 月号
特集　みんなが集う交通結節点

巻頭言
都市はだれのものか　･･････････････････････････････････････建築家・東京大学大学院教授･ 内藤　　廣･ 3
まちと私
ブリュッセルと私　･･････････････････････････････････････････････････ヴァイオリニスト･ 堀米ゆず子･ 6
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（9）
都市計画法 90 周年と街路の計画・整備　－回顧と展望－
　････････････････････････････････････････（財）計量計画研究所・常務理事　日本大学客員教授･ 矢島　　隆･ 8
特集論文
都市行政の動き
　自由通路の整備促進に向けて　―自由通路の整備及び管理に関する要綱―
　　･････････････････････････････････････････････････国土交通省･都市・地域整備局･街路交通施設課･ 21
基調論文
　これからの都市交通の結節点整備と管理の課題について
　　･･･････････････････････････････････････････････････横浜国立大学大学院工学研究院　教授･ 中村　文彦･ 26
総論
　利用者から見た交通結節点･･････････････････････････････････有限会社まち交舎　舎主･ 大澤　雅章･ 32
事例報告
　大規模ターミナルにおける交通結節点改良
　　･････････････････････････････････････････････････････ 東京都･都市整備局･都市基盤部･街路計画課･ 36
　盛岡市オムニバスタウンにおけるバスの交通結節点整備について
　　･････････････････････････････････････････････････････････････盛岡市建設部交通政策課長･ 古山　裕康･ 41
　JR東日本における交通結節点整備への取組みについて
　　･･･････････････････････････････東日本旅客鉄道株式会社　総合企画本部投資計画部　副課長･ 永井　孝弥･ 45
　　 東日本旅客鉄道株式会社　総合企画本部ターミナル計画部　課長･ 奥野　剛司･
　江戸川区の自転車と鉄道の結節点整備（江戸川区の総合自転車対策）
　　･････････････････････････････････････････････････････････････････････江戸川区土木部長･ 土屋　信行･ 49
　自由通路・駅前広場の整備概要について
　　･････････････････････････････････････････････岡山市都市整備局交通政策課駅西口整備室長･ 頼経　秀智･ 53
　「駅」その多様な結節点の場とNPOの関与
　　････････････････････････････････････････････ ASITA（北勢線とまち育みを考える会）会長･ 成田　正人･ 58
　　 副会長･ 安藤たみよ･
随想
イタリアのちょっと○○　･･････････････････････････････････国土交通省大臣官房審議官･ 松田　紀子･ 63
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　弘前市中心市街地活性化基本計画について　･･･････････････････弘前市商工観光部商工労政課･ 65
　鶴岡市中心市街地活性化基本計画の概要　･････鶴岡市商工観光部商工課　課長補佐･ 増田　　亨･ 67
　大津市中心市街地活性化基本計画について　･････大津市　都市計画部　都市再生課･ 高木　裕司･ 70
　高知県・四万十市中心市街地活性化基本計画の概要　･･････････････････ 四万十市商工観光課･ 73
　大分市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････大分市都市計画部　都市計画課　中心市街地活性化担当班リーダー　専門員･ 高瀬　和夫･ 77
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海外報告
欧州における自転車施策
　･･･････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局　街路交通施設課　企画専門官･ 吉田　信博･ 80
トピックス
JR 山陽本線等姫路駅付近連続立体交差事業　－ JR姫路駅付近の鉄道高架化完成－
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････兵庫県･県土整備部･土木局･街路課･ 90
使おう公共交通、かしこくマイカー利用
　～北九州市環境首都総合交通戦略･策定記念シンポジウム～
　･･･････････････････････････････････････････ 北九州市･建築都市局･計画部　都市交通担当部長･ 梅本　治孝･ 92
書評
子ねことふしぎな電車　･･･････････････････ 国土交通省･都市・地域整備局･街路交通施設課･ 中辻　洋喜･ 95
新しいまちづくりの戦略的展開　－集約型都市構造の実現に向けて－
　･･･････････････････････････････････････････････････････････財団法人計量計画研究所理事長･ 黒川　　洸･ 96
都市・地域整備局だより
行事日誌　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 97

平成 21 年 4 月号
特集　平成 21 年度予算

特集
平成 21 年度国土交通省関係予算の概要　･･･････････････････････････ 国土交通省大臣官房会計課･ 3
都市・地域整備局関係予算の概要　････････････････････････国土交通省都市・地域整備局総務課･ 6
地域の活性化に向けた取組の推進
　･･･････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　市街地整備課･ 12
　 街路交通施設課　公園緑地・景観課　下水道部下水道事業課･
安全で安心なまちづくりの推進　･･････････････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課･ 17
　 公園緑地・景観課　下水道部下水道事業課･
地球環境問題に対する取組の推進について　･････国土交通省都市・地域整備局市街地整備課･ 20
　 公園緑地・景観課　下水道部下水道事業課･
住宅・不動産市場活性化のための緊急対策関連予算の概要
　･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課･ 22
下水道事業予算の概要　････････････････国土交通省都市・地域整備局下水道部　下水道事業課･ 24
平成 21 年度公園緑地・景観・歴史環境等関係予算の概要
　･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課･ 28
再開発関係予算の概要　･････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課･ 38
土地区画整理事業予算の概要　･･････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課･ 41
都市再生推進事業の概要　･････････････････････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課･ 44
　 街路交通施設課　市街地整備課･
まちづくり交付金の概要
　･･････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室･ 47
街路交通関係予算の概要　････････････････････････国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課･ 52
都市開発資金貸付制度の予算概要　･･･････････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課･ 56
大都市の機能の改善に関する予算の概要
　･････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局都市・地域政策課広域都市圏整備室･ 58
個性を活かした地域づくりの推進に関する予算の概要　･････････････ 国土交通省　地方振興課･ 60
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平成 21 年 7 月号
特集　安全・安心なまちづくり

巻頭言
海抜ゼロメートル市街地におけるまちづくり　･････････････････････････江戸川区長･ 多田　正見･ 3
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「安全・安心まちづくりビジョン」について
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　　都市計画部会･安全・安心まちづくり小委員会･中間とりまとめの概要）
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市街地の安全・安心－リスクへの対応力　････････････････････････････････大阪大学･ 小浦　久子･ 25
地域力を活かした安全・安心まちづくり　～四日市市における市民提案型まちづくり～
　･･･････････････････････････････････････四日市市都市整備部都市計画課政策グループリーダー･ 稲垣　圭二･ 29
英仏の防災土地利用規制と保険制度について
　･････････････････････････････････････････････････････国土交通政策研究所　総括主任研究官･ 吉田　　恭･ 35
岡崎市の被災状況と今後の対応　―平成 20 年 8月末豪雨―
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････岡崎市都市整備部長･ 小林　健吾･ 44
災害危険区域指定による建築行為の制限　－名古屋市臨海部防災区域建築条例－
　････････････････････････････････････････････････････････････ 名古屋市住宅都市局建築指導部監察課･ 48
防災まちづくり　－過去、現在、未来　･･･････････････････関西学院大学総合政策学部･ 室崎　益輝･ 52
震災の教訓を生かして　神戸市における安全都市づくりの推進
　･･･････････････････････････････････････････････神戸市都市計画総局計画部地域支援室　主幹･ 髙木　雅章･ 57
すみだ燃えない・壊れないまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････墨田区都市計画部建築指導課不燃化担当主査･ 中川美菜子･ 62
区画整理手法を活用した密集市街地の整備改善事例　－太子堂円泉ヶ丘土地区画整理事業－
　････････････････独立行政法人都市再生機構東京都心支社都市再生企画部計画推進第 2チーム･ 69
DCP　新たなる防災拠点の創造への提案　････････････････････････････東京大学教授･ 小出　　治･ 73
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　静岡市中心市街地活性化基本計画（清水地区）について
　　･････････････････････････････････････････････････静岡市経済局商工部参与兼商業労政課長･ 小長谷重之･ 78
　名古屋市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･･････････････････････････････････････････････････････････ 名古屋市市民経済局産業部地域商業課･ 83
　守山市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････････守山市都市経済部都市再生推進課　主査･ 川端　和行･ 86

特別寄稿（1）
都市計画争訟制度の発展可能性　･････････････････････････････････････学習院大学教授･ 大橋　洋一･ 90

特別寄稿（2）
英仏の防災土地利用規制とリスク情報の開示制度について
　･････････････････････････････････････････････････････国土交通政策研究所　総括主任研究官･ 吉田　　恭･ 116

海外報告
世界トンネル会議（WTC）に出席して
　･･･････････････････････････････････国土交通省･都市 ･地域整備局･都市 ･地域政策課･課長補佐･ 田中　　大･ 120

書評
幸福な住処を考える～『クリエイティブ都市論』を読んで～
　･････････････････････････････････････････････････国交省都市・地域整備局都市・地域政策課･ 長谷川栄光香･ 125

都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 126

平成 21 年 9 月号
特集　「旅する水」　都市と下水道

巻頭言
小さくとも世界に誇れる池田を目指して　･･････････････････････････････ 池田市長･ 倉田　　薫･ 3

まちと私
美しい風景の国に住みたい　･･････････････････････････････････････････････････ 俳優･ 児玉　　清･ 5

特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（14）
都市と下水道のかかわり－下水道法目的規定の変遷と新しい課題
　･････････････････････････････････････････････････ 東洋大学大学院国際地域学研究科　教授･ 松尾　友矩･ 7

特集論文
総論・経営
21 世紀都市代謝系としての下水道への期待
　･･････････････････････京都大学大学院工学研究科附属流域圏総合環境質研究センター　教授･ 田中　宏明･ 16
効率的な汚水処理施設の整備について
　･･････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課　課長補佐･ 高橋　伸輔･ 24

28-総目次.indd   71 2009/12/17   16:52:46



72  Vol.63 No.12 2009  SHINTOSHI

下水道経営改善の取組
　･･････････････････････国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課下水道管理指導室･ 兒島　　茂･ 28

事例報告
東京都下水道局のダイエットレシピ
　･･････････････････････････････････････････････････東京都下水道局総務部広報サービス課･ 桑島　康二･ 32
下水道事業における安全安心な街づくりと持続可能な市民サービスの提供
　―ストックマネジメントと浸水対策、資源の有効利用―
　････････････････････････････････････横浜市環境創造局　施設管理部　水再生施設整備課長･ 片桐　　晃･ 36
福崎浄化センターにおける膜分離活性汚泥法　････････････兵庫県福崎町下水道課･ 山本　欽也･ 46
神戸市下水汚泥を活用したバイオマスエネルギー利用
　･･････････････････････････････････････････････････････神戸市建設局下水道河川部工務課･ 堀井　澄夫･ 50
下水汚泥焼却灰からのりん回収システム
　････････････岐阜市上下水道事業部　岐阜市水道事業及び下水道事業管理者　上下水道事業部長･ 後藤　幸造･ 53
下水道からのリン回収・活用の取組推進について
　･････････････････ 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課　下水道技術開発官･ 石井　宏幸･ 58
下水道施設を活用した都市の中の水辺づくり　～管理型調整池から多自然型調整池へ～
　･･････････････････････････････････････････････････････････千葉市下水道局下水道計画課･ 宮内　彰郎･ 60
皇居外苑濠の浄化に向けた取組について
　･･････････････････････････････････････････････環境省水・大気環境局水環境課　課長補佐･ 西　　　修･ 64
　 国土交通省都市・地域整備局下水道部　流域管理官付補佐･ 重村　浩之･
「下水道の見える化」は「循環のみち」への第一歩
　･･･････････上田市上下水道局経営管理課　日本下水道事業団東日本設計センター計画設計課･ 塚原　忠一･ 66
「下水道グローバルセンター（GCUS）」の設立について
　･･･････････････････････････････････････････････････ ･（社）日本下水道協会技術部研修・国際課･ 70

連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　掛川市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････静岡県掛川市　都市整備課区画整理室　街なか再生係･ 太田　和也･ 74
　丹波市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･･･････････････････････････････････････････････････････丹波市産業経済部　新産業創造課･ 谷川　富寿･ 78
　川越市の認定中心市街地活性化基本計画について　
　　･･･････････････････････････････････････････････川越市産業観光部中心市街地活性化推進室･ 土屋　正裕･ 82
　直方市の中心市街地活性化について　･･･････････････････････中心市街地整備振興課･ 梅原　達巳･ 85
海外報告　
第 5回･世界水フォーラムの開催結果について
　･･･････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課　課長補佐･ 本田　康秀･ 88
都市行政の動き　
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の開催
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局･ 92
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会長に就任して
　･････････････････････････････････････････････････････････････････北海道大学大学院　教授･ 越澤　　明･ 93
都市計画部会長に就任して
　･････････････････････････････････････････････････東京大学空間情報科学研究センター　教授･ 浅見　泰司･ 93
集約型都市構造の実現に向けて～平成 22 年度都市・地域整備局関係の重点施策の概要
　･･･････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局総務課調整室長･ 滝澤　秀樹･ 94

28-総目次.indd   72 2009/12/17   16:52:46



SHINTOSHI  Vol.63 No.12 2009  73

おしらせ
世界都市計画の日の行事について　････････････････････････････････････ 財団法人　都市計画協会･ 98
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 98

平成 21 年 10 月号
特集　環境の世紀における公園緑地

巻頭言
浜名湖立体花博～浜松発の新しい園芸芸術～　･･･････････････････････････浜松市長･ 鈴木　康友･ 3
まちと私
「代々木の杜」明治神宮に吹く風　･･････････明治神宮国際神道文化研究所　主任研究員･ 今泉　宜子･ 5
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（15）
公園緑地計画と事業の変遷　･･････････････････････････（社）日本公園緑地協会　常務理事･ 有路　　信･ 7
特集論文
環境の世紀とみどり　････････････････････････････桐蔭横浜大学・特任教授　中部大学教授
　 ･涌井　史郎（雅之）･15
地球温暖化対策と都市のみどり
　･･････････････････････････国土交通省都市・地域整備局都市　公園緑地 ･ 景観課･緑地環境室･ 20
日産先進技術開発センター・緑の刺激のあるワークプレイス
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････株式会社日本設計･ 齋藤　　求･ 24
｢ 物質化した都市 ｣を再生するための緑の活用法
　･････････････････････････････････････････････････････････････㈱チームネット　代表取締役･ 甲斐　徹郎･ 28
COP10 開催に向けて～名古屋の街づくりと公園緑地～
　･･･････････････････････････････････････････････････名古屋市緑政土木局緑地部緑化推進課長･ 小池　敦夫･ 32
万博記念公園におけるバイオマス資源利活用戦略
　･･･････････････････････････････特定非営利活動法人　大阪府民循環型社会推進機構　事務局長･ 逸見　祐司･ 36
環境教育の取組　･････････････････････････････････････････富士通（株）沼津工場　総務部･ 佐野　裕二･ 43
企業のCSRとみどり　･････････････････････････････（株）創コンサルテング　代表取締役･ 海野みづえ･ 48
都市行政の動き
多摩・三浦丘陵のつながりを目指した自治体広域連携について
　･････････････････････････････････････････････････････････････川崎市環境局緑政部緑政課長･ 鈴木　直仁･ 52
緑の保全・創造施策　･･･････････横浜市環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ推進課･ 長谷川正英･ 57

GREEN･TOKYO･ガンダム　プロジェクト
　･････････････････････････････････････････････財団法人東京都公園協会　公益・水辺事業部長･ 高松　　巌･ 63
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
稚内市中心市街地活性化基本計画の概要　･･･････稚内市建設産業部都市再生対策課･ 山本　　純･ 66
豊橋市中心市街地活性化基本計画について　･･････････････････････ 豊橋市企画部都心活性課･ 70
長浜市の認定中心市街地活性化基本計画について
　･･････････････････････････････滋賀県長浜市産業経済部商工振興課中心市街地活性化推進室･ 大塚　義之･ 74
小城市中心市街地活性化基本計画について
　～住んでよし、訪ねてよし、和で織りなす味わいのある美しい城下町～
　･････････････････････････････････････････････････････････小城市建設部都市整備推進室･ 江頭　正秀･ 77
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海外報告
IFHPの最近の動向　････････････････････････････････････････ IFHP理事・東京大学教授･ 大西　　隆･ 81
国際住宅・都市計画連合（IFHP）ベルリン理事会報告
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････筑波大学教授　IFHP理事･ 谷口　　守･ 83
書評
「鎌倉広町の森はかくて守られた～市民運動の 25 年間の軌跡～」を読んで
　････････････････国土交通省　都市・地域整備局　公園緑地・景観課　景観・歴史文化環境整備室

　 古都・歴史文化係長･ 曽根　直幸･ 85
おしらせ
世界都市計画の日の行事について　･･･････････････････････････････････ 財団法人　都市計画協会･ 87
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 87

平成 21 年 11 月号
特集　第 61 回都市計画全国大会

（宮城県）
第 61 回都市計画全国大会の開催にあたって　････････････財団法人都市計画協会会長･ 近藤　茂夫･ 3
第 61 回都市計画全国大会を迎えて　････････････････････････････････････宮城県知事･ 村井　嘉浩･ 5
第 61 回都市計画全国大会を迎えて　･･････････････････････････････････････仙台市長･ 奥山恵美子･ 7
宮城県の概要
宮城県の都市計画　･･････････････････････････････････････････宮城県土木部都市計画課長･ 門傳　　淳･ 9
宮城県の景観行政について　･･････････････････････････宮城県土木部都市計画課行政班長･ 大庭　豪樹･ 16
宮城県の街路事業　････････････････････････････････宮城県土木部都市計画課都市整備班長･ 尾形　昭範･ 21
宮城県の都市公園事業　･･･････････････････････････宮城県土木部都市計画課公園緑地班長･ 奥田　文昭･ 27
仙台港背後地土地区画整理事業について～アメニティに富んだ魅力あるまちづくり～
　･････････････････････････････････････････････宮城県土木部都市計画課仙台港背後地整備班長･ 小林　和重･ 33
仙台空港アクセス鉄道と沿線の臨空都市「なとりりんくうタウン」整備
　･･･････････････････････････････････････････････････････････宮城県土木部空港臨空地域課長･ 佐々木　源･ 39
宮城県の下水道整備事業　････････････････････････････････････宮城県土木部下水道課長･ 中川　　淳･ 45
仙台市の取り組み
仙台市の都市計画～軌道系交通機関を基軸とした機能集約型都市への転換を目指して～
　･･･････････････････････････････････････････････仙台市都市整備局計画部参事兼都市計画課長･ 菊地　正宏･ 51
仙台市の景観づくり～杜の都の風土を育む風格ある景観づくり～
　･･･････････････････････････････････････････････仙台市都市整備局計画部参事兼都市景観課長･ 森本　　修･ 57
「杜の都」仙台の都市・交通政策～まちづくりを先導する総合交通戦略の推進～
　･･･････････････････････････････････････････････････････仙台市都市整備局総合交通政策部長･ 岩﨑　裕直･ 63
仙台市の市街地整備～地域の特徴を活かした快適で機能的な市街地形成を目指して～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････仙台市都市整備局都市開発部長･ 髙橋　新悦･ 68
仙台市の公園緑地～緑豊かでゆとりと潤いのある杜の都・仙台～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････仙台市建設局百年の杜推進部長･ 身崎　　尚･ 74
地方都市の取り組み
鹽竈神社と塩釜港を結ぶ中心軸の魅力づくりと市街地回遊性の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 塩竈市建設部都市計画課･ 80
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･・名取」21 世紀の都市づくり
　～仙台空港臨空都市整備と「名取市の顔づくり」・駅前周辺整備の概要～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････名取市建設部都市計画課長･ 菅井　　仁･ 86
いにしえの都の新たな街づくり
　～「商業・住宅・史跡の共存する美しい街並み形成」を目指して～
　･･･････････････････････････････････････････ 多賀城市建設部多賀城駅周辺整備課　課長補佐･ 昆　　徳男･ 92
石巻市のストックを活かしたまちづくり　････････石巻市建設部都市計画課　技術主幹･ 齋藤　友宏･ 96
大崎市が取り組むまちづくり　･････････････････････････････大崎市建設部都市計画課長･ 石川　健一･ 101
みやぎの明治村に築く景観まちづくり　～再生と創生～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････登米市建設部都市計画課長･ 及川　甚悦･ 107
気仙沼終末処理場汚泥炭化施設の概要
　･････････････････････････････････････････････････気仙沼市建設部下水道課　技術主幹兼主任･ 小野寺知幸･ 111
白石城主片倉小十郎によるまちづくり
　～俺が行かずば誰が行く～白石城主　片倉小十郎見参！！
　･････････････････････････････････････････････････････白石市総務部企画情報課企画係　係長･ 橋谷田孝治･ 116
民間団体の取り組み
せんだいセントラルパーク　～市民提案型まちづくりの実現に向けて～
　･･･････････････････････････････････････特定非営利活動法人都市デザインワークス　代表理事･ 榊原　　進･ 123
中心市街地の個性を活かしたまちづくり　～壱弐参（いろは）横丁の逆襲～
　････････････････････････････････････････････ 特定非営利活動法人　まちづくり com事務局長･ 髙橋　雄志･ 129

平成 21 年 12 月号
特集　都市開発プロジェクトの最新動向

巻頭言
平和と文化の国際交流拠点都市長崎の再生に向けて
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････長崎県知事･ 金子原二郎･ 3
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（16）
土地区画整理事業の変遷　･･････････････････････････････････日本大学理工学部土木工学科･ 岸井　隆幸･ 5
特集論文
九州の都市開発　熊本駅周辺（課題）
　･････････････････････････････････････････････････熊本市都市建設局熊本駅周辺整備事務所長･ 奈須　悦雄･ 16
九州の都市開発　JR久留米駅周辺
　･････････････････････････････････････ 久留米市･都市建設部･新幹線久留米駅周辺整備推進室長･ 牟田　近雄･ 19
九州の都市開発　長崎駅周辺再整備事業
　･･･････････････････････････････････････････････････ 長崎市･都市計画部･長崎駅周辺整備室長･ 萩原　茂樹･ 21
広島駅周辺地区の主要プロジェクト
　（マツダスタジアム、二葉の里地区、若草町地区等）
　･･･････････････････････････････広島市都市活性化局都心再開発部広島駅周辺地区整備担当課長･ 谷川　　晃･ 24
吹田市東部拠点のまちづくり～吹田操車場跡地を利用したまちづくり～
　･･･････････････････････････････････････････････････吹田市都市整備部東部拠点整備室　参事･ 笹川　　彰･ 28
武蔵ヶ辻第四地区　第一種市街地再開発事業
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 組合施行／金沢市都市整備局市街地再生課･ 32
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「Rising･East･Project」
　～「東京スカイツリー ®」を核とした業平橋押上地区開発について～
　･････････････････････････････････････東武鉄道株式会社　業平橋押上地区開発事業本部　部長･ 福水　正徳･ 36
二子玉川東地区第一種市街地再開発事業
　～東京都世田谷区玉川～（東急電鉄の沿線開発と絡めて紹介）
　･････････････････東京急行電鉄株式会社　開発事業本部資産活用事業部二子玉川開発部　統括部長･ 友澤　　集･ 40
都市基盤整備の再開発事業について
　（環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業）
　････････････････････････････東京都都市整備局　市街地整備部　再開発課　･都市施設担当係長･ 熊澤　秀行･ 44
特別寄稿
ヨーロッパ諸都市のまちづくりの現状と工夫
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 甲南大学マネジメント創造学部助教･ 倉本　宜史･ 49
　 獨協大学経済学部教授･ 倉橋　　透･
都市計画協会報告
第 42 回 EAROPH理事会ならびに地域セミナー報告
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････財団法人都市計画協会･ 52
2009 年「世界都市計画の日」日本集会　開催報告
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････財団法人都市計画協会･ 58
都市・地域整備局だより
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平成 22 年 1 月号
特集　自転車とまちづくり

年頭の辞
新年のごあいさつ････････････････････････････････････････････財団法人都市計画協会会長･ 近藤　茂夫･ 3
巻頭言
自転車をブームで終わらせないという夢･･･････ 東京工業大学総合理工学研究科教授･ 屋井　鉄雄･ 5
まちと私
「自転車」からみた街･････････････････････････････････････サイクルライフナビゲーター･ 絹　　　代･ 7
特集論文
自転車を活用したまちづくりの重要な意義
　～自治体の利用促進計画の策定のポイント～
　･････････････････････････････････････（株）住信基礎研究所　研究理事　京都大学　客員教授･ 古倉　宗治･ 10
自転車利用環境の整備について
　･･･････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課･ 15
自転車の利用者から見た日本の街・・・欧州との比較
　･････････････････････････････････････････････････････････････NPO 自転車活用推進研究会･ 小林　成基･ 19
自転車の走るまちづくり　･････････････････････････････････････････江戸川区土木部長･ 土屋　信行･ 26
自転車のまち茅ヶ崎を目指して　～市民との協働、商店街との連携～
　･･････････････････････････････････････････････････････････････茅ヶ崎市都市部都市政策課･ 鈴木　　朗･ 31
横浜都心部コミュニティサイクル社会実験
　･････････････････････････････････････････････････････････ 横浜市都市整備局都市交通課長･ 黒水　公博･ 38
高松市レンタサイクル事業について
　･････････････････････････････････････････高松市都市整備部都市計画課　交通安全対策室長･ 上原　達一･ 42
都市型レンタサイクル「駅リンくん」について
　～鉄道の二次アクセスを担う補助的交通機関としての可能性～
　･･････････････････････････････････････････････････ JR 西日本レンタカー＆リース株式会社･ 土屋　樹一･
　 西日本旅客鉄道株式会社　創造本部　調査グループ･ 藤井　理史･ 46
宇都宮市の「自転車ネットワークの形成と自転車走行環境の整備」について
　･････････････････････････････････････････････････････････ 宇都宮市総合政策部交通政策課･ 小川　恵太･ 51
海外報告
欧州における自転車施策
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････仙台市都市整備局理事･ ･
　 （昨年 3月まで国土交通省･都市・地域整備局街路交通施設課･企画専門官）･ 横山　克人･ 55
トピックス
歩いて暮らせるまちづくりに関する世論調査について
　･･･････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課･ 62
富山市内電車環状線化事業
　－富山都心線の開業－
　･･･････････････････････････････････････････････････････････ 富山市　都市整備部　路面電車推進室･ 66
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書評
土木計画学　公共選択の社会学
　･･･････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局街路交通施設課･ 能勢　和彦･ 68
都市計画協会報告
都市計画法制９０周年記念パネルディスカッション概要　････････ 財団法人　都市計画協会･ 69
第 26 回まちづくり拝見研修会について（報告）　･･････････････････ 財団法人　都市計画協会･ 73
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 75

平成 22 年 2 月号
特集　都市計画制度の今後の展望について

グラビア
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集　分譲地・別荘地
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画の歴史展示資料より（写真編）
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 3
巻頭言
日本一暮らしやすい城下町くまもとの創造
　～集約型都市構造の実現に向けて～　････････････････････････････････ 熊本市長･ 幸山　政史･ 3
まちと私
まちに緑を、心に豊かさを　･････････････････････････････････ 日経 CNBC キャスター･ 谷本　有香･ 5
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（17）
再開発の定着と展開への努力（その１）　･･･････････････････北海道大学大学院教授･ 越澤　　明･ 8
特集論文
エコ・コンパクトシティの実現に向けた都市計画関連制度の方向性
　･････････････････････････････････････････････････････ 東京大学空間情報科学研究センター･ 浅見　泰司･ 12
妙な建物が並んで車が溢れる中で　････････････････････････････金沢市都市政策局長･ 立岩里生太･ 17
マスタープラン活用の可能性　･････････････････････････日本大学理工学部土木工学科･ 岸井　隆幸･ 21
【改訂】福井市都市計画マスタープラン（案）
　～集約型都市構造の実現に向けた「歩く」視点からの都市づくり～
　･････････････････････････････････････････････････ 福井市都市戦略部　都市計画課　副主幹･ 馬來田善準･ 26
仙台市都市計画道路網の見直しに向けた取組み
　･･･････････････････････････････････････････ 仙台市都市整備局総合交通政策部交通政策課長･ 佐藤　良一･ 30
東京都区部における都市計画道路の事業化計画策定の取組事例
　･･･････････････････････････････････････････････ 東京都都市整備局都市基盤部街路計画課長･ 荒井　俊之･ 34
土地利用計画制度を巡る現状と課題
　･････････････････････････････････････････････････････ 長岡技術科学大学環境・建設系教授･ 中出　文平･ 40
たたまれる都市と農　･･･････････････････････････ 東京大学大学院新領域創成科学研究科･ 横張　　真･ 44
開発許可制度をめぐる現状と課題　････････････････････････････････ 工学院大学教授･ 野澤　　康･ 48
集約型都市構造への転換と緑地　･････････････････ 東京大学大学院工学系研究科教授･ 石川　幹子･ 52
広域調整の必要性について　･･･････････････････ 愛媛県土木部道路都市局都市計画課長･ 滿田　哲三･ 56
神奈川県における都市計画基礎調査の実施及び改善事例
　･･･････････････････････････････････････････････ 神奈川県　県土整備部　都市計画課　技幹･ 米山　高之･ 60
都市計画法制における意思決定手続と条例　･････････････････････ 駒澤大学法学部･ 内海　麻利･ 64
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低炭素都市づくりに貢献するエネルギーの面的利用
　～先進的取組事例からみた推進方策～
　･･････････････････ 東京ガス株式会社　エネルギー企画部　エネルギー計画グループ　副部長･ 工月　良太･ 68
海外報告
CIVITAS フォーラム 2009（ポーランド・クラクフ）報告
　････････････････････････国土交通省･都市・地域整備局･都市計画課･都市計画調査室･課長補佐･ 福本　仁志･ 73
トピックス
韓国の国土利用・都市計画制度（第１回）
　･････････････････ 財団法人不動産適正取引推進機構　研究理事・調査研究部長・博士（工学）･ 周藤　利一･ 77
書評
都市田園計画の展望－「間にある都市」の思想
　トマス・ジーバーツ　著　　簑原　敬　監訳
　･････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　都市計画課･ 澤田　道雄･ 81
特別寄稿
国土交通省成長戦略会議について　･･････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局･ 83
年表
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画の歴史展示資料より（年表編）
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 84
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 98
＜巻末にアンケートのお願いがあります＞

平成 22 年 3 月号
特集　都市再生に向けた様々な取り組み

巻頭言
都市再生について　･････････････････････････････････････････････早稲田大学　特命教授･ 伊藤　　滋･ 3
まちと私
都会の中の「まち」が好き　･･････････････････････････････浄土宗総合研究所　研究員･ Karen･Mack･ 4
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（18）
再開発の定着と展開への努力（その２）
　･････････････････････････････････････北海道大学　大学院工学研究院　都市計画研究室教授･ 越澤　　明･ 6
街路事業の変遷　････････････････････････････････････････（財）都市計画協会　専務理事･ 荻原　達朗･ 12
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芝浦水再生センター再構築に伴う上部空間の有効利用について
　（PPP による処理場空間の有効活用の推進）
　････････････････････････････････････ NTT 都市開発株式会社　開発推進部開発企画担当課長･ 田口　一孝･ 29
大阪市の下水道事業におけるPFI手法の活用に向けた新たな取り組みについて
　～民間発案を活用した下水道資源有効利用事業の実施～
　･･････････････････････････････････ 大阪市建設局下水道河川部･アメニティ対策担当課長代理･ 井上　雅夫･
　 大阪市建設局下水道河川部･担当係長･ 臼田　利之･ 33
日本版次世代MBR技術展開プロジェクト（A-JUMP）の取り組みについて
　（膜処理技術を活用した下水処理施設への適応について）
　･･････････････････････････ 名古屋市上下水道局技術本部計画部　下水道計画課計画第一係長･ 坂部　泰理･ 38
水ビジネスと下水道の国際展開への取り組み
　－下水道グローバルセンターの活動報告と今後の方向性について－
　･･････････････････････････････････････････････････（社）日本下水道協会　技術部　研修・国際課･ 42
貨物船のバラスト水を活用した下水処理水の海外展開について
　････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課　課長補佐･ 本田　康秀･ 46
都市行政の動き
下水道におけるリン資源化について
　････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局下水道部　下水道企画課下水道技術開発官･ 石井　宏幸･ 50
下水道分野における環境教育の推進について
　････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課　課長補佐･ 本田　康秀･ 55
「雨水浸透施設の整備促進に関する手引き（案）」について
　････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局　下水道部　流域管理官付　調整係長･ 濱田　陽子･ 60
トピックス
韓国の国土利用・都市計画制度（第４回）
　･････････････････ 財団法人不動産適正取引推進機構　研究理事・調査研究部長・博士（工学）･ 周藤　利一･ 65
海外報告
第 10 回日仏河川・湖沼の水質管理セミナー及びフランス下水道事業
　における官民連携調査について
　･････････････････････････････････････日本下水道事業団　事業統括部新プロジェクト推進課･ ･
　 （前　国土交通省都市・地域整備局　下水道部　下水道企画課　環境技術係長）･ 田本　典秀･ 71
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都市計画協会活動
平成 22 年度　都市計画協会活動　･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 74
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 75

平成 22 年 6 月号
特集　まちづくり月間　～歴史・文化を活かしたまちづくり～

グラビア
まちづくり月間　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
巻頭言
共働まちづくり　･･･････････････････････････････････････････････････････････ 豊田市長･ 鈴木　公平･ 3
まちと私
タウンマネージャーの仕事　････････（株）全国商店街支援センター　取締役センター長･ 服部　年明･ 5
特集論文
日本の景観とまちづくりを考える全国大会の実施について
　･･････････････････････････････････････････････････････････････都市・地域整備局まちづくり推進課･
　 公園緑地・景観課･
　 住宅局市街地建築課･ 7
第 28 回「まちづくり月間」の実施について
　･･････････････････････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課･
　 住宅局市街地建築課･ 9
第 28回まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞者の紹介
　･･････････････････････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課･
　 住宅局市街地建築課･ 11
第５回『まち交大賞』について
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････まちづくり情報交流協議会･
　 財団法人　都市みらい推進機構･ 18
第 27 回まちづくり標語懸賞募集入選作品の紹介　･････････････････ 財団法人　都市計画協会･ 23
第５回住まいのまちなみコンクール審査報告
　････････････････････････････････････････････････････（財）住宅生産振興財団　事業部部長･ 門馬　　通･ 25
第 12 回「まちの活性化・都市デザイン競技」について
　･･････････････････････････････････････････････財団法人都市づくりパブリックデザインセンター･ 29
第 28 回まちづくり月間地方公共団体等における関連行事の紹介
　･･････････････････････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局まちづくり推進課･
　 住宅局市街地建築課･ 41
特別企画　都市と経済学　～経済学的視点からの都市政策の考察～
「都市計画の神」は健やかにおわすか？　････････････････････････日本大学経済学部･ 中川　雅之･ 44
経済活動と都市政策　････････････････････････ 慶應義塾大学大学院経営管理研究科　教授･ 大林　厚臣･ 49
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　石岡市中心市街地活性化基本計画について　････････石岡市企画部企画課　主幹･ 片岡　達也･ 55
　大垣市の中心市街地活性化基本計画について　････････大垣市経済部商工観光課･ 伊藤　　智･ 58
　高槻市の中心市街地活性化基本計画について
　　･･････････････････････････････････････････････････････････高槻市都市産業部商工観光課･ 平田　　太･ 61
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　下関市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･･･････････････････････････････････････････････････････ 下関市経済観光部　商工振興課･ 香川　利明･ 64
海外報告
韓国における海外新都市建設事業等の実態調査
　････････････････････････････････････････････････････････････まちづくり推進課　課長補佐･ 宮下宗一郎･ 66
トピックス
韓国の国土利用・都市計画制度（第５回・完）
　･････････････････ 財団法人不動産適正取引推進機構　研究理事・調査研究部長・博士（工学）･ 周藤　利一･ 69
都市行政の動き
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の動き
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局･ 76
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会歴史的風土部会長に就任して
　･･･････････････････････････････････････････････････････････（社）京都経済同友会常任幹事･ 上村多恵子･ 76
都市計画協会活動
平成 22 年度　都市計画協会活動　･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 77
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 78

平成 22 年 7 月号
特集　健康づくり・まちづくり

グラビア
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集　････････････････････････････････････ グラビア･ 1
健康づくり・まちづくり　･････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 3
巻頭言
「健康」をキーワードにしたまちづくりにむけて　････････････････････ 見附市長･ 久住　時男･ 3
まちと私
都市の中の美術館　･･･････････････････････････････････････････三菱一号館美術館　館長･ 高橋　明也･ 5
特別企画　都市と経済学　～経済学的視点からの都市政策の考察～
少子高齢化時代の都市と地域を考える　････････････････名古屋大学　環境学研究科･ 黒田　達朗･ 7
大きな都市、小さな都市　-Big･City･or･Small･City-　･････････麗澤大学経済学部･ 清水　千弘･ 11
特別寄稿
超高齢化社会の健康医療福祉都市構想
　････････････････････････････ デンマーク国立オーフス大学脳神経病態生理学研究所客員教授･ ･
　 （初台リハビリテーション病院　脳卒中診療科長）･ 酒向　正春･ 18
特集論文
健康支援環境を創り出すまちづくり：健康都市プロジェクト
　･････････････東京医科歯科大学大学院教授　WHO 健康都市・都市政策研究協力センター所長･ 高野　健人･ 21
コミュニティとしての都市　都市政策と福祉政策の統合に向けて
　････････････････････････････････････････････････････････････････千葉大学法経学部　教授･ 広井　良典･ 27
健康・医療を核とした地域づくり、まちづくりについて
　･･･････････････････････････････････････････ 内閣官房　地域活性化統合事務局　参事官補佐･ 小浪　尊宏･ 36
福祉のまちづくり・みちづくりのあり方に関する調査について
　･････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課･ 英　　直彦･ 42
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モビリティサポート（歩行者の移動支援）の推進
　･････････････････････････････････････････････ 国土交通省政策統括官付参事官付　課長補佐･ 隅蔵雄一郎･ 46
鉄道駅等のバリアフリー化による外出促進と地域活性化の効果
　･･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省　国土交通政策研究所　研究官･ 井上　延亮･ 51
「ファルマバレープロジェクト」医療・健康産業クラスターのまちづくり
　～静岡県東部地域から～
　･････････････････････････････････････････静岡県経済産業部商工業局　新産業集積課　課長･ 小櫻　充久･
　 静岡県立静岡がんセンター　総長･ 山口　　建･
　 （財）しずおか産業創造機構　ファルマバレーセンター所長･ 井上　謙吾･ 57
Smart･･Wellness･･City･･「健康のまちづくり」の実現に向けて
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 新潟県三条市長･ 國定　勇人･ 63
「コウノトリと生きる健康のまちづくり」　････････････････････豊岡市健康福祉部長･ 上田　利幸･ 70
コミュニティサイクルと都市の健康　～名チャリ社会実験 2009 ～
　･･･････････････････････ 名古屋市緑政土木局道路部自転車利用課　主査（都心部自転車対策）･ 佐橋　友裕･ 76
「未来世代のための街づくり　ケミレスタウン・プロジェクト」
　シックハウス症候群を予防できる街を目指して
　･･････････････････････････････････････････････････････････････千葉大学大学院医学研究院･ 戸髙恵美子･
　 ･ 森　　千里･ 82
企業病院を中核とした「健康いきいきまちづくり」
　／日立製作所とひたちなか市の連携による取り組み
　････････････株式会社　日立製作所　グループ経営企画室　兼　スマートシティ事業統括本部･ 河野　通長･
　株式会社･日立製作所　都市開発システム社（一級建築士、技術士：建設部門／都市及び地方計画）･ 髙田　久義･
　 株式会社　日立ライフ　不動産開発本部･（一級建築士、宅地建物取引主任者）･ 浅利　英道･ 88
特別寄稿
国土交通省成長戦略会議報告について　･･････････････････････････国土交通省都市・地域整備局･ 93
上海のハイテクパークを走るライトレール　･･････････国土交通省　博（工）、Mphil･ 中野　宏幸･ 94
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　敦賀市の中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････ 敦賀市産業経済部中心市街地活性化推進室･ 若杉　　実･ 96
　沼津市の中心市街地活性化基本計画について
　　･･････････････････････････････････････････････････････････沼津市産業振興部商工振興課･ 宮本　秀昭･ 99
　姫路市中心市街地活性化基本計画について
　　･･･････････････････････････････････････････ 姫路市商工観光局商工部産業・港湾振興課長･ 鯉塚　晃好･ 101
都市計画協会コーナー
寄贈図書　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 105
地域間交流報告
安全マップづくりを通じた地域間交流報告
　愛媛県松山市久米地区と沖縄県北中城村大城地区との交流事業
　　･････････････････････････････････････････････････ 特定非営利活動法人しょうまち理事長･ 樋野　公宏･
　　 愛媛大学教育学部准教授･ 白松　　賢･
　　 久米公民館運営審議会委員長･ 仙波　英徳･
　　 北中城村議会議員･ 新垣　正良･ 106
都市計画協会報告
「日本の景観とまちづくりを考える全国大会」開催報告
　･･････････････････････････････････････････････････････････････財団法人都市計画協会　企画広報部･ 113
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都市計画協会活動
お知らせ　平成 22 年度　都市計画協会活動　････････････････････････････････････････････････････ ･ 115
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･･･････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局･ 116

平成 22 年 8 月号
特集　低炭素まちづくりへの課題と解決の方向性

グラビア
低炭素まちづくりへの課題と解決の方向性　･･･････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集　････････････････････････････････････ グラビア･ 5
巻頭言
つくばの環境に対する取り組み　･･････････････････････････････････････ つくば市長･ 市原　健一･ 3
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（21）
都市施設計画の変遷
　･･････････････････････････････････････････････････････大阪工業大学リエゾンセンター長 /･ ･
　 工学部空間デザイン学科　教授　立命館大学　客員教授･ 村橋　正武･ 5
特別企画　都市と経済学　～経済学的視点からの都市政策の考察～
効率的な都市形成のために－都市経済学からの一考察
　････････････････････････････････････････････････････････････････日本大学経済学部　教授･ 浅田　義久･ 11
都市経済の自立と持続可能性を考える
　･････････････････････････････････････岡山大学大学院社会文化科学研究科・経済学部　教授･ 中村　良平･ 16
まちづくりにおいてマネジメントはなぜ重要か
　･･････････････････････････････････････････････････････････････大阪市立大学大学院　教授･ 小長谷一之･
　 尾道大学　（非）講師･ 吉川　　浩･ 22
特別寄稿
ポスト工業社会の日本の都市計画制度　･･････････････････････慶應義塾大学名誉教授･ 日端　康雄･ 28
特集論文
省 CO2 型都市づくりに向けて　････････････ 横浜国立大学大学院環境情報研究院　教授･ 佐土原　聡･ 35
下水汚泥のエネルギー利用促進に向けた都市ガス事業者の取り組み
　･･････････････････････････････ 社団法人　日本ガス協会　バイオガス利用促進センター所長･ 藤田　昭幸･ 40
環境モデル都市　豊田市における環境対策の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････ 豊田市経営政策本部環境モデル都市推進課･ 阿久津正典･
　 豊田市都市整備部都市整備課･ 加藤　国治･ 46
CO2 排出量 50%削減に向けたつくば市の取り組み
　―つくば駅前広場再整備事業等―
　････････････････････････････････････････････････････････････つくば市　市長公室長･ 本位田　拓･ 52
副都心整備における環境対策
　－渋谷駅中心地区まちづくりガイドライン、
　　池袋副都心整備ガイドプランにおける環境対策の取組と課題－
　　･････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課･ 高峯聡一郎･ 57
太陽光発電と都市開発を組み合わせた普及のための課題
　･･･････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課･ 大島　英司･ 63
東京駅周辺大丸有（だいまるゆう）地区におけるCO2 削減対策の現状と課題
　･･･････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課･ 荒川　辰雄･ 70
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太陽熱利用の取組と面的に普及させるための課題について
　･･････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課　流通業務　係長･ 岸　　　克･ 75
情報提供
「地球温暖化に関する我が国の取組」
　･･････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　都市・地域政策課課長補佐･ 井上　綾子･ 81
「低炭素都市づくりガイドラインについて」
　･････････････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局都市計画課企画専門官･ 鎌田　秀一･ 85
低炭素型都市づくりへの支援措置について
　････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課･ 89
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　上田市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　････････････････････ 長野県上田市商工観光部商工課課長補佐兼市街地商業活性化担当係長･ 竜野　秀一･ 93
　倉敷市中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････････ 岡山県倉敷市新市・まちづくり推進課･ 太田　広巳･ 95
　唐津市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････････ 唐津市商工観光部市街地活性化推進室･ 本村アトム･ 98
　十和田市中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････････････････････････ 十和田市観光商工部商工労政課･
　　 建設部都市整備建築課･ 101
書評
「環境主義」は本当に正しいか？―チェコ大統領が温暖化論争に警告する
　･･････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課･ 林　良太郎･ 103
編集後記
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 105
都市計画協会報告
第27回まちづくり拝見研修会について（報告）
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 財団法人都市計画協会･ 106
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 108

平成 22 年 9 月号
特集　都市における生物多様性保全

グラビア
都市における生物多様性保全　･･･････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集　････････････････････････････････････ グラビア･ 5
巻頭言
愛知万博から、COP10（生物多様性条約第 10 回締約国会議）へあいちの歩み
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 愛知県知事･ 神田　真秋･ 3
まちと私
「まち」と「祭り」　･･････････････････････････････ 特定非営利活動法人ふくこい　理事長･ ･
　 （ふくこいアジア祭り実行委員会　実行委員長）･ 石川　鉄也･ 6
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特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（22）
開発許可制度の変遷と今後の展望
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 工学院大学教授･ 野澤　　康･ 9

特集論文
都市と生物多様性　････････････････････････････････ 慶應義塾大学環境情報学部　准教授･ 一ノ瀬友博･ 14
都市と生物多様性に関する国際的な動向、国内の動向
　･････････････････････････････････････ 国交省都市・地域整備局公園緑地・景観課　企画専門官･ 戸田　克稔･ 18
名古屋のまちづくりと生物多様性保全
　･････････････････････････････････････････････････ 名古屋市緑政土木局緑地部緑化推進課長･ 小池　敦夫･ 23
鎌倉広町緑地における生物多様性の取り組み
　～大規模都市圏域における緑地保全と生物多様性の市民の取り組み～
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 鎌倉市景観部長･ 土屋　志郎･ 27
梅小路公園「いのちの森」における生物多様性への取り組み
　･････････････････････････････････････････････････ 京都市建設局　水と緑環境部　緑政課長･ 片山　博昭･ 33
横浜市水と緑の基本計画と生物多様性の取組
　･････････････････････････････････････････････ 横浜市環境創造局　企画部企画課　担当係長･ 小田嶋鉄朗･ 37
第三者評価を通じて企業の生物多様性保全に関する取組の支援
　･････････････････････････････････････････････････ 財団法人･都市緑化基金　SEGES 事務局･ 上野　芳裕･ 41
東京湾岸部での緑地創出と、そこでの環境コミュニケーション活動について
　･････････････････････････････････････東京電力㈱　環境部　自然環境グループマネージャー･ 大曽根健久･ 45
生物多様性の保全と地域交流を創出する都市緑化･新梅田シティ「新・里山」
　････････････････････････････････････････････････････････････積水ハウス（株）環境推進部･ 嶋田　　隆･ 49
大学のエコキャンパス化における生物多様性の保全の試み
　･････････････････････････････････････････････ フェリス女学院大学　国際交流学部　准教授･ 佐藤　　輝･ 53
ブラジル・クリチバ市における生物多様性の取り組み
　･････････････････････････････････････････････ 元　パラナ州、及び　クリチバ市　環境局長･ 中村ひとし･ 57
ヨーロッパにおけるエコロジカルネットワーク計画
　････････････････････････････････････････････････ ㈱環境グリーンエンジニア　取締役技術部長･ 狩谷　達之･ 61

特別企画　都市と経済学　～経済学的視点からの都市政策の考察～
コンパクトシティと介護サービス－施設・事業所の立地と課題
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････日本福祉大学経済学部･ 遠藤　秀紀･ 65

連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　石巻市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･･･････････････････････････････････････････････････････ 宮城県石巻市産業部商工観光課･ 木村　茂徳･ 69
　福島市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　････････････････････････････････････････････････････････････････････福島市都市政策部都市計画課･ 74
　中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組みについて～
　　･･･････････････････････････････････････････････････ 佐伯市役所企画課まちづくり推進係･ 吉田　一仁･ 76
　沖縄市中心市街地活性化基本計画について
　････････････････････････ 沖縄市　経済文化部　にぎわい創造室　中心市街地活性化推進担当･ 高江洲昌彦･ 78

都市計画協会報告
実践まちづくりトップセミナー
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 財団法人都市計画協会･ 81

都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 82
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平成 22 年 10 月号
特集　安全・安心なまちづくり

グラビア
安全・安心なまちづくり　･････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集　････････････････････････････････････ グラビア･ 5
巻頭言
長寿社会における災害に強いまちづくりにむけて　･･･････････････････ 三条市長･ 國定　勇人･ 3
まちと私
まちと命をまもる　･････････････････････････････････････････････NHK・気象キャスター･ 半井　小絵･ 6
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（23）
生産緑地の変遷と市街地の中の農地の行方
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････芝浦工業大学名誉教授･ 水口　俊典･
　 （財）都市農地活用支援センター理事･ 佐藤　啓二･
　 （財）都市農地活用支援センター･ 篠原　史子･ 8
特別企画　都市と経済学　～経済学的視点からの都市政策の考察～
高齢者の居住地選択と大都市圏
　････････････････････････････････････････････････････････････････････國學院大學経済学部･ 田原　裕子･ 18
特別企画　国際観光文化都市（１）
国際観光文化都市に関する法制度の紹介
　･････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局都市計画課･ 酒井　達朗･ 23
「いとう 8K」と「伊東八景」のまちづくり
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 伊東市長･ 佃　　弘巳･ 25
特集論文
自助の重要性と共助の役割　･････････････････････ 富士常葉大学大学院環境防災研究科･ 重川希志依･ 30
東岸和田駅東地区防災街区整備事業　～まちびらきを迎えて～
　･･･････････････････････････････････････東岸和田駅東地区防災街区整備事業組合　事務局長･ 西田　昌恭･ 36
東京都都市防災不燃化促進事業の概要
　･･････････････････････････････････････････････東京都都市整備局市街地整備部防災都市づくり課･ 41
鳥取県における宅地耐震化推進事業の取組について
　･････････････････････････････････････････････ 鳥取県生活環境部景観まちづくり課　副主幹･ 田中　　勲･ 45
今後の治水対策を踏まえたまちづくり　･･････････････名古屋大学大学院工学研究科･ 辻本　哲郎･ 49
地域特性を生かした「田んぼダム」洪水緩和について
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････新潟県三条市経済部農林課･ 53
葛飾区新宿六丁目のまちづくりに合わせた人工的な高台の創出
　･････････････････････････････････････････････ 葛飾区都市整備部街づくり計画担当課　課長･ 情野　正彦･ 57
水害に強い地域づくり　～流域治水対策の取組～
　･････････････････････････････････････････････････････ 滋賀県土木交通部流域治水政策室長･ 西嶌　照毅･
　 滋賀県土木交通部流域治水政策室　副主幹･ 西山　康弘･
　 滋賀県土木交通部流域治水政策室　主査･ 瀧　健太郎･ 61
市川市における雨水浸透施設の整備推進
　･･･････････････････････････････････････････････ 市川市　水と緑の部　河川・下水道管理課･ 高橋　　誉･ 65
都市における総合的雨水利用の現状と課題　－墨田区の取り組みを中心に－
　････････････････････････････････････････････････････････････････東邦大学薬学部客員教授･ 村瀬　　誠･ 69
大学と地域が連携した減災への取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 工学院大学工学部建築学科准教授･ 村上　正浩･ 74
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知多市南粕谷地区における生活環境改善型安全安心なまちづくり
　･････････････････････････････････････････････････ 愛知県知多市　南粕谷コミュニティ会長･ 鈴木　　功･ 78
東京臨海広域防災公園について
　･････････････････････････････････････････関東地方整備局国営昭和記念公園事務所　副所長･ 松本　　浩･ 82
安全・安心まちづくりをめざして　～社会資本整備審議会　都市計画・
　歴史的風土分科会都市計画部会安全・安心まちづくり小委員会の動向～
　･･･････････････････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局　都市・地域安全課･ 86
海外報告
自然災害保険と防災型土地利用コントロール（フランスと韓国）
　･････････････････････････････････････････････OECD 持続可能な開発のための地域政策課長･ 吉田　　恭･ 90
特別寄稿
ケーブルネットワークを活用した一人暮らし高齢者対策
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 豊後高田市長･ 永松　博文･ 100
都市行政の動き
社会資本整備審議会　都市計画・歴史的風土分科会　都市計画部会
　安全・安心まちづくり小委員会委員長に就任して
　･････････････････････････････････････････････････ 東京大学空間情報科学研究センター教授･ 浅見　泰司･ 105
都市計画協会報告
まちづくりセミナー　開催の報告
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 財団法人都市計画協会･ 106
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 109

平成 22 年 11 月号
特集　第 62 回都市計画全国大会

グラビア
第 62 回都市計画全国大会（広島県）　･･･････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1

（広島県）
第 62 回都市計画全国大会の開催にあたって　････････財団法人都市計画協会　会長･ 近藤　茂夫･ 3
第 62 回都市計画全国大会を迎えて　･･････････････････････････････････ 広島県知事･ 湯﨑　英彦･ 5
第 62 回都市計画全国大会を迎えて　････････････････････････････････････ 広島市長･ 秋葉　忠利･ 7
広島県の取り組み
広島県の都市計画　･････････････････････････････････････････広島県都市局都市政策課長･ 福原　真爾･ 9
広島県の街路事業　･････････････････････････････････････････広島県都市局都市整備課長･ 徳永　博文･ 14
広島県の下水道事業　･･････････････････････････････････････広島県都市局都市環境課長･ 正田　伸二･ 19
広島県の都市公園事業　･･･････････････････････････････････広島県都市局都市環境課長･ 正田　伸二･ 23
広島県営住宅における課題と取組みについて
　･･････････････････････････････････････････････････････････････広島県都市局住宅課　主任･ 山下　和彦･ 27
広島県の景観施策について　･･･････････････････ 広島県環境県民局環境部環境保全課長･ 佐伯　佳彦･ 33
広島市の取り組み
広島市の都市計画　～千客万来の都市の実現に向けて～
　･････････････････････････････････････････････････････････ 広島市都市整備局都市計画課長･ 田邉喜久夫･ 38
広島市の景観行政について
　･･･････････････････････････････････････広島市都市整備局都市計画課都市デザイン担当課長･ 香川　寛治･ 45
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広島市の市街地整備～廃墟から 65 年、世界のモデル都市を目指して～
　･････････････････････････････････････････････････････････ 広島市都市整備局区画整理課長･ 秋元　　博･ 50
広島駅周辺地区の再開発による活気と賑わいの創出
　････････････････････････････ 広島市都市活性化局都心再開発部広島駅周辺地区整備担当課長･ 谷川　　晃･ 54
マツダスタジアム（広島市民球場）の建設
　～MAZDA･Zoom-Zoom スタジアム広島～
　･･･････････････････････････････････広島市都市活性化局都心再開発部市民球場調整担当課長･ 品川　弘司･ 59
河岸緑地整備による水辺空間の賑わいの創出
　･･･････････････････････････････････････････････ 広島市都市整備局緑化推進部公園整備課長･ 三好　史久･ 63
「水の都ひろしま」美しい道路づくりの取り組みについて
　～広島南道路太田川放水路橋りょうデザイン提案競技～
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 広島市道路交通局道路部街路課長･ 石井　　昭･ 68
LRT都市サミット広島 2009 について
　･･･････････････････････････････････････････ 広島市道路交通局都市交通部交通対策担当課長･ 箕田　和三･ 74
地方都市の取り組み
呉市宝町地区の陸・海の玄関づくり～交通結節点を活かしたまちづくり～
　････････････････････････････････････････････････････････････････呉市都市部都市計画課長･ 今村　清司･ 80
尾道市の景観施策と課題
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 尾道市都市部まちづくり推進課長･ 朝倉智佳史･ 84
「ばらのまち福山」の都市づくり
　～備後都市圏の拠点として人をひきつける中心市街地の創造～
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 福山市建設局都市部都市計画課長･ 谷口　晃一･ 89
福山都市圏での地域と連携したソフト施策
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 福山市建設局都市部都市交通課長･ 浜岡　文雄･ 94
『生活中心街』の育成　･･･････････････････････････ 府中市建設部まちづくり課　主任技師･ 檀上　智之･ 99
三次町の歴みち事業　～歴史的建物を生かした卯

うだつ

建のにあう街づくり～
　･････････････････････････････････････････････････････ 三次市建設部都市整備課　主任主事･ 市井　洋平･ 104
夢街道ルネサンス認定「街道東城路」のまちなみ再生と活性化に向けて
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････庄原市東城支所長･ 木村　幸子･ 108
暮らしやすいまちづくりを支援する地域公共交通の取り組み
　･･････････････････････････････････････････････････････････････大竹市市民生活部市民課長･ 香川　晶則･ 112
西条駅前地区周辺整備事業について　～酒蔵地区の景観と調和のとれたまちづくり～
　･････････････････････････････････････････････････････ 東広島市都市部次長兼都市計画課長･ 西川　公雄･ 116
廿日市市が進めるシビックコア地区整備について
　･･････････････････････････････････････････････廿日市市･建設部都市・建築局･都市計画課長･ 向井　敏美･ 120
府中町の補助街路事業について　････････････････････ 安芸郡府中町建設部都市計画課長･ 和田　敏信･ 125
熊野筆の文化と魅力あるまちづくり　････････････････ 安芸郡熊野町建設部都市整備課主幹･ 高橋　　修･ 130
坂町平成ヶ浜地区を中心としたまちづくり　･････････････ 安芸郡坂町建設部都市計画課長･ 三好　修平･ 135
民間団体の取り組み
誇りと愛着にみちた町づくり　～住民が住み続けられる町を目指して～
　･････････････････････････････････････････････ 石州街道・出口地区まちづくり協議会　会長･ 内田　和太･ 141
街と街、人と川を結ぶ「雁木タクシー」　･････････････････････ NPO 法人雁木組　理事長･ 氏原　睦子･ 145
市民活動による空き家再生最前線－尾道市中心部斜面市街地を対象として－
　････････････････････････････････････････････ NPO 法人尾道空き家再生プロジェクト　理事･ 新田　悟朗･ 150
特別企画　国際観光文化都市（２）
国際文化観光都市「松江」～その魅力と取り組み～
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　････････････････････････････････････････････････････････････････松江市政策部政策企画課･ 勝部　真史･ 155
世界の人々から「一度は訪れたい」　と言われるまちを目指して
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 芦屋市長･ 山中　　健･ 160

平成 22 年 12 月号
特集　個性ある地域づくりの推進

グラビア
個性ある地域づくりの推進　･･････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集　････････････････････････････グラビア･ 5
巻頭言
堆肥センター「美土里館」物語　･･････････････････････････････････ 栃木県茂木町長･ 古口　達也･ 3
まちと私
自然が育む人とまち。走って笑って“故郷”となり
　･････････････････････････････････････････････････････････ エッセイスト、国際ラリースト･ 三好　礼子･ 6
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（24）
地区計画制度の導入･･････････････････････････････････････････････慶應義塾大学名誉教授･ 日端　康雄･ 9
特別企画　国際観光文化都市（３）
熱海市の観光まちづくり･･･････････････････････････････････････････････････････ 熱海市長･ 齊藤　　栄･ 19
観光の活性化とまちづくり～松山市～
　････････････････････････････････････････････････････････････松山市都市整備部都市政策課･ 石井　朋紀･ 24
類い稀なる軽井沢その歴史とまもりたいもの
　･････････････････････････････････････････････････ 軽井沢町建設課課長補佐兼計画設計係長･ 金澤　富夫･ 28
特集論文
地域活性化戦略と広域連携･･･････････････････････････････････････東京大学大学院教授･ 大西　　隆･ 32
多元化・重層化する地域づくり
　･････････････････････････････････････････････ 大阪市立大学大学院創造都市研究科　准教授･ 瀬田　史彦･ 37
「村の資源を活かした地域づくり」･･････････････････････････････････ 高知県　馬路村･ 木下　彰二･ 41
バイオマス利活用による循環型地域づくり
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 茂木町環境課長･ 矢野　健司･ 45
　「地域資源の開発、活用－廃校校舎の活用」地域資源である廃校舎の再生と新たな
　　利活用について～みなかみ町立にいはる認定こども園整備事業と運営の取り組み～
　･････････････････････････････････････････････････････ 群馬県みなかみ町教育委員会教育課･ 本多　康臣･ 50
「廃校校舎の有効活用　立山町からの事例報告」
　････････････････････････････････････････････････ 立山町教育委員会教育課学校教育係　主任･ 山田　和幸･ 52
「万葉の世界観漂う太古の島嶼文化から未来をデザインする」
　･････････････････････････････････････････ 鹿児島県奄美市教育委員会文化財室長（文学博士）･ 中山　清美･ 56
小値賀町の地域づくりの推進～じげもん（地元のモノ）を活かした観光地づくり～
　･･････････････････････････････････････････ 長崎県小値賀町役場産業振興課　商工観光班係長･ 橋本　博明･ 59
オンパク･―･多様な主体の連携により地域資源を活かした交流を促進する活動
　･･･････････････････････････････････････････ 特定非営利活動法人ハットウ・オンパク　理事･ 野上　泰生･ 62
じょんのび高柳の地域づくり
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 観光カリスマ･ 春日　俊雄･ 66

ブック 12月号.indb   133 2010/12/17   14:35:20



134  Vol.64 No.12 2010  SHINTOSHI

静岡発　企業と農村の協働活動「一社一村しずおか運動」
　から生まれる都市と農村を繋ぐ架け橋
　･････････････････････････････････････････････････････ 静岡県交通基盤部農地局農地保全課･ 佐藤　一樹･ 71
人と人とのネットワークを結ぶ～人こそが町を活性化する
　･････････････････････････････････････････････････ 和歌山県日高川町まちみらい課　専門員･ 山下　泰三･ 75
白峰地区の地域づくり・山村集落の賑わい創出
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 石川県白山市･ 山下　浩雅･ 80
平成 21 年度「地域づくり表彰」について
　････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局地方振興課･ 84
地域活性化にむけた人的ネットワークづくり支援について～「半島地域
　づくり会議 in 下北」（平成 21 年度国土交通省半島振興室調査事業）から～
　････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局　地方振興課　半島振興室　課長補佐･ 大石　麻子･ 89
能登半島の魅力を食で発信　【能登丼】　奥能登ウェルカムプロジェクト
　････････････････････････････ 奥能登ウェルカムプロジェクト　能登食彩紀行チームリーダー･ 金七　聖子･ 91
過疎法改正について　･････････････････････････ 総務省自治行政局過疎対策室　課長補佐･ 進　龍太郎･ 95
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　金沢市の中心市街地活性化への取り組みについて
　　････････････････････････････････････････････････････････････････････金沢市都市政策局企画調整課･ 99
　豊後高田市中心市街地活性化基本計画～過去を検証し、未来に向けて～
　　･･･････････････････････････････････････････････････ 豊後高田市商工観光課商工労政係長･ 丸山野幸政･ 102
JASOPH だより
EAROPH･－･昔、今、今後
　････････････････････････････････････････････ EAROPH 名誉会長　地域研究開発事務所代表･ 佐々波秀彦･ 106
EAROPH　50 周年記念世界会議　会議報告
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････（財）都市計画協会･ 荻原　達朗･ 108
都市計画協会報告
第 28 回まちづくり拝見研修会について（報告）
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････財団法人都市計画協会･ 112
2010 年「世界都市計画の日」日本集会　開催報告
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････財団法人都市計画協会･ 114
開催報告　第 62 回都市計画全国大会
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 財団法人都市計画協会･ 116
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 117

「新都市」平成 22年第 64 巻総目録　･････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 118

ブック 12月号.indb   134 2010/12/17   14:35:20



110  Vol.65 No.12 2011  SHINTOSHI

「新都市」平成23年第65巻総目録

平成 23 年 1 月号
特集　環境対応車（電気自動車等）を活用したまちづくり

グラビア
環境対応車（電気自動車等）を活用したまちづくり････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集･･･････････････････････････････････････････ グラビア･ 3
年頭の辞
新年のごあいさつ･････････････････････････････････････････････財団法人都市計画協会会長･ 近藤　茂夫･ 3
巻頭言
次世代自動車を活用した環境にやさしいまちづくり･･････････････････････京都市長･ 門川　大作･ 5
まちと私
環境対応車（電気自動車等）を活用したまちづくり･･････････････････自動車評論家･ 御堀　直嗣･ 8
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（25）
都市計画のマスタープランとその行く末
　･････････････････････････････････････････････････東京工業大学大学院社会理工学研究科教授･ 中井　検裕･ 10
特別企画シリーズ　国際観光文化都市（4）
四季の彩りに風薫るひかりの郷
～自然と歴史と産業が響きあう　こころ豊かな輝く未来へ～･･･････････日光市長･ 斎藤　文夫･ 16
協働でつくる“とばものがたり”･･････････････････････････････････････････ 鳥羽市建設課まちづくり整備室･ 21
「住む人が誇り、だれもが訪れたいまち」をめざして････････････････････長崎市長･ 田上　富久･ 26
特集　環境対応車（電気自動車等）を活用したまちづくり
環境対応車を活用したまちづくりの推進
　･････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課･ 33
電気自動車等の開発、実用化、普及状況について
　･･･････････････････････････････････････････････････････････自動車交通局技術安全部環境課･ 高木　恒輝･ 37
京都市における環境対応車を活用したまちづくりに関する実証実験について
　･･･････････････････････････････････････････京都市環境政策局環境企画部　環境技術担当部長･ 瀬川　道信･ 41
積雪寒冷都市青森における「環境対応車（電気自動車等）を活用したまちづくり」
　･･･････････････････････････････････････････････････････青森市都市整備部都市政策課　主幹･ 佐々木浩文･ 47
さいたま市における「環境対応車を活用したまちづくりに関する実証実験」について
　･･･････････････････････････････････････さいたま市環境局環境共生部次世代自動車普及推進室･ 島田　正樹･ 52
かながわの電気自動車普及への挑戦････････････････････････････神奈川県交通環境課長･ 山口健太郎･ 56
大丸有・神田地区等における超小型モビリティの利活用に関する実証実験概要
　･･･････････････････････････････････････････････大丸有 ･神田地区等グリーン物流推進協議会
　･ 三菱地所㈱　都市計画事業室　副室長･ 水口　雅晴･ 62
『環境対応車を活用したまちづくりに関する実証実験 in 宗像』
　･････････････････････････････････････････････････････････ 宗像市･経営企画部･経営企画課長･ 中野　和久･ 68
スマートグリッドとＥＶ
　･･･････････････････東京電力㈱技術部　スマートグリッド戦略グループ　グループマネージャー･ 岡本　　浩･
　･ 東京電力㈱技術部　スマートグリッド戦略グループ　副長･ 中野　　聡･ 72
電気自動車の普及を支える充電インフラ･････････････････････････････チャデモ協議会･ 丸田　　理･ 76

12-400-総目次.indd   110 2011/12/27   8:36:23



SHINTOSHI  Vol.65 No.12 2011  111

機械式駐車場における充電施設･････････････････社団法人立体駐車場工業会審査担当部長･ 東村　憲一･ 80
海外報告
欧州等における電気自動車等に関する取組状況
　･････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課･ 84
トピックス
鹿島鉄道跡地のバス専用道化事業について････････････茨城県土木部都市局都市計画課･ 堀江　義徳･ 88
京浜急行本線（平和島駅～六郷土手駅間）及び同空港線（京急蒲田駅～大鳥居駅間）
連続立体交差事業
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 東京都建設局道路建設部鉄道関連事業課･ 91
連　載　
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　大仙市中心市街地活性化基本計画について
　･････････････････････････････････････････････････････秋田県大仙市企画部総合政策課　主査･ 加賀　貢規･ 94
　川西市中心市街地活性化基本計画の概要　～大都市に近接する川西市の新しいまちづくり～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････川西市市民生活部商工・観光課･ 南野　和男･ 97
書　評
交通社会資本制度　仕組と制度･････････国土交通省　都市・地域整備局　街路交通施設課･ 竹島　大祐･ 101
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 102

平成 23 年 2 月号
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特集　創造都市
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創造都市･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集･･･････････････････････････････････････････ グラビア･ 3
巻頭言
都市と文化･･･････････････････････････････････････････････････････････前ユネスコ事務局長･ 松浦晃一郎･ 3
まちと私
とおくのまちのこと･･･････････････････････････････････アーティスト　東京芸術大学･教授･ 日比野克彦･ 6
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（27）
都市計画制度の歩みと今後の展望
　･････････（財）計量計画研究所理事長（元・社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会長）･ 黒川　　洸･
　　･ 東京都市大学教授（元・社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会長）･ 小林　重敬･
　･ （財）都市計画協会会長（元・建設省都市局長、都市計画課長）･ 近藤　茂夫･
　･ 北海道大学大学院教授（社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会長）･ 越澤　　明･ 8
21 世紀我が国都市計画への期待と展望
　都市計画法制 90 周年特別企画の連載を終えるに当たって
　　･････････････････････････････････････････････････････････････････北海道大学大学院教授･ 越澤　　明･ 27
特集　創造都市
創造都市の時代とその可能性････････････････････大阪市立大学教授・都市研究プラザ所長･ 佐々木雅幸･ 31
「創造都市と観光」･････････････････････････････････････････････････････････京都府立大学･ 宗田　好史･ 37
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創造都市・金沢の取り組み　―クラフト創造都市・金沢の世界への発信−
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 金沢市都市政策局企画調整課･ 61
「デザイン都市・神戸」の取り組みについて
　･･･････････････････････････････････････････････神戸市企画調整局デザイン都市推進室　主査･ 松添　高次･ 66
森ビルが考える都市の視覚化の未来
　･････････････････････････････････････都市開発事業本部･総合計画統括部･メディア企画室･室長･ 矢部　俊男･ 71
なぜ BankARTが生まれたのか？･････････････････････････････････ BankART1929 代表･ 池田　　修･ 76
別府市　混浴温泉世界･･････････････････････････ NPO法人･BEPPU･PROJECT　代表理事･ 山出　淳也･ 82
特別寄稿　
ドイツ都市計画法制における広場の位置付けの一側面
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････國學院大學法学部専任講師･ 川合　敏樹･ 90
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行政報告
「社会資本整備審議会第６回都市計画・歴史的風土分科会及び
　第 13 回都市計画部会合同会議」の開催について
　　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局･ 99
都市・地域整備局だより
行事日誌
新都市２月号書評の追加掲載について･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 107

平成 23 年 4 月号
特集　平成 23 年度予算・民間の新たな担い手によるまちづくり

グラビア
民間の新たな担い手によるまちづくり･･･････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
巻頭言
官民協働の重要性と脆弱性ー････････････････････････････････中京大学総合政策学部教授･ 奥野　信宏･ 3
まちと私
まちづくり会社（あたらしい公共）によるまちづくり･････････････････都市計画家･ 西郷真理子･ 5
特集 1　平成 23 年度予算
国土交通省関係予算の概要･･････････････････････････････････････････････････････････････ 大臣官房会計課･ 7
都市・地域整備局関係予算の概要･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 10
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下水道に関する革新的技術の実用化の促進･･････････････････････････････････････････････････････････ ･ 13
官民連携による国際展開の促進･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 14
平成 23 年度下水道事業予算の概要
　･･･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課･ 16
平成 23 年度公園緑地・景観・歴史環境等関係予算の概要
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課･ 20
特集 2　民間の新たな担い手によるまちづくり
民間の新たな担い手によるまちづくりの推進
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市 ･地域整備局まちづくり推進課･ 23
英国のタウンセンター・マネジメントにみる組織の役割と支援体制
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････千葉大学　准教授･ 村木　美貴･ 26
公民連携先進都市への挑戦
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「新しい公共」の担い手によるコミュニティづくり
　･･･････････････････････････････････････国土交通省　国土計画局　広域地方整備政策課　主査･ 村上　　学･ 34
大丸有地区における官民連携によるまちづくり
　･････････････････････････････････大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会　幹事長･ 合場　直人･ 37
地方都市中心部再生と事業収益性の改善
　～熊本市、札幌市、盛岡市における取組みを通じて～
　･･････････････････････････････一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス･代表理事
　　･ 熊本城東マネジメント株式会社代表取締役･ 木下　　斉･ 40
地方都市中心部の取組････････････････････････････････････㈱まちづくり松山　代表取締役･ 日野　二郎･ 46
地域支援による歴史的なまちなみ形成について
　･･････････････････････････････････････････（財）岐阜市にぎわいまち公社　まちづくり推進課･ 杉本　昭一･ 49
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市民セクターが取り組む復興まちづくり
　･･････････････････････････ NPO法人輪島土蔵文化研究会･理事長（法政大学現代福祉学部教授）･ 水野　雅男･ 56
NPOによる人材育成事業等
　･･････････････････････････････････NPO法人復興支援ネットワーク・フェニックス　代表理事･ 樋口　勝博･ 61
多摩信用金庫の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････ 多摩信用金庫･価値創造事業部･地域支援担当･まちづくりグループ･ 66
トピックス
民間の担い手によるまちづくりに対する支援制度について
　･･･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　まちづくり推進課･ 71
特集３　東北地方太平洋沖地震による市街地の被災状況等について　（速報）
特別寄稿
広場の法制･････････････････････････････････････････････････國學院大學法科大学院客員教授･ 西谷　　剛･ 81
特別企画シリーズ　主要国の都市計画制度（フランス編１）
フランスの都市計画・都市マネジメントの動向【第１回】
連載にあたって；
　都市政策の課題と持続可能性・地方分権････････････････････････････････駒澤大学･ * 内海　麻利
　　･ 東京大学･ 岡井　有佳
　　･ 元国連教育科学文化機関（UNESCO）･ 岡橋　純子･ 90
　　･ ･ （＊主執筆者）

都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 97

平成 23 年 5 月号
特集　下水道ビジネスの国際展開

グラビア
下水道ビジネスの国際展開････････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
行政資料　内務大臣官房都市計画課
　『三陸津浪に因る被害町村の復興計画報告書』昭和９年（上）･･････････････････････････ グラビア･ 5
巻頭言
日本を元気にする北九州市の国際戦略
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特集　下水道ビジネスの国際展開
国際化に伴うこれからの下水道事業
　････････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻･教授･ 滝沢　　智･ 7
下水道分野の水ビジネス国際展開について
　･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省下水道企画課課長補佐･ 本田　康秀･ 11
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　～大阪市･水・環境ソリューション機構の設立～
　････････････････････････････････････････････････････大阪市建設局下水道河川部･水環境課長･ 井上　雅夫･ 19
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東京都の下水道事業における国際展開
　−第三セクターを活用した技術と政策両論の海外展開−
　････････････････････････････････････････････････････････････東京都下水道局･企画担当部長･ 熊谷　　透
　･ 東京都下水道サービス株式会社･管路部･管路第二課長兼第三課長･ 井坂　昌博･ 22
管路更生工法の国際展開････････････積水化学工業株式会社･環境・ライフラインカンパニー
　･ 経営管理部･バリューチェーン推進室･ 南洞　　誠･ 26
水ビジネスと下水道の国際展開（膜処理技術）
　･････････････････････････････････メタウォーター株式会社･国際事業推進センター･技術部･部長･ 岡本　裕三･ 31
都市行政の動き
下水道資源利用に関する官民連携の動向
　･･････････････････････････････国土交通省･都市・地域整備局･下水道部･下水道企画課･課長補佐･ 岩崎　宏和･ 35
貨物船のバラスト水を活用した下水処理水の海外展開について
　････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課･課長補佐･ 本田　康秀･ 39
下水道施設のストックマネジメント手法に関する検討委員会
　････････････････････････････国土交通省･都市・地域整備局･下水道部･下水道事業課･企画専門官･ 石井　宏幸･ 43
特別寄稿　－東日本大震災関連－
昭和８年三陸津波に対する内務省都市計画課の復興計画について
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････北海道大学大学院教授･ 越澤　　明･ 45
行政資料　内務大臣官房都市計画課『三陸津浪に因る被害町村の復興計画報告書』昭和 9年（上）
東日本大震災　被災地調査報告
　･･･････････････････････････････････ 国土交通省･都市・地域整備局･街路交通施設課　整備室長･ 西岡　誠治
　･ 公園緑地・景観課　公園緑地事業調整官･ 藤吉　信之
　･ 市街地整備課　再開発事業対策官･ 佐藤　研一
　･ 都市計画課　課長補佐･ 新屋　千樹･ 63
東日本大震災　被災地現地調査･･････････････････････････････････････････････････ 財団法人･都市計画協会･ 67
特別寄稿　
広場の記憶と「街路・公園ネットワーク広場」の構想
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････東京大学名誉教授･ 渡辺　達三･ 72
特別企画シリーズ　主要国の都市計画制度（フランス編２）
フランスの都市計画・都市マネジメントの動向【第２回】
土地利用の計画・規制制度
　-計画間の拘束力による統合性と実現手段の動向 -･････････････････････東京大学･ * 岡井　有佳
　･ 駒澤大学･ 内海　麻利･ 78
　･ ･ 　（＊主執筆者）
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 87

平成 23 年 6 月号
特集　まちづくり月間　～新たな担い手たちが共に創り育てるまち～

グラビア
第 29 回　まちづくり月間
　まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞者の取組紹介･･････････････････････････････････ グラビア･ 1
行政資料　内務大臣官房都市計画課
　『三陸津浪に因る被害町村の復興計画報告書』昭和９年（下）･･････････････････････････ グラビア･ 7
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巻頭言
まちの『質』を高めるコンパクトなまちづくり･･･････････････････････････富山市長･ 森　雅志･ 3
まちと私
≪美しいふるさと≫･････････････エンカレッジ講座　講師・エッセイスト（フォトエッセイ）･ 吉田　しのぶ･ 5
特集　まちづくり月間　～新たな担い手たちが共に創り育てるまち～
第 29 回「まちづくり月間」の実施について
　････････････････････････････････････････････国土交通省･都市・地域整備局まちづくり推進課･住宅局市街地建築課･ 7
第 29 回まちづくり月間まちづくり功労者国土交通省大臣表彰受賞者の紹介
　････････････････････････････････････････････国土交通省･都市・地域整備局まちづくり推進課･住宅局市街地建築課･ 9
第６回『まち交大賞』について
　･･････････････････････････････････････････････････････まちづくり情報交流協議会･財団法人･都市みらい推進機構･ 15
第 28 回まちづくり標語懸賞募集入選作品の紹介
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 財団法人　都市計画協会･ 20
第６回住まいのまちなみコンクール審査報告
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 財団法人住宅生産振興財団･ 22
第 13 回　「まちの活性化・都市デザイン競技」の結果概要
　･････････････････････････････････････････････････････････････ 財団法人都市づくりパブリックデザインセンター･ 25
第 29 回まちづくり月間　地方公共団体等における主な関連行事の紹介
　････････････････････････････････････････････国土交通省･都市・地域整備局まちづくり推進課･住宅局市街地建築課･ 35
平成 23 年度都市景観大賞の結果概要
　･････････････････････････････････････････････････････････････ 財団法人都市づくりパブリックデザインセンター･ 37
連載　
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　福知山市の中心市街地活性化基本計画について
　　････････････････････････････････････････････････････福知山市農林商工部商工振興課･参事･ 中見　幸喜･ 41
都市行政の動き　
都市再生特別措置法の一部を改正する法律について
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課･ 44
行政資料
内務大臣官房都市計画課『三陸津浪に因る被害町村の復興計画報告書』昭和 9年（下）
　････････････････････････････････････････････････････････････【解説】北海道大学大学院教授･ 越澤　　明･ 49
特別寄稿
英国自治体における公共交通等利用振興策　―最近の英国のアプローチ・手法から学ぶもの―
　　･････････････････････････････････国土交通省総合政策局情報安全・調査課長･博（工）Mphil･ 中野　宏幸･ 66
特別企画シリーズ　主要国の都市計画制度（フランス編３）
フランスの都市計画・都市マネジメントの動向【第３回】
　大都市中心地区における再々開発の展開と過程
　-パリ・レ・アール地区の参加手続に着目して -･ 駒澤大学･ * 内海　麻利
　　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････東京大学･ 岡井　有佳･ 72
　　･ ･ （＊主執筆者）

都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 81
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平成 23 年 7 月号
特集　既成市街地の再生 ～民有地と公有地の垣根を越えて～

グラビア
既成市街地の再生
　～民有地と公有地の垣根を越えて～･･･････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1

巻頭言
既存公共施設の有効利用･････････････････････････････････････････････････東京工業大学･ 中井　検裕･ 3

特集　既成市街地の再生 ～民有地と公有地の垣根を越えて～
大街区化ガイドライン（第１版）の策定について
　･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省･都市局･市街地整備課･ 廣岡　秀隆･ 5
道路の上空等における建築物の建築等に関する特例制度について
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省･都市局･都市計画課･法制係長･ 近藤　　光･ 10
グランドプラザの整備と中心市街地活性化の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････富山市･都市整備部･都市再生整備課･課長･ 粟島　正憲･ 13
福岡市祇園町地区におけるまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 福岡市住宅都市局都市づくり推進部都心再生課･ 16
環状第二号線新橋・虎ノ門地区市街地再開発事業
　････････････････････････････････東京都･都市整備局･市街地整備部･再開発課･都市施設担当係長･ 森野　敬充･ 19
市街地再開発事業における河川調節池の立体的な整備（所沢元町北地区）
　････････････････････････････････････････････（独）都市再生機構埼玉地域支社都市再生業務部･ 久野　暢彦･ 23
大橋一丁目公園（仮称）
　･･･････････････････････････････････････ 目黒区･都市整備部･みどりと公園課公園事業推進係長･ 清水　　誠･ 27
下水道施設の上部空間を活用したまちづくりの取り組みについて
　～官民が連携した上部利用事業～
　　･････････････････････････････････････････東京都下水道局計画調整部開発計画推進担当課長･ 久米　栄一･ 30
大街区化の取組みについてこれまでの経緯と今後の展望
　････････････････････････････････････････国土交通省都市局市街地整備課･拠点整備事業推進官･ 荒川　辰雄･ 35
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特集　地球温暖化問題への対応
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都市（街）輸出を目指したアジア低炭素化センター
　･･･････････････････････････････････････････北九州市環境局アジア低炭素化センター担当部長･ 石田　謙悟･ 10
民間企業が活躍する低炭素型まちづくり
　金融機関との連携による環境金融政策
　電力会社との共同によるメガソーラー発電所事業
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････堺市･環境局･環境都市推進室･ 17
低炭素都市を目指して
　「飯田市における住宅用太陽光発電普及プロジェクトについて」
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　･･･････････････････････････････････････････････････松戸市都市緑花担当部みどりと花の課長･ 島村　宏之･ 30
緑化地域制度を活用したみどり豊かな街づくり
　～「世田谷みどり 33」の実現に向けて～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 世田谷区みどりとみず政策担当部みどり政策課･ 34
緑化地域制度施行における緑化施設評価認定制度「NICE･GREENなごや」
　と各種の普及支援制度等の名古屋市の取り組みについて
　････････････････････････････････････名古屋市緑政土木局緑地部緑地計画課･緑化指導審査係長･ 藤井　辰則･ 37
区域全体を対象とした樹木等保全協議制度による緑豊かなまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････････目黒区都市整備部みどりと公園課長･ 立山　敬之･ 42
カシニワで地域の魅力をアップ
　～カシニワ制度の創設経緯と運用開始後の状況について～
　　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 柏市･都市部･公園緑政課･ 細江まゆみ･ 46
町の歴史や文化と園芸文化を融合させた緑のまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････みちびき花の辻商店街振興組合代表理事･ 辻村　　勇･ 51
企業による都市緑地の保全・創出活動の推進
　･････････････････････････････････････････････････財団法人･都市緑化機構･研究部･主任研究員･ 上野　芳裕･ 55
連載
中心市街地の再生に向けて･～認定基本計画の取り組み～
　東海市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････愛知県東海市環境経済部商工労政課産業振興推進担当･ 片岡　靖博･ 58
　豊田市中心市街地活性化への歩み
　　･･････････････････････････････････････････････豊田まちづくり株式会社･執行役員総務担当･ 生駒みどり･ 61
都市行政の動き
東日本大震災に関する主な動き（平成 23 年８月）･･････････････････････････････････ 国土交通省都市局･ 64
特別企画シリーズ　主要国の都市計画制度（フランス編６）
フランスの都市計画・都市マネジメントの動向【第６回】
観光政策の分権的動向と都市マネジメント
　-多様な主体の役割と担い手の公定化に着目して -
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････駒澤大学･ * 内海　麻利
　･ 東京大学･ 岡井　有佳
　･ 筑波大学･ 岡橋　純子･ 68
　･ ･ （＊主執筆者）
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平成 23 年 10 月号
特集　第 63 回都市計画全国大会（北海道）

グラビア
第 63 回都市計画全国大会（北海道）･･････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
特集　第 63 回都市計画全国大会（北海道）
第 63 回都市計画全国大会の開催にあたって
　･････････････････････････････････････････････････････････････財団法人都市計画協会　会長･ 近藤　茂夫･ 3
第 63 回都市計画の全国大会を迎えて････････････････････････････････････北海道知事･ 高橋はるみ･ 5
第 63 回都市計画全国大会を迎えて･････････････････････････････････････････札幌市長･ 上田　文雄･ 7
北海道の取り組み
　北海道の都市計画･･････････････････････････････北海道建設部まちづくり局都市計画課長･ 上谷　誠司･ 10
　北海道の街路事業･･････････････････････････････北海道建設部まちづくり局都市環境課長･ 須田　敏則･ 16
　北海道の下水道事業
　　･････････････････････････････････北海道建設部まちづくり局都市環境課公園下水道担当課長･ 丸山　晃司･ 19
　北海道の広域公園の概要
　　･････････････････････････････････北海道建設部まちづくり局都市環境課公園下水道担当課長･ 丸山　晃司･ 22
　北海道の景観施策･･････････････････････････････北海道建設部まちづくり局都市計画課長･ 上谷　誠司･ 25
札幌市の取り組み
　札幌の都市計画～災害に強いまちづくりを目指して～
　　･････････････････････････････････････････札幌市市民まちづくり局都市計画部都市計画課長･ 米田　智広･ 30
　「札幌市の交通計画～総合交通計画策定と路面電車の活用～」
　　････････････････････････････････････札幌市市民まちづくり局･総合交通計画部交通計画課長･ 坪田　　靖･ 34
　札幌市の街路事業　･･････････････････････････････････････札幌市建設局土木部道路課長･ 阿部　芳三･ 37
　札幌市の都市公園・緑地について
　　･･･････････････････････････････････････････札幌市環境局みどりの推進部みどりの推進課長･ 西川　　亮･ 40
　札幌市の市街地整備の変遷と取組
　　･････････････････････････････････････････････札幌市都市局市街地整備部事業推進担当部長･ 若松　郁郎･ 43
地方都市の取り組み
　帯広市 JICA協働による海外技術支援～コロンビア共和国の土地区画整理事業～
　　･･･････････････････････････････････････････帯広市都市建設部都市計画課宅地開発担当課長･ 田中　博美･ 46
　北海道新幹線新駅周辺土地区画整理事業～北海道新幹線開業を契機としたまちづくり～
　　･････････････････････････････････････････････････････････････････････北斗市建設部次長･ 縄田　健志･ 49
　駅舎再建から始まる岩見沢のまちづくり
　　～複合駅舎整備と交通結節点における土地区画整理事業～
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　北彩都あさひかわの概要･･････････････････････････ 旭川市･都市建築部･駅周辺開発課長･ 辻野　隆行･ 55
　「マチ」と「みなと」の連携したまちづくり～稚内駅周辺再開発プロジェクト～
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　　･････････････････････････････････････････････････････････････釧路町まちづくり推進課長･ 木村　勝茂･ 75
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　･･･････････････････････････････････････････････････････････････高知県土木部都市計画課長･ 永野　　聖･ 38
災害に強いまちづくりにむけた静岡市の取り組み
　･････････････････････････････････････････････････････　静岡市　都市局　都市計画部　都市計画課
　･ 総務局　危機管理部　防災対策課･ 42

〈４．帰宅困難者対策関係〉
災害時における都市交通施設の有効活用に関する調査･
　･･････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省　都市局　街路交通施設課･ 46
「行幸通り地下周辺における防災性能向上のあり方検討」社会実験の概要と成果について
　･･･････東京駅周辺安全安心推進協議会（（一社）大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会） 水口　雅晴
　･ 　東京駅周辺安全安心推進協議会（㈱エックス都市研究所）･ 折原　　清･ 50
特別企画シリーズ　日本各地からのまちづくり情報（７）
被災地のまちづくり　～･高台移転への疑問と津波シェルターの可能性～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････岩手県立大学･総合政策学･部教授･ 元田　良孝･ 54
都市行政の動き
東日本大震災に関する主な動き（平成 24 年８月）･････････････････････････････国土交通省都市局･ 61

新都市12月.indb   83 2012/12/15   5:45:10



84  Vol.66 No.12 2012  SHINTOSHI

連載　中心市街地の再生に向けて ～認定基本計画の取り組み～
第二期長･野市中心市街地活性化基本計画について
『門前都市･ながの』～心潤う･歴史と文化が賑わう･まち～の実現を目指して
　･･･････････････････････････長･野市　都市整備部　まちづくり推進課　中心市街地活性化対策室 小林　栄一･ 62

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 65
編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 65
都市計画協会だより････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 66

平成 24 年 10 月号
特集　第 64 回都市計画全国大会（奈良県）

グラビア
第 64 回都市計画全国大会（奈良県）････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1

特集　第 64 回都市計画全国大会（奈良県）
第 64 回都市計画全国大会の開催にあたって････････公益財団法人都市計画協会　会長･ 近藤　茂夫･ 3
第 64 回都市計画全国大会を迎えて･･･････････････････････････････････････奈良県知事 荒井　正吾･ 5
第 64･回都市計画全国大会を迎えて･････････････････････････････････････････奈良市長･ 仲川　げん･ 7

〈奈良県の取り組み〉
奈良県の都市計画　～まちづくり構想の立案力の強化とまちづくりを誘導する都市計画～
　･････････････････････････････････････奈良県土木部まちづくり推進局　地域デザイン推進課長･ 中尾　晃史
　･ 都市計画室長･･ 西山　恵三･ 9
美しく風格のある景観の創造･･････････････奈良県くらし創造部景観・環境局風致景観課長･ 山菅　善宣･ 16
PFI･手法を活用した都市公園の再整備について
　･･･････････････････････････････････････････････奈良県土木部まちづくり推進局公園緑地課長･ 中澤　一訓･ 21
奈良公園への来訪環境向上の取り組みについて
　･･･････････････････････････････････････････････奈良県土木部まちづくり推進局奈良公園室長･ 中西　康博･ 24
奈良県の下水道事業････････････････････････････････････････････奈良県土木部下水道課長･ 齋藤　文夫･ 27

〈奈良市の取り組み〉
奈良市の都市計画市民が育む世界の古都奈良　～豊かな自然と活力あふれるまち～
　･････････････････････････････････････････････････奈良市都市整備部都市計画室都市計画課長･ 喜多　六宏･ 31
奈良市の街路事業･･･････････････････････････････････････････奈良市建設部道路室街路課長･ 福塚　崇彦･ 34
古都奈良の景観形成･･････････････････････････奈良市都市整備部まちづくり指導室景観課長･ 仲谷　裕巳･ 38

〈地方都市の取り組み〉
高田寺内町と本郷大中線･････････････････････大和高田市環境建設部都市計画課　課長･補佐･ 岡谷　延博･ 41
都市計画道路３･４･300　藺（いの）町線････････････････大和郡山市都市建設部次長･ 仲　　敬可･ 45
天理市の都市計画･････････････････････････････････････････････････････天理市建設部次長･ 橋本　俊一･ 49
橿原市の景観行政について････････････････････橿原市まちづくり部計画景観課　課長･補佐･ 藤岡　秀規･ 53
環境に配慮したコンパクトなまちづくり　～桜（さく）チャリ社会実験～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････桜井市産業建設部都市計画課長･ 井前　　茂･ 57
一市一まちづくりにおける五條市まちづくり構想ゆっくり・ゆったり
　～地域の人と文化がもてなす商家町～･･･････五條市都市整備部都市計画課　課長･補佐･ 平田　耕一･ 60
生駒市の中心市街地整備･････････････････････････････････････生駒市開発部地域整備課長･ 北田　守一･ 63
JR 志都美駅周辺整備事業について　～笑顔と元気、住むならかしば～
　･･･････････････････････････････････････････････････香芝市都市建設部区画整理課　工務係長･ 奥田　芳久･ 66
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悠久のロマンと次代の英知が織りなす爽快都市 ( シティ ) ～葛城～
　･･･････････････････････････････････････････････････葛城市都市整備部都市計画課　課長･補佐･ 髙橋　勝英･ 71
近鉄榛原駅前南広場整備事業　～住民協働によるまちづくり～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････宇陀市建設部都市計画課　主幹 藤本　昌宏･ 74
旧態依然とした街並みから、次世代に繋ぐ街づくり
　･････････････････････････････････････････････････････････････････平群町経済建設課　参事 岡田　守男･ 77
都市計画道路：法隆寺藤ノ木線とその周辺整備
　･･･････････････････････････････････････････････斑鳩町都市建設部都市整備課　都市整備係長･ 田中　弘二･ 80
町のゲートウェイ　へそのへその取り組み　～駅前広場整備事業を振り返って～
　･････････････････････････････････････････････････････････････････田原本町産業建設部次長･ 福岡　伸卓･ 84
明日香村「まるごと博物館」に向けて･････････････････････････明日香村企画政策課長･ 脇田　康弘･ 89
まちづくりプロジェクトの推進　～将来都市像の実現化への取組み～
　･････････････････････････････････････････････････････上牧町都市環境部まちづくり推進課長･ 西山　義憲･ 92
住みたいと憧れるまちづくり･･････････････････王寺町建設部地域整備課　まちづくり係長･ 源　　英享･ 97
広陵町の都市計画　～住みよいまちづくりを目指して～
　･･･････････････････････････････････････････････････････広陵町事業部都市整備課　課長･補佐･ 増田　克也･ 99
下市町のまちづくりイベント　～交流とにぎわいのあるイベントを目指して～
　･････････････････････････････････････････････････････････････････下市町企画財政課　主査･ 松原　正城･ 103

〈民間団体の取り組み〉
奈良・町家の芸術祭･HANARART･2012　～つながり、そだてる、アートとまちづくり～
　･･････････････････････････････････奈良・町家の芸術祭･HANARART･実行委員･会　実行委員･長･ 上田　琢也･ 106
旧城下町の景観と高齢者住民のもてなしを活かした「まちづくり」
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････天の川実行委員･会代表 野村　幸治･ 111
隠口の里・泊瀬における景観まちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････ NPO･法人泊瀬門前町再興フォーラム　理事 門脇　秀樹
　･ 早稲田大学･･都市・地域研究所　客員･主任研究員･･ 阿部　俊彦
　･ 早稲田大学･理工学･術院　修士課程･ 足立　祐未･ 117
「まちづくり」のめざすもの　～社団法人･奈良まちづくりセンターの挑戦
　･････････････････････････････････････････････････社団法人奈良まちづくりセンター　理事長･ 室　　雅博･ 121
世界のカエデによる地域活性化を目指して
　･････････････････････････････････････････特定非営利活動法人宇陀カエデの郷づくり　理事長･ 森本　徳蔵･ 127

連載　中心市街地の再生に向けて ～認定基本計画の取り組み～
ウォーカブルタウンの「創造」から「確立」へ
　･･･････････････････････････････････････････････････････････青森市　経済部　商店街振興課 越後谷和人･ 132

特別寄稿
都市計画制度の今後の展開　及び「エコまち法」について
～都市の低炭素化の促進に関する法律が成立しました～
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平成 24 年 11 月号
特集　まちづくりと一体となったエネルギー面的利用の推進について

グラビア
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エネルギーの面的利用に有効なコージェネレーションについて
　･････････････････ 一般財団法人･コージェネレーション・エネルギー高度利用センター･事務局長･ 岡田慎一郎･ 42
自治体におけるエネルギー面的利用に対する要望とその対応・支援に向けた取組みについて
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地中熱の活用による低炭素なまちづくりについて
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連載　中心市街地の再生に向けて ～認定基本計画の取り組み～
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新都市12月.indb   86 2012/12/15   5:45:10



SHINTOSHI  Vol.66 No.12 2012  87

都市行政の動き
東日本大震災に関する主な動き（平成 24 年９月・10 月）････････････････････国土交通省都市局･ 63
寄　稿
災害復興法制の恒久化の検討状況について
　･･･････････････････････････････････････････････････････内閣府大臣官･房審議官･（･防災担当） 佐･々木晶二･ 65
特別寄稿
震災からの復興まちづくり･－新潟県中越沖地震から５年－
　･･･････････････････････････････････････････････柏崎市都市整備部まちづくり推進室　副主幹 山口　伸夫･ 67
随想　京都駅改築･･･････････････････････････････････････元国土交通省大臣官･房技術審議官･ 斉藤　　親･ 72

《都市計画協会報告》
第 64 回都市計画全国大会･･････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会･ 74

《都市局だより》・《都市計画協会だより》
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 76
都市計画協会だより････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 77
編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 77

平成 24 年 12 月号
特集　官民連携による下水道資源有効利用

グラビア
官･民連携による下水道資源有効利用････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1
巻頭言
官･民連携で取り組む「循環のみち下水道」神戸モデルの構築
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特集　官民連携による下水道資源有効利用
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下水道管ネットワークの民間事業者による低コスト有効利用の促進
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　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省都市局･ 53

寄　稿
･第 23･回 EAROPH･世界会議に出席して　　･･････ 帝京平成大学･教授･・EAROPH･理事 小浪　博英･
　　･ 公益財団法人都市計画協会上席調査･・研究員･･ 矢野　進一･ 55

特別寄稿
･随想　新横浜駅変

へんげ

化･･･････････････････････････････････元国土交通省大臣官･房技術審議官･ 斉藤　　親･ 57
･被災地状況と今後の復興　福島県　富岡町･･････････････････････････福島県富岡町長･ 遠藤　勝也･ 59

《都市計画協会報告》
まちづくりセミナー　開催の報告･･･････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会･ 63
2012･年「世界都市計画の日」日本集会　開催報告
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会･ 68
第 32･回まちづくり拝見研修会について（報告）
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会･ 70

《書　評》
都市計画協会コーナー　＜寄贈図書＞･････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会･･ 72

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 73
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 73
編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 73

「新都市」平成 24 年第 66 巻総目録･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 74

新都市12月.indb   88 2012/12/15   5:45:10



SHINTOSHI  Vol.67 No.12 2013  91

「新都市」平成25年第67巻総目録

平成 25 年 1 月号
特集　大規模津波災害に備えたまちづくり（南海トラフ対策）

年頭の辞
新年のごあいさつ･････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会会長･ 近藤　茂夫･ 3

巻頭言
大規模津波災害に備えたまちづくり　～メガ・ハザードにどう備えるべきか～
　･･･････････････････････････東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター准教授･ 加藤　孝明･ 5

特集　大規模津波災害に備えたまちづくり（南海トラフ対策）
〈１．行政による調査報告〉
南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）及び･
被害想定（第一次報告）について
　･････････････････ 内閣府　政策統括官（防災担当）付･参事官（調査・企画担当）付･参事官補佐･ 藤田　士郎･ 7
東日本大震災における避難実態調査
　････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省･都市局･街路交通施設課･ 12

〈２．地方公共団体や大学等の取組〉
静岡県における南海トラフ巨大地震対策
　･･･････････････････････････････････････････････････････････静岡県危機管理部危機政策課長･ 池田　和久･ 16
予防としての高台集団移転の可能性を探る、沼津市内浦重須地区
　･･･････････････････････････････････････････････････････北海道大学大学院工学研究院・教授･ 森　　　傑･ 20
スマートフォンを用いた津波等避難誘導支援システム
　･･･････････････････････････････････････････････････････東京工科大学　デザイン学部　助教･ 板宮　朋基･ 25
地域防災リーダーの育成　～災害につよいひと、まちづくりを目指して～
　････････････････････････････････････････････････････････高知市防災対策部防災政策課･主査･ 吉永　新司･ 29
浮いて生き延びる。津波救命艇の開発
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省　四国運輸局　交通環境部長･ 石原　　洋･ 33
津波防災まちづくりの推進　～道路空間を利用した津波避難タワー～
　･････････････････････････････････････････････････････････････静岡県吉田町役場防災課主査･ 進士　裕介･ 37

グラビア
大規模津波災害に備えたまちづくり（南海トラフ対策）･･････････････････････････････････グラビア･ 41

寄稿
韓･国における政府機関の移転の現状等について
　･･･････････････････････････････････････････････････（･一財）･計量計画研究所シニアフェロー･ 矢島　　隆
　　･ ･（･公財）･都市計画協会上席調査・研究員･ 矢野　進一･ 44

特別寄稿
随･想　富山LRT･発想･････････････････････････････････元国土交通省大臣官房技術審議官･ 斉藤　　親･ 51

連載　中心市街地の再生に向けて ～認定基本計画の取り組み～
上
かみのやまし

山市中心市街地活性化基本計画の概要
　･･････････････････････････････････････････････････上山市商工課　商工振興グループ･副主幹･ 舟越　信弘･ 53

新都市12月.indb   91 2013/12/17   9:00:00



92  Vol.67 No.12 2013  SHINTOSHI

特別企画シリーズ　日本各地からのまちづくり情報（10）
個の総体がまちを創る　2013･･････････････････････････ ･滋賀県立大学　環境科学部教授･ 柴田いづみ･ 56

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 64
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 64
編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 64

平成 25 年２月号
特集　環境共生型都市開発の海外展開

グラビア
環境共生型都市開発の海外展開･････････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1
巻頭言
環境共生型都市の海外展開について･･････････････････････････東京大学生産技術研究所･ 野城　智也･ 3
特集　環境共生型都市開発の海外展開
〈１．近年の官民連携の動向〉
環境共生型都市（エコシティ）の海外展開への取り組み
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省都市局都市政策課･ 5
海外エコシティプロジェクト協議会（J-CODE）について
　･････････････････････････････････････････････････海外エコシティプロジェクト協議会事務局･ 長野　　啓･ 9
経済産業省が進めるスマートコミュニティの海外展開について
　･･････････････････････････････････････････････････････････　経済産業省商務情報政策局情報経済課･ 13

〈２．海外における取組事例〉
これから本格化する中国不動産マーケットに立ち向かう戦略
　･･･････････････････････････････････････････････丸紅株式会社　海外不動産開発室　室長代理･ 徳永　貴司･ 16
当社の中国事業展開
　･････････････････････････････････････････三井不動産レジデンシャル株式会社　海外事業一部･ 江口大二郎･ 25
スマートシティにおける道路交通情報への日立の取り組み
　･････････････････････････････････････ 株式会社･日立製作所･スマートシティプロジェクト本部･ 平澤　茂樹
　･ ･同社　公共システム事業部･ 水田　博明･ 29
中国における駐車場からのまちづくり事業
　････････････････････････････････････････････株式会社駐車場綜合研究所･取締役専務執行役員･ 吉本　國隆･ 32
ベトナム社会主義共和国における都市開発事業について
　･･･････････････････････････････････････東京急行電鉄株式会社　国際事業部　都市開発部課長･ 坂井洋一郎･ 36
ベトナムにおける工業団地事業について
　･････････････････････････････････････････････････住友商事株式会社　海外工業団地部　部長･ 福田　　康･ 40
ベトナムにおける事業展開
　･････････････････････････大成建設株式会社　営業総本部　プロジェクト創造部　ディレクター･ 前田　賢治･ 41
中国における不動産開発に関する法制度について
　････････････････････････････････････････････････西村あさひ法律事務所･　外国法事務弁護士･ 張　　翠萍
　･ 弁護士･ 野本　　修
　･ 弁護士･ 濱野由梨子
　･ 弁護士･ 早川　一平･ 45
ベトナム都市開発のためのベトナム土地法
　･･･････････････････････････････････････････････････････････西村あさひ法律事務所　弁護士･ 斎藤　　創･ 48

新都市12月.indb   92 2013/12/17   9:00:00



SHINTOSHI  Vol.67 No.12 2013  93

韓国・シンガポールの都市輸出に学ぶ
　･野村総合研究所インフラ産業コンサルティング部スマート・シティ＆鉄道・不動産・建設・住宅グループ　主任コンサルタント･ 高見英一郎･ 52

〈３．日本における都市のショーケース事例〉
みなとみらい 21･地区における「環境未来都市」をめざした取り組み
　･････････････････････････････････都市再生機構神奈川地域支社都市再生業務部　部付リーダー･ 野田　隆弘･ 56
越谷レイクタウンにおける環境共生まちづくりの実践
　････････････････････････････････････（独）都市再生機構　首都圏ニュータウン本部事業第二部･ 和田真理子･ 59
柏の葉スマートシティ　―･公・民・学の連携で環境共生型のまちづくりモデルをつくる
　･･･････････････････････････････････････････柏の葉アーバンデザインセンター　副センター長･ 三牧　浩也
　･･ 三井不動産株式会社　柏の葉キャンパスシティプロジェクト推進部　統括･ 中田　聖志･ 65
都心型環境都市モデルとしての大丸有地区
　･･･････････････････････････････････････････････三菱地所株式会社　都市計画事業室　副室長･ 西本　龍生･ 68

特別企画１　日本各地からのまちづくり情報（11）
長野市中心市街地再生への取り組み　～地元商店街の挑戦～
　･･････････････････････････････････････････････長野工業高等専門学校･環境都市工学科　教授･ 柳沢　吉保･ 71

特別企画２　 東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（１）
「迅速な復旧」と「着実な復興」を　―･これからの災害復興の基本方向―
　･････････････････････････････････明治大学政治経済学研究科特任教授　日本災害復興学会会長･ 中林　一樹･ 81

連載 中心市街地の再生に向けて ～認定基本計画の取り組み～
日南市中心市街地活性化基本計画の概要　～来たい・住みたい･魅力あるまちづくり～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････日南市総務部まちづくり課･ 白坂　昭仁･ 86

特別寄稿１
都市の公共性とコモンズ空間の創出に向けて
～都市法における新たな協定制度を触媒として～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省大臣官房参事官･ 栗田　卓也
　･ 日本大学経済学部教授･ 中川　雅之･ 89

特別寄稿２ 
随･想　秋田駅東西連絡･････････････････････････････････元国土交通省大臣官房技術審議官･ 斉藤　　親･ 95

都市行政の動き
東日本大震災に関する主な動き（平成 24 年 12 月 ､ 平成 25 年１月）
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省都市局･ 97

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 98
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 98
編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 98

平成 25 年３月号
特集　東日本大震災から約２年を経過した復興の現状と今後の見通し

巻頭言
東日本大震災から２年を経過して･･･････････････････････日本大学理工学部　土木工学科･ 岸井　隆幸･ 3

特集　東日本大震災から約２年を経過した復興の現状と今後の見通し
〈復興の槌音〉
東日本大震災復興事業の取組について･････････････････････････････････復興庁参事官･ 阪口　進一･ 7
被災地における市街地整備の取組について･･････ 国土交通省都市局･市街地整備課･都市安全課･ 11

新都市12月.indb   93 2013/12/17   9:00:00



94  Vol.67 No.12 2013  SHINTOSHI

まちとともに生きる商業の復興のあり方について
　･･･････････････････････････････････････････････中小企業庁　経営支援部　商業課　課長補佐･ 大石　知広･ 16
漁業集落の復興の取り組みについて
　･･･････････････････････････････････水産庁漁港漁場整備部計画課　漁港防災・衛生管理専門官･ 若山　真樹･ 20
下水道の復旧・復興の取組について
　･･･････････････････････････ 国土交通省水管理・国土保全局･下水道部下水道事業課･再構築係長･ 門見　晋作･ 25

〈地域の取組〉
創造的復興に向けた青森県の取組
　･･･････････････････････････････････････････････････････････青森県生活再建・産業復興局長･ 竹内　　豊･ 28
岩手県における震災復興の現状と課題及び被災地への情報提供等の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････岩手県県土整備部都市計画課　計画整備担当課長･ 田村　荘弥･ 31
宮城県における復興の取組み状況について
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････宮城県土木部都市計画課長･ 櫻井　雅之･ 38
福島県の復興まちづくりの進捗状況
　･･･････････････････････････････････････････････福島県土木部都市計画課　副課長兼主任主査･ 諏江　　勇･ 42
東日本大震災からの復旧・復興と災害に強いまちづくりについて
　･･･････････････････････････････････････････････････････････茨城県土木部都市局都市計画課･ 田中　郷三･ 45
千葉県内の復旧・復興の取り組みについて
　･････････････････････････････････････千葉県　県土整備部　都市整備局　都市計画課　副主査･ 小野　達也･ 50
仙台市東部の津波被災地域における復興への取り組み
　･････････････････････････････････････････････････････････････仙台市復興事業局復興事業監･ 鈴木三津也･ 53

〈復興を担う多様な主体の取組について〉
被災地の復興におけるUR･の支援について
　･･･････････････････････････････都市再生機構　震災復興支援室　支援調整第２チームリーダー･ 椿　　真吾･ 58
石巻市行政への大学による直接的復興支援
　･････････････････････････････････････東北大学大学院工学研究科　都市・建築学専攻　准教授･ 姥浦　道生･ 62
復興まちづくりに向けた取組について　･･･････････････････････････公益財団法人　都市計画協会･ 65
東日本大震災「花とみどりの復興支援ネットワーク」の活動について
　･･････････ 東日本大震災「花とみどりの復興支援ネットワーク」事務局･（一社）日本公園緑地協会･企画事業部･ 唐澤千寿穂･ 66
レジリエントな下水道施設の地震対策に向けた一考察　－かならず心の丈夫なる馬を用ゆべし－
　･･･････････････････････････････････････････････公益社団法人　日本下水道協会　技術指針課･ 片桐　　晃･ 68
東日本大震災復興に対する（社）都市計画コンサルタント協会と会員企業の取り組み
　･････････････社団法人　都市計画コンサルタント協会　副会長・東日本大震災特別委員会委員長･ 松原　悟朗･ 71

グラビア
東日本大震災から約２年を経過した復興の現状と今後の見通し･･････････････････････････････････ ･ 73

特別企画 1　東日本大震災復興 まちづくりのこれからに向けて（２）
東日本大震災から３年目：･地域づくりの安全について考える
　･･････････････････････････････････････東京大学教授（大学院工学系研究科・社会基盤学専攻）･ 家田　　仁･ 75
塩竈市復興に携わって･･････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科･ 浅見　泰司･ 78

特別企画 2　日本各地からのまちづくり情報（12）
海のシルクロード　長崎･･･････････････ 長崎国際大学･人間社会学部・国際観光学科･准教授･ 原　　哲弘･ 80

連載　中心市街地の再生に向けて ～認定基本計画の取り組み～
玉野市中心市街地活性化基本計画の概要
　　新人流港へ！～人が集い交流する瀬戸内の港町　玉野～
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 玉野市政策部総合政策課･ 88

新都市12月.indb   94 2013/12/17   9:00:01



SHINTOSHI  Vol.67 No.12 2013  95

特別寄稿１ モ ビリティ・マネジメントの最近の動向
　････････････京都大学大学院工学研究科　教授　一般社団法人･日本モビリティ・マネジメント会議　専務理事･ 藤井　　聡･ 92

特別寄稿２ 随 想　仙台地下鉄東西線　
　･････････････････････････････････････････････････････････元国土交通省大臣官房技術審議官･ 斉藤　　親･ 94

都市行政の動き１
平･成 24･年度国土交通省関係補正予算概要･･･････････････････････････国土交通省大臣官房会計課･ 96

都市行政の動き２
東日本大震災に関する主な動き（平成 25･年２月）･････････････････････････････国土交通省都市局･ 103

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 104
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 104
編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 104

平成 25 年４月号
特集　官民連携によるまちづくりの推進

巻頭言
都市を「つくる」時代から「育てる」時代への移行と公民連携
　･･･････････････････････････････････････････････････････････東京都市大学都市生活部　教授･ 小林　重敬･ 3

まちと私
まちを走る･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 　猫　ひろし･ 7

特集　官民連携によるまちづくりの推進
官民連携制度の広がりと今後の可能性
　･･･････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 野見山　聡･ 9

〈官民連携制度（道路占用許可特例制度等）の活用事例〉
新宿区道路を活用したオープンカフェ事業の取り組みについて
　･････････････････････････････････････････････････新宿区みどり土木部土木管理課　占用係長･ 小野　浩一･ 12
うめきた先行開発区域における公共空間の利活用と道路占用許可特例制度について
　･････････････････････････････････････大阪市都市計画局企画振興部うめきた事業調整担当課長･ 石井　良典･ 16
高崎まちなかオープンカフェの取り組み　～高崎のまちがカフェになる～
　･････････････････････････････････････････････････････････････高崎市商工観光部産業政策課･ 松田　和也･ 21
隅田川河川区域のオープンカフェ　～河川敷地占用許可準則に基づく常設施設～
　･･･････････････････････････････････････････････････東京都台東区文化産業観光部観光課係長･ 平林　正明･ 25
都市利便増進協定を活用した官民連携のまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････富山市都市整備部　中心市街地活性化推進課･ 窪喜　大輔･ 29

〈官民連携制度等の活用に向けた取組〉
姫路駅前まちづくり『官民連携による平成の築城』
　･････････････････････････････････････････姫路市姫路駅周辺整備室　駅部街路担当　課長補佐･ 澤田　勝也･ 32
“萬代橋”周辺ならではのまちづくりを目指して　～官民が連携したエリアマネジメントの推進～
　･････････････････････････････････････････････････････････････新潟市都市政策部都市計画課･ 冨田　貴仁･ 37

〈多様な関係者が参加する協議会の取組〉
むつ市都市再生整備協議会を中心とするまちづくり
　･････････････････････････････････････････むつ市建設部都市建築課都市計画グループ主任主査･ 黒澤幸太郎･ 41
ちびまる子ちゃんの生まれたまち清水の活性化
　･････････････････････････････････････････････････････････静岡市経済局商工部商業労政課長･ 松浦　高之･ 44

新都市12月.indb   95 2013/12/17   9:00:01



96  Vol.67 No.12 2013  SHINTOSHI

〈公益施設等の整備を契機とした官民連携〉
「歴史と風情の再生」官民連携で実現へ･～さくら湯再生事業～
　･････････････････････････････････････････････････財団法人　山鹿市地域振興公社　事務局長･ 瀬口　慎哉･ 46
旧市立豊中病院跡地利用事業について
　･･･････････････････････････････････････ 豊中市役所　政策企画部･企画調整室･政策調整チーム･ 西村　元伸
　･ ･ 興津　　清･ 49
心意気に知恵と工夫で、ビフォーアフターの再生、近江町いちば館
　･････････････････････････････････････････････････金沢市都市整備局市街地再生課　担当課長･ 土村　誠二･ 51

〈民間の空きビル・空き店舗の再生事例〉
まちづくり会社による空き店舗活用　サブリース・マッチング・インキュベーションの取り組み事例
　･････････････････････････････････････････････財団法人　国土技術研究センター　首席研究員･ 伊藤　伸一･ 55
中心市街地における空きビルの再生－･20･事例に学ぶ－
　･･･････････････････････････････････････････････････････････株式会社　日建設計総合研究所･ 西尾　京介･ 59

〈海外事例〉
ドイツ •･ハンブルク市におけるエリアマネジメントシステム
　･･･････････････････････････････････････････････みずほ情報総研（株）･環境エネルギー第 1･部･ 佐野　翔一･ 66

トピックス 
エリアマネジメントに関する全国的なフォーラムの開催
　～環境まちづくりフォーラム（大都市圏におけるエリアマネジメント）～
　･･･････････････････････････････････････ NPO･法人大丸有エリアマネジメント協会　事務局長･ 中村　修和･ 71

特別企画１　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（３）
座談会　････････････････････････････････････････････････････････････日本大学教授（司会）･ 岸井　隆幸
　･ ･弘前大学教授･ 北原　啓司
　･ 宇都宮大学教授･ 森本　章倫･ 79
震災復興を機としたコンパクトな街づくりとその課題
　････････････････････････････････････････東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻･准教授･ 姥浦　道生･ 88
東日本大震災ノート
　･･･････････････････････････････････････････尚絅学院大学･総合人間科学部･生活環境学科･教授･ 阿留多伎眞人･ 91

特別企画２　日本各地からのまちづくり情報（13）
地域の魅力をみんなでつなぐまちづくり
　･････････････････････････････････････ 札幌大学地域共創学群･地域創生学類地域創生専攻･教授･ 小山　　茂･ 94

特別寄稿
･随･想　首都高支援街路････････････････････････････････元国土交通省大臣官房技術審議官･ 斉藤　　親･ 100

都市行政の動き
東日本大震災に関する主な動き（平成 25 年３月）･･････････････････････････ 　国土交通省都市局･ 102

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 104
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 104
編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 108

平成 25 年５月号
特集　農のあるまちづくりの推進・平成 25 年度予算

巻頭言
「農」と都市の共生･････････････････････････････････････････東京農業大学前学長･農学博士･ 進士五十八･ 3

新都市12月.indb   96 2013/12/17   9:00:01



SHINTOSHI  Vol.67 No.12 2013  97

まちと私
都市の成熟が都市農業の価値を変える
　･･･････････････････････････････････････････････････農業ジャーナリスト・立教大学兼任講師･ 榊田みどり･ 5

特集１　農のあるまちづくりの推進
〈農のあるまちづくりの課題と方向性〉
都市農地の制度的変遷････････････････････････････････････大妻女子大学社会情報学部教授･ 田代　洋一･ 7
コンパクトシティはガーデンシティ････････････････東京大学大学院工学系研究科　教授･ 横張　　真･ 13
都市農家・都市農業・都市農地を巡る問題の構図
　･･･････････････････････････････････････････････東京大学大学院農学生命科学研究科　准教授･ 安藤　光義･ 17
東京における都市農地の保全・活用に係わる課題
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････東京都農業会議　事務局長･ 原　　修吉･ 22
都市農業の振興に関する検討会「中間取りまとめ」について
　･･･････････････････････････････････････････････････農林水産省農村振興局都市農業室　室長･ 沖　　和尚･ 27

〈地方公共団体の都市農地の保全・活用に関する取組〉
世田谷区における農地保全の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････世田谷区みどりとみず政策担当部みどり政策課長･ 直井　基次･ 30
横浜市の都市農業の展開　～「都市農業の確立」から「横浜みどりアップ計画」へ～
　･･････････････････････････････････････････････環境創造局みどりアップ推進部･農地保全課長･ 竹内　昌弘･ 34
寝屋川市の都市農業施策　～「農ある都市」の形成をめざして～
　････････････････････････････････寝屋川市　市民生活部･産業振興室課長　農業委員会事務局長･ 野岸　嘉和･ 40

〈地域交流・連携による「農」の展開〉
地参地笑で地域を耕す！高津区 ｢たちばな農のあるまちづくり推進事業 ｣の取り組み
　･････････ たちばな農のあるまちづくり推進会議事務局　NPO･法人ぐらす・かわさき　事務局長･ 田代　美香･ 44
郊外の総合公園での「農」を中心とした活動　～北神戸田園ボランティアネットの取り組み～
　･･･････････････････････････････････････････NPO･法人北神戸田園ボランティアネット･理事長･ 佐藤由美子･ 49
大学と市の連携による農地を活用した薬用植物栽培の試み
　･････････････････････････････････････････････････････････北里大学　薬学部附属薬用植物園･ 石川　　寛･ 56

〈民間事業における「農」の活用〉
都市型菜園（まちなか菜園）ビジネスについて
　･････････････････････････････････････東邦レオ株式会社　グリーンコミュ事業　マネージャー･ 田村　征士･ 59
都市農業がまちづくりにもたらす価値　～農業生産法人によるまちなか農業～
　･････････････････････････････････････････････株式会社セントラルフルーツ　代表取締役社長･ 田中　勝三
　･･ 鹿島建設株式会社　関西支店･ 荒井　康昭
　･･ 鹿島建設株式会社　関西支店･ 三輪　　敦
　･･ 鹿島建設株式会社　環境本部･ 山田　順之･ 63

特集２　平成 25 年度予算
国土交通省関係予算の概要･･････････････････････････････････････････････････････････大臣官房会計課･ 67
都市局等関係予算の概要･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 70
復興と防災対策の推進･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 71
地方都市の再構築（リノベーション）・コンパクトシティの推進･････････････････････････････････ ･ 78
エネルギー・環境対策の推進･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 83
国際競争力強化に向けた都市基盤整備の推進･･･････････････････････････････････････････････････････ ･ 86
下水道事業予算の新規事項等･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 87

特別企画　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（４）
街としての復興をいかに推進するか････････ 工学院大学建築学部･まちづくり学科･准教授･ 遠藤　　新･ 88

新都市12月.indb   97 2013/12/17   9:00:01



98  Vol.67 No.12 2013  SHINTOSHI

特別寄稿
東日本大震災からの復旧、復興への取り組み（福島県相馬市）　･･･････相馬市長･ 立谷　秀清･ 91

特別寄稿 随 想
UR･都市再生Ｐ１－梅北････････････････････････････････元国土交通省大臣官房技術審議官･ 斉藤　　親･ 95

書 評
『明治神宮　「伝統」を創った大プロジェクト』　今泉宜子著
　･････････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課緑地環境室　企画専門官･ 湯澤　将憲･ 97
『死なない！死なせない！大震災から家族を守る！』　三井康壽著
　･･･････････････････････････････････････････国土交通省･都市局･都市計画課･開発企画調査室長･ 安邊　英明･ 98

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 99
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 100
編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 100

平成 25 年６月号
特集　まちづくり月間　～歩いて暮らせるまちづくり～

グラビア
第 31･回　まちづくり月間～歩いて暮らせるまちづくり～･･･････････････････････････････グラビア･ １

巻頭言
「アオーレ長岡を核としたまちづくり」～“･市民協働”と“まちなか型公共サービス”の展開･～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････長岡市長･ 森　　民夫･ 3

特集　まちづくり月間　～歩いて暮らせるまちづくり～
第 31･回「まちづくり月間」の実施について
　･･････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 6
第 31･回まちづくり月間まちづくり功労者国土交通省大臣表彰受賞者の紹介
　･･････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 8
第２回まちづくり法人国土交通省大臣表彰受賞者の紹介
　･･････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 13
第８回『まち交大賞』について
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････　まちづくり情報交流協議会
　･ 一般財団法人･都市みらい推進機構･ 14
第 30･回まちづくり標語懸賞募集入選作品の紹介
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 　公益財団法人　都市計画協会･ 19
第８回住まいのまちなみコンクール審査報告
　････････････････････････････････････････････････一般財団法人住宅生産振興財団･事業部部長･ 三隅　清孝･ 21
第 15･回　「まちの活性化・都市デザイン競技」の結果概要
　･････････････････････････････････････････････　財団法人都市づくりパブリックデザインセンター･ 24
第 31･回まちづくり月間地方公共団体等における主な関連行事の紹介
　･･････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 34
平成 25･年度都市景観大賞の結果概要･･････ 財団法人都市づくりパブリックデザインセンター･ 36

新都市12月.indb   98 2013/12/17   9:00:01



SHINTOSHI  Vol.67 No.12 2013  99

特別企画１　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（５）
人口減少時代の復興まちづくりを考える：大槌での経験を通じて
　･･･････････････････････････････････････････････筑波大学名誉教授　GK･大村都市計画研究室･ 大村謙二郎･ 40
南三陸町の復興まちづくりに関わって
　･･･････････････････････････････････････････････公益財団法人　兵庫県住宅建築総合センター･ 上原　正裕･ 43

特別企画２　日本各地からのまちづくり情報（14）
歴史的文脈を生かした地域風景の再生　－･鶴岡における私たちの活動－
　･････････････････････････････東北公益文科大学　大学院特任教授　㈱設計計画高谷時彦事務所･ 高谷　時彦･ 46

連載 中心市街地の再生に向けて ～認定基本計画の取り組み～
小田原市中心市街地活性化基本計画の概要　･････････････････････　小田原市経済部産業政策課･ 57

特別寄稿
･健康長寿社会を実現する･Smart･Wellness･City
　･･･････････････････････････････････････････････････････筑波大学大学院人間総合科学研究科･ 久野　譜也
　･ ㈱国際開発コンサルタンツ･ 松原　悟朗
　･ ㈱つくばウエルネスリサーチ･ 吉澤　裕世･ 60

特別寄稿 随 想
UR･都市再生Ｐ２－大手町･････････････････････････････元国土交通省大臣官房技術審議官･ 斉藤　　親･ 68

《都市計画協会報告》
東日本大震災　被災地現況報告･････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会･ 70

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 77
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 77
編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 77

平成 25 年７月号
特集　既成市街地整備の新たな展開

巻頭言
既成市街地の再整備：歩き、集い、支えあって生きる道
　･････････････････････････････････････････････････････････････日本大学理工学部土木工学科･ 岸井　隆幸･ 3

まちと私
番組作りで見えてくる都市の秘密
　･･･････････････････････ NHK･制作局　エンターテインメント番組部　チーフ・プロデューサー･ 尾関　憲一･ 6

特集　既成市街地整備の新たな展開
〈近年の動向〉
時代のニーズに対応した既成市街地整備の方向性について
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省都市局市街地整備課･ 9
地方都市リノベーション事業の創設（都市再生整備計画事業の拡充）
　･････････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　市街地整備課　課長補佐･ 藤川　佳宏･ 14
都市の再構築（リノベーション）に資する民間事業に対する
　金融支援について（平成 24･年度補正予算の解説）
　･･･････････････････････････････････････････････都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室･ 長谷川栄光香･ 18

〈事例紹介１：リノベーション〉
「選ばれて住み継がれるまち」を目指したリノベーション事業
　･････････････････････････････････････････････十日町市　産業観光部中心市街地活性化推進室･ 藤巻　　裕･ 21

新都市12月.indb   99 2013/12/17   9:00:01



100  Vol.67 No.12 2013  SHINTOSHI

小学校跡地の有効利用････････････････････････････富山市都市整備部　都市政策課　副主幹･ 金田　英靖･ 25
〈事例紹介２：大街区化〉
鹿児島市中町土地区画整理事業
　････････････････････････････････････････････鹿児島市建設局都市計画部参事（区画整理課長）･ 鮫島　健二郎･ 28
東京都中央区京橋二丁目西地区市街地再開発事業
　･････････････････････････････････････････････････････････････中央区都市整備部地域整備課･ 菅沼　雅広･ 31

〈事例紹介３：種地を活用した連鎖型開発〉
＜種地を活用した連鎖型都市再生＞大手町土地区画整理事業
　････････ 独立行政法人都市再生機構　東日本都市再生本部　都心業務第 1･部　大手町第１チーム･ 田中　利幸･ 36

〈事例紹介４：土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体施行〉
太秦東部地区の新しいまちづくり　－･土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行手法の活用－
　･･････京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課･拠点地区市街地整備推進員（元京都市建設局都市整備部長）･ 山下　　等･ 40

〈事例紹介５：再々開発〉
東桜町地区市街地再開発事業･･････････････････････福山市　建設局　都市部　都市整備課･ 貝原　美智子･ 44

〈事例紹介６：コンバージョン〉
浜大津駅前Ｂ地区市街地再開発事業～明日都浜大津から街へのコンバージョン 10･年
　･････････････････････････････････････････････････････････････大津市生涯学習センター所長･ 寺田　智次･ 47

〈事例紹介７：密集市街地整備の迅速化〉
密集市街地　～･堀江・猫実B･地区土地区画整理事業の早期実現に向けた取り組み～
　･････････････････････････････････････････････････････････････････浦安市都市整備部　参事･ 早川　恵司･ 51

〈情報提供〉
区画整理土地評価基準（案）について･･････････････････　公益社団法人･街づくり区画整理協会･ 56

特別企画１　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（６）
災害ボランティアから協働による地域復興のプロセスへ：岩手県野田村での活動事例
　･････ 八戸工業高等専門学校総合科学科教授　ボランティアネットワーク・チーム･北リアス共同代表･ 河村　信治･ 59
松島の復興観光まちづくり･･････････････････････････早稲田大学社会科学総合学術院教授･ 卯月　盛夫･ 62

特別企画２　日本各地からのまちづくり情報（15）
･｢ 都市仙台 ｣の　存在意義と期待　－･統計データが語りかけること－
　･････････････････････････････････････････････････････････東北大学災害科学国際研究所教授･ 奥村　　誠･ 65

連載　中心市街地の再生に向けて ～認定基本計画の取り組み～
函館市中心市街地活性化基本計画の概要････････函館市経済部中心市街地再生担当･主査･ 宿村　裕史･ 72

特別寄稿
海外の地域開発等に携わっての「感懐」････････････････････････工博　J･a･s･o･p･h･理事･ 渡部與四郎･ 75

随想
都市災害に直面して（その１）････････････････････････元国土交通省大臣官房技術審議官･ 斉藤　　親･ 82

海外報告
IFHP･評議会報告　　･･････････････････････････････････････筑波大学教授　IFHP･評議員･ 谷口　　守･ 84
IFHP･百周年記念世界大会に出席して･････（社）国土政策研究会専務理事・EAROPH･理事･ 小浪　博英･ 86

都市行政の動き　
東日本大震災に関する主な動き（平成 25 年４～６月）･････････････････････ 　国土交通省都市局･ 88

《都市行政のお知らせ》
･平成 24･年度　国土交通白書の概要･･････････････････ ･国土交通省総合政策局政策課政策調査室･ 89
･平成 25･年版　首都圏白書の概要･････････････ ･国土交通省都市局都市政策課大都市戦略企画室･ 90

《都市計画協会報告》
「まちづくりと景観を考える全国大会」開催報告
　････････････････まちづくり月間全国的行事実行委員会　事務局　公益財団法人都市計画協会･ 91

新都市12月.indb   100 2013/12/17   9:00:01



SHINTOSHI  Vol.67 No.12 2013  101

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 93
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 93
編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 93

平成 25 年８月号
特集　コンパクトシティの構築に向けた都市交通の戦略的取り組み

巻頭言
富山市のまちづくりと交通戦略･････････････････････････････････････････････富山市長･ 森　　雅志･ 3

特集　コンパクトシティの構築に向けた都市交通の戦略的取り組み
〈総　論〉
コンパクトシティの構築に向けた都市交通の戦略的な取り組み
　･･･････････････････････････････････････国土交通省都市局街路交通施設課整備室公共交通係長･ 江澤　幸介･ 5
新潟市における公共交通を軸としたまちづくり　～人と環境にやさしい交通を目指して～
　･････････････････････････････････････････････････････････････ 　新潟市･都市政策部･都市交通政策課･ 9

〈各地の取組〉
快適な歩行者空間ネットワークの構築･･･････････････････松山市都市整備部都市政策課･ 石井　朋紀･ 13
BRT･導入とバス路線の再編･････････････････････････岐阜市企画部交通総合政策課　課長･ 青木　保親･ 17
路面電車のループ化事業と将来的な構想について
　･････････････････････････････札幌市･市民まちづくり局･総合交通計画部･路面電車活用担当課長･ 本間　　豊･ 24
コミュニティサイクルの可能性
　････ 株式会社NTT･ドコモ　スマートライフビジネス本部ライフサポートビジネス推進部環境事業推進担当部長･ 坪谷　寿一･ 28
集約型都市構造の構築に向けた都市交通としてのカーシェアリングの展開・可能性
　･･･････････････････････････････････････････････････ パーク 24･株式会社　事業開発部　部長･ 間地　信夫･ 33
横浜市における超小型モビリティを活用した実証実験
　･･･････････････････････････････････････････横浜市温暖化対策統括本部プロジェクト推進課長･ 吉田　雅彦･ 37
コインパーキングに対する立地規制・誘導策の取組
　････････････････････鎌倉市･まちづくり景観部･まちづくり政策課･まちづくり政策担当･担当係長･ 下澤　　敦･ 41

都市行政の動き
都市局長に就任して
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ･国土交通省　都市局長･ 石井喜三郎･ 44

特別企画１　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（７）
東日本大震災、復興事業における今日的な課題
　･････････････････････････････東北大学　大学院工学研究科　都市・建築学専攻　専攻長・教授･ 小野田泰明･ 45
復興まちづくりにみる計画論的課題について
　･････････････････････････････････････････････ 福島工業高等専門学校･建設環境工学科･准教授･ 齊藤　充弘･ 49

特別企画２　日本各地からのまちづくり情報（16）
集約型都市構造を目指す新潟県の取り組み･･････････････････長岡技術科学大学副学長･ 中出　文平･ 52

連載　中心市街地の再生に向けて ～認定基本計画の取り組み～
安城市中心市街地活性化基本計画の概要･･････････････････････････････　安城市産業振興部商工課･ 60

特別寄稿
第３回東日本復興関連業務実施等実態調査の報告　
　･･･････････････ 一般社団法人･都市計画コンサルタント協会･東日本大震災復興特別委員会委員長･ 松原　悟朗･ 64

12-300-2013総目次.indd   101 2013/12/17   12:26:21



102  Vol.67 No.12 2013  SHINTOSHI

随想
都市災害に直面して（その２）････････････････････････元国土交通省大臣官房技術審議官･ 斉藤　　親･ 67
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特別企画１　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（８）
目に見える復興の姿をいち早く示すために全国からの持続的支援が必要
　･････････････････････････････････････････････････････日本大学理工学部土木工学科　准教授･ 大沢　昌玄･ 38
都市デザインの視点をどうするか
　････････････････････････････････法政大学デザイン工学部教授　（株）日本都市総合研究所代表･ 高見　公雄･ 41

特別企画２　日本各地からのまちづくり情報（17）
線引き制度との関係から地方都市郊外部のまちづくり手法を考える
　･･･････････････････････････････････････････････････････山口大学大学院理工学研究科　教授･ 鵤　　心治･ 43
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連載　中心市街地の再生に向けて ～認定基本計画の取り組み～
津山市中心市街地活性化基本計画の概要
　～歴史・文化を感じ、訪れたい、住みつづけたい城

ま ち

下町　津山～
　･･･････････････････････････････････････････････････津山市総合企画部都市再生推進室　主査･ 小須田　純･ 51

特別寄稿
随･想　プロジェクトの行方（･＋あとがき）　･･･････元国土交通省大臣官房技術審議官･ 斉藤　　親･ 55

書 評
『･金沢の気骨－文化でまちづくり』　（山出･保･著）
　･･･････････････････国土交通省･都市局･公園緑地・景観課･景観・歴史文化環境整備室　課長補佐･ 森口　俊宏･ 57

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 58
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 60
編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 60

平成 25 年 10 月号
特集　環境モデル都市について・健康・医療・福祉と連携したまちづくり

巻頭言
「上質な田舎」を目指した、低炭素モデル社会の創造
　･････････････････････････････････････････････････････････････････岡山県　西粟倉村　村長･ 青木　秀樹･ 3

特集１　環境モデル都市について
環境モデル都市の追加選定等について
　･･････････････････････････････････････国土交通省都市局都市政策課都市環境政策室･課長補佐･ 山口亜希子･ 5
「環境モデル都市」御嵩町の取り組み
　～「･清流の国ぎふ」豊かな森林を持つ低炭素のまち‘みたけ’を目指して～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････御嵩町役場　企画調整担当参事･ 葛西　孝啓･ 7
環境モデル都市“神戸”の取り組み　～サスティナブルシティ神戸を目指して～
　･････････････････････････････････････神戸市環境局資源循環部環境未来都市推進室　担当係長･ 八木　　実･ 11
「ECO･未来都市あまがさき」へのチャレンジ･･･････････････････････････････尼崎市･ 吉岡　辰郎･ 15
「上質な田舎」を目指した、低炭素モデル社会の創造
　･････････････････････････････････････････････････････････岡山県西粟倉村産業観光課　課長･ 上山　隆浩･ 19

特集２　健康・医療・福祉と連携したまちづくり
高齢社会の「健康・医療・福祉と都市計画」･････････････日本大学理工学部土木工学科･ 岸井　隆幸･ 23
「健康・医療・福祉のまちづくり」の推進について
　･･････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課・街路交通施設課･ 25
地域包括ケアシステムの構築に向けた取組
　･････････････････････････････････････････････厚生労働省老健局振興課　地域包括ケア推進官･ 岡島さおり･ 28
誰もが自然と健康になれる「健幸」なまち　スマートウエルネスシティを目指して
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････新潟県見附市長･ 久住　時男･ 32
スマートウエルネスぎふにおける「歩き」を促す歩行環境形成への取り組み
　･････････････････････････････････････････････････････ 岐阜市･都市建設部･歴史まちづくり課･ 山川　明宏･ 35
グリーンロード構想及び地域コミュニティを活かしたまちづくり
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････牛久市建設部長･ 益子　政一･ 38
･米国リタイアメントコミュニティの経験とわが国におけるプラチナコミュニティへの展開
　･･･････････････････････････････････････････････㈱三菱総合研究所プラチナ社会研究センター･ 長谷川　専･ 43
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特別企画　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（９）
原発事故下の南相馬市の復興計画と「非常時対応の都市計画」について
　･･････････････････････････････････････････････････････足利工業大学工学部創生工学科･教授･ 簗瀬　範彦･ 46

連載　中心市街地の再生に向けて ～認定基本計画の取り組み～
周南市中心市街地活性化基本計画の概要･･････周南市　中心市街地整備部　中心市街地整備課･ 48

特別寄稿
筑波研究学園都市論（理論と実践）〈第１回〉　第一章　田園都市論　
　･･･････････････････････････････････････････････････政策研究大学院大学客員教授　工学博士･ 三井　康壽･ 51

寄稿
東京都の防災都市づくり･････････････東京都都市整備局市街地整備部　防災都市づくり課長･ 青木　成昭･ 59
フランスにおける都市・住宅・環境政策の方向性と持続可能なまちづくりの考察　－［前編］－　
　･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省総合政策局国際政策課･ 西村　　愛･ 64

都市行政の動き
東日本大震災に関する主な動き（平成 25 年７～９月）
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局･ 70

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 71
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 72
編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 72

平成 25 年 11 月号
特集　第 65 回都市計画全国大会（茨城県）

グラビア
第 65 回都市計画全国大会（茨城県）････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1

特集１　第 65 回都市計画全国大会（茨城県）
第 65･回都市計画全国大会の開催にあたって
　･････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会　会長･ 小川　忠男･ 3
第 65･回都市計画全国大会を迎えて･･･････････････････････････････････････茨城県知事･ 橋本　　昌･ 4
第 65･回都市計画全国大会を迎えて･････････････････････････････････････････水戸市長･ 高橋　　靖･ 6

〈茨城県の取り組み〉
茨城県の都市計画･･･････････････････････････････････････茨城県土木部都市局都市計画課長･ 大塚　嘉久･ 8
茨城県の土地区画整理事業　～圏央道及びつくばエクスプレス沿線のまちづくり～
　･････････････････････････････････････････････････････････茨城県土木部都市局都市整備課長･ 小池　精一･ 12
茨城県の街路事業･･･････････････････････････････････････茨城県土木部都市局公園街路課長･ 冨山　　宏･ 15
茨城県の都市公園事業･･････････････････････････････････茨城県土木部都市局公園街路課長･ 冨山　　宏･ 18
茨城県の下水道事業･･････････････････････････････････････茨城県土木部都市局下水道課長･ 青沼　文彦･ 21
東日本大震災からの復興･･･････････････････････････････茨城県土木部都市局都市計画課長･ 大塚　嘉久･ 24
筑波研究学園都市 50･周年を迎えて
　･････････････････････････････････茨城県企画部つくば・ひたちなか整備局つくば地域振興課長･ 池畑　直美･ 27

〈水戸市の取り組み〉
水戸市の都市計画･････････････････････････････････････････水戸市都市計画部都市計画課長･ 川﨑　洋幸･ 30
弘道館・水戸城跡周辺の歴史的景観整備･････････････水戸市都市計画部市街地整備課長･ 圷　　貴之･ 32
中心市街地交流拠点の形成　～泉町・大工町周辺地区の市街地再開発事業～
　･･･････････････････････････････････････水戸市都市計画部泉町・大工町周辺地区開発事務所長･ 小林　幸夫･ 35
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〈地方都市の取り組み〉
日立駅周辺地区整備　～日立の顔として誇れる都市拠点の形成を目指して～
　･･･････････････････････････････････････････････日立市都市建設部都市政策課　副参事兼係長･ 佐川　勝宣･ 37
都市機能の集約による質の高いコンパクトなまちづくり
　･････････････････････････････････････････土浦市都市整備部都市計画課　まちづくり推進室長･ 飯泉　貴史･ 39
古河駅西口地区のまちなか再生･･･････････････････････････････････古河市建設部　参事･ 秋葉　邦之･ 41
鹿島鉄道廃線跡地へのBRT･の導入･････････････石岡市都市建設部都市計画課　課長補佐･ 浅田　禎智･ 43
常陸太田駅周辺整備･･････････････････････････････････････常陸太田市建設部都市計画課長･ 江尻　伸彦･ 45
住みよいまち･訪れてよいまち･笠間
　～･笠間芸術の森公園等の観光資源を生かしたにぎわいの創出～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････笠間市都市建設部都市計画課長･ 青木　理重･ 47
つくばエクスプレスつくば駅前広場等の整備
　･････････････････････････････････････････････････････････つくば市都市建設部都市計画課長･ 長島　芳行･ 49
ひたちなか市における中心市街地の整備
　･････････････････････････････････････････････ひたちなか市都市整備部都市計画課　課長補佐･ 井上　　亨･ 51
低炭素まちづくりへの取り組み･･･････茨城県守谷市都市計画課　まちづくりグループ係長･ 奥野　清輝･ 53

〈民間団体・地方都市の一体となった取り組み〉
まちづくり総力戦（１）　～町並みと心の景観づくり～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････真壁、八七咲き社中　代表･ 川嶋　利弘･ 55
まちづくり総力戦（２）　～真壁における町並み再生の取り組み～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････桜川市建設部都市整備課長･ 井坂　　徹･ 59

〈民間団体の取り組み〉
結い市　～人と街・場所とモノとの縁を結ぶプロジェクト～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････結いプロジェクト　代　表･ 飯野　勝智
　･ 推進役･ 鈴木　優太･ 61

特別企画　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（10）
復興土地区画整理事業の課題････････････････東京工業大学大学院社会理工学研究科　教授･ 中井　検裕･ 64
大槌町における住民主体の復興まちづくり
　･･･････････････････････････････････････ 東京大学･大学院工学系研究科･社会基盤学専攻　教授･ 中井　　祐･ 67

平成 25 年 12 月号
特集　「循環のみち」の実現に向けた下水道の施策

巻頭言
地域に密着した循環型下水処理への転換･･･････････････････････････････････佐賀市長･ 秀島　敏行･ 3

特集　「循環のみち」の実現に向けた下水道の施策
「循環のみち」下水道のさらなる進化を目指して
　～新下水道ビジョン（仮称）の策定に向けた取組～
　･･･････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部　下水道企画課　課長補佐･ 茨木　　誠･ 5

〈「水のみち」の創出〉
水のみち　新発田川再生物語の取組み
　･････････････････････････････････････････････････････････新潟県新発田市下水道課　副参事･ 星野　茂樹･ 10
まちなかにホタルが帰ってきた　－･30･年間にわたるホタル生息調査－
　･･･････････････････････････････････････････････････岡山市下水道局下水道経営計画課　主任･ 山縣　正明･ 14
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〈「資源のみち」の創出〉
恵庭下水終末処理場におけるバイオマス利活用（発電等）の取り組み
･ ････････････････････････････････････････････････････ 北海道恵庭市水道部下水道課･ 古川　大樹･ 17
～バイオマス産業都市の構築を目指して～　下水汚泥と他バイオマスとの混合消化実証実験
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････下水道部下水道計画課･ 橋本　康弘
　･ 下水道部下水道管理センター施設管理課処理場係･ 山本　茂浩･ 21

〈「サスティナブルな下水道」の実現〉
日本の下水道技術（管路更生工法）による欧州都市再生への貢献
　･････ 積水化学工業株式会社･環境・ライフラインカンパニー･バリューチェーン事業推進部･海外包括グループ長･ 南洞　　誠･ 24
津波を想定した全国初の「横浜市下水道BCP」の策定と運用
　～地震・津波災害に対する職員の危機管理体制の強化～
　･････････････････････････横浜市環境創造局　下水道計画調整部　下水道事業調整課　課長補佐･ 吉岡　直樹･ 29

〈身近な下水道を目指して〉
五感をフル活用したマンホールふたの情報発信センター
　･･･････････････････････････････････････････株式会社G&U･技術研究センター　研究開発部長･ 土手　一朗･ 33
下水道事業PR･ビデオ
　･････････････････････････････････金沢市企業局建設課　下水道基本計画グループ　グループ長･ 沖津　　功･ 35
地域に根差した下水道を目指して　「広島市下水道サポーター協議会による活動」
　･････････････････････････････････････････････････････････広島市下水道局経営企画課　技師･ 狭戸尾秀一･ 38
国指定重要文化財『旧三河島汚水処分場喞筒場施設』
　～わが国最初の近代下水道施設を公開・未来に継ぐ～
　････････････････････････････････････････････････東京都下水道局　施設管理部･施設保全課長･ 井上　　潔･ 41
～･BISTRO･下水道における取組～
　･･･････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付計画係長･ 大上　陽平･ 43

特別企画　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（11）
東日本大震災復興まちづくりのこれからに向けて　～被災地の早期復興を目指して～
　･･･････････････････････････････････････････････････････三菱地所株式会社　都市計画事業室･ 座間　　充･ 44
地域のマンパワーの活用による地震・津波リスク低減をめざせ
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････筑波大学　システム情報系･ 糸井川栄一･ 47

連載　中心市街地の再生に向けて ～認定基本計画の取り組み～
第２回まちづくり法人国土交通大臣表彰　～受賞団体の取組紹介～
　･････････････････････････････公益財団法人　京都市景観・まちづくりセンター　事業第二課長･ 髙橋ありす･ 50

特別寄稿
筑波研究学園都市論（理論と実践）〈第２回〉第二章･施設計画論（市区改正・旧都市計画法）
　･･･････････････････････････････････････････････････政策研究大学院大学客員教授　工学博士･ 三井　康壽･ 53
2020･年オリンピック・パラリンピックを見据えた東京のまちづくり
　･････････････････････････････････････････････････････････東京都技監（･都市整備局長兼務）･ 藤井　寛行･ 61

寄稿
フランスにおける都市・住宅・環境政策の方向性と持続可能なまちづくりの考察　－［後編］－　
　･･････････････････････････････････････････ 国土交通省総合政策局国際政策課･ 西村　　愛･ 70
第･46･回 EAROPH･地域セミナー開催･･ ･E･A･R･O･P･H･理事　国土政策研究会専務理事･ 小浪　博英
　･ 都市計画協会上席調査・研究員･ 矢野　進一･ 75

《都市計画協会報告》
まちづくりセミナー　開催の報告･･･････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会･ 80
第 34･回まちづくり拝見研修会について（報告）･･････････････････公益財団法人　都市計画協会･ 85
2013･年「世界都市計画の日」日本集会　開催報告･･･････････････公益財団法人　都市計画協会･ 87
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「新都市」平成26年第68巻総目録

平成 26 年１月号
特集　自助共助と安全・安心なまちづくり

年頭の辞
新年のごあいさつ  ･･･････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会会長 小川　忠男 3
巻頭言

21 世紀の防災まちづくりの方向
　 ･･････････････････････････････････････････････････明治大学　政治経済学研究科　特任教授 中林　一樹 5
特集　自助共助と安全・安心なまちづくり
〈総論〉

地域力による都市の安全性向上に係る取組の推進
　～自助・共助の取組と行政の連携の進め方について～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市安全課 9
自助・共助と安全・安心なまちづくり
　 ･･･････････････････････ 東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター長 / 教授

　 東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター教授 目黒　公郎 13
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　 ･･････････････････････････････････････････････････････････三ツ星ベルト株式会社　社長室 濵村　　健 35 
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　～「逃げ出す街」から「逃げ込める街」へ～
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地域一体となった防災まちづくり
　 ･･････････････････････････････････････････国分寺市　泉町三丁目地区連合自治防災会　会長 杉田　重蔵 50
特別企画　東日本大震災　復興まちづくりのこれからに向けて（12）

三陸地方における復興まちづくりの課題と展望
　～久慈市・釜石市での支援活動をふまえて～
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　 ･･････････････････････････････････････････････････････筑波大学システム情報系社会工学域 谷口　　守 56
特別寄稿　筑波研究学園都市論（理論と実践）〈第３回〉

第三章　区画整理手法論（災害復興、震災復興、戦災復興）
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平成 26 年２月号
特集　景観まちづくりの現状と課題

特集　景観まちづくりの現状と課題
〈総論〉

景観計画の計画制度としての可能性 ･････････････････････････････････大阪大学大学院 小浦　久子 3
景観まちづくりの現状と課題
　 ････････････････････････････････････国土交通省都市局景観・歴史文化環境整備室　課長補佐 地下　　調 7

〈取組事例〉
京都市の景観政策
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岡山市景観計画と後楽園の背景保全　 ･･･････････ 岡山市都市整備局都市計画課 副主査 山﨑　政範 19
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　 ･････････････････････････ 兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課景観形成室 景観行政係長 松井　雅伸 29
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平成 26 年３月号
特集　低炭素まちづくりに向けた取り組みの現状と今後の展開

巻頭言
新たな日本の奇跡“New Japanese Miracle”
　 ･･････････････････････････････････････････環境未来都市構想推進協議会　会長　北九州市長 北橋　健治 3
特集　低炭素まちづくりに向けた取り組みの現状と今後の展開
〈総合〉

海外の低炭素まちづくりの取り組みを踏まえた日本の低炭素まちづくり計画の意義とあり方
　 ･････････････････････････ 政策大学院大学及び法政大学大学院講師 元世界銀行主席都市専門官 鈴木　博明 5
温室効果ガス削減の新目標と低炭素まちづくりへの期待
　 ･･････････････････････････････････････････環境省　総合環境政策局　環境計画課　課長補佐 浜島　直子 10
低炭素まちづくりの推進に向けた国土交通省の取り組みについて
　 ･･････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課　都市環境計画係長 高橋　　慶 12

「ヒートアイランド現象緩和に向けた都市づくりガイドライン」について
　 ･･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課　公園緑地係長 守谷　　修 15

〈エコまち計画の事例紹介〉
「低炭素まちづくり計画」と「PFI 事業」を軸とした土地区画整理事業による市街地の再生
　 ････････････････････････････････････････････････････ 川西市 中央北整備部 中央北推進室長 酒本　恭聖 16
医療施設の街なか移転に伴うコンパクトでエコなまちづくり
　 ･･････････････････････････････････････････････････････小諸市役所　都市計画課　計画係長 春原　信行 20

〈低炭素まちづくりの事例紹介〉
宮古市スマートコミュニティ事業構築の取り組み
　 ････････････････････････････････････････宮古市スマートコミュニティ推進協議会　事務局長 武藤　良樹
　 宮古市スマートコミュニティ推進協議会　事務局次長 滝澤　　肇
　 （宮古市総務企画部復興推進課　課長）  22
省エネ立体都市『あべのハルカス』
　 ･･････････････････････････････････････近畿日本鉄道㈱　ターミナル開発事業本部　技術部長 安東　隆昭 26
低炭素都市の構築に向けた薩摩川内市の挑戦
　～みんなで創る“エネルギーのまち”の取組み～
　 ････････････････････････････････････鹿児島県薩

さ つ ま せ ん だ い し

摩川内市　企画政策部　新エネルギー対策監 向野陽一郎
　 ㈱富士通総研　第１コンサルティング本部 金融・地域事業部シニアマネジングコンサルタント 高橋　誠司
　 （３．エコまち計画の策定を踏まえた低炭素都市の実現部分について担当）  30
活力ある低炭素社会の実現を目指して
　～クルマのまちから“環境先進都市”へ～
　 ････････････････････････････････････････豊田市役所企画政策部環境モデル都市推進課　主査 杉浦　栄紀
　 豊田市役所都市整備部交通政策課　副主幹 中根　　章 34
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災害に強い環境共生型街づくり「日本橋スマートシティ」
　～自立分散型地域電気供給と低炭素型高効率地域冷暖房の導入～
　 ･･････････････････････････････三井不動産㈱　ビルディング本部運営企画部環境推進グループ 三浦　　涼 38

特別企画　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（14）
復興まちづくりに析出するこの国の病理
　 ･･････････････････････････････ 東北大学災害科学国際研究所 情報管理・社会連携部門 准教授 平野　勝也 42
攪乱を受け入れるまちづくり ･･････････････････････ 千葉大学大学院園芸学研究科 准教授 木下　　剛 45
東日本大震災から３年を経て ･･････････ 岩手大学大学院工学研究科社会環境工学専攻 教授 南　　正昭 48

連載　第２回まちづくり法人国土交通大臣表彰 ～受賞団体の取組紹介～（２）
第２回まちづくり法人国土交通大臣表彰～受賞団体の取組紹介～
　 ････････････････････････････････････････････特定非営利活動法人まちづくり学校　事務局長 山賀　昌子 50

特別寄稿　筑波研究学園都市論（理論と実践）〈第５回〉
第５章　都市化の時代　－面開発の時代 ･･････政策研究大学院大学客員教授　工学博士 三井　康壽 53

特別寄稿　神奈川県の景観行政と邸園文化圏再生構想の取組み
　 ････････････････････神奈川県県土整備局都市部都市整備課　景観まちづくりグループリーダー 井上　憲司 62

特別寄稿　土地区画整理事業による低炭素まちづくりの実現に向けて
　 ････････････････（財）都市づくりパブリックデザインセンター udc 低炭素まちづくり研究会 71

特別寄稿　日本モビリティ・マネジメント会議の最近の動向
　 ･････････････････････････････････････････････ 一般社団法人 日本モビリティ・マネジメント会議 78

特別寄稿　都市行政におけるビッグデータの活用について
　 ･･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課都市計画調査室 鈴木　俊平
　  桑原　正明 80

都市行政の動き
社会資本整備審議会への新たな諮問について　 ･･･････････････ 国土交通省都市局総務課調整室 83
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都市計画協会コーナー　＜寄贈図書＞ ････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会 84

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
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行事日誌 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  85
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  85

平成 26 年４月号
特集　平成 26 年度予算・都市再構築の時代における戦略的な都市経営と 

公民連携まちづくり（プレイスメイキング）

巻頭言
都市再構築の時代における戦略的な都市経営と公民連携のまちづくり

（プレイスメイキング）への期待　～長寿命建築を目指して～
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････首都大学東京　特任教授

　 株式会社青木茂建築工房　主宰 青木　　茂 3
特集１　平成 26 年度予算

国土交通省関係予算の概要　 ･･････････････････････････････････････････国土交通省大臣官房会計課 5
都市局等関係予算の概要 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  7
復興と国土強靱化に資する都市の防災・減災、老朽化対策 ･･･････････････････････････････････････  8
まちの活力の維持・増進（都市再生）に向けた都市機能の立地誘導等 ･･････････････････････････  17
都市の国際競争力の強化に向けた国際拠点の整備 ･････････････････････････････････････････････････  24
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下水道事業予算の新規事項等 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  27
特集２　都市再構築の時代における戦略的な都市経営と公民連携まちづくり（プレイ

スメイキング）
都市再構築の時代における戦略的な都市経営と公民連携まちづくり（プレイスメイキング）
について（支援制度「民間まちづくり活動促進事業」の制度改正の概要）
　 ････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　まちづくり推進課　政策係長 持松　友博 28

〈実践〉
ストックを活用して楽しく豊かな生活の場《まち》を創出する時代へ

『建築－新しい仕事のかたち　箱の産業から場の産業へ』より
　 ･･････････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授 松村　秀一 30
民間の自立的なまちづくりと自治体との連携
　 ･･････････････････････････････････････････東洋大学経済学部大学院公民連携専攻　客員教授 清水　義次 35
環境変化と先行事例に見る、実績をあげるまちづくり人材の変化
　 ･････････････････････････････ 一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス 代表理事

　 一般社団法人公民連携事業機構 理事 木下　　斉 39
〈地方都市発・先進事例〉

【北九州市発】日本全国に拡がるリノベーションスクールの「わ」
　 ･･･････国立大学法人九州工業大学准教授　リノベーションスクール @ 北九州代表　北九州リノベーションまちづくり推進協議会副会長

　 株式会社北九州家守舎取締役　一般社団法人リノベーションまちづくりセンター代表理事 徳田　光弘 43
【北九州市発】北九州家守とリノベーション
　 ････････････････北九州市産業経済局新成長戦略推進室サービス産業政策課　事業推進担当係長 片山　二郎 45

【長野市発】長野・門前暮らしのすすめプロジェクト
　 ････････････････････････････････････････････････････････株式会社 MYROOM　代表取締役 倉石　智典 47

【熱海市発】熱海リノベーション・スクール ･･･････････NPO 法人 atamista　代表理事 市来広一郎 49
【和歌山市発】リノベーション・スクール＠わかやまの取り組みについて
　 ･･････････････････････和歌山市まちづくり局まちおこし部商工まちおこし課商業振興班　主査 榎本　和弘 51

【大分市発】フンドーキンマンション家守報告 ･･･････････････････ DABURA.m 代表 光浦　高史 53
〈関連施策の紹介〉

「農」を楽しめるまちづくり
　 ･･･････農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課　都市農業室（都市農業第２班担当） 髙塚　泰誠 54
不動産証券化手法を活用したまちのバリューアップ
　 ･････････････ 国土交通省 土地・建設産業局 不動産市場整備課 不動産投資市場整備室 課長補佐 松本　岳人 55
都市再構築に資する民間の都市開発プロジェクトに対する金融支援
　 ･････････････････････････････････････ 都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室 課長補佐 本村　龍平 56
既存住宅の流通・リフォーム市場の活性化に向けて
　 ･･････････････････････････国土交通省住宅局住宅生産課住宅ストック活用・リフォーム推進官 松野　秀生 57
中心市街地活性化とタウンマネジメント
　 ････独立行政法人　中小企業基盤整備機構　高度化事業部　経営診断統括室　主任研究指導員　

　 タウンプロデューサー（経済産業省）地域活性化伝道師（内閣府） 長坂　泰之 58
特別企画　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（15）

本当に見えてきた事前復興のあり方 ･･････････ 弘前大学大学院地域社会研究科 研究科長 北原　啓司 60
人口減少社会における持続可能な復興計画の推進に向けて
　 ･･････････････････････････････････････････････ 早稲田大学理工学術院 社会環境工学科 教授 森本　章倫 62

特別寄稿　筑波研究学園都市論（理論と実践）〈第６回〉
第６章　新都市計画法　－都市化時代の法体系の確立新法での学園都市づくり
　 ･･････････････････････････････････････････････････政策研究大学院大学客員教授　工学博士 三井　康壽 64
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特別寄稿　都市計画道路の長期未着手メカニズムと時間管理の導入
第１回　長期未着手の発生とその要因　 ･･････････････････････････････豊島区副区長 渡邉　浩司 73

都市行政の動き
東日本大震災に関する主な動き（平成 26 年１～３月） ･･･････････････････････ 国土交通省都市局 77

《都市計画協会からのお知らせ》
第 36 回まちづくり拝見研修会（福島県喜多方市）のご案内
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会 78

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  79
行事日誌 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  79
都市局人事異動 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  80
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平成 26 年５月号
特集　「歩く」を考える

巻頭言
「歩くまち京都」の実現を目指して ････････････････････････････････････････京都市長 門川　大作 3

特集　「歩く」を考える
〈総論〉

街路事業と「歩く」こと ･･････････････････国土交通省 都市局 街路交通施設課 企画専門官 服部　卓也 5
歩いて暮らせる健康都市構築の必要性 ･･････････････････････････筑波大学大学院教授 久野　譜也
　 つくばウエルネスリサーチシニアリサーチャー 吉澤　裕世 9
楽しく歩けるモールづくりへのアプローチ
　 ････････････････････････イオンモール株式会社 開発本部 建設企画統括部 デベロッパー企画部 前田　　顕 14

「歩く」ことと都市の魅力 ･････････････････････････京都市歩くまち京都推進室　企画課長 福田　敏男 18
面的な開発における歩行空間計画―UR 施行地区における歩行空間整備の歴史
　 ･･･････････････････････････････････････ 足利工業大学創生工学科 建築・社会基盤学系　教授 簗瀬　範彦 22

〈事例紹介〉
ライジングボラードによる自動車流入抑制 ･････････ 新潟市 中央区役所建設課 副主査 関口　晃司 26
歴史的環境を活かした歩行環境整備伝統的町並み空間を結ぶ歩行環境整備
　 ･･････････････････････････････････････････川越市都市計画部都市景観課　伝建地区担当主査 入曽　卓也 30
新宿駅東口地区における歩行空間創出の取り組み
　 ････････････････････････････････････････････新宿区　都市計画部都市計画課　都市施設係長 渡辺　郁夫 34

特別企画　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（16）
取り戻そう笑顔あふれる女川町 ･･････････････公益財団法人　えどがわ環境財団　理事長 土屋　信行 38
岩手県宮古市復興から見える地域の今日の姿
　 ･･････････････････････････････････････････････東京工業大学大学院総合理工学研究科　教授 屋井　鉄雄 41

特別寄稿　筑波研究学園都市論（理論と実践）〈第７回〉
第７章　研究学園都市構想事始め
　 ･･････････････････････････････････････････････････政策研究大学院大学客員教授　工学博士 三井　康壽 43

特別寄稿　都市計画道路の長期未着手メカニズムと時間管理の導入
第２回　発生要因の分析とメカニズムの明確化 ･･････････････････････豊島区副区長 渡邉　浩司 50

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  54
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行事日誌 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  54
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  54

平成 26 年６月号
特集　まちづくり月間　～人にやさしいまちづくり～

グラビア
第 32 回　まちづくり月間
まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞者功績概要 ･････････････････････････････････････グラビア １
巻頭言
「山の水族館」を核とした「温泉街の再生」 ･･･････････････････････････････北見市長 櫻田　真人 3
特集　まちづくり月間　～人にやさしいまちづくり～

第 32 回「まちづくり月間」の実施について･･･････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　 住宅局市街地建築課 6
第 32 回まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞者の紹介
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　 住宅局市街地建築課 8
第３回まちづくり法人国土交通大臣表彰受賞者の紹介
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　 住宅局市街地建築課 12
第９回『まち交大賞』について ･･･････････････････････････････････････まちづくり情報交流協議会
　 一般財団法人 都市みらい推進機構 13
第 31 回まちづくり標語懸賞募集入選作品の紹介 ････････････････公益財団法人　都市計画協会 18
第９回住まいのまちなみコンクール審査報告 ･････････････････ 一般財団法人住宅生産振興財団 20
第 16 回「まちの活性化・都市デザイン競技」の結果概要
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ まちづくり月間全国的行事実行委員会
　 公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター 23
第 32 回まちづくり月間地方公共団体等における主な関連行事の紹介
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　 住宅局市街地建築課 32
平成 26 年度都市景観大賞の結果概要
　 ･････････････････････････････････････････ 公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター 34
特別寄稿　「都市計画道路の長期未着手メカニズムと時間管理の導入」

第３回　訴訟から見た問題点と損失 ･･･････････････････････････････････豊島区副区長 渡邉　浩司 38
特別寄稿　ビッグデータにおけるプライバシー保護　～日立における取り組みから～

　 ･････ 株式会社日立製作所　情報・通信システム社　スマート情報システム統括本部戦略企画本部事業開発部　担当部長 田尻　信行
　 株式会社日立コンサルティング　公共本部　シニアマネージャー 美馬　正司
　 株式会社日立コンサルティング　公共本部　シニアコンサルタント 宮澤　泰弘 42
特別寄稿　新たな時代の都市づくりに向けて

新生都市計画コンサルタント協会のビジョン
　 ････････････････････････････････････････････････････前協会ビジョン策定特別委員会委員長 松原　悟朗 46
都市行政の動き

平成 26 年度全国都市計画主管課長会議の開会にあたって
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省 都市局長 石井喜三郎 49
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書　評
『まちを歩く　建物めぐりを楽しむ＜東京＆近郊編＞』　三井 康壽 監修
　 ･･････････････････････････････････････････政策研究大学院大学　まちづくりプログラム教授 吉田　　恭 51
書　評　都市計画協会コーナー　＜寄贈図書＞

鉄道が創りあげた世界都市・東京 ････････････････････････････････････････ 矢島 隆・家田 仁　編著 52
《都市計画協会だより》・《都市局だより》

都市計画協会だより ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  53
行事日誌 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  53
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  53

平成 26 年７月号
特集　まちづくりと一体となったエネルギー面的利用の新たな展開

巻頭言
３.11 をふまえた「都市の中核機能を担う地区」の防災のあり方とは
　 ･･････････････････････････東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター准教授 加藤　孝明 3
特集　まちづくりと一体となったエネルギー面的利用の新たな展開
〈総論〉

都市開発とエネルギーの面的利用
　～事業継続街区（BCD：Busuiness Continuity District）の実現に向けて～
　 ･･････････････････････････････････････国土交通省 都市局 市街地整備課 拠点整備事業推進官 鎌田　秀一 7
新たなエネルギー基本計画に基づくスマートコミュニティの展開
　 ････経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新産業・社会システム推進室 室長補佐 日原　正視 14

〈事例紹介〉
大型 CGS による大規模熱電併給　豊洲埠頭地区におけるスマートエネルギーネットワーク構築の

検討について ･･････････････ 東京ガス株式会社　エネルギー企画部 エネルギー計画グループ 大園　夏也 19
東京イースト 21 への「スマートエネルギーネットワーク」導入とその評価
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････鹿島建設株式会社 平岡　雅哉 23
名駅南・名駅東地区におけるエネルギー面的利用について
　 ････････････････････････････････････････････････東邦ガス株式会社　都市エネルギー営業部 蟹江　俊広 25
岩崎地区における天然ガスコージェネレーションを活用したスマートエネルギーネットワークの構築
　 ･･････････････････････････････････大阪ガス株式会社エネルギー事業部計画部　東京担当部長 岡本　利之 29
札幌都心地区における木質バイオマス利用による CO₂大幅削減
　 ････････････････････････････株式会社　北海道熱供給公社　生産部　中央エネルギーセンター 保木　国泰 32
高崎市中央・城址地区における面的エネルギー利用
　 ････････････････････････････････東京都市サービス株式会社　施設管理部　運用管理グループ 松田　泰範
　 鯉渕　崇寿 36
晴海アイランドトリトンスクエアにおけるタウンマネジメント　街ぐるみのライフサイクルマネジメント
　 ･･････････････････････････････････････････････晴海アイランドトリトンスクエア統一管理者

　 株式会社　晴海コーポレーション　管理部　担当部長 近藤　浩幸 39
シーサイドももち地区における海水温度差エネルギーを活用した地域熱供給
　 ････････････････････････････････････････････････････････株式会社福岡エネルギーサービス 近藤　典博 45
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〈情報提供〉
自立型・低炭素都市づくりを支えるスマートエネルギーネットワークの先進事例
－北欧の先進地域の訪問調査より－
　 ･･････････････････････････････････････横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院　教授 佐土原　聡
　 東京ガス㈱エネルギー企画部　都市システム TL 工月　良太 48
エネルギー供給管路の道路占用に関する解説
　 ･･････････････････････････････････････････････国土交通省　道路局路政課　道路利用調整室 尾嵜　亮太 52
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　 ････････････････････････････････････････････････････････････富山市都市整備部都市政策課 堀　　友彰 42
熊本市における多核連携都市の実現に向けた取り組み
　 ･･････････････････････････････････････････････熊本市都市建設局首席審議員兼都市政策課長 石坂　信也 47
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第 10 章　景観 ････････････････････････････････････政策研究大学院大学客員教授　工学博士 三井　康壽 62
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平成 26 年 10 月号
特集　第 66 回都市計画全国大会（山口県）

グラビア
第 66 回都市計画全国大会（山口県） ･･･････････････････････････････････････････････････････グラビア 1
特集　第 66 回都市計画全国大会（山口県）

第 66 回都市計画全国大会の開催にあたって
　 ････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会　会長 小川　忠男 3
第 66 回都市計画全国大会を迎えて ･･････････････････････････････････････山口県知事 村岡　嗣政 4
第 66 回都市計画全国大会を迎えて ････････････････････････････････････････周南市長 木村健一郎 6

〈山口県の取り組み〉
山口県の都市計画 ･･････････････････････山口県土木建築部都市計画課　まちづくり推進班長 阿部　雅昭 8
山口県の景観行政（美しいやまぐちづくり）
　 ････････････････････････････････････････山口県土木建築部都市計画課　まちづくり推進班長 阿部　雅昭 12
山口県の土地区画整理事業 ･･･････････････山口県土木建築部都市計画課　市街地整備班長 小倉　和久 15
山口県の街路事業 ････････････････････････････山口県土木建築部都市計画課　街路公園班長 今村　政裕 18
山口県の都市公園事業 ･･･････････････････････山口県土木建築部都市計画課　街路公園班長 今村　政裕 21
山口県の下水道事業 ･･･････････････････････････山口県土木建築部都市計画課　下水道班長 山田　文彦 24

〈周南市の取り組み〉
周南市の都市計画 ･･････････････････････････････････････周南市都市整備部　都市計画課長 中村　一幸 27
徳山駅を中心とした歩いて暮らせる集約型まちづくりを目指して
　 ････････････････････････････････････････････周南市中心市街地整備部　中心市街地整備課長 重岡　伸明 30
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徳山動物園（徳山公園）リニューアル事業について
　 ･･････････････････････････････周南市都市整備部公園花とみどり課動物園リニューアル推進室 中野　孝明 33

〈地方都市の取り組み〉
下関駅にぎわいプロジェクト ･･･････････････････････下関市都市整備部　市街地開発課長 那須　信行 36
ときわ公園の全国ブランド化を目指して ････････････････････宇部市公園整備局　次長 安平　幸治 40
山口市中心市街地活性化基本計画について
　 ････････････････････････････････････････････山口市都市整備部　中心市街地活性化推進室長 荒瀬　秀治 43
新山口駅ターミナルパーク整備
　～まちと駅をつなぐ駅前広場、新たな文化・環境の価値観を生む自由通路～
　 ････････････････････････････････････････････････山口市ターミナルパーク整備部　建設課長 守田　昌弘 46
緑により形成されてきた萩のまちなみ ････････萩市歴史まちづくり部都市計画課　主任 杉山　徳明 49
歴史を活かしたまちづくり ･･･････防府市土木都市建設部都市計画課　まちづくり推進室長 中尾　　巧 52
下松中央地区都市再生整備計画事業について
　 ････････････････････････････････････････････下松市建設部都市整備課　まちづくり推進係長 松本　厚二 55

「住んでよし、訪れてよし」を目指した錦帯橋周辺のまちづくり
　 ････････････････････････････････････岩国市産業振興部観光振興課　錦帯橋世界遺産推進室長 重岡　章夫 57
岩田駅周辺地区における歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････光市建設部都市政策課　都市計画係長 松並　宏昌 60
長門市の下水道事業について ･･･････････････････････････････長門市建設部　下水道課長 岡村　芳朗 62
柳井駅周辺地区のまちづくりの取組　 ･･････････････････････柳井市建設部都市計画課 山本　健司 66
水と緑にふれあえるやすらぎの創出と中心地区のにぎわいの再生
　 ････････････････････････････････････････････････････････････美祢市建設経済部　建設課長 中村　寿志 68
厚狭地区における「まちづくり」について
　 ････････････････････････････････････････････････山陽小野田市建設部都市計画課　計画係長 大和　毅司 70

〈民間団体の取り組み〉
「街を、人を、その気にさせる。」まちづくり会社の取組み
　 ･････････････････････････････････････････････････････････（株）まちあい徳山　代表取締役 河村啓太郎 72
山口県の美しい景観を発掘し、守り、育てる！
　～「NPO 法人まちのよそおいネットワーク」の景観まちづくり 22 年～
　 ･････････････････････････････････････････NPO 法人まちのよそおいネットワーク　事務局長 原田　正彦 75
防府市における萩往還のまちづくり
　 ･･･････････････････････････････NPO 法人防府まちと住まいのアドバイザーセンター　理事長 三好　　昇 80

《開催報告》
プレイスメイキング　シンポジウム　開催速報 ････････････････････････････････････････････････････  84
新都市の編集方針に関するアンケート ･･････････････････････････････････････････････････････････････  巻末

平成 26 年 11 月号
特集　都市インフラの海外展開／大都市圏政策とテレワーク

巻頭言
都市インフラの海外展開　～そのキモはどこに？～（事務局によるインタビュー記事）
　 ･････････････････････････････････････････････････････ 東京大学・政策研究大学院大学 教授 家田　　仁 4
特集　都市インフラの海外展開／大都市圏政策とテレワーク
〈都市インフラの海外展開〉

都市開発の海外展開のための国土交通省の取組 ･･･････ 国土交通省　都市局　総務課　国際室 8
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都市ソリューションの海外展開
　 ･････ プライスウォーターハウスクーパース株式会社　パートナー、都市ソリューションセンター長 野田由美子 12
都市計画と国際化
　 ･････････････････････････････････････････････････（公財）都市計画協会　上席調査・研究員 矢野　進一 17
日本の都市開発のアジア諸国への展開について
　 ･･････････････････････････ 一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社 国際インフラ整備支援室

　 （元インドネシア JICA 専門家：総合交通政策アドバイザー／ JUTPI プロジェクトリーダー） 濱田　圭吾 21
〈大都市圏政策とテレワーク〉

平成 26 年版首都圏白書の概要について
　 ･･････････････････････････････国土交通省　都市局　都市政策課　都市政策調査室　課長補佐 川前　修平 31
大深度地下使用認可制度の概要について
　 ･････････････････････････････････････････････････国土交通省 都市局 都市政策課 都市政策調査室 38
大深度地下利用の技術動向と今後の展望
　 ･･････････････････････････････････････････････一般財団法人国土技術研究センター技術顧問 今田　　徹 41
テレワークの推進に係る国土交通省の取り組み
　 ･･････････････････････････････････････国土交通省都市局都市政策課都市環境政策室課長補佐 髙松　元史 43
テレワークの現状と今後の期待
　 ････････････････古矢リサーチグループ　代表　一般社団法人日本テレワーク協会　客員研究員 古矢　眞義 47
柔軟な働き方が大都市圏と地方を救う～「地方創生」における「テレワーク」
　 ･･･････････････････････････････････････････････（株）テレワークマネジメント　代表取締役 田澤　由利 51
テレワーク導入企業の取り組み事例
　 ････････････日本マイクロソフト株式会社　法務・政策企画統括本部　技術政策部長　工学博士 冨沢　高明 55
都心におけるレンタルスペースを活用したテレワークの推進
　 ････････････････････････････････････････････････銀座セカンドライフ株式会社　代表取締役 片桐　実央 58
都心におけるコワーキングスペースを活用したテレワークの推進
　 ･･････････････････････････ 富士ゼロックス総合教育研究所 執行役員 BA ビジネス推進部 部長 橋本　俊幸 62
地方でのテレワークの展開
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････株式会社柳組　代表 柳　　七郎 65
特別寄稿　筑波研究学園都市論（理論と実践）〈第 11 回〉

第 11 章　鉄道新線 TX　－日本の近代化の歴史は鉄道敷設の歴史－
　 ･･････････････････････････････････････････････････政策研究大学院大学客員教授　工学博士 三井　康壽 67

《著作紹介》
都心・中心市街地の再構築 ･････････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会 83

《開催報告》
プレイスメイキング　シンポジウム　開催速報 ････････････････････････････････････････････････････  84

《都市局だより》・《都市計画協会だより》
行事日誌・人事異動 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  90
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平成 26 年 12 月号
特集　新たな下水道ビジョンの策定とその施策展開

巻頭言
新たな下水道政策のあり方 ･･･････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科 花木　啓祐 4
特集　新たな下水道ビジョンの策定とその施策展開
〈総論〉

新下水道ビジョンが目指すもの　～「循環のみち」の持続と進化～
　 ･･････････････････････････国土交通省　水管理・国土保全局下水道部下水道企画課　課長補佐 茨木　　誠 6
下水道事業におけるアセットマネジメント制度の検討状況について
　 ･･････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課　企画専門官 本田　康秀 9
下水道における浸水対策について
　 ････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付　課長補佐 山縣　弘樹 12

〈事例紹介〉
史上初！書店で販売する一冊丸ごと下水道特集の雑誌
　「Pen+（ペン・プラス）『下水道のチカラ』」制作プロジェクト
　 ････公益社団法人 日本下水道協会 総務部 下水道史編纂室長（ 併）企画調査部 専門調査役／下水道広報プラットホーム（GKP）企画運営委員 阿部　千雅 15
下水道事業初のエネルギー基本計画「スマートプラン 2014」の策定
　 ･････････････････････････････････ 東京都下水道局計画調整部 カーボンマイナス推進担当課長 小池　利和 18
神戸市垂水処理場「こうべＷエコ発電プロジェクト」について
　 ･････････････････････････････････････････････ 神戸市建設局下水道河川部保全課 処理場係長 坂部　敬祐 21
下水道 BCP の策定による栃木県内自治体間の連携強化
　 ･･････････････････････････････････････････････栃木県県土整備部都市整備課下水道室　主任 柏矢倉大介 23
南海トラフ地震に備える「高知県内の下水道管理者が一体となった取り組み」
　 ････････････････････････････････････････････････････････････高知県土木部公園下水道課長 長野　哲司 26
下水道管路からの熱利用実用化の取組み
　 ･･････････････････････････････････････････････････仙台市建設局下水道経営部下水道計画課 高橋　直樹 29
マンホールふたを活用した官民協働による地域の活性化
　 ････････････････････････････････････････････････････石川県かほく市産業建設部上下水道課 藤岡　　祐 31
下水道管埋設技術（推進工法）をインドネシア洪水対策事業（地下放水路建設）に適用
　 ･･･････････････････････機動建設工業株式会社　執行役員社長室長（海外事業・台湾機動担当） 刈谷　光男 33
先進的省エネ型下水処理システム（前ろ過散水ろ床法【PTF 法】）の開発
　 ･････････････････ メタウォーター株式会社 プラントエンジニアリング事業本部　新事業技術部 佐々木統一郎 36
仙台市下水道事業におけるアセットマネジメントの取り組み
　 ････････････････････････････････仙台市建設局下水道経営部経営企画課　主幹兼経営戦略室長 水谷　哲也 39
下水道技術実習センターの整備について～日本初の下水道技術専門の大規模実習施設～
　 ･･････････････････････････････････････東京都下水道局職員部　人事課土木技術研修担当係長 橋本　　勝 41
千
ち く ま し

曲市「魅
み

せる下水道プロジェクト」
　 ････････････････････････････････････････････････････････････千曲市建設部下水道課　課長 内山　稔万 44
京都市上下水道局　下水道事業 PR プロジェクトチームの活動と下水道 PR ポスター
　 ･･････････････････････････････････････ 京都市上下水道局　下水道事業 PR プロジェクトチーム 48
台所から学ぶ下水道 ･･･････････････公益財団法人愛知水と緑の公社　下水道部管理課　主任 林　　恭子 50
コラム

ウンディー探検隊　うんち大研究！下水道ワークショップ
　～うんちはどこからやってきて、どこへ行くの？～
　 ･･････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課 内山　輝義 53
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特別寄稿　筑波研究学園都市論（理論と実践）〈第 12 回〉
第 12 章　研究学園都市の進むべき道（将来）
　 ･･････････････････････････････････････････････････政策研究大学院大学客員教授　工学博士 三井　康壽 55
特別寄稿　アジア地域への国際協力について

EAROPH 2014 インドネシア大会を契機として
　 ･････････････････････････････････････････････････････ 一般財団法人 建築行政情報センター 金谷　勇治 64

《都市計画協会報告》
第 66 回都市計画全国大会（山口県周南市）開催報告　 ･･････････公益財団法人 都市計画協会 66
2014「世界都市計画の日」日本集会　開催報告　 ･････････････････公益財団法人 都市計画協会 68
まちづくりセミナー　開催の報告　 ･････････････････････････････････公益財団法人 都市計画協会 69
第 37 回まちづくり拝見研修会　開催報告　 ･･･････････････････････公益財団法人 都市計画協会 75

《著作紹介》
都市計画協会コーナー  ････････････････････････････････････････････････公益財団法人 都市計画協会 78

《開催報告》
プレイスメイキング　シンポジウム　開催速報　  ････････････････････････････････････････････････  79

《都市局だより》・《都市計画協会だより》
行事日誌・人事異動  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  85
都市計画協会だより  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  86
編集後記  ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････   86
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「新都市」平成27年第69巻総目録

平成 27 年１月号
特集　大都市における地震防災対策

年頭の辞
新年のごあいさつ  ･･･････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会会長 小川　忠男 4
巻頭言

大都市における地震防災減災対策  ･･･････････････東京工業大学大学院情報理工学研究科 大佛　俊泰 6
特集　大都市における地震防災対策
〈総論〉

○首都直下地震の被害想定と対策について
　 ･･････････････････内閣府　政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）付参事官補佐 田村　英之 8
○密集市街地改善に向けた取組み  ･････････････････････････････････国土交通省都市局都市安全課 17
○地下街における安全対策の推進  ･････････国土交通省 都市局 街路交通施設課 課長補佐 新良　京子 20
○都市再生安全確保計画制度による帰宅困難者対策の推進
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 内閣官房 地域活性化統合事務局 

　 国土交通省 都市局 まちづくり推進課 25
〈事例紹介〉

○東京都における木造住宅密集地域対策
　 ･････････････････････････････････････････ 東京都都市整備局市街地整備部 防災都市づくり課 青木　成昭 30
○大手町・丸の内・有楽町地区における防災まちづくりの取り組み
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････三菱地所株式会社　開発推進部 澤部光太郎
　 三菱地所株式会社　開発推進部 永田　千善 35
○浦安市における市街地液状化対策事業の取り組み
　 ････････････････････････････････････浦安市都市整備部市街地開発課液状化対策推進室　室長 醍醐　恵二 39
○スマートコミュニティによる事業継続、生活維持街区の構築
　オアーゼ芝浦（東京都港区）における取組みについて
　 ････････････････････････清水建設株式会社　プロポーザル本部　地域開発計画室　グループ長 國嶋　　匡 43 
○位置情報ビッグデータ、防災への活用可能性「混雑統計Ⓡ」の取り組み
　 ･････････････････（株）ゼンリンデータコム　ネットサービス本部　営業戦略室　マネージャー 足立龍太郎 47
○首都直下地震に備える～東京臨海広域防災公園の役割と取り組み～
　 ････････････････････国土交通省　関東地方整備局　国営昭和記念公園事務所　防災対策推進官 岩崎　和夫 50
特別寄稿　歴史都市ローマの行政（１）

永続性・遺跡との共存  ････････････････････････････････････････法政大学社会学部　教授 長谷部俊治 55
《著作紹介》

都市計画協会コーナー ･････････････････････････････････････････････････公益財団法人 都市計画協会 63
《開催報告》

●プレイスメイキング　シンポジウム　開催速報　 ･･･････････････････････････････････････････････  64
《都市計画協会だより》・《都市局だより》

都市計画協会だより ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  74
行事日誌・人事異動 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  74
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平成 27 年２月号
特集　都市交通システムの海外展開

巻頭言
インフラ輸出における官民協力のあるべき姿
　 ･･･････････････････････････････････････ 東京大学大学院 工学系研究科都市工学専攻　准教授 瀬田　史彦 4

特集　都市交通システムの海外展開
〈総論〉

○国土交通省における官民連携したインフラシステム海外展開
　 ････････････････････････････････････････････国土交通省総合政策局海外プロジェクト推進課 福島　晶子 6
○都市開発・都市交通分野の海外展開について
　 ･･････････････････････････････････････ 国土交通省都市局総務課、都市計画課、街路交通施設課 10
○ JICA の都市交通システム海外展開について
　 ･････ 国際協力機構（JICA）社会基盤平和構築部都市・地域開発グループ　主任調査役（工学博士） ファン レ ･ ビン 13

〈事例紹介〉
○日立跨座型モノレールの海外展開について
　 ････････････････････････（株）日立製作所　交通システム社 チーフプロジェクトマネージャー 井上　英男 18
○ ASEAN 市場における機械式立体駐車設備事業の展開
　 ･････････････････････････････････････････････IHI Transport Engineering Malaysia Sdn.Bhd. 萩田　直弥 22
○横浜市の「公民連携による国際技術協力（Y-PORT 事業）」と、
　フィリピン国セブ都市圏における取組について
　 ････････････････････････････････････････････････横浜市政策局共創推進室国際協力担当部長 橋本　　徹
　 横浜市政策局共創推進室国際技術協力課担当係長 中村　恭揚 27
○都市交通システムの海外展開について  ････丸紅株式会社　交通・インフラプロジェクト部 32
○インドネシアにおける都市交通の状況と国土交通省の海外展開への期待
　 ･････････国土交通省（インドネシア国派遣）インドネシア国 経済調整大臣府 都市交通政策アドヴァイザー 

　 国際協力機構（JICA）JABODETABEK 都市交通政策統合プロジェクト フェーズ２ プロジェクト・リーダー 秋村成一郎 35
特別寄稿　歴史都市ローマの行政（２）

都市空間の構造　 ･･････････････････････････････････････････････法政大学社会学部　教授 長谷部俊治 39
都市行政の動き　平成 26 年度 国土交通省関係補正予算の概要

　 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省大臣官房会計課 46
都市行政の動き　都市・地域再生緊急促進事業の拡充（平成 26 年度補正予算）

　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課 52
《開催報告》

●プレイスメイキング　シンポジウム　開催速報　 ･･･････････････････････････････････････････････  53
《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  61
行事日誌 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  61
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  61

平成 27 年３月号
特集　駅周辺の開発・まちづくり

巻頭言
駅周辺は都市再興のヘソになる　 （一財）計量計画研究所シニアフェロー 日本大学　客員教授 矢島　隆 4
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特集　駅周辺の開発・まちづくり
〈総論〉

○地方都市の駅を中心とした市街地再生　 ････････ 山口大学大学院理工学研究科 教授 鵤　　心治 7
○駅周辺への都市機能の集約　 ･･･････････････････････････  国土交通省　都市局　市街地整備課 12

〈これまでの取り組み〉
○安心・快適な、賑わいあふれる拠点の形成
　 ･･････････････････････････････････････････････････都市整備部都市計画課都市計画係　技師 前田　晃佑 

　 都市整備部区画整理課管理清算係　係長 中村　英人 

　 都市整備部南明治整備課事業管理係　係長 早川　一徳 

　 都市整備部南明治整備課拠点整備室　室長補佐 井上　　章 15
○駅前で医療・住宅等を集約した再開発事例
　 ････････････････････････････････････････････････寝屋川市まち政策部まちづくり事業推進室 仲西　　淳 20
○田園都市の逆襲に向けて
　 ･･････････････････････････････････東京急行電鉄㈱　都市開発事業本部ビル事業部副事業部長 太田　雅文 25
○ブラジル・クリチバにおけるバス交通を中心としたまちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････在ブラジル日本国大使館　二等書記官 犬飼　　武 32
○立地適正化計画に基づく駅周辺のまちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････････長野県小諸市建設部都市計画課長 小林　憲一 36
○北陸新幹線沿線・周辺のまちづくり  ･･･････････････････････････長岡技術科学大学 樋口　　秀 40
○リニア開業を見据えた名古屋駅周辺のまちづくりについて
　 ･･････････････････････････････名古屋市住宅都市局リニア関連・名駅周辺まちづくり推進室長 新庄　　徹 49
○駅から広がるまちづくり
　～ 「地域との共生」を目指す JR 西日本が推進する新駅設置計画～
　 ･････････････････････････････････････西日本旅客鉄道株式会社　建設工事部（中長期）　主査 田村　暢慶 53
特別寄稿　歴史都市ローマの行政（３）

噴水、広場、バロック  ････････････････････････････････････････法政大学社会学部　教授 長谷部俊治 57
書　評　公共施設の再編　～計画と実践の手引～　日本建築学会編

　 ････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課　都市機能誘導調整室 大島　英司 67
《都市計画協会報告》

●第 38 回まちづくり拝見研修会について（報告）
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会 68

《開催報告》
●プレイスメイキング　シンポジウム　開催速報　 ･･･････････････････････････････････････････････  70

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより（MIPIM 関連、まちづくり拝見研修会のご案内） ･･････････････････････････  79
行事日誌・人事異動 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  79
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  79

平成 27 年４月号
特集　平成27年度予算の概要・クラウドファンディングを活用した官民連携まちづくり

巻頭言
志が支えるまちづくり　 ････････････････････････････････････････････････熊本県副知事 小野　泰輔 3
特集１　平成 27 年度予算の概要

○国土交通省関係予算の概要　 ･･･････････････････････････････････････国土交通省大臣官房会計課 5
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○都市局関係予算の概要　 ･･････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局 7
○復興と国土強靱化に資する都市の防災・減災、老朽化対策　 ････････････ 国土交通省都市局 8
○人口減少社会における個性あふれる地域の活性化　 ･･･････････････････････ 国土交通省都市局 13
○都市の国際競争力の強化　 ････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局 22
○下水道事業における平成 27 年度予算の新規事項等
　 ･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部 23

特集２　クラウドファンディングを活用した官民連携まちづくり
〈趣旨〉

○特集の趣旨～官民連携まちづくりとクラウドファンディング
　 ････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課　まちづくり企画調整官 大井　裕子 24

〈総論〉
○クラウドファンディングの可能性
　 ････････････････････････････････････････････････････････････慶應義塾大学経済学部　教授 塩澤　修平 25
○投資型クラウドファンディングの現状と地域再生における課題
　 ････････････････････････････････････････････････････････････桃山学院大学経営学部　教授 松尾　順介 31
○クラウドファンディング手法を活用した官民連携まちづくりの支援施策について
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局まちづくり推進課 36
○官民連携まちづくりに活用できる MINTO 機構の支援制度
　 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 一般財団法人 民間都市開発推進機構 39
○投資型クラウドファンディングの制度整備　～金融商品取引法の改正～
　 ･･････････････････････････････････････････････金融庁総務企画局市場課　市場機能強化室長 多田　治樹 43
○「ふるさと投資」連絡会議の設立と、普及・促進に向けた取り組み
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 内閣官房副長官補室（地域活性化担当）
　 内閣府　地方創生推進室 46

〈事例紹介〉
○クラウドファンディング活用事業「明日香村古民家活用おもてなしファンド」
　～日本国誕生の地で初めてのゲストハウス～
　 ････････････････････････････････････････････････････････････明日香村商工会　経営指導員 下田　正寿 49
○文化財を後世に伝え、さらなる発展を目指すファンド
　『あまみ温泉 南天苑ファンド』  ････････････････････････株式会社南天苑　代表取締役 山﨑　一弘 54
○自治体における金融機関との連携とクラウドファンディングの可能性
　 ･･････････････････････････････････････････････････････二戸市総合政策部政策推進課　課長 石村　一洋 59

〈データ〉
○オガールとは志と算盤を両立させること
　 ････････････････････････････････････････CRA 合同会社代表社員（元オガール紫波㈱取締役） 岡崎　正信 64

特別寄稿　歴史都市ローマの行政（４）
　－都市を読み、保全する－ ･････････････････････････････････法政大学社会学部　教授 長谷部俊治 68

特別寄稿　「伊豆市の新しい都市計画」へ向けたチャレンジ
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････伊豆市長 菊地　　豊 75

特別寄稿　 世界初の都市指標の国際規格 ISO37120 の制定と「世界都市データ協議会」
の活動について

　 ･･･････････････････････････････ 株式会社ミチクリエイティブシティデザイナーズ 代表取締役 

　 世界都市データ協議会 日本代表、Global Cities Institute シニアフェロー 河野　通長 77
《都市行政だより》・《都市計画協会だより》

主要行事予定・人事異動 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  83
職場紹介（国土交通省都市局まちづくり推進課） ･･････････････････････････････････････････････････  87
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都市局組織図 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  89
都市計画協会だより（MIPIM 関連、まちづくり拝見研修会のご案内、理事会・評議員会の開催）
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  91

《都市と雑学　Q&A》
日本に「下水道」の概念ができたのはいつごろ？ ･････････････････････････････････････････････････  91

平成 27 年５月号
特集　まちなかの空間・場所の作り方、使い方

巻頭言
まちなか広場が問いかけるもの　 ････････････大阪市立大学大学院　工学研究科　准教授 嘉名　光市 3
特集　まちなかの空間・場所の作り方、使い方
〈趣旨〉

○特集の趣旨～まちなかの空間・場所の作り方、使い方
　 ････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課企画専門官 青柳　　太 8

〈総論〉
○「まちなか広場とは、人の居場所。」　みる、みられ、みせて、横につながる
　 ･･･････････････････････････ 全国まちなか広場研究会 理事、NPO 法人 GP ネットワーク 理事

　 （株）ハイマート久留米　ひと・ネットワーククリエイター 山下　裕子 9
○人間中心の街路空間への展開
　 ････････････････････････････････････････東京大学大学院　新領域創成科学研究科　博士課程 三浦　詩乃 13
○公的空地からまちなか広場へ　～広場の作り方、使い方、育て方～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････北海道大学大学院工学研究院准教授 坂井　　文 18

〈事例紹介〉
○札幌都心の構造強化に資する広場整備
　～交通機能からの転換による人のための空間づくり～
　 ････････････････････････････････････････････････工学院大学建築学部まちづくり学科　教授 星　　卓志 24
○新潟ふるまちモール６におけるライジングボラード導入のその後
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 新潟市 中央区役所建設課 関口　晃司 27
○アオーレ長岡 ナカドマ  ･･･････････NPO 法人ながおか未来創造ネットワーク　代表理事 神林　　茂 29
○中野セントラルパーク  ･････････････････････････････････････ 株式会社 POD 共同代表 橘　　昌邦 32
○世界に開かれた新しいまち「グランフロント大阪」
　 ････････････････････････････････････････阪急電鉄株式会社　不動産事業本部　不動産開発部 植松　宏之
　 一般社団法人グランフロント大阪 TMO　まちづくり推進部 鈴木　裕二 35
○鳥取駅前太平線再生プロジェクト
　～道路上の大屋根空間を新たな交流の場とするために～
　 ･･･････････････････････････････････････国土交通省　地方創生コンシェルジュ（鳥取県担当） 

　 （都市局都市計画課都市機能誘導調整室） 大島　英司 37
○大分いこいの道　 ･･･株式会社ワークヴィジョンズ代表取締役・大分都心南北軸統括責任者 西村　　浩
　 大分大学工学部助教 姫野　由香 39
○佐賀市・わいわい !! コンテナプロジェクト　－ 21 世紀型の新しい都市計画手法を発明する－
　 ･････････････････････････株式会社ワークヴィジョンズ代表取締役（東京藝術大学非常勤講師） 西村　　浩 42
○港区青山　COMMUNE246
　 独立行政法人都市再生機構　東日本都市再生本部　都心業務部　港区エリア計画チームリーダー 三井　禎幸
　 流石創造集団株式会社　代表取締役 黒崎　輝男 45
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○天理駅前広場から賑わいを  ････････････････････････天理市市長公室総合政策課　主査 吉本　幸史 48
○賑わいと憩いが調和する「文化」・「活力」創造空間
　 ･･････････････････････････････････････････久留米市市民文化部久留米シティプラザ推進室長 宮原　義治 52
○シンボルプロムナードと花畑広場　－日本型の都市広場をめざして－
　 ････････････････････････････････････････････････････熊本大学大学院自然科学研究科准教授

　 桜町・花畑周辺地区まちづくりマネジメント検討委員会委員 田中　智之 54
〈データ〉

○まちをカジュアルに楽しむ、富山。
　 ･････････････････････････････････････････････････････NPO 法人 GP ネットワーク　理事長 橘　　泰行 56
特別寄稿　歴史都市ローマの行政（５）　－都市再生に向けた介入ルール－

　　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････法政大学社会学部　教授 長谷部俊治 58
《都市行政だより》・《都市計画協会だより》

主要行事予定・人事異動 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  66
都市計画協会だより（まちづくり拝見研修会のご案内） ･･･････････････････････････････････････････  67

《都市と雑学　Q&A》
「土地区画整理は都市計画の○」。○にあてはまるものは？ ･･･････････････････････････････････････  67

平成 27 年６月号
特集　まちづくり月間　～みんなが集うまちづくり～

グラビア
第 33 回　まちづくり月間
  まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞者功績概要 ･･････････････････････････････････グラビア １
巻頭言

景観資源を活かした農山村地域の再生　～足助香嵐渓地区のまちづくり～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････豊田市長 太田　稔彦 3
特集　まちづくり月間　～みんなが集うまちづくり～

○第 33 回「まちづくり月間」の実施について
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　 住宅局市街地建築課 7
○第 33 回まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞者の紹介
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　 住宅局市街地建築課 9
○第４回まちづくり法人国土交通大臣表彰受賞者の紹介
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　 住宅局市街地建築課 12
○第 10 回『まち交大賞』について　 ････････････････････････････････まちづくり情報交流協議会
　 一般財団法人 都市みらい推進機構 13
○第 32 回まちづくり標語懸賞募集入選作品の紹介
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会 18
○第 10 回住まいのまちなみコンクール審査報告
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 一般財団法人住宅生産振興財団 20
○第 17 回「まちの活性化・都市デザイン競技」の結果概要
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ まちづくり月間全国的行事実行委員会
　 公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター 24
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○第 33 回まちづくり月間地方公共団体等における主な関連行事の紹介
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　 住宅局市街地建築課 34
○平成 27 年度都市景観大賞の結果概要　 ･･･････････････････････　「都市景観の日」実行委員会 36
○都市再生推進法人の紹介  ･･･････････････ 国土交通省 都市局まちづくり推進課 政策係長 森　　一将 41

特別寄稿　歴史都市ローマの行政（６・終）
　－アイデンティティを育む－　 ････････････････････････････法政大学社会学部　教授 長谷部俊治 43

特別寄稿　22 世紀への軽井沢グランドデザイン
　　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････長野県軽井沢町長 藤巻　　進 52

特別寄稿　都市の品格を支えるエンジニア・アーキテクト
　　 ････････････････････････････････････東京大学名誉教授、エンジニアアーキテクト協会会長 篠原　　修 56

特別寄稿　OECD 報告書「都市における高齢化」
－日本の都市における高齢化の経験は、世界の都市にどのような教訓を与えられるか－
　 ･･･ OECD（経済協力開発機構）公共ガバナンス・地域開発局 持続可能な成長のための地域政策課長 佐谷　説子 61

書　評　筑波研究学園都市論　三井　康壽　著
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････日本創成会議座長 増田　寛也 65

都市行政の動き　国際不動産見本市「MIPIM JAPAN」が日本で初開催
　 ･････････････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省都市局総務課国際室 66

《都市計画協会だより》・《都市行政だより》
都市計画協会だより（まちづくり拝見研修会のご案内） ･･･････････････････････････････････････････  67
主要行事予定 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  67

平成 27 年７月号
特集　大都市の国際競争力の強化

巻頭言
世界の都市間競争での東京の課題
　 ････････････････････････明治大学専門職大学院長　公共政策大学院ガバナンス研究科長・教授 市川　宏雄 3

特集　大都市の国際競争力の強化
〈趣旨〉

○特集の趣旨　～大都市の国際競争力の強化
　 ･･････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課　企画専門官 浪越　祐介 5

〈総論〉
○大都市の国際競争力の強化に向けた支援制度について
　 ･･････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課　企画専門官 浪越　祐介 6
○「東京都の国家戦略特区の取組状況」　～世界をリードするグローバル都市の実現に向けて～
　 ･･････････････････････････････････････東京都政策企画局調整部　国家戦略特区推進担当課長 小林　貴文 9
○大手町・丸の内・有楽町地区における国際競争力強化の取組
　 ････････････････････････････大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会　都市政策部会長 

　 三菱地所株式会社　開発推進部　都市計画室長 中嶋　利隆 13
○ Building Global Competitiveness the Singaporean Way  ･･･････････　Alisha Gill, Jean Chia 

　 Centre for Liveable Cities, Singapore's Ministry of National Development 17
○グローバル競争力の構築―シンガポールの場合
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････　Alisha Gill, Jean Chia
　 シンガポール国家開発省 Centre for Liveable Cities（CLC） 22

新都市12月.indb   81 2015/12/15   5:36:49



82  Vol.69 No.12 2015  SHINTOSHI

〈コラム〉
○グローバル企業・高度人材を引きつけるために東京に求められる取組
　 ･･･････････ 株式会社 野村総合研究所　社会システムコンサルティング部　上級コンサルタント 小林　庸至 27
○ MIPIM JAPAN における大阪市の公民連携の取り組み
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････大阪市都市計画局長 川田　　均 33
○不動産市場の国際化への対応施策について
　 ･･････････････････････････････････････････････国土交通省土地・建設産業局　国際課長補佐 越智　成基 36

〈事例紹介〉
○グランフロント大阪の取組み紹介
　～ダイバーシティ、イノベーション、エリアマネジメントの実践都市～
　 ････････････････････････････････････････ 一般社団法人グランフロント大阪 TMO　事務局長 

　 （三菱地所株式会社大阪支店副支店長） 廣野　研一 39
〈データ〉

○東京オリンピック・パラリンピックの経済効果
　 ･･････････････････････････････････････････････････みずほ総合研究所　調査本部経済調査部 大和　香織 44
特別寄稿　第 17 回 EAROPH 地域セミナー開催

　　 ･･････････････････････････････････････････････ 国土政策研究会専務理事・EAROPH 理事 小浪　博英
　　 嬉野市地域セミナー推進監・実行委員会委員 三根　清和 47

《都市計画協会報告》
●平成 27 年度まちづくり拝見研修会（特別版）について（報告）
　　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人 都市計画協会 50
●「まちづくりと景観を考える全国大会」開催報告
　 ･･･････････････まちづくり月間全国的行事実行委員会　事務局　公益財団法人都市計画協会 51

《都市計画協会だより》・《都市行政だより》
都市計画協会だより（平成 27 年度まちづくりセミナー開催のご案内／まちづくり拝見研修会開催のご案内）
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  53
人事異動  ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  54

平成 27 年８月号
特集　コンパクトシティの形成に向けた取組について

巻頭言
歩いて暮らせるまちづくり「Smart Wellness City」の促進を！
　 ･･････････････････････････････････････････････････････筑波大学大学院人間総合科学研究科 久野　譜也 3
特集　コンパクトシティの形成に向けた取組について
〈総論〉

○コンパクトシティの形成に向けた関係施策の連携
　～「コンパクトシティ形成支援チーム」の設置～  ････････････国土交通省都市局都市計画課 6

〈各施策の取組〉
○コンパクトシティの実現に向けた持続可能な地域公共交通ネットワークの形成の取組
　 ･･････････････････････････････国土交通省総合政策局公共交通政策部　交通計画課　課長補佐 髙桒　宏之 9
○コンパクトシティの形成に向けた関連施策の連携　～中心市街地活性化施策の取組～
　 ････････････････････････経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループ中心市街地活性化室 松本　成玄 10
○公共施設等総合管理計画による公共施設等マネジメントの取組
　 ････････････････････････････････････････････････････総務省自治財政局財務調査課課長補佐 仁井谷興史 11
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○コンパクトシティと地域包括ケアシステムの連携に向けて　～介護・医療施策の取り組み～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････厚生労働省老健局高齢者支援課 橋口　真依
　 厚生労働省医政局地域医療計画課 後藤　友美 13
○都市農業振興基本法の制定と今後の取組
　 ･･････････････････････････････　農林水産省農村振興局農村政策部 都市農村交流課都市農業室 15
○コンパクトシティの形成に向けた関係施策の連携防災施策の取組
　 ････････････････････国土交通省 水管理・国土保全局 河川計画課 河川計画調整室　企画専門官 

　 （現　治水課　企画専門官） 中須賀　淳 16
○持続的な汚水処理システム構築に向けて　～下水道施策の取組～
　 ････････････････････････････ 国土交通省水管理・国土保全局 下水道部下水道事業課 課長補佐 藤井　良和 18
○連携中枢都市圏構想  ･････････････････････････････････････････････････総務省自治行政局市町村課 20

〈取組事例〉
○多極型のコンパクトシティと公共施設の再配置
　 ････････････････････････････････････････････････････秦野市政策部公共施設再配置推進課長 志村　高史 21
○医療・福祉政策の連携
　－柏市における地域包括ケアシステムの整備と「拠点型サービス付き高齢者向け住宅」制度の検討－
　 ････････････････････････････････････柏市　保健福祉部　高齢者支援課　介護基盤整備室主事 松本　洋輔 23
○熊本市における多核連携都市の実現に向けた取り組み
　 ････････････････････････････････ 熊本市 都市建設局 都市政策課 首席審議員 兼 都市政策課長 宮崎　裕章 27

〈計画作成の取組〉
○立地適性化計画等の作成に向けた取組　～手引き、Ｑ＆Ａ、具体的取組都市一覧の紹介～
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省都市局都市計画課 29

〈取組事例〉
○大都市近郊・魅力発信型コンパクトシティ  ････････････････････････大阪府箕面市 桜井ゆかり 33
○札幌市における立地適正化計画の策定について
　 ･･････････････････････････････････････････････････札幌市市民まちづくり局　都市計画部長 三澤　幹夫 36
○公共交通を都市軸とした高崎市のまちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････････高崎市都市整備部　都市計画課長 植原　　隆 40
○人口が減少しても活力があり続けるまちであるために
　～小さなまちが目指す立地適正化計画の取り組み～
　 ･･････････････････････････････････････････････････府中市まちづくり部まちづくり課　係長 日野　雄蔵 44
○育てよう！市民のくらしを守る公共交通　～地域公共交通網形成計画策定に係る取組事例～
　 ･･･････････････････････････････････････････････ 四日市市地域公共交通活性化協議会 事務局 

　 （四日市市都市整備部都市計画課公共交通推進室　室長） 秦　　英博 46
○岐阜市地域公共交通網形成計画について
　 ･････････････････････････････････････岐阜市総合交通協議会（岐阜市企画部交通政策審議監） 青木　保親 50
○久留米市地域公共交通網形成計画について
　 ････････････････････････････････････････････････････久留米市　都市建設部　交通政策課長 脇田　嘉浩 53

〈データ〉
○ GIS を活用した富山市における「コンパクトシティ」の取組効果把握
　 ･････････････････････････････････････････････････････････････････富山市　都市整備部　都市政策課 56
○秋田県由利本荘市における効率的な汚水処理計画見直しへの取り組みについて
　 ･･････････････････････････････････････････秋田県建設部下水道課　調整・環境整備班　班長 工藤　利一 59

《都市計画協会報告》
●第 39 回まちづくり拝見研修会について（報告）  ････････････････公益財団法人 都市計画協会 61
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《都市計画協会だより》・《都市行政だより》
都市計画協会だより（まちづくりセミナー開催のお知らせ） ･････････････････････････････････････  64
人事異動 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  65

平成 27 年９月号
特集　都市マネジメント

巻頭言
新たな時代の都市マネジメントのあり方　 ･････････････東京大学大学院工学系研究科 浅見　泰司 3
特集　都市マネジメント

特集の趣旨　新たな時代の都市マネジメントのあり方について
　 ････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　都市政策課　都市政策企画官 田村　真一 5

〈総論〉
○新たな時代の都市マネジメント小委員会中間報告の概要
　 ･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市政策課　課長補佐 多田　龍介 6
○都市マネジメントとエリアマネジメントについて
　 ････････････････････････････････････････････････東京工業大学大学院社会理工学研究科教授 中井　検裕 10
○戦略的エリアマネジメントへの進化が進む欧米の都市
　 ････････････････････････････････････････････法政大学現代福祉学部・人間社会研究科　教授 保井　美樹 15
○商業業務地区の防災のあり方　～都市再生安全確保計画とエリアマネジメント～
　 ･･････････････････････････東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター准教授 加藤　孝明 18
○機械式立体駐車場の安全対策について  ･････････････････ 　国土交通省都市局街路交通施設課 21
○地下街の安全確保  ･･････････････････････････････国土交通省　都市局　街路交通施設課 滋野　勝稔 24
○エリアマネジメントの今後の展望  ･･････････････京都大学経営管理大学院　特定教授 御手洗　潤 26

〈事例紹介〉
○地方都市、エリアマネジメントの“流れ”と“経営”
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 　浜松まちなかにぎわい協議会
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 浜松まちなかマネジメント株式会社 29
○公共空間の活用とエリアマネジメント
　～公共空間の活用から生み出されるエリアマネジメント財源とその活用～
　 ･･････････････････････････････････････････札幌駅前通まちづくり株式会社　代表取締役社長 白鳥　健志 33
○北鴻巣駅西口のエリアマネジメント
　 ･･･････････････････････････････････････････NPO 法人エリアマネジメント北鴻巣　事務局長 一瀬　隆一 38
○田町駅東口北地区におけるエネルギーの自立化への取組
　～官民連携による低炭素で災害に強いまちづくり～
　 ････････････････････････････････東京ガス（株）都市エネルギー事業部地域エネルギー開発部 山本　智美
　 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）スマートエネルギーネットワークシステム部 坂齊　雅史 43
○藤沢市の帰宅困難者対策　～協議会による計画づくりと訓練の実施～
　 ･･･････････････････････････････････････････････････ 藤沢市防災危機管理室 防災専任研究員 杉渕　　武 48
○エリアマネジメント人材育成の横展開  ･････････････紀州まちづくり舎　代表取締役 吉川　誠人 51

〈施策紹介〉
○「大都市戦略」の概要
　 ･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市政策課　課長補佐 多田　龍介 56
○エリアマネジメントの推進施策
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省都市局まちづくり推進課 63
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〈データ〉
○エリアマネジメント活動は都市にどのような影響を与えるのか
　―　実態分析と効果分析　―
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 和歌山大学経済学部 特任助教 上野　美咲
　 京都大学経営管理大学院 特定教授 御手洗　潤
　 京都大学経済研究所 先端政策分析センター 特定准教授 要藤　正任
　 和歌山大学経済学部 教授 足立　基浩 65
特別寄稿　東京外かく環状道路の地上部街路（外環の２）の見直しについて

～練馬区間の都市計画変更までの取組～
　 ････････････････････････････････････････････････東京都 都市整備局 都市基盤部 街路計画課 安西　崇博
　  桑原　大輔 70
書　評　インフラ・ストック効果

～新時代の社会資本整備の指針　インフラ政策研究会　著
　 ･･････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室長 光安　達也 76

《都市計画協会だより》・《都市行政だより》
都市計画協会だより（まちづくりセミナー開催のお知らせ） ･････････････････････････････････････  77
人事異動 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  78

平成 27 年 10 月号
特集　第 67 回都市計画全国大会（石川県）

グラビア
第 67 回都市計画全国大会（石川県） ･･･････････････････････････････････････････････････････グラビア 1
特集　第 67 回都市計画全国大会（石川県）
〈巻頭挨拶〉

○第 67 回都市計画全国大会の開催にあたって　 ･･公益財団法人都市計画協会　会長 板倉　英則 3
○第 67 回都市計画全国大会を迎えて ･･･････････････････････････････････石川県知事 谷本　正憲 5
○第 67 回都市計画全国大会を迎えて ･････････････････････････････････････金沢市長 山野　之義 7

〈石川県の取り組み〉
○石川県の都市計画  ････････････････石川県土木部都市計画課　都市政策グループリーダー 田中進一郎 9
○石川県の景観行政  ････････････････石川県土木部都市計画課　景観形成推進室　課長補佐 宇野　義和 12
○石川県の街路事業  ･･････････石川県土木部都市計画課　街路・都市交通グループリーダー 山　　道明 15
○石川県の土地区画整理事業  ･･････石川県土木部都市計画課　区画整理グループリーダー 髙橋　雅憲 18
○石川県の都市公園事業　 ･････････････････････････石川県土木部　次長兼公園緑地課長 田中　宏明 21
○石川県の下水道事業　 ････････････････････････････････石川県環境部　水環境創造課長 浅田　耕司 24

〈金沢市の取り組み〉
○金沢市の都市計画　～魅力あるまちの形成に向けて～
　 ･･････････････････････････････････････････････････金沢市都市整備局都市計画課　計画係長 土田　昌伯 27
○歴史資産を活用したまちづくり
　 ････････････････････････････････････････金沢市都市政策局歴史文化部　歴史建造物整備課長 水口　玲二 30
○金沢市の再開発事業　～「保存と開発の調和」によるまちづくり～
　 ････････････････････････････････････････････････金沢市都市整備局市街地再生課　課長補佐 南野　浩克 34

〈地方都市の取り組み〉
○珠洲市バイオマスメタン発酵施設について
　 ････････････････････････････････････････････････････珠洲市生活環境課　主幹兼下水道係長 女田　良明 37
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○間垣の里の保存に向けて  ･････････････････････輪島市建設部都市整備課　景観推進係長 橋浦　裕美 40
○和倉温泉まちなか賑わい再生と住民がいきいきと暮らすまちづくり
　 ･･････････････････････････七尾市建設部都市建築課　主幹兼都市整備・景観グループリーダー 横山　暁史 43
○美しい棚田と眺望景観の保全に向けた取り組み
　 ･･････････････････････････････････････････････羽咋市産業建設部地域整備課　都市計画係長 山本　　学 46
○マンホール蓋を活用した官民協働による地域の活性化
　 ････････････････････････････････････････････････････かほく市産業建設部上下水道課　主査 松本　匡史 49
○野々市市の新たな顔づくり　～野々市市中南部土地区画整理事業～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････野々市市産業建設部　都市計画課長 西野　　豊 52
○市町村合併による土地利用制度の見直し
　 ･･････････････････････････････････････････････････････能美市産業建設部都市計画課　主任 瀬川　範也 55
○松任駅周辺の整備について　～二つの区画整理事業連携による市街地整備～
　 ････････････････････････････････････････････････････････････白山市建設部　都市計画課長 喜多　悟史 58
○進化する JR 小松駅周辺　～人材育成・学びの集中エリアを目指して～
　 ････････････････････････････････････････････････小松市都市創造部　まちデザイン第２課長 北中　秀治 62
○温泉文化と総湯の伝統を継承するまちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････････････加賀市建設部　都市計画課長 高本　充浩 65

〈民間団体の取り組み〉
○御祓川が育むマチ・ミセ・ヒト  ･･･････････････････････株式会社御祓川　代表取締役 森山　奈美 69
○金沢のまちに元気と賑わいを！　㈱金沢商業活性化センターの取組み
　 ････････････････････････････････････････････株式会社金沢商業活性化センター　代表取締役 篠田　　健 73
○城下町大聖寺における景観まちづくり活動
　 ･････････････････････････････････････････････････････NPO 法人歴町センター大聖寺　理事 埒　　正浩 76

平成 27 年 11 月号
特集　激甚化する豪雨浸水被害への対応

巻頭言
水災害に強くしなやかなまちづくり ････････････････ 東京大学大学院工学系研究科 教授 古米　弘明 3
特集　激甚化する豪雨浸水被害への対応
〈総論〉

○防災・減災に配慮した都市づくり　－８.20 広島豪雨災害の検証から－
　 ････････････････････････････････････････････････････････ 広島大学 大学院 社会科学研究科 松田　智仁 5
○近年の豪雨の状況　 ･･･････････････････････一般財団法人　日本気象協会　事業統括部長 櫻井　康博 9
○水災害分野における気候変動適応策のあり方について（答申）
　～災害リスク情報と危機感を共有し、減災に取り組む社会へ～
　 ･･････････････････ 国土交通省 水管理・国土保全局　河川計画課 河川計画調整室　企画専門官 久保　宜之 13
○都市部における総合的な治水対策
　 ･･････････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局治水課　課長補佐 空　　周一 17
○下水道による都市の浸水対策
　―まちづくりと連携したソフト・ハード対策の推進に向けて―
　 ･･････････････････････国土交通省　水管理・国土保全局　下水道部　流域管理官付　課長補佐 山縣　弘樹 22
○「タイムライン」は、地域防災を変える
　～意思決定支援ツールとしての役割は大きい～
　 ････････････････特定非営利活動法人　環境防災総合政策研究機構　環境・防災研究所　副所長 松尾　一郎 26
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〈都市における浸水対策〉
○名古屋市における浸水対策について
　 ･･･････････････････････名古屋市上下水道局　技術本部計画部　主幹（緊急雨水整備計画担当） 坂部　泰理 32
○平成 26 年８月広島市豪雨災害の被災状況と復興に向けた取組について
　 ･･･････････････････････････････････････････････････ 広島市下水道局施設部計画調整課 課長 宍戸　誠二 36
○金沢市における水害に強いまちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････金沢市土木局内水整備課雨水施設係長 増村　一秀 40
○岡崎市における水害リスクを考慮したまちづくりに向けて
　～土地の成り立ちと字名から水害リスクを考える～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････岡崎市上下水道局下水工事課長 荻野　恭浩 43

〈流域での浸水対策〉
○滋賀県流域治水条例における“まちづくり治水”の取り組み
　 ･･･････････････････････････････････ 滋賀県土木交通部流域政策局 流域治水政策室　室長補佐 辻　　光浩 48
○京都府における浸水対策  ･･･････････････････････････････京都府環境部水環境対策課長 岩崎　宏和 51

〈官民連携・ソフトによる浸水対策〉
○横浜駅周辺における官民連携した浸水対策
　 ･･････････････････････････････横浜市都市整備局都心再生部都心再生課横浜駅周辺等担当係長 村田　　功 55
○渋谷駅の再開発にあわせた浸水対策
　 ････ 東京急行電鉄株式会社　都市創造本部　開発事業部　渋谷開発一部　渋谷駅街区土地区画整理事業共同施行者事務所長 森　　正宏 58

特別寄稿　災害対策訪米調査報告　－災害対策の共有化の時代へ－
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････政策研究大学院大学　客員教授 三井　康壽 62

《都市計画協会報告》
第 40 回まちづくり拝見研修会の報告（長浜市）
　　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 　公益財団法人 都市計画協会 70
第 67 回都市計画全国大会（石川県金沢市）開催報告
　 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 　公益財団法人 都市計画協会 72

《都市計画協会だより》・《都市行政だより》
都市計画協会だより（まちづくり拝見研修会／まちづくりセミナーのお知らせ） ･･････････････  74
人事異動 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  75

平成 27 年 12 月号
特集　歴史まちづくりがもたらす効果

巻頭言
歴史を活かしたまちづくりのこれから ･･････････････････････････････千葉大学大学院 池邊このみ 3

まちと私
歴史まちづくりへの期待　 ･･･････ 株式会社小西美術工藝社　代表取締役　デービッド・アトキンソン 5

特集 歴史まちづくりがもたらす効果
○歴史まちづくりに関する取組状況・今後の展開
　 ････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課景観・歴史文化環境整備室　課長補佐 三井雄一郎 9

〈歴史まちづくりがもたらす効果〉
○広域観光周遊ルート形成における歴史的風致の活用
　 ････････････････････････････････三重県多気郡明和町斎宮跡・文化観光課　文化財保存活用監 中野　敦夫 13
○歴史的街並みにおける景観保全の取組み
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････小田原市都市部都市計画課 杉田　隆水 16
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○古都における屋外広告物適正化の挑戦
　～「新景観政策」50 年後、100 年後も光輝く京都を目指して～
　 ･････････････････････････････････････････････････････････京都市都市計画局都市景観部景観政策課
　 　　　 〃 　　　広告景観づくり推進室 21
○歴史的風土を舞台とした奈良市の歴史的風致の特色と維持向上の取組み
　 ･･････････････････････････････････････････････････････奈良市都市整備部景観課　計画係長 佐々木伸夫 24
○歴史まちづくりと無電柱化の取り組み
　 ････････････････････････････････････････････津山市都市建設部歴史まちづくり推進室　主幹 平岡　正宏 28
○城下町弘前の歴史まちづくりと活性化 ･･････････････弘前市都市政策課計画係　主事 佐藤　俊介 31
○食文化と歴史まちづくり
　～ Please enjoy the food and history to come to Tsuruoka. It is exciting and friendly place ～
　 ････････････････････････････････････････････････････････････鶴岡市建設部　都市計画課長 早坂　　進 35
○福島県における歴史まちづくりについてその取り組みと効果
　 ････････････････････････････････････････福島県土木部都市総室まちづくり推進課　主任主査 湯田　博文 39
○太宰府市の歴史まちづくりと歴史的風致形成建造物
　 ･･････････････････････････････････････････株式会社都市環境研究所取締役九州事務所　所長 　　　　　　 
　 NPO法人都市・建築遺産保存支援機構　理事 赤松　　悟 43
○多様な主体による歴史を活かしたまちづくり～歴史的資産の活用～
　 ･･････････････････････････････････････NPO 萩まちじゅう博物館 まちじゅう博物館　推進員 山本明日美 46

〈支援措置や関連の取組紹介〉
○公園・景観等に関する歴史まちづくり支援施策
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局公園緑地・景観課 50
○歴史を活かしたみちづくり（歴みち事業） ･････････････････国土交通省都市局街路交通施設課 52
○歴史的な街並みへの都市再生整備計画事業の活用
　 ･･････････････････････････････････････････国土交通省都市局市街地整備課市街地防災整備係 香山　孝司 54
○街なみ環境整備事業 ･････････国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室　課長補佐 津森　俊英 55
○広域観光周遊ルート形成促進事業における歴史的資産の活用
　 ･････････････････････････････････ 観光庁観光地域振興部観光地域振興課地域競争力強化支援室 56
○文化庁における歴史まちづくり支援
　 ････････････････････････････････････文化庁文化財部伝統文化課文化財保護調整室　室長補佐 藤本　慎也 58
○農林水産省における歴史的風致の維持に関する取組
　 ････････････････････････････････････････････････････農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課 60

〈データ〉
○歴史まちづくり情報サイトの開設・歴史的風致の維持向上に効果的な土木施設等の整備手法に関する調査
　 ･･･････ 国土交通省国土技術政策総合研究所防災・メンテナンス基盤研究センター緑化生態研究室　研究官 西村　亮彦 61

特別寄稿 「 認定都市プランナー」制度の創設について
　 ････････････････････････････････････････････････一般社団法人都市計画コンサルタント協会 　　　　　　
　 都市計画実務専門家認定・登録制度特別委員会　委員長 佐伯　　直 67

特別寄稿 「 クラウドファンディングを活用したまちづくり入門」の発行
　 ････････････････････････････････････････････････早稲田大学総合研究機構　研究院客員教授 　　　　　　
　 「クラウドファンディングを活用したまちづくりに関する検討会」座長 赤井　厚雄 71

《都市計画協会報告》
2015「世界都市計画の日」日本集会開催報告 ････････････････････公益財団法人都市計画協会 73

《都市計画協会だより》
都市計画協会だより（まちづくりセミナーのお知らせ） ･･･････････････････････････････････････････  74

「新都市」平成 27 年第 69 巻総目録 ･････････････････････････････････････････････････････････････････  75

12-900-総目次.indd   88 2015/12/15   8:10:02



74  Vol.70 No.12 2016  SHINTOSHI

「新都市」平成28年第70巻総目録

平成 28 年１月号
特集　イベント都市づくり

年頭の辞
新年のごあいさつ  ･･･････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会会長 板倉　英則 3

巻頭言
「イベントが、社会を革新させる」－イベント・ソーシャルイノベーション論－
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････多摩大学大学院客員教授 望月　照彦 5

特集　 イベント都市づくり
〈オリパラまちづくり最前線〉

○大会後のレガシーを見据えた選手村の整備　～誰もがあこがれ住んでみたいと思うまちに～
　 ････････････････････････････････････････････････････東京都都市整備局市街地整備部企画課 鯨岡　史歩 8
○ 2020 年東京オリンピック・パラリンピックを契機とした江東区の取り組み
　 ･･････････････････････････････････江東区都市整備部まちづくり推進課まちづくり担当　主任 大坪　正和 14
○ホストタウンの推進について
　～ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催効果を全国に波及させるために～
　 内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局　参事官補佐 髙田　裕介 20

〈オリパラに負けない、イベント誘致・創出戦略〉
○「国際 MICE 都市 北九州」をめざして
　 ･･････････････････････ 北九州市産業経済局観光にぎわい部 MICE 推進課 MICE 戦略担当係長 柴田雄一郎 25
○アートによる地域づくり「大地の芸術祭」
　 ････････････････････････････････････････十日町市産業観光部観光交流課芸術祭企画係　主事 石井　　晃 30
○鳥取県西部地域におけるスポーツツーリズムの推進
　 ･････････････････････････････････････････ 鳥取県西部総合事務所 地域振興局西部観光商工課 加藤　高志 35
○スポーツ庁の設置とスポーツを通じた地域活性化
　 ･････････････････････････ スポーツ庁参事官（地域振興担当）付 地域スポーツ振興調査官心得 大澄佳緒里 39

〈官民連携・インフラ活用の仕掛け〉
○横浜みなとみらい２１地区における公共空間を生かした賑わい創出の取組
　グランモール公園等での社会実験から現在の取組事例
　 ･････････････････････････････ 一般社団法人横浜みなとみらい 21　事業推進部　事業推進課長 塚原百合子 42
○うめきた地区でのまちづくり
　 ･･････････　独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部うめきた都市再生事務所 48
○道の駅「京丹波　味夢の里」における交流イベントの取組について
　 ･･････････････････････････････････････････････京丹波町商工観光課　企業立地推進係　主任 中村　昭夫 53
○賑わい創出のための企業との協働によるパークマネジメント
　 ･･････････････････････････････････････････････････････千葉市都市局公園緑地部公園管理課 小川　　賢 58
○新たな時代の都市マネジメントに対応した今後の都市公園等の方向性
　 ･･････････････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課 平塚　勇司 62

〈イベントを支え続ける力〉
○花を介した交流・おもてなしのまちづくり　住民と共に進める景観まちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････小布施町建設水道課都市計画係　主事 関　　理康 68
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○白鳥おどりの伝承と観光まちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････白鳥観光協会　事務局長 大坪　正彦 72
○公民連携によるまちづくりオガールプロジェクト
　 ･･････････････････････････････････････････････････紫波町経営支援部企画課　公民連携室長 鎌田　千市 76

特別寄稿　第 27 回「土地活用モデル大賞」について
　　 ････････････････････････････････････････････････････････････ 　一般財団法人都市みらい推進機構 81

平成 28 年２月号
特集　民間の活力を活用したまちづくり

巻頭言
人を呼び込む民活型金融の必要性
　 ････････････････････････････立命館大学教授・一般社団法人移住・住みかえ支援機構代表理事 大垣　尚司 3

特集　民間の活力を活用したまちづくり
〈特集の趣旨〉

○民間の活力を活用したまちづくりを推進していくことの意義
　 ･････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局　市街地整備課・まちづくり推進課 5

〈民間活力を活用した優良事例の紹介〉
○民間活力を活かした再開発事業の推進
　～環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業～
　 ･･････････････････････････････････････････････････東京都都市整備局市街地整備部再開発課 三上　　学
　 東京都都市整備局市街地整備部再開発課 平田　　侑 6
○民間活力を活用した新庁舎整備への挑戦　～新庁舎が牽引する池袋副都心の再生～
　 ････････････････････････････････････････････豊島区都市整備部都市計画課都市計画担当係長 長澤　義彦 10
○川西市キセラ川西整備事業にみる土地区画整理事業への PFI の導入
　－設計・施工・維持管理のシームレス化と市民参加による展開を目指して－
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････川西市キセラ川西整備部長 酒本　恭聖 14
○官民連携による小田原地下街の再生
　 ････････････････････････････････････････････････････････小田原市都市部中心市街地整備課 加藤　岳史 20
○都における「官民連携ファンド」事業の取組について
　～エネルギー分野から福祉分野への展開～
　 ･･････････････････････････････････････････････東京都会計管理局管理部　資金活用担当課長 三浦　　知 26
○福岡市における官民協働事業（PPP）への取り組み
　 ･･････････････････････････････福岡市財政局アセットマネジメント推進部大規模事業調整課長 稲田　容子 31

〈民間活力の活用のための制度等の紹介〉
○市街地整備における民間参画手法
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課 35
○民間まちづくりに対する金融支援制度の活用について
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････　一般財団法人 民間都市開発推進機構 39
○地域における民間都市開発事業の促進のための金融連携基盤の構築に向けた調査
　 ････････････････････････････････････　国土交通省都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室 43

〈データ〉
○民間都市再生事業による公共施設の整備効果について
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省都市局まちづくり推進課 47
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《都市計画協会報告》
まちづくりセミナー　開催の報告　 ････････････････････････････ 　公益財団法人　都市計画協会 48
第 41 回まちづくり拝見研修会の報告（藤沢市）　 ････････････ 　公益財団法人　都市計画協会 54

平成 28 年３月号
特集　復興まちづくりの取組と展望

巻頭言
東日本大震災から５年：到達点と課題　 ･･････････････････････････日本大学理工学部 岸井　隆幸 3
震災から５年を迎える復興まちづくり
～ 須田善明・女川町長に、これまでの振り返りと今後の展望を伺う～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････話し手：女川町長 須田　善明
　 聞き手：　　　　 編 集 委 員 5
特集　復興まちづくりの取組と展望
〈総論〉

○復興の全体像と復興・創生期間に向けた課題・取組
　 ････････････････････････････････････････････････････････復興庁　インフラ構築班　参事官 美濃部雄人 8
○住宅再建・復興まちづくりの進捗と加速化の取組
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省　都市局　都市安全課 

　 市街地整備課 

　 住宅局　住宅総合整備課 12
○東日本大震災からの復興の象徴となる国営追悼・祈念施設（仮称）について
　 ････････････････････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課　課長補佐 柳原　季明 16

〈復興まちづくりへの多様な視点〉
○被災・復興による都市の空間形態の変化とその課題
　 ････････････････････････････････東北大学災害科学国際研究所地域・都市再生研究部門准教授 姥浦　道生 20
○計画実装の観点から見た東日本大震災からの復興と課題
　 ･･････････････････････････････････････････東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻教授 小野田泰明 24
○福島における原子力災害からの復興
　 ････････････････････････････････････････････････････････････復興庁統括官付参事官付主査 牟田　紀彦 28

〈復興まちづくりの現場から〉
○東北地方整備局建政部における復興まちづくりの取組み
　 ･･････････････ 東北地方整備局 東北国営公園 事務所長（前東北地方整備局 建政部 都市調整官） 脇坂　隆一
　 北海道開発局 札幌開発建設部 都市圏道路計画課長 （元東北地方整備局 建政部 都市・住宅整備課長） 宮崎　貴雄 

　 朝霞市都市建設部長 （前東北地方整備局 建政部 都市・住宅整備課長） 澤田　大介 

　 東北地方整備局 建政部 都市調整官 鈴木　武彦 31
○早期復興に向けた UR の取組み
　 ････････････････････････････････････独立行政法人都市再生機構震災復興支援室　事業チーム 江村　元行 35
○復興から持続あるまちづくりに向けて　―震災から５年、復興の現状と今後の課題―
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････東松島市復興政策部長 小林　典明 39
○宮古市の復興まちづくりについて
　 ･･････････････････････････････････････････････････････宮古市　都市整備部　都市計画課長 中村　　晃 42

〈新たなステージにおける先導的取組〉
○南三陸町におけるまちなか再生計画の取組
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････宮城県本吉郡南三陸町長 佐藤　　仁 45
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○玉浦西地区防災集団移転促進事業の住民参加の取組
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 岩沼市復興推進課 49
○大船渡市大船渡駅周辺地区における官民連携によるエリアマネジメントの挑戦
　－その１　エリアマネジメント事業推進組織の立ち上げ－
　 ････････････････････株式会社キャッセン大船渡 取締役 大船渡駅周辺地区 タウンマネージャー 臂　　　徹 

　 大和リース株式会社 民間活力研究所 上席主任 久田　友和 54

平成 28 年４月号
特集　平成 28 年度予算の概要

巻頭言
都市計画協会創立 70 周年に寄せて　 ･････････････････公益財団法人都市計画協会会長 板倉　英則 3
特集　平成 28 年度予算の概要

○国土交通省関係予算の概要　 ･･･････････････････････････････････････国土交通省大臣官房会計課 5
○都市局関係予算の概要　 ･･････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局 8
○復興まちづくりの推進　 ･･････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局 9
○コンパクトシティの推進と地域の活性化　 ･････････････････････････････････ 国土交通省都市局 10
○大都市の国際競争力の強化　 ･････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局 17
○都市の安全・安心の確保　 ････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局 21
○都市開発の海外展開　 ･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局 23
○下水道事業における平成 28 年度予算の新規事項等
　 ･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部 24
特別寄稿　2019 年に向けて、都市計画史を考える

　 ････････････････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科　准教授 中島　直人 27
特別寄稿　タイ王国における不動産動向と都市開発の海外展開に向けた展望

　 ･･････････････････････････････････････････････････････････在タイ日本大使館　二等書記官 小林　　孝 32
書評　政策課題別　都市計画制度徹底活用法　佐々木晶二　著

　 ････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課都市機能誘導調整室長 髙山　　泰 42
《都市計画協会だより》・《都市行政だより》

都市計画協会だより（理事会・評議員会の開催） ･･････････････････････････････････････････････････  43
人事異動 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  43

平成 28 年５月号
特集　コンパクトシティを見据えた「ストック効果」を高めるまちづくり

特集の趣旨
コンパクトシティを見据えた「ストック効果」を高めるまちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省都市局 3
巻頭言

ストック時代のまちづくりにおいて、どのような利害調整が必要なのか
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････日本大学経済学部 中川　雅之 4
特集　コンパクトシティを見据えた「ストック効果」を高めるまちづくり
〈総論〉

○ PRE のマネジメントとまちづくり　 ･･･ 釧路公立大学　地域経済研究センター長・教授 佐野　修久 7
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○コンパクトシティ政策におけるストック効果　―地域の持続可能性評価の可能性―
　 ････････････････････････････････････････････首都大学東京　都市教養学部　都市政策コース 朝日ちさと 9
○社会資本のストック効果について　～国土交通省の取組～
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省 総合政策局 参事官室 14

〈PRE を利活用した取組事例〉
○浜松市における PRE（Public Real Estate）戦略の利活用とまちづくりとの連携について
　 ･････････････････････････････ 浜松市産業部エネルギー政策課 スマートシティ推進グループ長 

　 （PRE ／ FM 研修アドバイザー　国土交通省／東京大学公共政策大学院） 松野　英男 17
○新宮市（都市再生整備計画事業）
　 ････････････････････････････････････････････ 新宮市 企画政策部 企画調整課　企画調整係長 中口　智章 21
○ PRE を活用した取り組み事例　小諸市（都市再構築戦略事業）
　 ･･････････････････････････････････････････････小諸市役所 建設部 都市計画課 まち整備係長 竹重　昌幸 24
○公民が連携した既存ストック活用による連鎖型都市再生　－大手町連鎖型都市再生プロジェクト－
　 ････････････････独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 都心業務部 大手町第１チーム 田嶋　靖夫 27

〈ストック効果に着目した取組事例〉
○ストックとしての効果に着目したまちなか再生の取組み
　 ･･････････････････････････････････････････････････････都城市 商工観光部 商工政策課 主幹 横山　哲英 32
○長浜市における空き店舗を活用した中心市街地活性化の取り組み
　 ････････････････････････････････････････････････････････････長浜市産業観光部商工振興課 手崎　俊之 35

〈データ〉
○都市再生事業のストック効果について
　 ･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　まちづくり推進課 39

特別寄稿　戦災復興が築いた基盤と空間と技術とひと
　 ･･････････････････････････････････････････････････････日本大学理工学部土木工学科　教授 大沢　昌玄 42

特別寄稿　大都市政策の 100 年略史（１）
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会会長 板倉　英則 50

特別寄稿　我が国まちづくり事業の国際展開 ： 区画整理から LR へ
　 ････････････････････････････････････････････････････････････日本大学理工学部土木工学科 岸井　隆幸 57

《都市計画協会だより》
都市計画協会だより（まちづくり拝見研修会のご案内） ･･･････････････････････････････････････････  63

平成 28 年６月号
特集　まちづくり月間　～みんなのまちの底力～

グラビア
第 34 回　まちづくり月間
　まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞者功績概要 ･･････････････････････････････････グラビア １

巻頭言
コンパクトなまちづくりをめざして　～ひたち BRT を活かしたまちづくり～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････日立市長 小川　春樹 3

特集　まちづくり月間　～みんなのまちの底力～
○第 34 回「まちづくり月間」の実施について
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　 住宅局市街地建築課 8
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○第 34 回まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞者の紹介
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　 住宅局市街地建築課 12
○第５回まちづくり法人国土交通大臣表彰受賞者の紹介
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　 住宅局市街地建築課 17
○第 11 回『まち交大賞』について
　 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････まちづくり情報交流協議会
　 一般財団法人 都市みらい推進機構 19
○第 33 回まちづくり標語懸賞募集入選作品の紹介
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会 24
○第 11 回住まいのまちなみコンクール審査報告
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 一般財団法人住宅生産振興財団 26
○第 18 回　「まちの活性化・都市デザイン競技」の結果概要
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ まちづくり月間全国的行事実行委員会
　 公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター 30
○平成 28 年度都市景観大賞の結果概要
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････「都市景観の日」実行委員会 39
○最近の景観行政を巡る状況　―日本らしく美しい景観づくりに関する懇談会の報告―
　 ･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課
　 景観・歴史文化環境整備室 44
○地方公共団体における主なまちづくり行事・表彰制度の紹介
　 ･･････････････････････････････････････ 内閣府沖縄総合事務局開発建設部建設産業・地方整備課
　 沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課
　 那覇市都市計画部都市計画課 49
○第１回全国まちづくり法人国交省大臣表彰
　【まちの安全・快適化部門】を受賞した
　NPO 法人プラス・アーツの国内・海外における防災啓発活動について
　 ････････････････････････････････････････････特定非営利活動法人　プラス・アーツ　理事長 永田　宏和 52
○都市再生推進法人に係るデータの紹介
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局まちづくり推進課 57

特別寄稿　関東大震災と特別都市計画法
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････後藤・安田記念東京都市研究所 田中　暁子 59

特別寄稿　大都市政策の 100 年略史（２）
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会会長 板倉　英則 63

特別寄稿　 「まちづくりを支援する包括的政策パッケージ」について
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････内閣府　地方創生推進事務局 72

平成 28 年７月号
特集　コンパクト・プラス・ネットワークの本格的実施について

巻頭言
地方都市におけるコンパクト・プラス・ネットワークの意味
～立地適正化計画に必要な覚悟とは～ ････････････････････････････････････弘前大学 北原　啓司 3
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特集　コンパクト・プラス・ネットワークの本格的実施について
○コンパクトシティ政策の本格的推進
　～コンパクトシティ形成支援チームによる省庁横断的な支援～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課 7

〈立地適正化計画作成に係る取組事例〉
○札幌市における立地適正化計画の策定  ･･･････札幌市まちづくり政策局都市計画部長 八柳　壽修 11
○花巻市における立地適正化作成に係る取組事例  ･････････････････ 花巻市 建設部 都市再生室 15
○箕面市立地適正化計画について  ････････ 箕面市地域創造部北急まちづくり推進室 参事 鈴木　俊平 18
○鳥取市における多極ネットワーク型コンパクトシティの取り組み
　 ･･････････････････････････････････････････････････鳥取市役所　都市整備部　都市企画課長 稲干　典史 21

〈国土交通省による計画作成に係る支援〉
○「立地適正化計画作成の手引き」の改訂について  ････････････国土交通省都市局都市計画課 24
○東北圏内の市町村に対する立地適正化計画の策定支援
　～「東北発コンパクトシティ」実現に向けた「立地適正化計画」策定検討に係る事例集の作成～
　 ････････････････････････････････････････････東北地方整備局建政部都市・住宅整備課　課長 山田　大輔
　 企画調査係長 岩田　貴之 27
○人口減少、高齢化、交通の視点からの都市分析について
　～近畿コンパクトシティガイダンスの作成～
　 ･･････････････････････････････････近畿地方整備局　建政部　都市整備課　企画調査第一係長 玉木　秀幸 30

〈横串の視点での施策間連携の推進〉
○地方創生に向けた取組と支援　－地方創生推進交付金の創設－
　 ･･･････････････････････内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局（現　復興庁福島復興局） 信太　博之 33
○都市のコンパクト化に向けた取組と連携した持続可能な地域公共交通ネットワークの形成
　 ･････････････････････････････････････････････ 国土交通省総合政策局公共交通政策部 交通計画課 35
○国公有財産の最適利用によるまちづくり  ･･････････････････････財務省理財局国有財産企画課 37
○学習環境の向上に資する学校施設の複合化の在り方について
　～学びの場を拠点とした地域の振興と再生を目指して～
　 ･････････････････････････････････････････････････文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課 38
○横串の視点での施策間連携の推進
　～ コンパクトシティと連携した地域医療施策の推進について～
　 ････････････････････････････････厚生労働省医政局地域医療計画課医師確保等地域医療対策室 伴　　正海 39
○コンパクトシティと地域包括ケアシステムの連携に向けて
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････厚生労働省老健局高齢者支援課 橋口　真依 41
○都市農業振興基本計画の概要と今後の取組
　  ･････････････････････････････････ 農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課都市農業室 43
○高齢者向け住まい施策の推進について  ････････････････････国土交通省住宅局安心居住推進課 44
○空き家の活用・除却に係る取組の推進について
　 ･････････････････････････････････････････････････国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室 45

〈施策間連携に係る先行的取組事例〉
〔公共施設再編〕長岡市が描くコンパクトシティ・プラス・ネットワーク
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 長岡市都市整備部都市計画課 係長 小林　　司
　 長岡市中心市街地整備室 主任 富樫　孝介 47

〔住宅〕官民連携による空き家・空き地対策と住環境整備
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････鶴岡市建設部建築課 白井　　覚 49

〔学校・教育〕地域のニーズに応じた学校施設の複合化（千葉県市川市立第七中学校）
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 千葉県市川市 52
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〔防災〕施策間連携に係る先行的取り組み事例　～「しがの流域治水」まちづくり治水の視点～
　 ････････････････････････････････････滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室　室長補佐 田井中繁美 55

〔広域連携〕姫路市における鉄道沿線まちづくりに関連した取り組み
　 ････････････････････････････････････････････････姫路市都市局まちづくり推進部都市計画課 長谷川貴大
　 姫路市都市局まちづくり推進部都市計画課 柿本　幸司 58

〔金融〕地元金融機関との連携によるまちなか居住促進の取り組み
　 ･･････････････････････････････････････････土浦市都市整備部都市計画課まちづくり推進室長 飯泉　貴史 61

特別寄稿　再考・東京市区改正──「現在」への影響
　　 ････････････････････････････････････････明治大学文学部史学地理学科日本史学専攻准教授 松山　　恵 63

特別寄稿　大都市政策の 100 年略史（３）
　　 ････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会会長 板倉　英則 68

特別寄稿　我が国初の新幹線駅高架下への LRT 乗入れ ～路面電車南北接続事業～
　　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････富山市都市整備部路面電車推進課 76

特別寄稿　 「伊豆市の新しい都市計画」実現に向かって
　　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････伊豆市長 菊地　　豊 80

《都市計画協会報告》
「まちづくりと景観を考える全国大会」開催報告
　　 ････････････････ まちづくり月間全国的行事実行委員会 事務局 公益財団法人都市計画協会 84

《都市計画協会だより》・《都市行政だより》
都市計画協会だより（まちづくりセミナー：まちづくり拝見研修会開催のご案内） ･･･････････  86
人事異動 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  87

平成 28 年８月号
特集　都市の魅力の発信

巻頭言
空き家ビジネスと観光まちづくり
　 ･･････････････････････････････････････････････････････株式会社オープン・エー代表取締役 馬場　正尊
　 株式会社オープン・エー 加藤　優一 3

特集　都市の魅力の発信
○特集の趣旨　 ･･････････････････････････････････国土交通省都市局　都市政策課・総務課国際室 7

特集１：観光まちづくりへの期待
○地域再生と観光まちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････････････一般社団法人ノオト代表理事 金野　幸雄 8
○「結いプロジェクト」の未来構想
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････結いプロジェクト代表 飯野　勝智
　 結いプロジェクト事務局 野口　純一 12
○新たな地域価値の創造に向けて　～さいたま市美園地区での取り組み～
　 ･･････････････････････････････････････････一般社団法人美園タウンマネジメント　専務理事 岡本　祐輝 16
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○歴史的資源を活用したまちづくり　－今も息づくマチの記憶を未来へ活かす－
　 ･･････････････････････････････････････････････････大分市教育委員会教育部文化財課　参事 坪根　伸也 33

〈地方都市の取り組み〉
○別府市における湯けむり景観を活かしたまちづくり
　 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 別府市建設部 都市政策課長 後藤　孝昭 37
○大貞総合運動公園整備について
　 ･･････････････････････････････････････････････････････中津市建設部都市整備課　課長補佐 山本　　隆 40
○“水

　すいきょう

郷日田”（環境都市）の下水道について
　 ･････････････････････････････････････････ 日田市土木建築部 下水道課長兼浄化センター場長 宮本　達美 43
○佐伯市総合運動公園　上城地区防災・避難広場整備事業について
　～地域防災拠点機能拡充へ向けて～  ･･･････････佐伯市建設部都市計画課　総括主幹 武田　哲寿 46
○臼杵市の歴史的町並み景観の保全にかかる準防火地域の廃止等の取組みについて
　 ･･････････････････････････････････････････････臼杵市ふるさと建設部都市デザイン課　主査 祖父江伸矢 49
○人口減少下における下水道事業 ･･････････････････････････津久見市上下水道課　主幹 小手川智晃 53
○竹田市の城下町再生　～歴史的景観を活かしたまちづくり～
　 ････････････････････････････････････････････････････････････竹田市都市デザイン課　主査 井手　勝隆 56
○干潟の生態系に配慮した汚水処理
　 ････････････････････････････････････････････････････杵築市上下水道課下水道工務係　主幹 野尻　泰行 60
○宇佐神宮を中心とした歴史的景観まちづくり
　 ･･････････････････････････････････････････････････････宇佐市建設水道部都市計画課　主幹 今戸大二郎 63
○協働のまちづくり“ぶんごおおの未来カフェ”　～「次の世代につなぐ」まちづくり～
　 ････････････････････････････････････････････････････豊後大野市建設課　都市計画建築係長 玉ノ井浩司 66
○由布院駅周辺の整備について　
　～官民連携のまちづくり第２章～ ･･･････････････････････由布市商工観光課　副主幹 河野　康文 70
○船団方式による下水道の整備推進  ････国東市上下水道課　課長補佐兼下水道管理係長 藤原　数真 74
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○ JR 暘谷駅周辺の賑わい空間の創出と日出城址周辺の景観整備によるまちづくり
　 ･･････････････････････････････････････････････････日出町都市建設課　主幹兼都市計画係長 中山　雅広 77
○旧豊後森機関庫と周辺の利活用  ･････････････玖珠町まちづくり推進課　企画政策係長 後藤　将典 80

〈民間団体の取り組み〉
○誰もが主役、市民で育てるみんなの広場
　 ････････････････････････････････････････････････････････････大分いこいの道協議会　会長 福島　　功 83
○豊後高田「昭和の町」づくり　～過去・現在・未来～
　 ････････････････････････････････････豊後高田市観光まちづくり株式会社　観光振興推進室長 水田　健二 87

特別寄稿　平成 12 年都市計画法改正について
　 ････････････････････････････････････････････････････独立行政法人住宅金融支援機構理事長 加藤　利男 90

特別寄稿　企業の社宅開発と都市計画
～もう一つの田園都市論と近隣住区論～ ･･････････････････････････････島根大学教授 中野　茂夫 97

特別寄稿　法制局の審査机（都市局関係法令の審査過程あれこれ）その３
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････元内閣法制局第２部参事官 山崎　篤男 102

特別寄稿　第 25 回 EAROPH 世界会議開催
　 ････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会国際委員長 矢島　　隆 

　　 E A R O P H 理事・評議員 小浪　博英 

　　 玉野総合コンサルタント株式会社東京支店海外事業分室 岩橋　　佑 110
《都市計画協会だより》

都市計画協会だより（まちづくり拝見研修会のご案内）（まちづくりセミナー参加者募集）
  ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  112

平成 28 年 11 月号
特集　復興事前準備／事前復興

巻頭言
「事前復興」の意義と可能性  ･･･････････････････明治大学　政治経済学研究科　特任教授 中林　一樹 3

特集　復興事前準備／事前復興
〈総論〉

○復興事前準備の取組状況について
　 ･････････････････････････････････ 国土交通省都市局都市安全課都市防災対策企画室 企画係長 江本　泰英 7
○未経験の復興状況を前提とした「復興準備」：復興イメージトレーニングの必要性と意義
　 ･･････････････････････東京大学生産技術研究所　都市基盤安全工学国際研究センター　准教授 加藤　孝明 9

〈公共の取組〉
○埼玉県における復興に向けた事前の備え　～復興まちづくりイメージトレーニングの取組～
　 ･･････････････････････････････････････････埼玉県都市整備部都市計画課総務・企画担当主査 下川原優一 15
○長野県の下水道 BCP の策定状況について
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････長野県環境部生活排水課 加藤　哲雄 19
○災害時用マンホールトイレの導入について
　 ････････････････････････････････北九州市上下水道局下水道部下水道計画課　下水道計画係長 松本　浩一 24

〈民間を巻き込んだ取組〉
○東京都の事前復興に関する取組　～ 行政職員のレベルアップと住民との協働を目指して～
　 ･･････････････････････････････････････････････････東京都都市整備局市街地整備部企画課長 村上　清徳 28
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○愛知県における震災復興都市計画と事前復興まちづくりの取組について
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 愛知県建設部都市計画課 主幹 八田　陽一
　 主査 田代ゆかり 32
○震災前過疎防止のための高地住宅地開発の取組
　 ･･････････････････････････････････････････････････徳島大学地域創生センター　学術研究員 井若　和久 36
○札幌都心部の BCD に貢献する熱供給事業　～北１西１周辺街区の取り組みについて～
　 ･･････････････････････････････････株式会社北海道熱供給公社営業部プロジェクト担当　課長 末廣　隆志
　 株式会社北海道熱供給公社経営管理部　課長 白石　貞二 40

〈自治体の相互連携〉
○下水道災害時に相互支援を行う「大都市ルール」について
　 ･･････････････････････････････････････････････････････大阪市建設局下水道河川部調整課長 井上　雅夫
　 大阪市建設局下水道河川部調整課担当係長 谷口　正典 44

特別寄稿　用途地域制
 ～その歩みと若干の論点～  ･････････････････････････････････････ Ｃ－まち計画室 代表 柳沢　　厚 49

特別寄稿　法制局の審査机（都市局関係法令の審査過程あれこれ）その４
　　 ････････････････････････････････････････････････････････････元内閣法制局第２部参事官 山崎　篤男 58

特別寄稿　ejob 事業の普及・発展に向けて
～全まち会議 in 高岡～  ･･････････････････････････････ ejob 事業運営委員会準備会事務局 佐々木智英 67

《都市計画協会報告》
2016 年「世界都市計画の日」日本集会開催報告
　　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会 70

《都市計画協会だより》
都市計画協会だより
　（まちづくり拝見研修会（渋谷・二子玉川）のご案内・まちづくりセミナー（横浜市会場）参加者募集） ･････････  71

平成 28 年 12 月号
特集　子育てしやすいまちづくり

巻頭言
子育てを楽しめるまちづくり  ･･････････････････････宇都宮大学地域デザイン科学部教授 大森　宣暁 3

特集　子育てしやすいまちづくり
○特集の趣旨  ･･･････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局都市計画課 6

〈総論〉
○子ども・子育て支援とまちづくり
　 ･･･････ 内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）付参事官補佐（企画担当） 村上　耕司 7
○子育て支援のまちづくり　～コンパクトシティと子育て施策の親和性～
　 ････････････････････････････････････厚生労働省雇用均等・児童家庭局　保育課企画調整係 益田　桂輔 11
○都市再生整備計画事業等を活用した子育てしやすいまちづくりについて
　 ･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課　課長補佐 高峯聡一郎 14
○子育てバリアフリーの取組について  ･･････････････国土交通省 総合政策局 安心生活政策課 17

〈事例紹介〉
○子育てしやすい職住楽超近接のまち  ･････････････････大東市　地方創生局　主査 渡邉　達二 20
○高槻市における立地適正化計画と連携した子育て支援のまちづくり
　 ･･････････････････････････････････････････ 高槻市都市創造部　都市づくり推進課　副主幹 平井　智子 24
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○広島県子育てスマイルマンション認定制度について  ････････ 広島県住宅課長 宮﨑　昌二 27
○ UR 都市機構における子育て支援の取組み
　 ･･･････････････････････････････････････ 独立行政法人都市再生機構　ウェルフェア総合戦略部 31
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「新都市」平成29年第71巻総目録

平成 29 年１月号
特集　都市インフラの安全確保 ～下水道におけるストックマネジメントを中心に～

年頭の辞
新年のごあいさつ･････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会会長･ 板倉　英則･ 3

巻頭言
下水道ストックマネジメントのさらなる推進に向けて
　･････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科　都市工学専攻　教授･ 滝沢　　智･ 5

まちと私
水の天使･･･････････････････････････････････････････････････2016 年度ミス日本「水の天使」･ 須藤　櫻子･ 7

特集　都市インフラの安全確保 ～下水道におけるストックマネジメントを中心に～
〈総論　下水道におけるストックマネジメント〉
○下水道事業におけるストックマネジメントについて
　･･･････ 国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課･事業マネジメント推進室･課長補佐･ 水田健太郎･ 9
○下水道ストックマネジメントに関する技術開発の動向
　･････････････････････ 国土交通省･水管理・国土保全局･下水道部　下水道企画課　環境技術係長･ 中島　智彦･ 13

〈下水道におけるストックマネジメント事例〉
○横浜市の下水道事業における ICTの取組み
　････････････････････横浜市環境創造局課長補佐（下水道管路部管路保全課下水道維持担当係長）･ 小松　弘明･ 17
○名古屋市における下水管路の維持管理
　･･････････････････････････････････････････名古屋市上下水道局･技術本部･管路部･保全課･課長･ 川合　正恭･ 20
○前橋市ストックマネジネント計画（管路編）の策定への取組み状況について
　････････････････････････････････････････････････前橋市水道局下水道整備課･計画係　副主幹･ 加藤　智広･ 23
○下水道管路施設の点検・調査の進め方
　･･･････････････････････････････････････公益社団法人　日本下水道管路管理業協会　専務理事･ 酒井　憲司･ 27

〈都市インフラの安全対策〉
○熊本地震による宅地災害復旧に向けた取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局都市安全課都市防災対策企画室･ 31
○公園施設の安全対策について
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課･ 西川　裕一･ 34
○機械式立体駐車場の安全対策について
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局街路交通施設課･ 37
○地下街の安全確保･･･････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局　街路交通施設課･ 40
○屋外広告物の安全対策
　･･･････････････国土交通省･都市局･公園緑地・景観課･景観・歴史文化環境整備室　景観企画係長･ 勝美　直光･ 42
○下水道ストックの最大限活用による新たな都市浸水対策の取組み
　･･･････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付水害対策係長･ 金城　弘典･ 45

特別寄稿　まちづくり３法の見直し
（平成 18 年都市計画法等・中心市街地活性化法の改正）その１
　･･･････････････････････････････････････････････元国土交通省都市・地域整備局都市計画課長･ 山崎　篤男･ 50
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（募集）第６回「まちづくり法人国土交通大臣表彰」の募集開始について
　････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 住宅局市街地建築課･ 59

平成 29 年２月号
特集　賢くつくり、賢く暮らす ～まちの高齢化への挑戦～

巻頭言
ニュータウンの再生はまちづくりのビジネスモデルになる
　････････････････････････････････････････････明星大学理工学部総合理工学科環境科学系･教授･ 西浦　定継･ 3

特集　賢くつくり、賢く暮らす ～まちの高齢化への挑戦～
〈特集の趣旨〉
○賢くつくり、賢くくらす･～まちの高齢化への挑戦～
　･････････････････････････････････････････････「新都市」２月号担当編集委員（国土交通省都市局）･ 5

〈総論〉
○立体換地制度を活用した市街地整備について
　～高齢者等の多様な権利者ニーズに対応したツールとして～
　･････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　市街地整備課　総合整備係長･ 藤村　勝之･ 6

〈事例紹介〉
○高蔵寺リ・ニュータウンの取組について　～高蔵寺リ・ニュータウン計画の推進～
　･････････････････････････････････････････････････････････････春日井市まちづくり推進部長･ 熊木　雄一･ 10
○ UR団地における民間事業者と連携した団地再生とコミュニティ形成の取組み
　････独立行政法人都市再生機構･ストック事業推進部ストック再編事業推進チーム　チームリーダー･ 関本　恒久･ 15
○包括的団地再生に取り組むNPO
　････････････････････････････････ちば地域再生リサーチ事務局長･千葉大学国際教養学部准教授･ 鈴木　雅之･ 19
○東急多摩田園都市・次世代郊外まちづくり
　～高度経済成長期後の成熟型社会における郊外住宅地のあり方～
　･･･････････････東京急行電鉄株式会社　都市創造本部開発事業部事業計画部都市政策担当　課長･ 泉　亜紀子･ 25
○多様な世代が生き生きと暮らし続けられる住まい・まちづくり（ミクストコミュニティ）に向け
た取組み　－UR団地の地域医療福祉拠点化―
　････････････････････････ UR 都市機構（独立行政法人都市再生機構）ウェルフェア総合戦略部･ 31
○臼田地区における生涯活躍のまち構想の事業化に向けて
　･･･････････････････････････････････････････佐久市･地域局･地域整備室･室長補佐地域整備係長･ 市村　志郎
　･ 佐久市･企画部･企画課･土地調整係長･ 羽毛田邦治･ 35
○スマートウエルネスシティ実現で進む高齢者の健康づくり
　･･･････････････････････････････････････････････････新潟県見附市企画調整課　総合戦略室長･ 田伏　　真･ 40

特別寄稿　平成３年度土地税制改正について
　･･･････････････････････････････････････････････････････（元建設省建設経済局宅地企画室長）･ 木村　誠之･ 43

特別寄稿　まちづくり３法の見直し
（平成 18 年都市計画法等・中心市街地活性化法の改正）その２
　･･･････････････････････････････････････････････元国土交通省都市・地域整備局都市計画課長･ 山崎　篤男･ 52

特別寄稿　ドイツ BID 最新状況報告
　･････････････････････････････････････････････････････････････････京都大学経営管理大学院･ 御手洗　潤
　･ 京都大学大学院法学研究科･ 原田　大樹･ 61
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特別寄稿　ストック効果の最大化に向けて　～その具体的戦略の提言～
　･････････････････････国土交通省総合政策局参事官（社会資本整備）付　社会資本整備調整係長･ 小杉　正憲･ 72

《都市計画協会報告》
○まちづくりセミナー　開催の報告････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会･ 76
○「都市における自転車利用とまちづくりシンポジウム」の開催報告
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会･ 82

《都市計画協会だより》
○「新都市」ホームページリニューアルのご案内･･････････････････････････････････････････････････ ･ 83

平成 29 年３月号
特集　都市と緑・農が共生するまちづくり

巻頭言
秩序ある混在の形成････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科･ 横張　　真･ 3
特集　都市と緑・農が共生するまちづくり
〈総論〉
○農のある暮らしの実現に向けて－計画的都市農業の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････武蔵大学名誉教授･ 後藤　光藏･ 5
○都市と緑・農が共生するまちづくり　～都市緑地等の一部を改正する法律案について～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課･ 7
○都市農地の適正な保全に関する都市計画関連制度の見直し
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 10

〈事例紹介（地方公共団体）〉
○練馬区における都市農地保全の取組
　･････････････････････････････････練馬区都市農業担当部都市農業課長事務取扱産業経済部参事･ 浅井　葉子･ 14
○「農の風景育成地区」制度について････････東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課･ 19
○大阪府の「農空間保全地域制度」について　～大阪の農空間を府民みんなで守り活かしていこう～
　･･･････････････････････････････大阪府環境農林水産部農政室整備課計画指導グループ総括主査･ 尾本　　啓･ 23
○宇都宮市が目指す「ネットワーク型コンパクトシティ」形成における都市農地の計画的保全活用
方策実証調査結果の概要報告
　････ 宇都宮市都市農地のあり方検討協議会（事務局：株式会社コミュニティ・アシスト・システム）･ 畠　　孝志
　･ ･ 星　　　勉･ 27
○農地・緑化空間を活用した循環型まちづくり　～狛江版CSAの取組み～
　･････････････････････････････････････････ 狛江版 CSA発足準備協議会（狛江市・鹿島）会長･ 山田　順之･ 31

〈事例紹介（農業団体）〉
○都市農業振興に向けた JAグループの取組みについて
　･･･････････････････････････････････････････････全国農業協同組合中央会都市農業対策推進室･ 高塚　明宏･ 36
○都市農業の現場から･････････････････････････････白石農園主、NPO法人畑の教室理事長･ 白石　好孝･ 41

〈事例紹介（民間事業者）〉
○野菜づくりはツマラナイ！･農園地「くにたち　はたけんぼ」
　･････････････････････････････････････････････････････････････株式会社農天気　代表取締役･ 小野　　淳･ 50
○食と農をテーマにした複合施設「オークビレッジ柏の葉」
　･･･････････････････････････････････････････････････････････グランデザイン株式会社　代表･ 黒田　浩介･ 55
○都市農地を活かす取り組み･･････････････････････････････････株式会社アグリメディア･ 速水　将平･ 59
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特別寄稿　首都機能移転についての経緯
　･････････････････････････････････････････････････････････････････元首都機能移転企画課長･ 清水　郁夫･ 65
特別寄稿　「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」について
　･･･････････････････････････････････････････公益財団法人　不動産流通推進センター副理事長･ 本東　　信･ 74

《都市計画協会報告》
○第 44 回まちづくり拝見研修会の報告（渋谷・二子玉川）
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会･ 79

《都市計画協会だより》
○「新都市」ホームページリニューアルのご案内･･････････････････････････････････････････････････ ･ 81

平成 29 年４月号
特集　平成 29 年度予算の概要

巻頭言
都市研究会創立 100 周年に寄せて
　･･･････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会会長･ 板倉　英則･ 3
特集　平成 29 年度予算の概要
○国土交通省関係予算の概要･･･････････････････････････････････････････国土交通省大臣官房会計課･ 5
　－平成 29 年度予算のポイント
　－予算の重点化
○都市局関係予算の概要･･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局･ 8
　－熊本地震等の被災地の復旧・復興
　－景観、歴史的建造物等を活かしたまちづくり
　－コンパクトで賑わいのあるまちづくり
　－都市の競争力の強化
　－緑豊かなまちづくり
　－都市開発の海外展開・国際貢献
○下水道事業における平成 29 年度予算の新規事項等
　･･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部･ 27
　（１）下水道総合地震対策事業の拡充
　（２）下水道ストックマネジメント支援制度の創設
　（３）下水道老朽管の緊急改築推進事業の延伸
　（４）下水道地域活力向上計画策定事業の創設
　（５）新世代下水道支援事業制度の見直し
特別寄稿　再開発地区計画制度の創設について
　･････････････････････････････････････････････････一般財団法人民間都市開発推進機構理事長･ 原田　保夫･ 30
特別寄稿　札幌の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課長･ 稲垣　幸直･ 37
特別寄稿　兵庫県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････ 兵庫県　県土整備部　まちづくり局　都市計画課･ 48

《都市計画協会だより》
理事会の開催について、「新都市」ホームページのご案内･････････････････････････････････････････ ･ 58
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平成 29 年５月号
特集　熊本地震からの復興に向けて

グラビア
熊本地震の被災状況･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1

巻頭言
平成 28 年熊本地震からの復興へ向けて･･････････熊本大学大学院先端科学研究部　教授･ ･

　･ くまもと水循環・減災研究教育センター長･ 柿本　竜治･ 3
特集　熊本地震からの復興に向けて

〈総論〉
○熊本地震と活断層･･････････････････････････････国土地理院地理地殻活動研究センター長･ 宇根　　寛･ 7

〈復興まちづくりに向けた被災地域の取組状況〉
○熊本地震からの復旧・復興に向けた取組みについて
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････熊本県土木部道路都市局長･ 宮部　静夫･ 11
○益城町の復興に向けた熊本大学ましきラボの取り組み
　･････････････････････････････････熊本大学　くまもと水循環・減災研究教育センター　准教授･ 円山　琢也･ 15

〈復興まちづくりに向けた国の取組状況〉
○復興まちづくりに向けた国の取組状況～熊本城の復旧に向けた対応～
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課･ 平塚　勇司･ 19
○地震による宅地災害防止のための取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市安全課企画専門官･ 松下　一樹･ 21
○益城町における活断層の活動と安全な市街地復興に向けて
　･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局市街地整備課企画専門官･ 下村　隆之･ 24
○下水道復旧に向けた対応および取組事例
　･････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐･ 安永　英治･ 28
○九州地方整備局における被災地復旧・復興支援への対応
　･･････････････････････････････････ ･国土交通省　九州地方整備局　建政部　都市整備課･ 33

〈これまでの震災復興の取組状況〉
○阪神・淡路大震災からの復興のまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････神戸市住宅局市街地整備部市街地整備課･ 森下　武浩･ 36
○復興への歩み～新潟県中越大震災における中山間地域の復興～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････長岡市地域振興戦略部･ 佐藤　佳代･ 40

特別寄稿　集落地区計画制度の創設について
　･････････････････････････････････････････････････一般財団法人民間都市開発推進機構理事長･ 原田　保夫･ 46

特別寄稿　福岡県の都市計画
　･･･････････････････････････････････････････････････････福岡県　建築都市部　都市計画課長･ 酒井　　了･ 53

特別寄稿　「桃太郎のまち」岡山の都市計画史 ＜都市計画の歩み＞
　･････････････････････････････････････････････････････････岡山市都市整備局　都市計画課長･ 福田　充弘･ 60

《都市計画協会だより》
都市計画協会だより（まちづくり拝見研修会、理事会の開催について、「新都市」ホームページのご案内）････････ ･ 71
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平成 29 年６月号
特集　まちづくり月間 ～みんなが主役のまちづくり～

グラビア
第 35 回　まちづくり月間
まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞者功績概要･･････････････････････････････････････グラビア･ 1

巻頭言
魅力あるまちづくりを目指して
～訪れたくなるまち・住みたくなるまち～････････････････････････････････輪島市長･ 梶　　文秋･ 3

特集　まちづくり月間 ～みんなが主役のまちづくり～
○第 35 回「まちづくり月間」の実施について
　････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 7
○第 35 回まちづくり月間まちづくり功労者　国土交通省大臣表彰受賞者の紹介
　････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 11
○第６回まちづくり法人　国土交通省大臣表彰受賞者の紹介
　････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 16
○ NPO法人金澤町家研究会の近年おける活動状況
　･････････････････････････････････････････････････特定非営利活動法人金澤町家研究会理事長･ 川上　光彦･ 18
○市制 100 周年における都市美啓発の取り組み
　～まちかどチャーミング賞・都市美啓発冊子「まちのながめ」～
　･･･････････････････････････････････････････････････尼崎市都市整備局都市計画部開発指導課･ 入江菜穂子･ 22
○第 12 回『まち交大賞』について
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････まちづくり情報交流協議会
　･ 一般財団法人･都市みらい推進機構･ 27
○第 1回コンパクトシティ大賞について･･････････････････････････････公益財団法人都市計画協会･ 32
○第 12 回住まいのまちなみコンクール審査報告･･････････････ 一般財団法人住宅生産振興財団･ 35
○第 19 回「まちの活性化・都市デザイン競技」の結果概要
　････････････････････････････････････････････････････････････ まちづくり月間全国的行事実行委員会
　･ 公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター･ 39
○平成 29 年度都市景観大賞の結果概要･････････････････････････････「都市景観の日」実行委員会･ 48
○都市再生推進法人に係るデータの紹介　････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 52
○「明日の日本を支える観光ビジョン」を踏まえた景観面の取組
　････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課　景観・歴史文化環境整備室･ 54
○高山市における景観と観光地の魅力向上の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････････････高山市基盤整備部都市整備課長･ 尾前　隆治･ 57
○景観と観光地の魅力向上に係る取り組みについて
　･･･････････････････････････････････････････････ 敦賀市･産業経済部新幹線まちづくり課･課長･ 森下　正則･ 62

特別寄稿　宮城県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････宮城県土木部都市計画課長･ 佐藤　達也･ 67

特別寄稿　「認定都市プランナー」平成 28 年度認定審査結果について
　･････････････････････････････････････････････････一般社団法人都市計画コンサルタント協会
　･ 認定都市プランナー運営委員会委員長･ 佐伯　　直･ 74
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平成 29 年７月号
特集　都市インフラシステムの海外展開

特集　都市インフラシステムの海外展開
○特集の趣旨　アジア新興国等における官民連携による都市分野の海外展開
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局総務課国際室･ 3
○中国における都市インフラシステムの展開状況
　･･･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局総務課国際室･ 小椋　翔子･ 5
○インドネシアにおける都市インフラシステムの海外展開等について
　････････････････････････････････････････････国土交通省･都市局･総務課･国際室･国際第一係長･ 上林　　新･ 12
○ミャンマー国における取り組みを通してみる、官民一体の「インフラ輸出戦略」
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局総務課国際室課長補佐･ 城山　正泰･ 16
○シンガポールに導入した都市インフラ及びジュロンレイク地区の都市開発
　･･･････････････････････････････････････ 国土交通省･都市局都市計画課･都市計画調査室　係長･ 峯澤　博行･ 27
○機械駐車設備事業の海外展開
　･･･････ IHI 運搬機械株式会社･パーキングシステム事業部･プロジェクト推進統括部･運営企画部長･ 萩田　直弥･ 31
○三井不動産のマレーシアにおける商業施設展開戦略
　･･････････････････････････････････････････マレーシア三井不動産･マネージングダイレクター･ 福井　健人･ 34
○都市開発分野におけるタイに対する日本の協力
　････････････････国土交通省　総合政策局公共交通政策部交通計画課（前　都市局総務課国際室）･ 河野　　桃･ 37
○ベトナムにおける都市分野の海外展開の経緯と現状
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････佐賀県政策部政策課　参事･ 　　　　　　･
　･ （前国土交通省都市局総務課国際室　企画専門官）･ 澤田　斉司･ 45
○推進工法のベトナム展開について･･････････ヤスダエンジニアリング（株）取締役社長･ 安田　京一･ 54
○東南アジアのフロンティアに挑む、髙島屋グループの新たな海外戦略
　･････････････････････････････東神開発･株式会社･海外事業本部･海外統括グループ　グループ長･ 藤野　憲治･ 58
○アフリカにおける新都市交通システムについて
　･･･････････････････････････････････ 国土交通省･都市局都市計画課･都市計画調査室　課長補佐･ 関　　信郎･ 61
○海外日本庭園再生プロジェクト
　･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局･公園緑地・景観課緑地環境室･ 65
特別寄稿　景観法
　･･････････････････････････････････････････････････在ルーマニア日本大使（元都市計画課長）･ 石井喜三郎･ 67
特別寄稿　静岡県の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 静岡県交通基盤部都市局･ 73
特別寄稿　相模原の都市計画史
　･･･････････････････････････････相模原市都市建設局まちづくり計画部参事（兼）･都市計画課長･ 渡邉建太郎･ 84

《都市計画協会報告》
○「まちづくりと景観を考える全国大会」開催報告
　････････････････まちづくり月間全国的行事実行委員会　事務局　公益財団法人都市計画協会･ 95

《都市計画協会だより》
まちづくりセミナー開催のお知らせ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 97
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平成 29 年８月号
特集　産業としてのまちづくり

巻頭言
産業としてのまちづくり･････････････････････････････････････････明海大学不動産学部長･ 中城　康彦･ 3

特集　産業としてのまちづくり
○特集の趣旨･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 5
○まちづくりの今後と関連産業の果たす役割
　･････････････････････････････････････････････････････富士通総研　経済研究所　主席研究員･ 米山　秀隆･ 6
○都市計画コンサルタント産業の現状と将来展望
　･････････････････････････････････玉野総合コンサルタント株式会社　まちづくり推進部　部長･ 古市　博之･ 10
○市街地再開発事業と再開発コーディネーターの取り組みについて
　･･･････････････････････････････････････････ 株式会社アール・アイ・エー･東京支社･計画一部･ 渡邊　　岳･ 14
○区画整理コーディネートとしての取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････株式会社･オオバ･東京支店･まちづくり部･ 柴田　和也･ 19
○空間データに立脚した都市インフラの総合的なマネジメント
　～都市インフラ運営産業創出の可能性～
　･････････････････････････････株式会社パスコ･技術統括本部･統合インフラマネジメント室･室長･ 渡辺　　隆･ 25
○イオンモールの産業としてのまちづくり　リテール産業とまちづくりの融合
　･･･････････････････････････イオンモール株式会社･開発本部･建設企画統括部･建設企画部　部長･ 渡邊　博史･ 29
○みどりの魅力を活かし、お客様に“やすらぎ・感動・ほほえみ”を提供するまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････････西武造園株式会社　代表取締役社長･ 林　　輝幸･ 33
○シティ信金PLUS＋事業（ひと・もの・まちづくりを通じた地域の価値向上事業）
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平成 29 年９月号
特集　コンパクト・プラス・ネットワーク最前線

～トップランナー 10 都市に聞く立地適正化計画の真意～
巻頭言
コンパクトシティの今を考える
　･････････････････････････････････････････････････筑波大学システム情報系社会工学域・教授･ 谷口　　守･ 3

特集　コンパクト・プラス・ネットワーク最前線
　　　～トップランナー 10 都市に聞く立地適正化計画の真意～

〈その 1　トップランナー 10 都市における立地適正化計画の本質〉
○立地適正化計画の真意･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 5
○「発展型コンパクトシティひろさき」を目指して
　･･･････････････････････････････････････････････････････青森県弘前市都市環境部都市政策課･ 長内遼太郎･ 6
○ランド・バンク事業による身の丈都市再編“つるおか”
　～大規模再開発に拠らない地方都市再生～･････････････鶴岡市建設部都市計画課長･ 早坂　　進･ 9
○都市部と村部が持続する歩いて暮らせる健幸都市
　～「スマートウエルネスみつけ」の実現を目指して～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････見附市建設課都市計画係長･ 武石　明彦･ 11
○まちなかを核とした集約都市金沢の形成に向けて
　･･･････････････････････････････････････････････････････････金沢市都市整備局都市計画課長･ 淵　　吉忠･ 14
○岐阜市のコンパクトシティへの取組み　―目指すべき将来都市構造の実現に向けて－
　･････････････････････････････････････････････････････岐阜市都市建設部　都市計画課　主査･ 生駒　正之･ 18
○子育てしやすい「職住楽」超近接のまちづくり･･････････････大東市　地方創生局･ 前田　辰徳･ 20
○まちなか３大学誘致を核としたコンパクトシティの形成
　･･･････････････････････････････････････････和歌山市産業まちづくり局都市計画部都市計画課･ 牧野　和之･ 23
○地域特性や民間活力等により都市の魅力を創出する都市
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････周南市都市整備部都市政策課･ 26
○持続可能な公共交通で暮らしやすさを実現する多核連携都市！
　･･････････････････････････････････････････････････････････熊本市都市建設局都市政策部都市政策課･ 28
○拠点連携型都市を目指して　～飯塚市～････････････････････････飯塚市都市計画課･ 川畑　周平･ 30

〈その 2　海外のコンパクトシティ事情〉
○ドイツにおけるコンパクトシティの取り組み
　･････････････････････････････････東北大学災害科学国際研究所地域・都市再生研究部門准教授･ 姥浦　道生･ 32

〈その 3【実務者必見！】支援策等の最新トピック〉
○さあ今すぐ始めようスマート・プランニング！【概論編】
　･････････････････････････････････国土交通省　都市局都市計画課　都市計画調査室　課長補佐･ 関　　信郎･ 35
○歩いて暮らせるまちづくりで医療費抑制効果も期待
　～「まちづくりにおける健康増進効果を把握するための歩行量（歩数）調査のガイドライン」の策定～
　･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課都市機能係長･ 中田　博之･ 39
○鉄道沿線まちづくりの推進について･･････････････････ 国土交通省　都市局　街路交通施設課･ 41
○コンパクトシティの本格的推進･･････････････････････････････国土交通省　都市局　都市計画課･ 42
○立地適正化計画の策定等の支援の強化
　～コンパクトシティ形成支援事業の平成 29 年度拡充内容について～
　･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課都市環境計画係長･ 西川　伸吾･ 46
○多様な連携による誘導施設の整備、子育て支援の強化（都市再生整備計画事業等の拡充）
　･････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局市街地整備課･ 48
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○フラット 35 子育て支援型及び地域活性化型について
　･･････････････････････････････････国土交通省住宅局総務課民間事業支援調整室･金融企画係長･ 牧野　弥生･ 50
○コンパクトシティの推進に係る支援（地方財政措置）について
　･････････････････････････････････････････････････････････････総務省自治財政局調整課主査･ 眞木　伸浩･ 52
特別寄稿　民間都市開発の推進に関する特別措置法について
　･････････････････一般財団法人都市みらい推進機構理事長、全国仮設安全事業協同組合常務理事･ 矢野　進一･ 53
特別寄稿　神奈川県の都市計画史
　･･････････････････････････････････････････････････････････神奈川県･県土整備局･都市部･都市計画課･ 57
特別寄稿　三重県の都市計画
　･･･････････････････････････････････････････････････････････三重県県土整備部都市政策課長･ 枡屋　　武･ 68
特別寄稿　長崎県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････長崎県土木部都市計画課長･ 池田　正樹･ 78

《都市計画協会だより》
○まちづくりセミナー開催のお知らせ・まちづくり拝見研修会（柏市）のご案内･････････････ ･ 89

平成 29 年 10 月号
特集　都市の中の新技術

巻頭言
粒子化する都市･･････････････････････････････････東京大学工学系研究科社会基盤学専攻教授･ 羽藤　英二･ 3
特集　都市の中の新技術
○特集の趣旨･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 5
○ 20 年後を見据えた都市づくりとイノベーションへの期待
　･･･････････････････････････････････････ 東京建物株式会社･都市開発事業部･事業推進グループ･ 吉澤　慶太
　･ 東京建物株式会社･ビル事業企画部･まちづくり推進室･兼･都市政策室･ 藤井　顕司
　･ 東京建物株式会社･ビルエンジニアリング部･建設グループ･ 東　　　努
　･ 東京建物株式会社･都市開発事業部･事業推進グループ･ 沢　　俊和
　･ 東京建物株式会社･企画部･経営企画グループ･ 櫻井慎一朗･ 6

〈第Ⅰ部　都市行政を発達させる技術〉
○ ICTを活用した盛土施工の品質管理
　･･･････････････････････････････････････････････ 安藤ハザマ･技術本部･技術研究所土木研究部･ 永井　裕之･ 10
○地域エネルギーマネジメントシステムの現状と展開可能性
　･･･････････････････････････････････････東京ガス　エネルギー企画部エネルギー計画グループ･ 笹本　太郎･ 15
○下水道法改正後の大規模な地域全体の下水熱を利用するエネルギーサービス事業
　～民間事業者が考える下水熱の可能性～･･････ 株式会社シーエナジー･技術部･設計課･ 柘植　康司･ 20
○都市緑化技術の新しい展開
　～都市の暑熱緩和効果の改善に向けた都市緑化技術の開発・普及に向けた取り組み状況
　･････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市緑化機構研究部･ 今井　一隆･ 25
○バリアフリーに貢献するバスの正着性向上の取組について
　･･･････････････････････････････････株式会社ブリヂストン　生産財ソリューション技術開発部･ ･

　･ 生産財ソリューション技術開発ユニット　ユニットリーダー･ 田村　大祐･ 31
〈第Ⅱ部　近未来の都市の変革につながる新技術〉
○さあ今すぐ始めようスマート・プランニング！【実践編】
　･････････････････････････････････国土交通省･都市局都市計画課･都市計画調査室･都市交通係長･ 岩舘　慶多･ 35
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○交通ビッグデータを活用したまちづくり
　･･･････････････････････ 株式会社ナビタイムジャパン･交通コンサルティング事業部･事業責任者･ ･

　･ 和歌山大学　国際観光学研究･センター　客員研究員･ 野津　直樹
　･ 株式会社ナビタイム･ジャパン･交通コンサルティング･事業部マネージャー･ 永森枝里子･ 40
○ AI を活用した映像解析技術による都市の見える化
　･･･････････････････････････････ 富士通株式会社（Fujitsu･Limited）TC･フロンティアセンター･ 長部　　大･ 47
○ VRを活用した未来の都市の見える化
　･･････････････････ パナソニック株式会社　エンジニアリングセンター　都市・空間VR･推進課･ 長濱龍一郎･ 53
○シビックテックとオープンデータによる新たな「まちづくり」
　･･･････････････････････････････････････････一般社団法人コード・フォー・ジャパン事務局長･ 陣内　一樹･ 58
○モビリティから考える新しい街づくりの可能性
　････････････････････････････････････････････････････････ 株式会社 rimOnO･代表取締役社長･ 伊藤　慎介･ 62
○自動運転の現状と展望～「どこでもドア」実現の方策とそのインパクト～
　･･･････････････････････････････ 株式会社日本総合研究所･創発戦略センター･シニアマネジャー･ 井上　岳一
　･ SB･ドライブ株式会社･渉外部･部長･ 石川　晃之･ 68
○コニカミノルタジャパンの「働き方改革」の取り組み
　･････････････････････････････････コニカミノルタジャパン株式会社　取締役　経営企画本部長･ 鈴田　　透･ 74
特別寄稿　生産緑地制度の創設と変遷
　･････････････････････････････････････････････････････････････元建設省都市局都市計画課長･ 林　　桂一･ 78
特別寄稿　北海道の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････ 北海道建設部まちづくり局都市計画課･ 83
特別寄稿　さいたま市の都市計画
　･･･････････････････････････････････････････････････････ さいたま市･都市局･都市計画部･都市計画課･ 93
特別寄稿　静岡市の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････静岡市都市局都市計画部参与兼都市計画課長･ 梶山　　知･ 104

平成 29 年 11 月号
特集　第 69 回都市計画全国大会（岩手県）

グラビア
第 69 回都市計画全国大会（岩手県）････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1
特集　第 69 回都市計画全国大会（岩手県）
〈巻頭挨拶〉
○第 69 回都市計画全国大会の開催にあたって･･････公益財団法人都市計画協会　会長･ 竹歳　　誠･ 3
○第 69 回都市計画全国大会を迎えて････････････････････････････････････岩手県知事･ 達増　拓也･ 4
○第 69 回都市計画全国大会を迎えて･･････････････････････････････････････盛岡市長･ 谷藤　裕明･ 6
○「黄金の國、いわて。」さ、はまらいん！･･･････岩手県政策地域部地域振興室　主任･ 小笠原伸也･ 8

〈岩手県の取り組み〉
○岩手県の特徴と取組の概要････････････岩手県県土整備部都市計画課　計画整備担当課長･ 澤田　　仁･ 9
○岩手県の都市計画････････････････････岩手県県土整備部都市計画課　計画整備担当　主査･ 小野寺　理･ 12
○岩手県の景観行政･･････････････岩手県県土整備部都市計画課　まちづくり担当　主任主査･ 田原　俊嗣･ 15
○岩手県の街路事業････････････････････岩手県県土整備部都市計画課　計画整備担当　主査･ 熊谷　仲実･ 18
○岩手県の土地区画整理事業と復興まちづくりの進捗状況
　･･･････････････････････････････････岩手県県土整備部都市計画課　まちづくり担当　主任主査･ 佐藤　充弘･ 21
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○岩手県の都市公園事業
　･････････････････････････････････････････岩手県県土整備部都市計画課　計画整備担当　主査･ 橘　　富和･ 24
○岩手県の下水道事業･･････････････････････岩手県県土整備部下水環境課　事業担当　主査･ 今野　孝一･ 27

〈盛岡市の取り組み〉
○盛岡市の特徴と取組の概要････････････････････････････盛岡市都市整備部都市計画課長･ 吉田　大輔･ 30
○盛岡市の都市計画･･････････････････････････････････････盛岡市都市整備部都市計画課長･ 吉田　大輔･ 32
○盛岡市の土地区画整理事業･･････････････････････････盛岡市都市整備部市街地整備課長･ 佐藤　秀公･ 35
○盛岡市の景観行政･･････････････････････････････盛岡市都市整備部景観政策課　課長補佐･ 村上　　智･ 38

〈復興のまちづくり〉
○野田村（城内地区）の復興まちづくり　～多重防御による安全・安心で潤いのある市街地の再生～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････野田村復興むらづくり推進課長･ 松本　良治･ 41
○田老地区の復興まちづくりについて･････････････････宮古市都市整備部都市計画課長･ 多田　　康･ 44
○大船渡駅周辺地区のまちづくり･･･････････････大船渡市災害復興局市街地整備課　技監･ 近藤　幸信･ 48
○陸前高田市高田地区における復興まちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････････陸前高田市建設部長兼都市計画課長･ 阿部　　勝
　･ 陸前高田市復興局市街地整備課　課長補佐兼区画整理係長･ 高橋　宏紀
　･ 陸前高田市建設部都市計画課　計画係長･ 永山　　悟･ 51
○三陸の復興を象徴するスポーツ拠点の整備（鵜住居運動公園）
　･･･････････････････････････････････････････････････釜石市建設部都市計画課　都市計画係長･ 瀬戸　　周･ 55
○釜石市の下水道、東日本大震災からの復旧・復興
　･････････････････････････････････････････････････釜石市建設部下水道課　主幹兼下水道係長･ 菊池　康司･ 59
○高田松原津波復興祈念公園及び国営追悼・祈念施設（仮称）について
　･･････････････････････････････････････････････････国土交通省東北地方整備局東北国営公園事務所･ 62
○ UR都市機構の岩手県における東日本大震災復興への取組みについて
　･････････････････････････････････････････････独立行政法人都市再生機構　震災復興支援室長･ 里見　達也･ 65

〈都市の再生・活性化など〉
○花巻市立地適正化計画と公共交通ネットワーク
　･･････････････････････････････････････････････････花巻市建設部都市政策課都市再生室･主査･ 佐藤　正和･ 68
○滝沢市交流拠点複合施設整備事業　～みんなでつくるふれあいの大屋根～
　･･････････････････････････････････････････････････滝沢市市民環境部地域づくり推進課･主査･ 浦島　貴之･ 71
○矢幅駅周辺の整備について･～民活導入による区画整理の実施～
　･････････････････････････････････････････････････････････矢巾町道路都市課　区画整理係長･ 藤井　　祐･ 74
○久慈市の街なか再生について
　･････････････････････････････････････久慈市産業経済部市街地活性化推進課　市街地振興係長･ 工藤　　仁･ 78
○遠野市中心市街地活性化基本計画の概要
　･････････････････････････････････････････････････遠野市環境整備部まちづくり再生担当部長･ 千田　孝喜･ 81
○平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり･･････････････平泉町建設水道課　課長補佐･ 岩渕　省一･ 85
○奥州市の都市計画･～東西市街地を結ぶ街路事業～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････奥州市都市整備部都市計画課長･ 佐藤　和憲･ 88
○北上工業団地における下水道事業･･････････････････北上市都市整備部下水道課　主査･ 佐藤　大輝･ 91

〈民間団体の取り組み〉
○公民連携によるまちづくりと新たな担い手　～オガールプロジェクト～
　･････････････････････････････････････････････････････････オガール企画合同会社　代表社員･ 高橋　　望･ 93
○リノベーションまちづくりによるマルカンビル大食堂の復活
　･････････････････････････････････････････････････････････株式会社上町家守舎　代表取締役･ 小友　康広･ 97
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特別寄稿　立地適正化計画制度の創設について …都市再生特別措置法のＨ 26 改正…
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省道路局次長･ 和田　信貴･ 101

特別寄稿　愛知県の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 愛知県建設部都市計画課･ 109

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会（長崎市）のご案内･･･････････････････････････････････････････････････････ ･ 117

平成 29 年 12 月号
特集　下水道・公園等における民間による事業運営

巻頭言
PPP/PFI に関する今後の展望･･････特定非営利活動法人日本PPP/PFI 協会会長兼理事長･ 植田　和男･ 3

特集　下水道・公園等における民間による事業運営
○政府におけるPPP／ PFI の推進施策
　･･･････････････････････････ 内閣府　民間資金等活用事業推進室（PPP／ PFI 推進室）弁護士･ 今井　基貴
　･ 事務官･ 酒井　　啓･ 5

〈第Ⅰ部　下水道における官民連携〉
○下水道における官民連携の推進について
　･･･････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課官民連携推進係長･ 梅井　貴行･ 12
○浜松市における下水道事業へのコンセッション方式導入について
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　･ 周南市経済産業部商工振興課
　･ 周南市中心市街地整備部中心市街地整備課･ 41
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○特集の趣旨　これからの官民連携まちづくり　～自立するまちづくりを目指して～
　･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局まちづくり推進課･市街地整備課･ 7
○特別企画〈座談会〉
　これからの官民連携まちづくり　～自立するまちづくりを目指して～
　･･･････････････［コーディネーター］　首都大学東京都市環境科学研究科都市システム科学域教授･ 饗庭　　伸
　･ ･オガールベース株式会社・オガールプラザ株式会社代表取締役、一般社団法人公民連携事業機構理事･ 岡崎　正信
　･ 株式会社富山市民プラザ代表取締役専務、前富山市都市整備部長･ 京田　憲明･ 8
○まちづくり活動の担い手のあり方に係る検討について
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市政策課･ 15
○「官民連携まちづくり祭　in･WAKAYAMA」の開催レポート
　～「つくる」まちづくりから、「使いこなして、育てる」まちづくりへ～
　････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･官民連携推進室･ 21
○関東地方整備局における「公共資産利活用入門スクール」の取組
　･･･････････････････････････････････････国土交通省　関東地方整備局　建政部　都市整備課長･ 川﨑周太郎･ 26
○公務員リノベーションスクールの取組について
　･････････････････････････････････････････新潟県産業労働観光部商業・地場産業振興課　主査･ 佐々木　優･ 32
○全国エリアマネジメントネットワークの紹介
　･･････････････････････全国エリアマネジメントネットワーク事務局（株式会社フロントヤード）･ 長谷川隆三･ 36
○まちに開かれた団地リノベーションの取組み（小田急電鉄・ホシノタニ団地）
　･･･････････････････････････････････小田急電鉄株式会社　生活創造事業本部　開発推進部課長･ 滝島　敬史･ 40
○多様な文化を支える地域協創モデルを目指して
　～ミサワホームと長沼町（北海道）の包括連携協定の取組み～
　･･･････････････････････････････ミサワホーム総合研究所　フューチャーセンター市場企画室長･ 富田　晃夫･ 45
○福井駅前のエリアマネジメントの取組みについて
　～官民の役割分担と連携によるまちづくり～
　･････････････････････････････････････････････････････まちづくり福井株式会社　代表取締役･ 岩崎　正夫･ 50
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○ダウンサイジング型再開発事業により街の再生を図った「片町きらら」
　･････････････････････････････････････････株式会社　アール・アイ・エー金沢支社　担当部長･ 木島　一宣･ 57
○地方都市における持続可能な再開発の実現に向けたコーディネーターの取組み
　･･･････多賀城駅北地区第一種市街地再開発事業　株式会社　アール ･アイ ･エー東北支社　次長･ 金原　　信･ 62
○森ビル都市企画が進める地方創生・まちづくり事業
　･･･････････････････････････････････････････森ビル都市企画株式会社　調査企画部　部長補佐･ 三輪　恭之･ 66
特別寄稿　仙台の都市計画史
　･････････････････････････････････････････････････････仙台市都市整備局計画部都市計画課長･ 京谷　寛史･ 72
特別寄稿　和歌山県の都市計画史　
　･････････････････････････････････････････････････････和歌山県･県土整備部･都市住宅局･都市政策課･ 82
特別寄稿　北九州市の都市計画史　
　･･････････････････････････････････････････････････北九州市建築都市局計画部･都市計画課長･ 松本　　進･ 93
特別寄稿　宮崎県の都市計画史　
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････宮崎県　県土整備部　都市計画課･ 104

《都市計画協会だより》
○寄贈図書紹介　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 120
○「新都市」ホームページのご案内　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 121

平成 30 年３月号
特集　都市のスポンジ化への対応

巻頭言
ヴォイドの計画論と計画制度･･････････････････････東京工業大学環境・社会理工学院教授･ 中井　検裕･ 3
特集　都市のスポンジ化への対応
〈総　論〉
○都市計画基本問題小委員会中間とりまとめ「都市のスポンジ化への対応」
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 5
○都市のスポンジ化対策･～都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の概要～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 11
○空き家問題に関する施策と課題
　･･････････････････････････････････････････････････国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室･ 16
○既存住宅・空き家等の流通促進に関する施策動向
　･･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省土地・建設産業局不動産業課･ 20
○所有者不明土地問題への対応について
　･････････････････････････････････････････････国土交通省土地・建設産業局企画課企画専門官･ 益本宇一郎･ 24

〈先行事例〉
○駐車場活用広場「新栄テラス」　～土地利用の交換による地域価値の向上～
　･･･････････････････････････････････････････････････････福井市都市戦略部都市整備室　主事･ 城地　泰正･ 28
○長野市のもんぜん地域の賑わい創出に向けて　～ぱてぃお大門の取組み～
　････････････････････････････････････株式会社まちづくり長野･常務取締役タウンマネージャー･ 越原　照夫･ 31
○ランド・バンク事業によるまちの再編と次世代に向けたまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････鶴岡市建設部都市計画課都市計画係　専門員･ 五十嵐　展･ 36
○空き家・空き地の活用等による「まちなか再構築（防災に強いまちづくり）」
　～「高岡市まちなか地区」の取組みについて～
　･･･････････････････････････････････････････････････････高岡市都市創造部都市計画課　主任･ 鷲田　　潤･ 39

新都市12月（2018）.indb   156 2018/12/15   23:34:09



SHINTOSHI  Vol.72 No.12 2018  157

○密集市街地における低未利用空間の活用手法について
　～まちなか防災空地事業の制度紹介～･･････････････神戸市住宅都市局計画部まち再生推進課･ 42
○地域提案型空き家活用事業　～空き家・除却跡地をコミュニティで利用～
　･･････････････････････････････････････････････････････････新潟市建築部住環境政策課住環境整備室･ 46
○まちづくりは終わらない　～低未利用地の集約で賑わい空間を創出～
　････････････････････････････････････････････････彦根市都市建設部副参事（市街地整備担当）･ 久保　達彦･ 49
○みんなの未来区BONJONO･／ボン・ジョーノ　～シェアタウンのまちづくり～
　･･････････････････････････････････････････北九州市建築都市局区画整理課･施設計画担当係長･ 川合　浩治･ 52
○飯田まちづくりカンパニーによる空店舗活用　～「並木横丁いこいこ」について～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････飯田市建設部地域計画課長･ 遠山　広基･ 55

〈特別寄稿〉
○公共空間の暫定利用とスポンジシティの未来
　･･････････････････････････････････････････････････株式会社ワークヴィジョンズ･代表取締役･ 西村　　浩･ 58

特別寄稿　富山県の都市計画史　
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 富山県･土木部･都市計画課･ 62

特別寄稿　浜松の都市計画史　
　･････････････････････････････････････････････････････････････浜松市都市整備部都市計画課･ 早津ルミ子･ 74

特別寄稿　「歴史と文化のまち 堺」の都市計画の変遷　
　･････････････････････････････････････････････････　堺市建築都市局都市計画部都市計画課長･ 休場　理夫･ 85

海外報告　EAROPH 地域セミナーに参加して　
　･･････････････････････････････････････････（一社）国土政策研究会専務理事・EAROPH･理事･ 小浪　博英
　･ （公財）都市計画協会業務執行理事・EAROPH･評議員･ 平岡　孝夫･ 96

《都市計画協会報告》
○第 47 回まちづくり拝見研修会の報告（長崎市）･･･････････････････公益財団法人都市計画協会･ 98

《都市計画協会だより》
○寄贈図書紹介･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 100

平成 30 年４月号
特集　平成 30 年度予算の概要

特集　平成 30 年度予算の概要
○国土交通省関係予算の概要･･･････････････････････････････････････････国土交通省大臣官房会計課･ 3
　第１　平成 30･年度予算のポイント
　第２　平成 30･年度予算の概要
○都市局関係予算の概要　･･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局総務課･ 6
　Ⅰ．平成 30･年度都市局予算のポイント
　Ⅱ．平成 30･年度･都市局関係予算総括表
　Ⅲ．平成 30･年度･都市局関係予算主要改正事項等
　　１．コンパクトシティの推進、地方都市の再生
　　２．歴史、景観、緑を活かしたまちづくり
　　３．都市の国際競争力の強化、海外展開
　　４．都市の防災、安全対策等
○下水道事業における平成 30･年度予算の新規事項等
　･･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部･ 23
　（１）下水道総合地震対策事業の延伸
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　（２）下水道広域化推進総合事業の創設
　（３）下水道民間活力導入促進事業の創設
　（４）下水道エネルギー・イノベーション推進事業の創設

特別寄稿　近代下水道の辿った道程
　････････････････････････････････････････････････････････公益社団法人日本下水道協会･顧問･ 曽小川久貴･ 26

特別寄稿　川崎市の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････川崎市まちづくり局都市計画研究会･ 33

特別寄稿　福井県の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 福井県土木部都市計画課･ 45

特別寄稿　名古屋市の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課･ 56

寄稿　トランジットモールがまちの賑わいにもたらす効果
～富山市型コンパクトシティの進化を支えるLRT･での社会実験～
　･････････････････････････････････････････････　富山市活力都市創造部路面電車推進課副主幹･ 吉川　賢一･ 67

寄稿　都市計画コンサルタント優良業務登録事業（ejob 事業）
平成 29 年度本格実施初年度の状況について･････････････ ejob 事業運営委員会事務局･ 北本美江子
･ ･ ･ 佐々木智英･ 73

書評　コンパクトシティ実践ガイド
―･医療・福祉・子育て連携！―････････････････････････内閣府地方創生コンシェルジュ･ 大島　英司･ 75

《都市計画協会だより》
○理事会の開催について・「新都市」ホームページのご案内・寄贈図書紹介････････････････････ ･ 76

平成 30 年５月号
特集　まち × 夜

巻頭言
「夜の都市計画」への問い････････････････東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻准教授･ 中島　直人･ 3

特集　まち × 夜
○特集の趣旨「夜の視点からのまちづくり」
　･････････････････････前・国土交通省都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室　企画専門官･ 髙桒　宏之
　･ 国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進室　課長補佐･ 橋口　真依
　･ 国土交通省都市局都市計画課　課長補佐･ 山田　大輔･ 6

〈総　論〉
○新たなライフスタイル変化に対応する都市経営と地域経済
　～観光産業だけに偏らない、ナイトタイムエコノミーの可能性～
　･･･････････････････････････････････････一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス･ 木下　　斉･ 7
○魅力ある日本のナイトタイムエコノミー活性化に向けて
　････････････････････････････････････････････････････････････････観光庁･観光地域振興部･観光資源課･ 13
○夜の都市計画とセンシュアス・シティ
　･･･････････････････････････････････････････株式会社LIFULL、LIFULL･HOME'S･総研所長･ 島原　万丈･ 17

〈ビジョン〉
○渋谷における「ナイトアンバサダー」導入の試み
　･･･････････････････････････････････････････一般財団法人渋谷区観光協会　企画広報部　部長･ 堀　　恭子･ 23
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〈公共交通〉
○都市公共交通における終夜運行の意義と課題
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････流通経済大学経済学部教授･ 板谷　和也･ 28

〈場づくり〉
○風俗営業法改正とクラブ営業への影響･････････････ニューポート法律事務所　弁護士･ 斉藤　貴弘･ 33
○国家戦略特区を活用した「エンターテイメントシティ歌舞伎町の再生」
　･･･････････････････････････････････････････新宿区　都市計画部　景観・まちづくり課　課長･ 中山　祐一･ 39
○街の外と内の結節点「歌舞伎町ブックセンター」（インタビュー）･････････････････････････････ ･ 42

〈夜間景観・照明〉
○長崎市の景観まちづくり　～夜間景観の刷新による長崎創生～
　･････････････････････････････････････････････････長崎市　まちづくり部　景観推進室　技師･ 平山　広孝･ 45
○照明デザインの役割　～公園照明の新たな取り組みを通して～
　･････････････････････････････････････････････トミタ・ライティングデザイン・オフィス代表･ 富田　泰行･ 50
○夜間景観を演出する新たな屋外広告物と景観誘導
　･････････････････････････････････････････････････名古屋市住宅都市局都市計画部都市景観室･ 清水　直樹
　･ ･ 髙橋　優佳･ 54
○大地が魅せるパノラマ・イルミネーション　～国営讃岐まんのう公園･夜の横顔～
　･････････････････････････････････････ 国土交通省四国地方整備局･建政部･都市・住宅整備課長･ 塚本　　文･ 58

〈公共空間・イベント〉
○都市における「暗黒資源」としての水辺利用
　～都市河川におけるライティング・シップ社会実験の試み～
　･･･････････････････････････････････････････････････････ミズベリング・プロジェクト事務局･ 滝澤　恭平･ 61
○住道エリアプロデュース戦略　～住道エリアを拠点とした地域再生戦略～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････大東市地方創生局･ 宮本歌奈子･ 65

〈星空の活用〉
○星ふるさと　阿智村　～日本一の星空と花桃・昼神温泉郷～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････阿智村長･ 熊谷　秀樹･ 70

〈番外編〉
○夜の金沢･･･････････････････････････････････金沢市都市政策局担当部長（兼）企画調整課長
　･ （前・国土交通省都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室･企画専門官）･ 髙桒　宏之･ 72
特別寄稿　京都府の都市計画史　
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････京都府建設交通部都市計画課･ 74
特別寄稿　島根県の都市計画史　
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 島根県土木部都市計画課･ 85

《まちに集
つど

えば》
○銭湯ぐらし　～銭湯を活用したまちづくりとコミュニティの実践～
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････銭湯ぐらし主宰･
　･ 一般社団法人･最上のくらし舎･代表理事･

　･ Open･A/･公共 R･不動産･ 加藤　優一･ 97
《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会（毛呂山町）のご案内・理事会の開催について
　第 70･回都市計画全国大会（宮崎県宮崎市）のご案内・寄贈図書紹介
　「まち×夜」関連著書紹介･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 101
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平成 30 年６月号
特集　まちづくり月間

グラビア
第 36･回　まちづくり月間　
まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞者功績概要･･････････････････････････････････････グラビア･ 1
巻頭言
産官学民連携「下妻まちづくり物語」･･･････････････････････････････････････下妻市長･ 菊池　　博･ 3
特集　まちづくり月間
○第 36･回「まちづくり月間」の実施について
　･･････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 8

〈各賞紹介〉
○第 36･回まちづくり月間まちづくり功労者
　国土交通省大臣表彰受賞者の紹介
　････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 12
○第７回まちづくり法人国土交通省
　大臣表彰受賞者の紹介
　････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 16
○第 13･回『まち交大賞』について
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････まちづくり情報交流協議会
･ ･ 一般財団法人･都市みらい推進機構･ 18
○コンパクトシティ大賞（第２回）の選考結果
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会･ 23
○第 13･回住まいのまちなみコンクール審査報告
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 一般財団法人住宅生産振興財団･ 26
○第 20･回　「まちの活性化・都市デザイン競技」の結果概要
　････････････････････････････････････････････････････････････ まちづくり月間全国的行事実行委員会
･ ･ 公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター･ 30

〈最近の動向〉
○平成 30･年度都市景観大賞の結果概要
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････「都市景観の日」実行委員会･ 39
○盛岡市における景観形成啓発事業　～次世代へ魅力あるまち並みを～
　････････････････････････････････････････････････････････盛岡市都市整備部景観政策課･主事･ 清水　友博･ 43
○第２回全国まちづくり法人国土交通大臣表彰
　【まちの安全・快適化部門】を受賞した街づくり会社㈱ジェイ・スピリットの進化
　･････････････････････････････････････････････････････････････株式会社ジェイ・スピリット･ 中山雄次郎･ 47
○最近の日向市駅周辺地区の取り組み
　･････････････････････日向市役所　建設部市街地整備課中心市街地活性化推進室街なか整備係長･
　･ 兼　総合政策部新庁舎建設課建設推進係長･ 大﨑　雅彦･ 52
○都市再生推進法人に関するデータ等の紹介
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 58
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○最近の景観行政を巡る状況
　～プロジェクションマッピング実施の環境整備の推進について～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課
　･ 景観・歴史文化環境整備室･ 60
特別寄稿　千葉県の都市計画史　
　･･････････････････････････････････････････････････････････千葉県県土整備部都市整備局都市計画課･ 64
特別寄稿　神戸の都市計画史　
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････神戸市住宅都市局計画部都市計画課･ 74

《まちに集
つど

えば》
○知的創造拠点　武蔵野プレイスの取り組みについて　
　･･･････････････････････公益財団法人･武蔵野生涯学習振興事業団･プレイス事業部･調整担当課長･ 坂本　　聡･ 85

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会（毛呂山町）のご案内
　定時評議員会の開催について・寄贈図書紹介　･･････････････････････････････････････････････････ ･ 89

平成 30 年７月号
特集　コンパクト・プラス・ネットワーク最前線

　～個性ある都市づくりを実現するヒントが分かる！～

巻頭言
コンパクトなまちづくり
推進協議会の設立に当たって－松山市のコンパクトシティへの取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････松山市長･ 野志　克仁･ 3
特集　コンパクト・プラス・ネットワーク最前線
　　　～個性ある都市づくりを実現するヒントが分かる！～
〈立地適正化計画に見る都市づくりの理念と具体の取組〉
○コンパクト・プラス・ネットワークの取組に関する最近の動向
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 6
○健康寿命延伸都市を目指す松本市　･････････････松本市建設部都市政策課　課長補佐･ 柳澤　　均･ 9
○立地適正化計画をベースに関連まちづくりを組合せた都市
　･････････････････････････････････むつ市都市整備部都市計画課コンパクトシティ推進室　主幹･ 黒澤幸太郎･ 14
○黒部市立地適正化計画の概要･～地元民間企業との連携によるまちづくりを目指す都市～
　･････････････････････････････････････････････････････････黒部市都市建設部都市政策課主査･ 富川　　篤･ 20
○北九州市のコンパクトシティへの取組み　～北九州市立地適正化計画～
　･････････････････････････････････････････････････････････北九州市建築都市局都市計画課長･ 上村　周二･ 25
○安全 ･安心 ･快適、そして元気に住み続けられるまちづくりを目指して
　･････････････････････････････････････････････････････････三原市都市部都市開発課計画係長･ 奥広　淳一･ 30

〈コラム　～都市のスポンジ化対策の現場～〉
○岡崎市乙川リバーフロント地区の「康生通り」における駐車場再配置への取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････ 岡崎市　都市整備部　乙川リバーフロント推進課･ 36

〈実務者必見！　コンパクト・プラス・ネットワークを支える新ツール〉
○支援制度全体像･････････････････････････国土交通省･都市局･都市計画課･集約都市企画係長･ 佐藤　大介･ 38
○都市構造可視化計画ウェブサイトについて
　･･･････････････････････････････････････公益社団法人日本都市計画学会･都市構造評価特別委員会･ 41
○都市モニタリングシートを使ってみませんか？
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　～みなさんの都市の強み・弱みを「簡単操作」で「分かりやすく」把握できるツールのご紹介～
　･････････････････････････････国土交通省　都市局都市計画課　都市計画調査室　評価分析係長･ 山田　賢吾･ 46
○まちの活性化を測る歩行者量調査のガイドラインの策定　
　～新技術を活用して「にぎわい」を測る～
　･･･････････････････････････国土交通省　都市局　都市計画課　都市計画調査室　都市機能係長･ 村上　卓大･ 49
○都市交通調査におけるビッグデータの活用について　～ビッグデータで人の流れをつかむ～
　･･･････････････････････････国土交通省　都市局　都市計画課　都市計画調査室　都市交通係長･ 大塚　賢太･ 52
○モバイル空間統計を利用した都市交通調査について
　･･･････････････････････････（株）ドコモ・インサイトマーケティング･エリアマーケティング部･ 小田原　亨･ 55

〈地方再生コンパクトシティモデル都市 ～都市のコンパクト化と地域の稼ぐ力の向上～〉
○地方再生コンパクトシティの狙い
　･････････････････････････････････････････国土交通省都市局市街地整備課市街地防災整備係長･ 青山　琢人･ 58
○３つの広域交流の促進と、来街者を迎えるまちの顔としてふさわしい賑わいの創出
　･･･････････････････････････････････････････････････室蘭市都市建設部都市政策推進室　室長･ 佐野　正樹･ 61
○小田原市の取組　～歴史的資源を通じた賑わいと交流のコンパクトシティの形成～
　･････････････････････････････････････････････････小田原市都市部都市政策課都市政策係主査･ 山口　洋平･ 64
○岡崎市乙川リバーフロント地区の公民連携まちづくり「QURUWA･戦略」
　･･･････････････････････････････････････････････ 岡崎市　都市整備部　乙川リバーフロント推進課･ 67
○兵庫県尼崎市の取組･･････････････尼崎市ひと咲きまち咲き担当局まち咲き施策推進部部長･ 安田　博之･ 70
○食と再生可能エネルギー『100%･自活』、アウトドア等、
　地域資源を活用した官民連携による地域活性化･･西条市建設部都市計画整備課係長･ 北村　彰英･ 73

特別寄稿　東日本大震災復興と都市計画法制（上）　
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････前復興庁統括官･ 樺島　　徹･ 76

特別寄稿　多様な街路事業　
　･･･････････････････････････････････････････････････････････東京地下鉄株式会社常務取締役･ 望月　明彦･ 82

特別寄稿　長野県の都市計画史　
　････････････････････････････････････････････････････････････････長野県･建設部･都市・まちづくり課･ 92

特別寄稿　奈良県の都市計画史　
　････････････ 奈良県･県土マネジメント部･まちづくり推進局･地域デザイン推進課･都市計画室･ 102

特別寄稿　熊本県の都市計画史　
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････熊本県土木部道路都市局都市計画課･ 110

特別寄稿　沖縄県の都市計画史　
　･･･････････････････････････････････････沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課参事兼課長･ 照屋　寛志･ 120

寄稿　群馬県交通まちづくり戦略の策定　
～パーソントリップ調査からみえた地方都市の課題～･･･････････群馬県県土整備部都市計画課･ 131

《まちに集
つど

えば》
○岡山大学構内にあって、民間委託店舗　Ｊテラスカフェの可能性　
　･･･････････････････････････････････････ 酒井プラニング株式会社、cafeZ&JTerraceCafe･代表･ 酒井　政徳･ 139

《都市計画協会だより》
○まちづくりセミナー開催のお知らせ　･････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 146
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平成 30 年８月号
特集　世界にはばたく日本の都市

巻頭言
近未来技術で世界と直結する中枢・中核都市
　･････････････････株式会社ナウキャスト取締役会長・内閣府近未来技術社会実装有識者会議委員･ 赤井　厚雄･ 3
特集　世界にはばたく日本の都市
〈その 1　都市開発の海外展開〉
○都市開発の海外展開　～政府の取組～
　･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局総務課国際室企画専門官･ 今井　龍郎･ 5
○海外エコシティプロジェクト協議会の取組み
　･･･････････････････････････････････････（一社）海外エコシティプロジェクト協議会･事務局長
　･ （独立行政法人都市再生機構　海外展開支援室長）･ 大森　直樹･ 10
○･JOIN･による都市開発事業者に対する支援
　･･･････････････････････････････株式会社海外交通・都市開発事業支援機構シニアダイレクター･ 黒川　　剛･ 13
○･JICA･による都市開発分野での技術協力
　････････独立行政法人国際協力機構（JICA）社会基盤・平和構築部　　テクニカルアドバイザー･ 森川　真樹
　･ 独立行政法人国際協力機構（JICA）社会基盤・平和構築部　都市・地域開発グループ長･ 荒　　　仁･ 16
○海外におけるTOD･推進に向けた取り組み
　･････････････････････株式会社日建設計　プロジェクト開発部門　都市デザイングループ　主管･ 小池　直己･ 18
○都市交通システムの海外展開（モノレール）
　･････････････････････････････････････････････････一般社団法人日本モノレール協会専務理事･ 日野　祐滋･ 21
○都市交通システムの海外展開（AGT）
　･･･････････････････････････ 公益社団法人日本交通計画協会･交通計画研究所企画室･上席研究員･ 豊辺　将嘉･ 23
○･2017･年度のミャンマーにおける国土交通省都市局の取り組みと 2018･年度の展望
　（地方自治体への期待と J-CODE･参加のすすめ）
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局総務課国際室課長補佐･ 城山　正泰･ 26
○タイにおける取り組み　････････････････ 国土交通省･都市局総務課国際室･国際第二係長･ 福谷　準也･ 31
○インドネシアにおける取組　････････････国土交通省都市局総務課国際室･国際第一係長･ 上林　　新･ 33
○ベトナムにおける取組
　･･････････････････････欧州連合日本政府代表部一等書記官（前都市局総務課国際室企画専門官）･ 松野　憲治･ 36
○インドにおける取組み･･･････････国土交通省　都市局都市計画課　都市計画調査室　係長･ 峯澤　博行･ 38

〈その 2　諸外国との都市政策に関する交流〉
○諸外国との交流：都市政策に関する日仏交流会議
　･･････････････････････欧州連合日本政府代表部一等書記官（前都市局総務課国際室企画専門官）･ 松野　憲治･ 40
○「都市計画、都市整備に関する日中交流会議」を通して見えてきた、新たな日中協力スキーム
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局総務課国際室課長補佐･ 城山　正泰･ 43
○日韓都市開発協力会議
　････････････････････････････････････････国土交通省海事局外航課（前　都市局総務課国際室）･ 小椋　翔子･ 47
○･OECD･地域開発政策委員会（RDPC）の取組み
　･････････････経済協力開発機構　起業・中小企業・地域と都市局　地域計画とリジリエンス課長･ 本位田　拓･ 50
○･UN-HABITAT･世界都市フォーラム
　･･････････････････････････････････････････････････国土交通省国土政策局総務課企画室･係長･ 藤田　真史･ 53

新都市12月（2018）.indb   163 2018/12/15   23:34:10



164  Vol.72 No.12 2018  SHINTOSHI

〈その 3　世界とつながる都市〉
○･MIPIM･CANNES･2018
　～「･MIPIM･の魅力」と「日本チームとしてMIPIM･参加のすすめ」～
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局総務課国際室課長補佐･ 城山　正泰･ 56
○横浜市の気候変動対策における海外都市との連携
　･････････････････････････････････････････････････横浜市温暖化対策統括本部調整課担当係長･ 中山　大輔･ 63
○欧州連合による都市間協力支援
　････････････････････････････････････････････････駐日欧州連合代表部　イグレシアス・パブロ・ルンボ
　･ EU-IUC･日本事務局（名古屋大学特任教授）･ 井村　秀文･ 66

〈その 4　海外日本庭園再生プロジェクト〉
○海外日本庭園再生プロジェクトの始動
　･･･････････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課　国際緑地環境対策官･ 脇坂　隆一･ 71

特別寄稿　東日本大震災復興と都市計画法制（下）
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････前復興庁統括官･ 樺島　　徹･ 73

特別寄稿　市街地整備Ⅰ　土地区画整理事業 「都市計画の母」の 100 年
　･･･････････････････････････････････････････････････日本大学理工学部土木工学科　特任教授･ 岸井　隆幸･ 81

特別寄稿　市街地整備Ⅱ　既成市街地整備の変遷
　･････････････････････････････････････････一般財団法人日本建築設備・昇降機センター理事長･ 村岸　　明･ 87

特別寄稿　山形県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････山形県県土整備部都市計画課･ 93

特別寄稿　茨城県の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 茨城県土木部都市局都市計画課･ 103

特別寄稿　埼玉県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････埼玉県都市整備部都市計画課長･ 山科　昭宏･ 113

特別寄稿　京都市の都市計画史
　･･････････････････････････････････････････････････････････京都市都市計画局都市企画部都市計画課･ 123

《まちに集
つど

えば》
○「イベント系銭湯」朝日温泉･･･････････････････････････････････････朝日温泉三代目･ 田丸　正高･ 133

《都市計画協会報告》
○第 48･回まちづくり拝見研修会の報告（毛呂山町）
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会･ 138

《都市計画協会だより》
○まちづくりセミナー開催のお知らせ・寄贈図書紹介･････････････････････････････････････････････ ･ 141

平成 30 年９月号
特集　復興・防災対策のいま

巻頭言
熊本地震からの復興に向けて････････････････････････････････････････････････西原村長･ 日置　和彦･ 3

特集　復興・防災対策のいま
○平成 30･年７月豪雨の被災状況と復旧に向けた取組　･････････国土交通省都市局都市安全課･ 8

〈東日本大震災〉
○東日本大震災からの復興まちづくりの現状･････････････････････････････復興庁インフラ構築班･ 10
○東日本大震災津波からの復旧・復興に向けて
　～岩手県大槌町における復興まちづくり～･････････大槌町　復興局　復興推進課長･ 中野　智洋･ 14

新都市12月（2018）.indb   164 2018/12/15   23:34:10



SHINTOSHI  Vol.72 No.12 2018  165

○宮城県南三陸町における復興まちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････宮城県南三陸町復興推進課区画整理係長･ 遠藤　和美･ 20
○町の再生に向けて（東日本大震災と原子力発電所事故からの復興）
　･････････････････････････････････････････････････････････ 福島県･富岡町役場･拠点整備課長･ 竹原　信也･ 24
○新たな東北をマルチセクターで支え続ける
　･･････････････････････････一般社団法人RCF（兼）京都府久御山町地方創生政策アドバイザー･
　･ （兼）茨城大学社会連携センター顧問･ 山本慎一郎･ 29
○いざ被災した時に、復興に取りかかるための準備はできていますか
　～復興事前準備の必要性に気づき、自ら取り組むためのガイドラインを策定～
　･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局都市安全課･都市防災対策企画室･ 31

〈熊本地震〉
○熊本地震からの創造的復興まちづくりに向けた取り組みについて
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････熊本県土木部道路都市局都市計画課･ 34
○「住み続けたいまち、次世代に継承したいまち」を目指して
　～熊本県益城町　平成 28･年熊本地震からの復興の取組み～
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････熊本県益城町長･ 西村　博則･ 36
○熊本地震の教訓を踏まえた全国宅地耐震化の推進ガイドライン
　～全国の宅地耐震化と被災時の宅地復旧に向けて～
　･････････････････････････････ 国土交通省都市局都市安全課･都市防災対策企画室･宅地防災係長･ 山下　雄史･ 39

〈糸魚川大火〉
○糸魚川市駅北大火からの復興まちづくり
　･････････････････････････････････････････････････新潟県糸魚川市産業部復興推進課復興係長･ 渡辺　　茂･ 43
○糸魚川大規模火災の経験を踏まえた、今後の復興まちづくり計画の考え方
　･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市安全課　都市防災対策企画室･ 47

〈九州北部豪雨〉
○朝倉市における復興まちづくりについて
　･････････････････････････････････････････････････････朝倉市総務部復興推進室復興推進係長･ 日野　清宝･ 50

〈ICT 技術を活用した防災対策〉
○ビーコンを活用した夜間津波避難訓練　～観光防災まちづくりを目指す伊豆市の取り組み～
　･･･････････････････････････････････････････････････静岡県伊豆市　総務部防災安全課　主幹･ 山口　雄一･ 54
○津波避難タワー安否確認システム・つながっタワーの構築
　～「つながる」から始まる南国市の防災～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････南国市危機管理課係長･ 野村　　学･ 59
○浸水対策と ICT･の導入
　･･･････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付課長補佐･ 宮本　豊尚･ 64

特別寄稿　都市計画における公園緑地法制度の展開
　･･･････････････････････････････････････････････公立大学法人宮城大学　事業構想学群　教授･ 舟引　敏明･ 68

特別寄稿　千葉市の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 千葉市都市局都市部都市計画課･ 82

特別寄稿　新潟県の都市計画史
　･････････････････････････････････････････････････････････新潟県土木部都市局都市政策課長･ 吉田　芳郎･ 90

特別寄稿　岐阜県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････岐阜県都市建築部都市政策課･ 100

特別寄稿　福岡市の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････福岡市住宅都市局都市計画部都市計画課･ 山王　孝尚･ 112
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特別寄稿　大分県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 大分県土木建築部都市・まちづくり推進課･ 119

《まちに集
つど

えば》
○復興バーという試み･･･････････････････････････一般社団法人 ISHINOMAKI2.0･代表理事･ 松村　豪太･ 129

《都市計画協会だより》
○まちづくりセミナー開催のお知らせ・まちづくり拝見研修会（長岡京市）の予告･･･････････ ･･ 134

平成 30 年 10 月号
特集　第 70 回都市計画全国大会　宮崎県

グラビア
第 70･回都市計画全国大会（宮崎県）････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1

特集　第 70 回都市計画全国大会　宮崎県
〈巻頭挨拶〉
○第 70･回都市計画全国大会の開催にあたって
　･････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会　会長･ 竹歳　　誠･ 3
○第 70･回都市計画全国大会を迎えて････････････････････････････････････宮崎県知事･ 河野　俊嗣･ 4
○第 70･回都市計画全国大会を迎えて･･････････････････････････････････････宮崎市長･ 戸敷　　正･ 6

〈観光 PR〉
○「日本のひなた宮崎県」に、ひなたの恵みを食べにこんね！
　･･･････････････････････････････宮崎県商工観光労働部観光経済交流局オールみやざき営業課長･ 髙山　智弘･ 8

〈宮崎県の都市計画〉
○宮崎県の都市計画　････････････････････････････････宮崎県県土整備部都市計画課　課長･ 米倉　昭充･ 10
○愛着と誇りを持てる美しい宮崎づくり
　･････････････････････････････････宮崎県県土整備部都市計画課美しい宮崎づくり推進室　室長･ 森　　英彦･ 20

〈宮崎市の都市計画〉
○宮崎市の都市計画　････････････････････････････････････････････宮崎市　都市整備部長･ 甲斐　　勇･ 24

〈宮崎県内各都市の特徴あるまちづくり〉
○次世代型図書館を核とした拠点施設の整備について
　･････････････････････････････････････････････････････都城市商工観光部商工政策課　副課長･ 横山　哲英･ 38
○延岡市駅前複合施設　エンクロス　～人と人との縁が交差する場所～
　･････････････････････････延岡市商工観光部　商業・駅まち振興課　課長補佐兼駅まち振興係長･ 持原　康弘･ 42
○日南市のまちづくり　～油津の都市再生と飫肥のまちなみ再生～
　･･･････････････････････････････････････････････････････日南市　総合政策部　総合戦略課長･ 黒岩　保雄･ 45
○小林市のまちづくり　～中心市街地の活気を取り戻すために～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････小林市　建設部長･ 永野　宗敏･ 48
○日向市の全市緑花推進事業について　～ヒュー！日向。ビュー！日向～
　･････････････････････････････････････････････日向市建設部市街地整備課　公園街路係　主査･ 岡本　朋宏･ 50
○串間市のまちづくり　～旧吉松家住宅周辺活性化～
　･････････････････････････串間市東九州道・中心市街地対策課景観推進担当主幹兼施設整備係長･ 谷山　貴慶･ 53
○西都の歴史を活かしたまちづくり　～記紀の伝承をつなぐ道～
　･･･････････････････････････････････････････西都市商工観光課　課長補佐兼都市デザイン係長･ 浜砂　　勝･･ 57
○えびの市都市再生・京町温泉郷の魅力と賑わいを再生するまちづくり
　･･････････････････････････････････････････････････えびの市役所･建設課　建設係　主任技師･ 原内　　迅･ 59
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○三股町のまちづくり　～みまたんえき（JR･三股駅）周辺の賑わい再生を目指して～
　･････････････････････････････････････････････････････三股町都市整備課　都市計画係　係長･ 河野　藤吉･ 61
○高原町の都市計画　～新燃岳噴火対策について～
　･････････････････････････････････････････････････････････････････高原町農村建設課　主査･ 下村　健一･ 64
○国富町のまちづくり　～古墳とともに暮らすまち～
　･･･････････････････････････････････････････････････国富町　都市建設課　都市計画係　主査･ 武田　真吾･ 66
○照葉樹林都市「綾」を基調としたまちづくり　････････････････綾町建設課　主幹･ 佐藤　道彦･ 68
○高鍋町における南海トラフ地震防災対策
　･･･････････････････････････････････････････････････高鍋町建設管理課　建築・都市計画係長･ 田上　篤志･ 71
○新富町における津波避難対策について
　･･･････････････････････････････････････････････････新富町役場　防災基地対策課　課長補佐･ 後藤　朋巳･ 73
○開拓のまち　川南町のまちづくり　～口蹄疫からの復興～
　･････････････････････････････････････････････････････････川南町建設課　都市建設係　主査･ 堀内　　剛･ 75
○町制施行 100･周年を迎える都農町（中部土地区画整理事業について）
　･････････････････････････････････････････････････････････････････都農町建設課　課長補佐･ 日高　　太･ 78
○高速交通時代を迎えたまちづくり
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････門川町建設課　課長･ 久米　佳郎･ 80
○賑わいと神話薫る神々の郷づくり　～天岩戸地区～
　･････････････････････････････････････････････････高千穂町建設課　まちづくり推進係　係長･ 飯干　公昭･ 82

〈宮崎県内民間の取り組み〉
○建築士の職能を活かした地域貢献実践活動　～地域の魅力磨きと地域愛育て～
　････････････････････････････････････････････････････････････（一社）宮崎県建築士会　会長･ 松竹　昭彦･ 84
○南国リゾートの空港造り･･････････････････････宮崎空港ビル株式会社　代表取締役会長･ 長濵　保廣･ 86
○風景を磨き活かす　～サイクルツーリズムで地域を繋ぐ～
　･････････････････････････････････････日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会　事務局･ 工藤登紀子･ 89
特別寄稿　都市高速道路の計画
　･･･････････････････････････････････････････一般財団法人　計量計画研究所　シニアフェロー･ 近藤　秀明･ 92
特別寄稿　群馬県の都市計画史
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････群馬県　県土整備部　都市計画課･ 97
特別寄稿　滋賀県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････滋賀県土木交通部都市計画課･ 108
特別寄稿　大阪市の都市計画史
　･････････････････････････････････････････････････････大阪市都市計画局計画部都市計画課長･ 西江　　誠･ 117

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会のご案内・まちづくりセミナーのご案内････････････････････････････････ ･ 130

平成 30 年 11 月号
特集　まちづくりと官民連携／まちづくりに役立つ金融支援

巻頭言
学校を核にしたPPP･まちづくり･･･････････････････････････････････････････東洋大学･ 根本　祐二･ 3
特集 1　まちづくりと官民連携
〈政策動向〉
○インフラをめぐるPPP/PFI･の最近の動向について
　･･･････････････････････････････････････国土交通省総合政策局社会資本整備政策課　課長補佐･ 山下　庸介･ 5
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○･PARK-PFI･の最近の動向について
　･････････････････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課公園利用推進官･ 野村　　亘･ 10

〈公民連携〉
○公民連携による都市整備事業　～紫波町オガールプロジェクト～
　･･･････････････････････････････････････････紫波町企画総務部企画課企画主幹兼地域開発室長･ 鎌田　千市･ 14
○公民連携による中心市街地の小学校跡地活用と学校建設
　～公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり～
　･････････････････････････････････････････････････････････････富山市企画管理部企画調整課･ 岸　　聡之･ 19
○府中市が取り組む道路等包括管理事業について
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 府中市都市整備部管理課･ 25

〈民間企業が主導するまちづくり〉
○「東京ミッドタウン日比谷」の街づくり
　･････････････････････････････三井不動産株式会社　前　日比谷街づくり推進部　事業グループ
　･ 現　柏の葉街づくり推進部　事業グループ･ 太田　幸一･ 31
○虎ノ門ヒルズエリアにおけるエリアマネジメントと官民連携
　･････････････････････････････････････････････････････森ビル株式会社取締役常務執行役員／
　･ 一般社団法人新虎通りエリアマネジメント代表理事･ 小笠原正彦･ 36
○鉄道の上下分離方式の民間経営のケース～京都丹後鉄道
　･････････････････････････････････････････････････････････ WILLER･株式会社　代表取締役･ 村瀨　茂高･ 42
○･横浜 DeNA･ベイスターズと横浜市との公民連携による、関内地区の活気ある街づくり
　･････････････････････････････････････････････････････････････････株式会社横浜DeNA･ベイスターズ･ 47

〈各分野の事例〉
○久屋大通の再生　～Park･－･PFI･を活用したまちづくりへ～
　･････････････････････････････････････････････････････名古屋市住宅都市局栄開発等担当参事･ 髙岡　豊彦･ 51
○浜松市における下水道事業へのコンセッション方式導入について
　･･･････････････････････････････････浜松市上下水道部　上下水道総務課　官民連携グループ長･ 北嶋　敏明･ 56
○指定管理者制度の運用改革　～「運営」から「経営」へ発想の転換～
　･････････ 静岡県掛川市役所･企画政策部･企画政策課　行革・公共施設マネジメント推進室　主任･ 石川　直輝･ 60
○道の駅・川の駅「伊豆ゲートウェイ函

かんなみ

南」～ PFI･による事業実施について～
　････････････････････････････････････静岡県田方郡函南町建設経済部都市計画課･都市計画係長･ 小田川　真･ 64
○アジア・世界とつながる四国瀬戸内№･1･の国際空港を目指して
　････････････････････････････････････････････････････････････高松空港株式会社･企画管理部･ 鳴海　雄大･ 68

〈持続可能な下水道経営に向けて〉
○持続可能な下水道経営に向けて　････････････････････････････近畿大学経営学部教授･ 浦上　拓也･ 73
特集２　まちづくりに役立つ金融支援
○まちづくりや公共公益施設の再編・統廃合に金融支援制度を活用してみませんか
　･･････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･都市開発金融支援室長･ 諸岡　昌浩･ 80
○まちづくり分野におけるSIB･の活用検討について
　･･･････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課　都市開発金融支援室　企画専門官･ 松田賢二郎･ 83
○サステナブルなまちづくりと、広島銀行の金融支援
　･･･････････････････････････････････････････････････････････広島銀行法人営業部事業支援室･ 山田　寛之･ 85
○信用金庫業界における地域創生・まちづくりへの取組みについて
　･････････････････････････････信金中央金庫　地域・中小企業研究所　地域創生支援センター長･ 藤村　武志･ 90
○クラウドファンディングを活用したまちづくりへの期待
　･････････････ READYFOR･株式会社　クラウドファンディング事業部･連携推進室･マネージャー･ 富澤　由佳･ 94
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○ユクサおおすみ海の学校ができるまで。そして未来へ。
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　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 岡山県土木部都市局都市計画課･ 125

特別寄稿　広島県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････広島県土木建築局都市計画課･ 134

特別寄稿　愛媛県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････愛媛県土木部道路都市局都市計画課･ 150

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会のご案内・まちづくりセミナーのご案内････････････････････････････････ ･･ 161

平成 30 年 12 月号
特集　歴史まちづくり法 10 周年

～地域活性化の取組と歴史文化資産の創造的活用～

巻頭言
歴史まちづくり法施行 10･周年を迎えて　三重県亀山市の事例･････････亀山市長･ 櫻井　義之･ 3

特集　歴史まちづくり法 10 周年　
～地域活性化の取組と歴史文化資産の創造的活用～
○歴史まちづくり法の歩み　･･････････････････公立大学法人宮城大学　事業構想学群教授･ 舟引　敏明･ 7

〈国における歴史まちづくりの取組〉
○歴史まちづくりと地域活性化
　････････････････国土交通省･都市局･公園緑地・景観課･景観・歴史文化環境整備室･歴史文化係長･ 工藤　孝幸･ 17
○中部地域における歴史まちづくりの取組
　･･･････････････････････････････････････････････････中部地方整備局　建政部　計画管理課長･ 牧野　　勉･ 22
○地域における文化財の総合的・計画的な保存・活用
　･･････････････････････････････････････････････････････文化庁文化財部伝統文化課･課長補佐･ 田中　康成･ 24
○農林水産省における歴史的風致の維持に関する取組
　･･････････････････････････････････････････････････農林水産省･農村振興局･農村政策部･農村計画課･ 27
○歴史まちづくりにかかわる観光施策の取組～歴史的資源を活用した観光まちづくり～
　･･･････････････････････････････････････････観光庁　観光地域振興部　観光資源課　地域係長･ 　　　　　　･
　･ 内閣官房　観光戦略実行推進室･ 小西　悠理･ 28

〈歴史まちづくりにともなう地域活性化〉
○高山市の歴史まちづくりとその成果、そしてこれから。
　･････････････････････････････････････････････････････････････高山市都市政策部都市計画課･ 小瀬　昌亮･ 31
○まちなみ再生コーディネーターの活用による飫肥城下町の活性化
　･････････････････････････････････宮崎県日南市教育委員会　生涯学習課　文化財係　主任主事･ 深田　和広･ 35
○白河市の歴史まちづくりの取組と効果、及び今後の展望
　･･･････････････････････････････････････白河市建設部まちづくり推進課　まちづくり支援係長･ 田崎　孝子･ 39
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○有松のまちづくり活動について･･･････････････････････････有松まちづくりの会　会長･ 竹田嘉兵衛･ 44
○歴史的要素と景観形成･････････････････････････････････････････････長浜まちづくり㈱･ 吉井　茂人･ 47
○民間企業による歴史的建造物の活用
　････････････････････スターバックス･コーヒー･ジャパン･株式会社　店舗開発本部･店舗設計部長･ 高島　真由･ 53

〈歴史文化資産の創造的活用〉
○「醤油醸造の発祥の地」を活かした観光まちづくり
　･･････････････和歌山県湯浅町･地方創生ブランド戦略推進課･兼･湯浅町教育委員会･文化財調査員･ 山本　隆重･ 60
○シルクロード北限からの挑戦「kibiso」で鶴岡のシルクを世界に
　･･･････････････････････････････････････････････････････････鶴岡シルク株式会社代表取締役･ 大和　匡輔･ 64
○デジタル技術を活用した新たな歴史文化観光の展開
　･･････････富士通株式会社公共・地域営業グループデジタルビジネス戦略推進統括部ビジネスイノベーションセンター･ 岩崎めぐみ･ 69
○歴史的資源を活用した観光まちづくり･････････････････一般社団法人ノオト代表理事･ 金野　幸雄･ 76
特別寄稿　栃木県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････栃木県県土整備部都市計画課･ 80
特別寄稿　横浜市の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 横浜市建築局企画部都市計画課･ 90
特別寄稿　石川県の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 石川県土木部都市計画課･ 103
特別寄稿　鳥取県の都市計画史
　･･････････････････････････････････････････････････････････鳥取県県土整備部技術企画課都市計画室･ 115
特別寄稿　佐賀県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････佐賀県県土整備部都市計画課･ 127
シリーズ　都市のスポンジ化地区における誘導施設整備のための集約換地等の市街地整備手法
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課･ 140
寄稿　ejob 事業の普及・発展に向けて
～全まち会議 in･福岡～　･････････････････････････････････ e･j･o･b･事業運営委員会事務局･ 大口　寛貴･ 143

《まちに集
つど

えば》
○喫茶ランドリーから見える理想の「まちのにぎわい」
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「新都市」平成31年・令和元年第73巻総目録

平成 31 年１月号
特集１ エリアで見るまちづくり
特集２ エリアで見る駐車場　　

年頭の辞
新年のごあいさつ･････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会会長･ 竹歳　　誠･ 3

巻頭言
都市行政の展望･･････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局長･ 青木　由行･ 4

施策紹介
都市再生特別措置法改正
（公共公益施設の転用柔軟化等、駐車施設の付置義務の適正化）について
　･･･････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課　企画専門官･ 松田友加里
　･ 同課　企画係長･ 櫻井　芽衣
　･ 街路交通施設課　駐車場係長･ 三次　涼太･ 7

特集１ エリアで見るまちづくり
〈エリアをデザインする－「公」から「公・民・学」へ－〉
○公共施設再編にあわせた人流創出（香川県丸亀市）
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････丸亀市都市整備部都市計画課･ 10
○商業都市から融合都市へのリ・デザイン　～「公」から「公・民・学」へ～
　－千葉県柏市：柏セントラルグランドデザイン（柏駅周辺基本構想）－
　･･･････････････････････････････････････ 柏アーバンデザインセンター（UDC2）副センター長･ 安藤　哲也･ 16

〈持続的なエリアマネジメント活動〉
○民間まちづくり活動財源の「地産地消」のすすめ
　～民間まちづくり活動の財源確保に向けた枠組みの工夫に関するガイドラインについて～
　･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課　課長補佐･ 信田　啓輔
　･ 同課　官民連携推進係長･ 牛越　大輝･ 22
○マネジメント型まちづくりファンドについて
　･････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課　都市開発金融支援室･ 26
○伝統的なまち並を守る新たなこころみ　－地域でお金をまわす仕組みづくり－
　川越市中心市街地活性化協議会の取り組み試案
　･････････････････････････････････････････････････････････････････株式会社まちづくり川越･ 風間　清司･ 29
○古民家再生支援への取組みと「谷根千まちづくりファンド
　（民間都市開発推進機構のまちづくりファンドの活用）」について
　････････････････････････････････････････････････････････朝日信用金庫･お客さまサポート部･ 竹尾　伸弘･ 35
○長野信用金庫の地域活性化支援･～ NAGANOまちづくり応援ファンドの組成～
　･････････････････････････････････････････････････････････長野信用金庫　地域みらい応援部･ 丸山　直也･ 39
○欧米における街路空間の再生事例と再生を支える仕組み
　･･･････････････････････････････････････････横浜国立大学　都市イノベーション研究院　助教･ 三浦　詩乃･ 42
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特集２ エリアで見る駐車場
〈駐車場を活かす〉
○まちづくりにおけるこれからの駐車場のあり方
　･･･････････････････････････････････････････････････････日本大学理工学部土木工学科　教授･ 大沢　昌玄･ 48
○公営駐車場の運営・利活用に関する展望と課題
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････和歌山市　まちなみ景観課･ 平林　裕基･ 53
○沼津市における中心市街地のまちづくり戦略に向けて
　･････････････････････････････････････････････沼津市都市計画部まちづくり政策課　課長補佐･ 齋藤　忠興･ 57

〈駐車場をコントロールする〉
○駐車場の独自ルールを活用した歩行者優先のまちづくりの取組
　･････････････････････････････････････ 豊島区･都市整備部･参事　交通・基盤担当課長事務取扱･ 原島　克典･ 62
○まちづくりの視点に立った駐車場政策の展開
　～駐車場の適正配置を目指した金沢市の取組～
　･･･････････････････････････････････････････････金沢市都市政策局交通政策課　交通政策係長･ 中川　宏希･ 67
○渋谷駅周辺地域のまちづくりにおける駐車場のあり方について
　･･････････････････････････････････････････渋谷区都市整備部渋谷駅周辺整備課･事業推進主査･ 叶　　卓二･ 71

〈駐車場の新技術〉
○機械式駐車場の安全対策に関する取組･･･････････････公益社団法人立体駐車場工業会･ 成松千万人･ 76

特別寄稿 東京都の都市計画史
･ ･･････････････････････････････････････････････････東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課･ 82

特別寄稿 山梨県の都市計画史
･ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････山梨県　県土整備部　都市計画課･ 96

シリーズ 都市のスポンジ化地区における誘導施設整備のための集約換地等の市街地整備手法
･ ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課･ 111

寄稿 「認定都市プランナー」平成 30 年度認定審査結果と「マスター都市プランナー」について
　･････････････････････････････････････････････････一般社団法人都市計画コンサルタント協会･ ･

　･ 認定都市プランナー制度運営委員会委員長･ 佐伯　　直･ 115
《まちに集えば》
○ゲストハウスが変える街の風景･･･････････････････････株式会社machimori 代表取締役･ 市来広一郎･ 118

《都市計画協会報告》
○第 49 回まちづくり拝見研修会の報告（長岡京市）････････････････公益財団法人都市計画協会･ 124

《都市計画協会だより》
○新刊紹介・第 71 回都市計画全国大会（新潟県新潟市）のご案内･･････････････････････････････ ･ 127

平成 31 年２月号
特集 都市とイノベーション

巻頭言
イノベーティブな都市を考える･･･････････････････････････東京大学　まちづくり研究室･ 小泉　秀樹･ 3

特集 都市とイノベーション
○特集の趣旨「都市とイノベーション」
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省都市局都市政策課
　･ 国土交通省都市局まちづくり推進課･ 7
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〈総論〉
○イノベーションが生まれる都市の条件･･･････････早稲田大学ビジネススクール准教授･ 入山　章栄･ 8
○地に足ついたスマートシティの推進
　･････････････････････････････････国土交通省　都市局都市計画課　都市計画調査室　課長補佐･ 関　　信郎･ 14
○世界の都市総合力ランキングから見る都市を取り巻く環境変化
　･･･････････････････････････････････････････ 一般財団法人森記念財団･都市戦略研究所･研究員･ 松田真理子･ 19

〈スマートシティへの取組〉
○都市開発、イノベーションの分野等におけるシンガポール政府の取組について
　･･････････････････････････････････････････････････国土交通省海事局･船舶産業課国際業務室･ 運﨑　彩香･ 24
○国内最大級の「見守りカメラ」・日本初の官民連携「見守りサービス」
　－子どもや高齢者が安全に安心して暮らせるまちを目指して－
　･･･････････････････････････････････････････････････････････加古川市協働推進部生活安全課･ 三和　宏幸･ 30
○パナソニックにおけるスマートシティへの取組みについて
　－Fujisawa サスティナブル・スマートタウンのマネジメントと持続的取組み－
　･････････････････････････････････････････パナソニック株式会社ビジネスソリューション本部･ 坂本　道弘･ 37
○都市におけるスマートシティ実証調査
　･････････････････････････････････････････････ 国土交通省･都市局･市街地整備課　企画専門官･ 野村　隆浩･ 43

〈スタートアップとまちづくり〉
○世界第二の起業都市（スタートアップ・シティ）に変貌したニューヨーク
　･････････････････････････････････････････････････････････････････ JETRO/IPA･New･York･ 中沢　　潔･ 49
○東京都におけるスタートアップとまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 東京都･政策企画局調整部渉外課
　･ 産業労働局商工部創業支援課
　･ 都市整備局都市づくり政策部開発企画課･ 58
○「グローバル創業都市・福岡」の実現に向けて
　･････････････････････････････････････････････････････福岡市総務企画局企画調整部企画係長･ 橋本　　歩･ 65
○つくば市におけるスタートアップへの取組
　･････････････････････････････････････つくば市経済部産業振興課スタートアップ推進室　室長･ 塚本　健二･ 70
○コワーキングスペースが地方都市へ与えるインパクト
　「秘密基地」が実践する交流を核としたまちづくりの事例
　･･･････････････････････････････････････････････････一般社団法人まちはチームだ　代表理事･ 岡　　秀樹･ 80

特別寄稿 大阪府の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････大阪府都市整備部都市計画室･ 86

シリーズ 都市のスポンジ化地区における誘導施設整備のための集約換地等の市街地整備手法
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課･ 98

《都市計画協会報告》
○まちづくりセミナー･開催の報告･････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会･ 103
○第 50 回まちづくり拝見研修会の報告（飯塚市）･･･････････････････公益財団法人都市計画協会･ 110

《都市計画協会だより》
○新刊紹介・第 71 回都市計画全国大会（新潟県新潟市）のご案内･･････････････････････････････ ･ 114
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平成 31 年３月号
特集 立体化する都市機能と緑

巻頭言
City･in･a･Garden･････････････････････････････････････東京工業大学環境・社会理工学院教授･ 中井　検裕･ 3

特集 立体化する都市機能と緑
〈都市の立体化〉
○立体道路制度の変遷と今後の活用方策････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････都市計画課･ 5
○立体道路制度の活用による既存道路の上空利用
　････････････････････････････････････････････････････････････ 大阪市都市計画局　計画部都市計画課
　･ 開発調整部開発計画課･ 11
○立体都市計画制度の活用による交通広場と建築物の立体利用
　～鈴蘭台駅前地区～･･････････････････････････神戸市住宅都市局市街地整備部都市整備課･ 森口　　哲･ 15
○高架下をつなぐまちづくり
　～ JR中央線（三鷹～立川）連続立体交差事業を契機とした
　　中央ラインモールプロジェクトの取り組み～
　･･････････････････････････････････････････････････ 株式会社 JR中央ラインモール･開発本部･ 山本　正俊･ 21
○鉄道高架下を活用したまちづくり
　･･･････････････････････････京浜急行電鉄株式会社･生活事業創造本部･リテール事業部･課長補佐･ 越田　　学･ 26
○人工地盤上に戸建て風ペントハウス住宅「ペントテラス」を整備した事例
　～西富久地区第一種市街地再開発事業～
　･････････････････････････野村不動産株式会社　開発企画本部　プロジェクト開発三部　副部長･ 江浦　智昭･ 30
○明石市における駅前再開発による公共施設の整備とその波及効果
　･･････････････････････････････････････････････････････････明石市･政策局･都市開発室･まち再生担当･ 37

〈都市緑化〉
○都市緑化を巡る現状と今後の展望
　･･････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課　緑地環境室･ 41
○特殊緑化の新たな動向
　････････････････････公益財団法人都市緑化機構　特殊緑化共同研究会委員長･有限会社緑花技研･ 藤田　　茂･ 45
○緑地の社会・環境価値を「見える化」し、ステークホルダーにとって魅力のある企業緑地へ
　－SEGES（シージェス：Social･and･Environmental･Green･Evaluation･System：社会・環境貢献緑地評価システム）
　･･･････････････････････････････････････････公益財団法人都市緑化機構　企画調査部　研究員･ 菊池佐智子･ 50
○名古屋市における緑化地域制度の取組　～施行 10 年を迎えて～
　･････････････････････････････････････名古屋市緑政土木局緑地部緑地維持課緑化指導審査係長･ 石川　和之･ 60
○東京都における緑化施策について･･･････････東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課
　･ 東京都環境局自然環境部緑施策推進担当課･ 64
○「残しながら、蘇らせながら、創っていく」都市緑化、経年優化の実践
　～東京日本橋、「福徳神社と福徳の森」プロジェクトから～
　･･･････････････････････････････三井不動産株式会社開発企画部環境創造グループ　グループ長･ 雨宮　克也･ 69
○東京都心部の再開発と緑
　－大手町・丸の内・有楽町地区にみる「緑の質」とそれを支える「計画設計技術」－
　･･････････････････････････････････････････････株式会社三菱地所設計･ランドスケープ設計室･ 植田　直樹･ 73
○ヴァーティカルガーデンシティが作り出す緑のランドスケープ
　･･･････････････････････････････････森ビル株式会社設計部設計監理部監理２グループ外構担当･ 大西　　淳
　･ ･ 中右麻衣子･ 78
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特別寄稿（旧）都市計画法の制定と池田宏
　･･････････････････････････････････････････茨城県副知事（前国土交通省都市局都市計画課長）･ 宇野　善昌･ 83

特別寄稿 福島県の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 福島県土木部都市計画課･ 91

特別寄稿 熊本市の都市計画史
　･･････････････････････････････････････････････････････････熊本市都市建設局都市政策部都市政策課･ 105

シリーズ 都市のスポンジ化地区における誘導施設整備のための集約換地等の市街地整備手法
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課･ 117

海外報告 EAROPH 世界会議に参加して
　････････････････････････････････････････（公財）区画整理促進機構理事長・EAROPH･副会長･ 矢島　　隆
　･ （公財）都市づくりパブリックデザインセンター代表理事・EAROPH･評議員･ 木下　瑞夫･ 121

《都市計画協会だより》
○新刊紹介・第 71 回都市計画全国大会（新潟県新潟市）のご案内･･････････････････････････････ ･ 122

平成 31 年４月号
特集１ 平成の都市政策を振り返る
特集２ 2019 年度予算の概要  　　

　
巻頭言
平成の都市を振り返る･･････････････････････････一般財団法人　計量計画研究所　代表理事
　･ 日本大学理工学部　土木工学科　特任教授･ 岸井　隆幸･ 3

特集１ 平成の都市政策を振り返る
○本号の特集にあたって･･････････････････････････････････････････････････････「新都市」編集委員会･ 11
　･ （総括：国土交通省都市局まちづくり推進課）

○平成の都市計画･････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課土地利用調整官･ 岸田里佳子･ 13
○平成の都市再生政策････････････国土交通省都市局まちづくり推進課まちづくり企画調整官･ 墳﨑　正俊
　･ （独）都市再生機構都市再生部全国まちづくり支援室主幹･ 信田　啓輔･ 20
○平成の市街地整備政策･･･････････････国土交通省都市局市街地整備課拠点整備事業推進官･ 小川　博之･ 27
○平成の街路政策･････････････････････････国土交通省都市局街路交通施設課街路事業調整官･ 青柳　　太･ 32
○平成の公園緑地政策（都市公園政策を中心として）
　･････････････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課公園緑地事業調整官･ 片山　壮二･ 37
○平成の景観・歴史まちづくり政策
　･････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課景観・歴史文化環境整備室長･ 渡瀬　友博･ 44
○平成の下水道政策･･････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課課長補佐･ 角野　貴優
　･ 下水道事業課企画専門官･ 堂薗　洋昭
　･ 流域管理官付課長補佐･ 末久　正樹･ 50
○平成の災害と都市安全政策････････････････････国土交通省都市局都市安全課企画専門官･ 犬飼　　武･ 54
○ OECDにおける地域開発政策の議論の 30 年史
　･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局総務課国際室海外展開推進官･ 今井　龍郎･ 61

特集２ 2019 年度予算の概要
○国土交通省関係予算の概要･･･････････････････････････････････････････国土交通省大臣官房会計課･ 65
○都市局関係予算の概要･･････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局総務課･ 67
○下水道事業における 2019 年度予算の新規事項等
　･･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部･ 111
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施策紹介 まちづくりの『官民連携』に向けた自治体のひと工夫
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省大臣官房付･ 鹿子木　靖･ 115

特別寄稿 線引き制度の 50 年
　･･･････････････････････････････････････････････････････････東京都市大学都市生活学部教授･ 明石　達生･ 122

特別寄稿 徳島県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････徳島県県土整備部都市計画課･ 131

寄稿 都市計画コンサルタント優良業務登録事業（ejob 事業）
平成 30 年度の実施状況について
　･･････････････････････････････････････････････････････････････ ejob 事業運営委員会事務局･ 大口　寛貴･ 146

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会（鶴岡市）のご案内・第 71 回都市計画全国大会
　のご案内・理事会の開催について･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 149
○新刊紹介･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 150
○都市計画協会　2019 年発行書籍のご案内･････････････････････････････････････････････････････････ ･ 151

令和元年５月号
特集 平成 30 年災害からの復旧・復興とリスクと向き合うまちづくり

巻頭言
西日本豪雨災害からの復旧・復興に向けて･･････････････････････････････････坂町長･ 吉田　隆行･ 3

特集 平成 30 年災害からの復旧・復興とリスクと向き合うまちづくり
○本号の特集にあたって（平成 30 年災害の概要と特徴）････････国土交通省都市局都市安全課･ 7

〈平成 30 年 7 月豪雨災害からの復旧・復興〉
○平成 30 年７月豪雨におけるまち・住まいの復旧・復興調査について
　････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局市街地整備課･企画専門官･ 村上　　努･ 9
○平成 30 年７月西日本豪雨により市街地を埋め尽くした土砂との戦い
　～広島市の取り組み～･････････････････････････････広島市下水道局河川防災課　専門員･ 立石　哲夫･ 14
○堆積土砂排除に向けた油圧ショベルの緊急派遣支援
　･･････････････････････････････････････････････一般社団法人日本建設機械レンタル協会･会長･ 角口　賀敏･ 19
○平成 30 年７月豪雨災害からの復旧・復興『倉敷市真備地区の復興まちづくり』
　･･･････････････････････････････････････････････････････倉敷市建設局災害復興推進室　次長･ 下村　隆之･ 22
○復興のまちづくり（呉市の取組）･･･････････････････････････････････････････････････ 呉市復興総室･ 28
○土砂・がれき撤去の事例ガイドの紹介･･･････････････････････････国土交通省都市局都市安全課･ 32

〈北海道胆振東部地震からの復興と宅地防災対策〉
○大規模な流動化被害を受けた札幌市清田区里塚地区における市街地復旧について
　･････････････････････札幌市建設局市街地復旧推進室　清田区里塚地区市街地復旧推進担当課長･ 須志田　健･ 35
○最近の宅地被害とその対応･･････････････････国土交通省都市局都市安全課　企画専門官･ 石井　　崇･ 41
○大規模盛土造成地おける耐震化について－西宮市における事前対策事例－
　･････････････････････････････････････････････････････････ 西宮市･都市局･建築・開発指導部･ 吹田　浩一･ 46

〈リスクと向き合うまちづくり〉
○藤沢市立地適正化計画と津波防災まちづくり･･････････････藤沢市　計画建築部　都市計画課･ 51
○美波町における津波対策への取り組み････････････････････徳島県美波町建設課･主査･ 福島　康人･ 56
○土砂災害から命を守る･～住宅移転促進事業～
　･････････････････････････････････････････････････熊本県土木部河川港湾局砂防課　課長補佐･ 堤　　康博･ 60
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○移転元地の利活用～東日本大震災の実例～･････････････････大船渡市･災害復興局･土地利用課･ 62
○被災地における土地活用の促進等に係るガイドブックについて
　････････････････････････････････････････････････････････復興庁インフラ構築班･参事官補佐･ 岩崎　　健･ 70

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会（鶴岡市）のご案内・新刊紹介･･････････････････････････････････････････ ･ 75

令和元年６月号
特集 まちづくり月間

グラビア　第 37 回　まちづくり月間
まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞者功績概要･･････････････････････････････････････グラビア･ 1

巻頭言
21 回のまちづくり・都市デザイン競技を振り返る･･･････････神戸芸術工科大学教授･ 西村　幸夫･ 3

特集 まちづくり月間
○第 37 回「まちづくり月間」の実施について･････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 6

〈各賞紹介〉
○第 37 回まちづくり月間まちづくり功労者国土交通省大臣表彰受賞者の紹介
　････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 10
○第８回まちづくり法人国土交通省大臣表彰受賞者の紹介
　････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 13
○第１回コンパクトなまちづくり大賞並びに第１回先進的まちづくり大賞について
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････コンパクトなまちづくり推進協議会
　･ 一般財団法人都市みらい推進機構･ 15
○第 14 回住まいのまちなみコンクール審査報告
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 一般財団法人住宅生産振興財団･ 21
○第 21 回（2018 年）まちづくり・都市デザイン競技　結果概要
　･･････････････････････････････････････････公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター･ 25
○ 2019 年度都市景観大賞の結果概要
　･･････････････････････････････････････････公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター･ 34

〈最近の動向〉
○郡山城を中心としたにぎわい創出の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････大和郡山市都市建設部都市計画課　主事･ 田村　洸太･ 38
○住生活研究的NPOから街づくり新NPOへの展開について
　～ちば地域再生リサーチから団地・未来シフトへ～
　････････････････････････････････････････････････････NPO法人ちば地域再生リサーチ理事長･ 服部　岑生･ 43
○住まいのまちなみコンクール国土交通大臣賞受賞後の
　城南住宅組合の活動について･････････････････････････････････････････城南住宅組合･ 五味　哲夫･ 48
○よみがえった吹屋の町並み　～都市景観大賞後の取り組み～
　･･･････････････････････････････････････ 岡山県高梁市歴史まちづくり室･兼･秘書広報課企画係･ 惣田美栄子･ 55
○都市再生推進法人に関するデータ等の紹介
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 60
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寄稿 都市計画やまちづくりにも役立つ！
～「地理院地図」を活用してみましょう～
　･･･････････････････････････････････････国土交通省国土地理院地理空間情報部情報普及課課長･ 佐藤　壮紀･ 63

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会（鶴岡市）のご案内・
　まちづくりセミナーのご案内・新刊紹介･･････････････････････････････････････････････････････････ ･ 67

令和元年７月号
特集 まち×働き方、子育て、健康

巻頭言
ライフスタイルの多様化のためのまちづくりと空間政策
　･･･････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻准教授･ 瀬田　史彦･ 3

特集 まち×働き方、子育て、健康
〈まち×働き方〉
○鶴岡市立地適正化計画　～先端研究産業による･新しいまち～
　･･･････････････････････････････････････････････････鶴岡市建設部都市計画課　都市計画主査･ 三浦　一夫･ 7
○創造的な移住支援で町を活性化･････････････････････････神山町産業観光課商工観光係･ 高橋　成文･ 12
○多様な個の働き方とまちづくり　～東急沿線での兆しを例として～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････東京急行電鉄株式会社･ 山口堪太郎･ 17
○共創空間のデザイン･･････････････････株式会社ロフトワーク　LAYOUT･unit･事業責任者･ 松井　　創･ 24

〈コラム〉
○テレワークの今･････････････････････国土交通省都市局都市政策課都市環境政策室課長補佐･ 三保木貴幸･ 28
○働く女性から見た都心集中･･････････････････････カルチャースタディーズ研究所　主宰･ 三浦　　展･ 33

〈まち×子育て〉
○「まち保育」の必要性と可能性　～“まちで育てる”ことは“まちが育つ”こと～
　･････････････････････････････････････････････横浜市立大学学術院（国際総合科学群）准教授･ 三輪　律江･ 39
○改正都市公園法と保育所の設置
　････････････････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課･公園利用推進官･ 峰嵜　　悠･ 44
○大規模マンションにおける保育施設の設置促進に向けた取組事例について
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課　課長補佐･ 雪野　智行･ 47
○人口減少時代に、子育て世代の人口増　～流山市のマーケティング戦略～
　･････････････････････････････････････････････流山市役所　総合政策部　マーケティング課長･ 河尻和佳子･ 52
○送迎保育ステーションを活用した多様な保育の提供について
　･･･････････････････････････････････････････････････････町田市政策経営部経営改革室　課長･ 押切　健二･ 56
○まちの保育園・こども園　～子どもも地域も生きるコミュニティの創造～
　･････････････････････････････････････････････････････まちの保育園・まちのこども園　代表･ 松本理寿輝･ 61

〈まち×健康〉
○健康まちづくりへの取組･･････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課
　･ 都市計画課
　･ 街路交通施設課･ 66
○まち×健康　～三条市における取り組み～
　･･･････････････････････････････････････････････三条市　総務部政策推進課政策推進係　係長･ 前山　直人･ 71
○まち×健康　～高松市における取組～･････････････････････････ 高松市･都市整備局･都市計画課･ 76
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○ ICTを活用した官民連携の健幸まちづくり推進プロジェクト
　･･････････････････････････････････ 札幌市まちづくり政策局政策企画部　ICT戦略推進担当課･ 工藤　智弘･ 80
○ Smart･Wellness･City が社会保障制度の持続に貢献する
　･･･････････････････････････････････････････････････筑波大学大学院人間総合科学研究科教授･ 久野　譜也･ 89

報告 都市計画法・建築基準法制定 100 周年記念式典
･ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会･ 94

《都市計画協会だより》
○まちづくりセミナー（宇都宮市・北九州市）のご案内・
　まちづくり拝見研修会（岡崎市）のご案内・
　第 71 回都市計画全国大会について・通常理事会の開催について・
　定時評議員会の開催について・新刊紹介･･････････････････････････････････････････････････････････ ･ 95

令和元年８月号
特集１ 日本のガーデンツーリズム　　
特集２ 世界の都市の動向と日本の貢献

巻頭言
ガーデンツーリズムに期待する･････････････････････････････････東京都市大学特別教授･ 涌井　史郎･ 3

特集１ 日本のガーデンツーリズム
○ガーデンツーリズム登録制度の創設について
　･･････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課　緑地環境室･ 6
○月刊「ノジュール」とシニア世代の庭園観光への期待
　･･･････････････････････株式会社 JTBパブリッシング･時刻情報・MD事業部･ノジュール編集部･ 小林　　茂･ 9
○北海道ガーデン街道･･････････････････････････････････北海道ガーデン街道協議会　会長･ 林　　克彦･ 14
○にいがた庭園街道･･････････････････････････････････にいがた庭園街道ネットワーク代表･ 吉川　真嗣･ 19
○富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの庭園」ツーリズム
　･･･････････････････････････････････富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの庭園」ツーリズム協議会･ ･

　･ 事務局･公益財団法人神奈川県公園協会　事業調整担当課長･ 太田　優子･ 24
○「ガーデンネックレス横浜」の取組と展開
　･･･････････････････････････････････････････････････････ ガーデンネックレス横浜実行委員会事務局･ 30
○アメイジングガーデン・浜名湖　～日本の花と庭園観光の中心地を目指して～
　･････････････････････････････････････････････････浜名湖ガーデンツーリズム推進会議　会長･ 塚本こなみ･ 34
○「宮崎花旅 3

さんろくご

65」による地域活性化
　････････････････････････････････････････････････････････････宮崎市都市整備部景観課･課長･ 寺原　誠一･ 39
○国営常陸海浜公園におけるインバウンドへの対応
　･･････････････････････････････････････････････････････（一財）公園財団　ひたち公園管理センター･ 45
○「第 36 回全国都市緑化信州フェア」の開催
　The36th･National･Urban･Greenery･Fair･in･Shinshu
　･････････････････････長野県建設部都市・まちづくり課全国都市緑化信州フェア推進室　企画幹･ 兵藤　裕一･ 50
○ 2019 中国北京国際園芸博覧会日本国出展について
　･･････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課　緑地環境室･ 59

特集２ 世界の都市の動向と日本の貢献
○「世界の都市の動向と日本の貢献」の特集について
　･･･････････････････････････････････････国土交通省総合政策局社会資本整備政策課　課長補佐･ ･

　･ （前・都市局総務課国際室　海外展開推進官）･ 今井　龍郎･ 62
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○世界の都市開発事業の動向と日本企業の課題
　･････････････････････････････････東京都市大学大学院環境情報学研究科都市生活学専攻　教授･ 宇都　正哲･ 64
○サステイナブルな都市輸出をいかに進めるか
　･････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻　准教授･ 城所　哲夫･ 69
○ Made･by･Japan 日本製スマートシティと圧倒的な日本の強み
　･･･････････････････････････････････････････････････････････ 亜細亜大学･都市創造学部･教授･ 岡村　久和･ 75
○日本政府によるASEANスマートシティ・ネットワークとの連携
　･･･････････････････････････････････････国土交通省総合政策局国際政策課多国間協定第一係長･ 片田　一真･ 84
○ UR都市機構における海外展開支援の取組み
　･･････････････････････････････････････････････独立行政法人都市再生機構･海外展開支援部長･ 大森　直樹･ 87
○低炭素社会の実現に向けた都市間連携事業の取組
　･･･････････････････････････････環境省地球環境局国際連携課国際協力・環境インフラ戦略室長･ 杉本　留三･ 91
○双日の海外工業団地事業・都市インフラ開発事業
　･････････････････双日株式会社　産業基盤・都市開発本部　産業・都市基盤開発部　開発第二課･ 山北　和之･ 95
○鹿島の東南アジア都市開発スナヤン・プロジェクト
　･･･････････････････････････････････PT.･Senayan･Trikarya･Sempana 社長（鹿島建設より出向）･ 曽我隆一郎･ 100

施策紹介 「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市の再生
～「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」の報告書を公表しました～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 105

《都市計画協会報告》
○第 51 回まちづくり拝見研修会の報告（鶴岡市）･･･････････････････公益財団法人都市計画協会･ 117

《都市計画協会だより》
○令和元年度まちづくりセミナー（宇都宮市・北九州市）のご案内・
　まちづくり拝見研修会（岡崎市）のご案内（2019 年 11 月５日）・
　第 71 回都市計画全国大会について（新潟県新潟市、令和元年 10 月 24 ～ 25 日）･･･････････ ･ 122

令和元年９月号
特集 コンパクト・プラス・ネットワーク最前線

巻頭言
令和の時代の新たなまちづくり
－ネクストステージにおける藤枝市のチャレンジ－･･････････････････････藤枝市長･ 北村　正平･ 3

特集 コンパクト・プラス・ネットワーク最前線
　　 ～地域の個性を存分に活かしたまちづくり～
○コンパクト・プラス・ネットワークの取組に関する最近の動向
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 8

〈個性が光るまちづくり　～先進都市の理念と具体的取り組み～〉
○歴史まちづくりとの連携について
　･････････････････････････････････････････････････････高岡市都市創造部都市計画課　副課長･ 橘　　篤志･ 13
○立地適正化計画と公民連携による暮らしの質とエリア価値の向上
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････岡崎市都市整備部都市計画課･ 18
○西脇流コンパクトシティを目指して　～２拠点の形成とつながるまち～
　･････････････････････････････････････････････････････････西脇市建設水道部都市計画課主査･ 松原　正佳･ 22
○持続可能で暮らしやすい地域共生のまちづくりに向けて
　･･････････････････山口県　宇部市　総合戦略局　共生社会ホストタウン推進グループ･リーダー･ 中村　大吾･ 28
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○近隣市町との広域連携
　･････････････････････････････････････････････････姫路市都市局まちづくり推進部都市計画課･ 田代　雅孝･ 36

〈立地適正化計画の関連制度を活用した先進事例を紹介！〉
○アゲハの夜景を守る居住調整地域
　･････････････････････････････････むつ市都市整備部都市計画課コンパクトシティ推進室　主事･ 丸谷　知功･ 41
○駐車場配置適正化区域の活用･････････････････････････松本市建設部都市政策課　係長･ 岩渕　　省･ 46
○特定用途誘導地区の活用･･････････････････････････････長岡京市建設交通部都市政策監･ 八木　篤己･ 50
○届出制度を活用した周知と今後の検証に向けて
　･･･････････････････････････････････････････････熊本市都市建設局都市政策部都市政策課主査･ 増永　寿彦･ 56
○都市再構築戦略事業の活用･････････････････小諸市建設水道部都市計画課･都市計画係長･ 五十嵐　均
　･ 事務主任･ 土屋　　敦
　･ 主事･ 伊藤　嘉孝･ 60

〈コンパクトシティに係る支援施策・関連施策〉
○コンパクトシティ推進に係る支援施策の充実･･･････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 65
○地域交通の昨今の課題とイノベーションへの取組の方向性
　･･･････････････････････････････････････････････国土交通省　総合政策局　地域交通課　係長･ 加賀谷洋輔･ 69
○まちづくりと連携した駐車場施策の促進
　･････････････････････国土交通省　都市局　街路交通施設課・まちづくり推進課・都市計画課･ 73
○都市計画基礎調査情報のオープン化に向けた取組
　～データを活用したコンパクトシティ等の推進～
　･････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課都市計画調査室　課長補佐･ 松田　純一･ 78
○都市構造可視化の新たな展開について････････････････ 一般社団法人都市構造可視化推進機構
　･ 一般社団法人都市計画コンサルタント協会･ 83

施策紹介 あなたのまちを、居心地が良く歩きたくなるまちなかへ！
～まちの修復・改変を目指し、160 都市と共に、新たな都市再生プログラムを推進～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課
　･ 街路交通施設課･ 88

《都市計画協会だより》
○令和元年度まちづくりセミナー（宇都宮市・北九州市）のご案内・新刊紹介････････････････ ･ 91

令和元年 10 月号
特集 第 71 回都市計画全国大会　新潟県

グラビア
第 71 回都市計画全国大会（新潟県）････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1

特集 第 71 回都市計画全国大会　新潟県
〈巻頭挨拶〉
○第 71 回都市計画全国大会の開催にあたって
　･････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会　会長･ 竹歳　　誠･ 3
○第 71 回都市計画全国大会を迎えて････････････････････････････････････新潟県知事･ 花角　英世･ 4
○第 71 回都市計画全国大会を迎えて･･････････････････････････････････････新潟市長･ 中原　八一･ 6

〈観光 PR〉
○うまさぎっしり新潟　～新潟のうまさには理由（わけ）がある～
　･････････････････････････････････････････････････公益社団法人　新潟県観光協会　常務理事･ 早福　　亮･ 8
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〈新潟県の都市計画・まちづくり〉
○新潟県の都市計画･････････････････新潟県土木部都市局都市政策課副参事（都市計画係長）･ 富永　尚秀･ 10
○新潟県の都市づくりと景観・歴史まちづくり
　･････････････････････････････････新潟県土木部都市局都市政策課　広域都市政策班政策企画員･ 伊藤　慎一･ 15
○新潟県の街路事業･･･････････････････新潟県土木部都市局都市整備課　副参事（街路係長）･ 小野　宏志･ 18
○新潟県の市街地整備事業･････新潟県土木部都市局都市整備課　副参事（市街地整備係長）･ 小林　　誠･ 22
○新潟県の都市公園事業･････････新潟県土木部都市局都市整備課　都市公園班　政策企画員･ 本間　紀雄･ 25
○新潟県の下水道事業･････････････新潟県土木部都市局下水道課　副参事（流域下水道係長）･ 中川　孝平･ 29

〈新潟市の都市計画・まちづくり〉
○新潟市の都市計画･･････････････････････････新潟市　都市政策部次長（兼）都市計画課長･ 石井　哲也･ 32
○新潟駅周辺整備事業･～新潟の拠点性向上を目指して～
　･････････････････････････････････････････新潟市都市政策部　新潟駅周辺整備事務所　副参事･ 桑原　浩史･ 37
○新潟市の都市公園事業
　～整備の経緯と寺山公園・子育て交流施設「い～てらす」の事例～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････新潟市土木部公園水辺課長･ 玉木　正蔵･ 40
○新潟市の下水道事業･･････････････････････････････新潟市下水道部下水道計画課　副参事･ 山口　貴史･ 43

〈新潟県内各都市の特徴あるまちづくり：コンパクトシティ〉
○人づくりと産業振興を総がかりで支える地方創生の拠点整備
　～都市機能の再集積を目指した産・学・官・金連携プロジェクト～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････長岡市中心市街地整備室　主査･ 川上　　徹･
　･ 長岡市都市整備部都市計画課　主査･ 廣瀬　幸博･ 47
○三条市のまちづくり･～中心市街地の活性化と新幹線駅周辺の開発～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････三条市　建設部　建設課　主査･ 滝口　靖浩･ 50
○新発田市･都市再生整備計画に基づくまちづくり
　･････････････････････････････････････････････････････新発田市役所　地域整備課　課長補佐･ 宮村　崇康･ 53
○市立図書館を核とする複合施設整備による中心拠点づくり
　･････････････････････････････････････････････････････････小千谷市建設課都市整備室　係長･ 田中　　健･ 56
○健幸なまちづくりを実現するコンパクトシティの形成
　～スマートウエルネスみつけの実現を目指して～
　･････････････････････････････････････････････････････見附市建設課　副主幹兼都市計画係長･ 武石　明彦･ 60
○燕市の産業活性化のための拠点づくり
　･････････････････････････････････････････････････････燕市都市整備部都市計画課　課長補佐･ 小坂井孝志･ 63
○「生涯学習」と「産業振興」の拠点整備によるまちづくり
　～複合施設建設事業～･････････････五泉市都市整備課　都市計画係長（兼）建築住宅係長･ 落合　忠宏･ 66
○魚沼市のまちづくり･～魚沼市版コンパクトなまちづくりを目指して～
　･･･････････････････････････････････････････････････････魚沼市産業経済部都市整備課　主任･ 高橋　哲也･ 69
○市民が自慢できる魅力あるまちづくりを目指して
　･････････････････････････････････････････････････胎内市地域整備課　都市計画住宅係　係長･ 矢部　孝俊･ 72

〈新潟県内各都市の特徴あるまちづくり：景観・歴史〉
○加茂市のまちづくり･～賑わいあるまちなかを目指して～
　･････････････････････････････････････････････････････････････････加茂市都市計画課　参事･ 珊瑚　　保･ 75
○城下町「村上」の歴史まちづくり･～歴史と文化を活かした道路整備について～
　･･･････････････････････････････････････････････････････村上市都市計画課都市政策室　主査･ 川内　健二･ 78
○ 400 年続くコモンズ文化「雁木」の街のまちづくり
　～越後の都・城下町高田から～･･･････････････････上越市企画政策部企画政策課　係長･ 藤村　勝之･ 82
○佐渡市の景観計画と歴史まちづくり･･･････････････････････････佐渡市建設課　主任･ 吉川　　歩･ 89
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○雪国の歴史と文化を活かすまちづくり　～「牧之（ぼくし）通り」の整備とその後～
　･････････････････････････････････････････････････････････南魚沼市建設部都市計画課　係長･ 熊木　悟志･ 91

〈新潟県内各都市の特徴あるまちづくり：交流、賑わい〉
○十日町市のまちづくり･～まちなかステージづくりの取組み～
　･････････････････････････････････････････････････十日町市　建設部　都市計画課　課長補佐･ 山田　直樹･ 94
○妙高市のまちづくり･～人と自然にやさしいふれあい交流都市を目指して～
　･･･････････････････････････････････････････････････妙高市建設課まちづくり係　副参事係長･ 小林　　豊･ 98
○「道の駅」整備による阿賀野市のまちづくり
　～阿賀野市の交流・賑わい・未来交差点～･････阿賀野市役所産業建設部建設課参事･ 松崎　浩弥･ 101
○聖籠町のまちづくりと新潟東港･････････････聖籠町ふるさと整備課　都市計画係　主任･ 吉田　晃一･ 104

〈新潟県内各都市の特徴あるまちづくり：災害復興〉
○柏崎駅前地区におけるまちづくりについて･･････柏崎市都市整備部都市政策課･主査･ 蓮池翔太郎･ 107
○糸魚川市駅北大火からの復興まちづくり②
　･････････････････････････････････････････････････新潟県糸魚川市産業部復興推進課復興係長･ 渡辺　　茂･ 110

〈民間団体の取り組み〉
○古町通７番町地区市街地再開発事業･････古町通７番町地区市街地再開発組合　理事長･ 高橋　直道･ 114
○市民基金による町屋の外観再生プロジェクト
　･･････････････････････････････････････････････････････むらかみ町屋再生プロジェクト･会長･ 吉川　真嗣･ 118
○「雁木」コモンズを継承するために、活用を
　～民間のボランティア活動からまちづくり事業へ～
　･･･････････････････････････････････････････････････一般社団法人雁木のまち再生　代表理事･ 関　由有子･ 123

〈国営越後丘陵公園の取組〉
○国営越後丘陵公園の取組み･･････････････国土交通省北陸地方整備局国営越後丘陵公園事務所･ 128

《都市計画協会だより》
○令和元年度まちづくりセミナー（北九州市）のご案内･･････････････････････････････････････････ ･ 132

令和元年 11 月号
特集 まちづくりと連携した浸水対策の推進

巻頭言
浸水リスクを意識した賢いまちづくり･･････････････東京大学大学院工学系研究科･教授･ 古米　弘明･ 3

特集 まちづくりと連携した浸水対策の推進
〈総論〉
○下水道による都市の浸水対策
　･･･････････････････････国土交通省　水管理・国土保全局　下水道部　流域管理官付　課長補佐･ 長谷川広樹･ 7
○気候変動を踏まえた治水計画のあり方について
　･･･････････････････････国土交通省水管理・国土保全局河川計画課河川計画調整室　企画専門官･ 奥野　真章･ 11

〈自治体の取り組み〉
○東京下水道の強靭化に向けた都と区、地域住民連携による効果的な浸水対策の取組
　～下水道施設のハード整備に加え ICTの活用等によるソフト対策の推進～
　･････････････････････････････････東京都下水道局計画調整部　緊急重点雨水対策事業担当課長･ 奥田　千郎･ 15
○グリーンインフラ等を活用した浸水対策
　･････････････････････････････････････････････横浜市環境創造局下水道事業マネジメント課長･ 石井　智博･ 20
○福岡市における総合的な浸水対策事業の推進
　･･････････････････････････････････････････････福岡市道路下水道局計画部下水道計画課･課長･ 安永　英治･ 25
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