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「新都市」平成20年第62巻総目録

平成 20 年 1 月号
特集　都市再生Ⅵ

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
文化は市民から･･････ ㈱資生堂名誉会長　東京芸術文化評議会会長　東京都写真美術館館長･ 福原　義春･ 5
まちと私
リノベーション四都物語･･････････････････････････････ サントリー次世代研究所　部長･ 佐藤友美子･ 8
特集論文
都市のガバナンス･･･････････････････････････････････････････東京大学大学院経済学研究科･ 神野　直彦･ 10
文化と都市再生････････････････････････････････････････････････････静岡文化芸術大学学長･ 川勝　平太･ 16
国際競争力のある都市づくり　～東京･住むのに相応しい都市へ～
　･ピー・エイ・イー・デザイン・アンド・ファシリティー・マネージメント社長 /アメリカ建築家協会会員
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････Michel･WEENICK･ 23
国際金融拠点機能強化に向けた都市のあり方
　･･･････････････････････････････････････････････三菱地所株式会社　代表取締役専務執行役員･ 檀野　　博･ 26
東京ステーションシティ（東京駅周辺開発計画）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　課長･ 永井　好紀･ 32
　･ 東日本旅客鉄道株式会社　総合企画本部投資計画部　主席･ 酒井　裕二
津軽鉄道の事例から　～地方鉄道の危機をきっかけとした地域の活性化～
　･･･････････････････････････････････ NPO･法人　グリーンエネルギー青森　常務理事事務局長･ 三上　　亨･ 40
小さな静かな城下町「大聖寺」　―歴史を語る町屋の再生による新たなる居住提案への挑戦―
　･･･････････････････････････････････････････････････････加賀市　建設部管理課　町屋再生室･ 眞田　茂樹･ 49
随想
町の遊び心･･･････････････････････････････････････････････ ニセコ・アドベンチャー　代表取締役･ Ross･FINDLAY･ 56
都市行政の動き
都市再生・地方再生をめぐる最近の動きについて
　･･･････････････････････････････････････････････････････内閣官房地域活性化統合事務局主査･ 永岡聡一郎･ 59
海外報告
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 2）
　････････････････････････････････････････････････････････（財）建設経済研究所　主任研究員･ 河田　浩樹･ 63
MIPIM･ASIA･2007　報告
　･･･････････････････････････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･ 荒川　辰雄･ 69
英国における都市再生関係者の視点　環境都市を中心に（出張報告）
　･･･････････････････････････････････････････････････････････内閣官房地域活性化統合事務局･ 石塚　　孝･ 74
　･ 国土交通省都市・地域整備局企画課･ 近藤　共子
トピックス
協働により石見銀山遺跡を未来に継承するために
　･･･････････････････････････････････････････････････島根県大田市総務部石見銀山課主任主事･ 竹下　　健･ 80
全国都市再生まちづくり会議2007から　････全国都市再生まちづくり会議事務局　事務局長･ 三浦　由理･ 85
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書評
「文化としての都市空間」を読んで･････････････････国土交通省都市・地域整備局企画課･ 松島　宇大･ 91
連載
人口縮小時代の都市計画のあり方（第 10 回）
　都市経営の観点から見た集約型都市構造の実現に向けて
　　～国土技術政策総合研究所都市研究部防災研究室･飯田直彦室長都市計画研究室
　　　石井儀光主任研究官の講演より～　････････････････････････････････ 財団法人都市計画協会･ 93
今月の豆知識
《データ》近畿直下型地震の被害想定
近畿直下型地震による死者は最大で 42,000 人（首都直下型地震の 3倍以上）
　･･･････････････････････････････ 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･ 100
都市・地域整備局だより･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 101
お知らせ
2006 年 4 月より「都市計画CPD制度」が始まっています･･･････････････････････････････････････ ･ 102

平成 20 年 2 月号
特集　人口減少社会を迎えて模索される都市計画のあり方

巻頭言
誇りを持って住み続けるために　････････････････････････････････････････ 鶴岡市長･ 富塚　陽一･ 3
まちと私
記憶に残る街の意味　･･････････････････････････････カルチャースタディーズ研究所　主宰･ 三浦　　展･ 5
特集論文
人口減少社会の到来と都市計画制度の抜本見直しについて
　･･･････････････････････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局　都市計画課･ 山影　一茂･ 7
座談会　「人口減少社会における都市の課題」　･･･････････岡山大学環境理工学部教授･ 谷口　　守･ 12
　･ 千葉大学工学部准教授･ 岡部　明子
　･ 日本政策投資銀行地域振興部参事役･ 藻谷　浩介
　･ 国土交通省都市・地域整備局都市計画課長･ 由木　文彦
サスティナブル・シティへの法的戦略
　･････････････････････････････････････････日本弁護士連合会公害対策環境保全委員会　弁護士･ 針原　祥次･ 19
「都市規模の縮小」をめぐる取り組み
　･････････････････････････････････ジャーナリスト／大阪市立大学大学院　創造都市研究科教授･ 矢作　　弘･ 26
人口減少社会における都市経営コスト
　･･･････････････････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
人口減少社会における都市づくりと地球環境　･････････････････････国立環境研究所･ 藤野　純一･ 40
人口減少社会における民間事業のあり方の考察　････････････････長谷工総合研究所･ 山本　　理･ 44
「21 世紀新潟県都市政策ビジョン」の策定とその後の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 新潟県土木部都市局都市政策課･ 51
公共交通政策を介した都市づくりの展望　････金沢市都市整備局都市計画課　担当課長･ 木谷　弘司･ 55
人口減少社会に対応した都市づくりの取り組み・提案
　･････････････････････････････････････････････････････････････････山口県土木建築部審議監･ 松原　賢一･ 57
人口減少社会に対応した都市づくりの取り組み・提言
　･･･････････････････････････････････････････････鹿児島市建設局都市計画部土地利用調整課長･ 藤山　幸一･ 60
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海外報告
PPSにみる課題解決型都市計画のあり方
　････････････････････････････････････････････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
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平成 20 年 8 月号
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　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

新都市12月号.indb   132 2008/12/15   20:16:56



SHINTOSHI  Vol.62 No.12 2008  1��

　　････････････････････････ ･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

新都市12月号.indb   133 2008/12/15   20:16:56



1��  Vol.62 No.12 2008  SHINTOSHI

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
島根県の都市計画　･･････････････････････････････････････････島根県土木部都市計画課長･ 林　　秀樹･ 11
島根県の景観行政　････････････････････････････････島根県土木部都市計画課景観政策室長･ 松浦　芳彦･ 23
島根県の街路事業　････････････････････････島根県土木部都市計画課街路グループリーダー･ 佐々木幹雄･ 27
島根県の都市公園事業　･････････････島根県土木部都市計画課開発・公園グループリーダー･ 岩﨑　泰敬･ 33
島根県の下水道事業　～よりきれいな水とよりよい生活環境のために～
　･････････････････････････････････････････････････････････････島根県土木部下水道推進課長･ 高尾　清美･ 43
「水と緑とやさしさ　活力あふれる都

まち

・松江」
～初代城主・堀尾吉晴公により美しい水の劇

みやこ

場として、しつらえられた松江～
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松江市の景観づくり　････････････････････････････････････松江市都市計画部都市景観課長･ 石倉　正明･ 61
松江市の中心市街地活性化　･･････････････松江市都市計画部市街地整備課中心市街地係長･ 花形　泰道･ 67
快適で地域の活力向上に向けたまちづくり
日本最古の温泉　玉造温泉　～温泉街の賑わい再生に向けての挑戦～
　･････････････････････････････････････････････松江市都市計画部市街地整備課まちづくり係長･ 和久利清孝･ 73
浜田医療センターの移転新築に伴う浜田駅北地区整備事業
　～快適で安心して暮らせる、にぎわいのあるまちを目指して～
　･････････････････････････････････････････････････････浜田市建設部建設企画課駅北開発係長･ 三浦　新悟･ 77
「環境保全に貢献する真空式下水道」　～浜田市唐

とう

鐘
がね

地区の真空下水道システム～
　･････････････････････････････････････････････････････浜田市建設部下水道課公共下水道係長･ 桑原　孝夫･ 81
『地域との共生』～共生から共創へ～
　～島根あさひ社会復帰促進センター整備・運営事業～
　･･･････････････････････････････････････････････････浜田市産業経済部矯正施設整備対策課長･ 今田　　泰･ 85
出雲市駅周辺整備事業について　～景観に配慮し、各種事業を集中させたまちづくり～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････出雲市都市整備部次長･ 長﨑　敏夫･ 89
駅前賑わいゾーンの創出に向けて　～益田駅前地区第一種市街地再開発事業～
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