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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
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