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「新都市」平成21年第63巻総目録

平成 21 年 1 月号
特集　都市のマネジメント

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
小さくても“キラリ”と光るまちづくり････････････････････････････ 豊後高田市長･ 永松　博文･ 5
まちと私
朝市に明け、横丁に暮れるまち･････････････････････････････････････ 八戸市議会議員･ 藤川　優里･ 7
特集論文
エリアマネジメントの今後の展開・普及について
　･･･････････････････････････････････武蔵工業大学教授　横浜国立大学大学院特任教授　教授･ 小林　重敬･ 9
大手町 ･丸の内 ･有楽町地区におけるエリアマネジメント型のまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････ NPO･大丸有エリアマネジメント協会･事務局長･ 金城　敦彦･ 13
㈱まちづくり長野のストックを生かした臨機応変のまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････ 株式会社まちづくり長野　タウンマネージャー･ 越原　照夫･ 17
地域と人をつなぐ　安慶名のまちづくり　～安慶名マネジメント株式会社の活動報告～
　･･･････････････････････････････････････････････ 沖縄県うるま市役所都市計画部区画整理課･ 髙木　直子･ 20
分譲住宅地におけるエリアマネジメントに向けて
　～横浜市コモンガーデン仲町台の取り組み事例～
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 積水ハウス株式会社　商品開発部･ 加納　　学･ 26
西宮北口北東地区における住民主体のまちづくり
　安全でうるおいとコミュニティのあるまちづくりを目指して
　･･･････････････････････････････････西宮市　都市局　都市総括室　北口まちづくりグループ･ 清水　裕文･ 33
歴史と町並みを活かしたまちづくり
　―高山市歴史的風致維持向上計画から（平成 20 ～ 24 年度）
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････高山市教育委員会･ 田中　　彰･ 39
資源循環型のまちづくり　～レインボープランの現状と課題～
　･････････････････････････････････････････････････････ レインボープラン推進協議会　会長･ 江口　忠博･ 47
乗合タクシーによる地域活性化　～おだか e･－まちタクシーの取り組み～
　･････････････････････････････････････････････････････････････福島県南相馬市小高区産業課･ 上野　　勝･ 53
都市の活性化：経済学の視点から　･･････････一橋大学経済学研究科・政策大学院准教授･ 佐藤　主光･ 57
住民によるまちづくり　～昔と今～　･････････････････帝京大学文学部社会学科　教授･ 菊池美代志･ 62
さくらシティ日立の閉店について　････････････････････････････････日立市都市建設部都市政策課･ 67
　 産業経済部商工振興課･
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～
　八戸市中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････････････ 八戸市総合政策部中心市街地活性化推進室･ 68
　都市再生へのマネジメント　～飯田市中心市街地活性化の取り組みから
　　･･･････････････････････････････････････････････････ 飯田市　商業・市街地活性課　課長･ 木下　巨一･ 73
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　神戸市（新長田地区）中心市街地活性化基本計画について　････ 神戸市産業振興局商業課･ 77
　西条市中心市街地活性化基本計画について　･････西条市　企画経済部　産業振興課･ 大西　保彦･ 80
　諫早市中心市街地活性化基本計画の概要　･････････長崎県諫早市商工部商政観光課･ 田中　伸一･ 87
海外報告
米国における都市マネジメントの考え方　～制度面からの整理～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････法政大学･ 保井　美樹･ 91
トピックス
動き出す“副都心渋谷のリニューアル”　～渋谷駅周辺の再編整備～
　････････････････････････････････････････････････････････････････････東京都･都市整備局長･ 只腰　憲久･ 96
都市行政の動き
今後の市街地整備の目指すべき方向　―市街地整備手法・制度の充実に向けて―
　「今後の市街地整備制度のあり方に関する検討会」における検討結果の報告
　･･････････････････････････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課･ 100
書評
「街並みの美学」を読んで　･･･････････････国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課･ 橋口　真依･ 106
都市計画協会コーナー
第 24･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･ 108
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 109

平成 21 年 2 月号
特集　中心市街地の今　～改正まちづくり三法の施行１年を経過して～

巻頭言
中心市街地活性化　～甲府市の取り組み～　･････････････････････････････甲府市長･ 宮島　雅展･ 3
まちと私
エリアマネジメント　―多様な作者による地域ガバナンスの再構築―を！
　････････････････････････････････････････（株）ジャパンエリアマネジメント　代表取締役社長･ 西本　千尋･ 5
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（8）
都市計画法制 90 周年と地域地区制度、集団規定の歩み
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････北海道大学大学院教授･ 越澤　　明･ 7
特集論文
基調論文
　中心市街地活性化の今　････････････････････東京工業大学大学院社会理工学研究科教授･ 中井　検裕･ 17
総論
　改正まちづくり三法全面施行 1年後の状況について
　　････････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課･ 22
　 都市計画課･
　 住宅局市街地建築課･
　中心市街地活性化法をはじめとした最近の地域活性化施策について
　　･･･････････････････････････内閣官房地域活性化統合事務局　内閣府中心市街地活性化担当室･ 中本　　亨･ 27
　世界的視野から見たまちづくりの新潮流　･･･････････････････近代建築研究所所長･ 松永　安光･ 31
　まちづくり三法改正と中心市街地再生の課題
　　～英国のコンパクトなまちづくりと日本の先進事例から～
　　･････････････････････････････････････････････････････････････････････関東学院大学教授･ 横森　豊雄･ 36
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事例報告
　永平寺準都市計画区域の指定について　･･････････････････福井県土木部都市計画課･ 谷口　忠広･ 42
　福岡県大規模集客施設の立地ビジョンと準都市計画区域の指定について
　　･･･････････････････････････････････････････････････････････福岡県建築都市部都市計画課･ 小川　博之･ 46
　福島県商業まちづくりの推進に関する条例と新しいまちづくりへの取組み
　　･････････････････････････････････････････････････････････････ 福島県商工労働部商業まちづくり課･ 49
　富士宮市における開発整備促進区を定める地区計画の活用
　　･･･････････････････････････････････････････････富士宮市　都市整備部　都市計画課　主幹･ 永田　伸也･ 54
　改正まちづくり三法の影響とショッピングセンターの今後
　　････････････････････････････････････････（社）日本ショッピングセンター協会　情報企画部･ 今井　　隆･ 57
　青森市における中心市街地活性化の取り組みについて
　　･････････････････････････････････････････････････････････････ 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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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　地方振興課　離島振興課　特別地域振興官･ 63
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･ 68
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･ 70
都市・地域整備局関係税制改正の概要　･･･････････ 国土交通省都市・地域整備局総務課調整室･ 72
随想
ジャズ・ファン同志のほのかな出会い　･･･････････････････････国土交通省下水道部長･ 松井　正樹･ 74
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～
　久留米市中心市街地活性化基本計画について
　　････････････････････････････････････････････････････････久留米市　商工労働部　まちなか再生室･ 76
　大田原市中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････････栃木県大田原市建設部まちづくり推進課･ 小沼　慶一･ 81
　山形市の認定中心市街地活性化基本計画について　････････････････ 山形市商工観光部商工課･ 85
　中小企業のものづくりと商店街のコラボレーション
　　―尼崎市中心市街地活性化基本計画の特徴―
　　･･･････････････････････････････････････････････････尼崎市役所　企画財政局　都市政策課･ 梅村　　仁･ 88
　来ちょくれ、見ちょくれ、楽しんじょくれ　～温泉文化が息づく暮らしのまち～
　　････････････････････････････････････････････････････ 別府市ONSEN･ツーリズム部商工課･ 安達　勤彦･ 91
トピックス
都市計画施設の計画区域等における権利制限および許可基準に関する研究
　―国立公文書館の御署名原本により、旧都市計画法、市街地建築法等に於ける関係規定を調査―
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省　道路局　企画課　課長補佐･ ･
　　 （前　国土交通省　都市・地域整備局　都市計画課　課長補佐）･ 淡中　泰雄･ 95
書評
「失敗に学ぶ　中心市街地活性化～英国のコンパクトなまちづくりと日本の先進事例～」を読んで
　･･･････････････････････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局　都市計画課･ 山下　隆道･ 102
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モンゴル地域セミナー（EAROPH）への参加のご案内　･････････････････････････････････････････ ･ 104
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 105

平成 21 年 5 月号
特集　地域を支える新たな取り組み

巻頭言
あるものを活かすまちづくり　･････････････････････････････････････････････宿毛市長･ 中西　清二･ 3
まちと私
インタビュー　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 残間里江子･ 5
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（10）
都市公園・都市緑化等に係わる都市計画中央審議会等の回顧と今後の環境都市計画
　･･････････････････････････････････････（社）環境情報科学センター理事長　千葉大学名誉教授･ 丸田　頼一･ 8
特集論文
地域を支える新たな結　･･･････････････････････････････････････････東京大学大学院教授･ 大西　　隆･ 22
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「新たな結」による地域の活性化　～「新たな結」研究会の成果概要
　････････････････ 浜松市都市計画部次長（前国土交通省都市・地域整備局地方振興課企画専門官）･ 山川　　修･ 24
中山間地域における新たな結節機能創設の必要性
　･･･････････････････････････････････････島根県中山間地域研究センター地域研究グループ科長･ 藤山　　浩･ 28
「ソーシャル・エンタープライズ」としての地域づくりNPO･－浜松市の事例
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････明治大学経営学部教授･ 塚本　一郎･ 33
人材力が引っ張る地方の元気回復に向けて
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移住への道のり分析と活用　･･････････････････････････････････････丹波市企画部企画課･ 余田　一幸･ 52
アクアセレクト（に近い水脈）で育てる、めっちゃ美味しいお米の田んぼのオーナープロジェクト
　･････････････････････････････ 株式会社Beautiful･Life　アクア事業部ジェネラルマネージャー･ 竹本　大輔･ 57
新たなムラびとによるかみえちごのクニづくり　･････････････････････････専務理事･ 関原　　剛･ 61
企業のアグリビジネス参入について
　････････ 三菱UFJ･リサーチ＆コンサルティング㈱総合コンサルティング部チーフコンサルタント･ 畦地　　裕･ 65
「しまづくりサミット 2008･～島ならではの新たなビジネスの可能性と課題～」からの報告
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････元離島振興課　専門調査官･ 押田　和雄･ 69
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～
　北九州市中心市街地活性化基本計画（小倉地区・黒崎地区）について
　　････････････････････････････････････････････････････････北九州市建築都市局都心・副都心開発室･ 73
　富良野市中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････････富良野市　建設水道部中心街整備推進課･ 大玉　英史･ 76
　長岡市中心市街地活性化基本計画の概要　
　　･････････････････････････････････････････････長岡市企画部企画課中心市街地活性化推進室･ 遠藤　雄一･ 83
　塩尻市中心市街地活性化基本計画について　
　　･･･････････････････････････････････････････････････塩尻市経済事業部　中心市街地活性化推進室･ 86
　米子市の認定中心市街地活性化基本計画について　
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都市行政の動き
共助による地域除雪の取組み推進を目指して
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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改正について
　･･･････････････････････････････前・国土交通省都市・地域整備局特別地域振興官　企画専門官･ 佐藤　忠晴･ 95
都市・地域整備局だより
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平成 21 年 6 月号
特集　まちづくり月間　～地球にやさしいまちづくり～

巻頭言
熊本城を活かした賑わいづくり　･･･････････････････････････････････････････熊本市長･ 幸山　政史･ 3
まちと私
まちや企業の活性化のお手伝い　･････････････････････････････････････中小企業診断士･ 原田　弘子･ 5
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（11）
都市計画法制 90 周年と再開発制度の歩み　･･････････････････北海道大学大学院教授･ 越澤　　明･ 7
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･ 15
　 公園緑地・景観課･
　 住宅局市街地建築課･
第 27 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･ 18
　 住宅局市街地建築課･
第 27 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･ 20
　 住宅局市街地建築課･
第 4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･ 25
　 財団法人･都市みらい推進機構･
第 26 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･ 31
第 4 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･ 33
第 11 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･ 37
第 27･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･ 48
　 住宅局市街地建築課･
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～
　岩見沢市の中心市街地活性化基本計画について　･･････岩見沢市経済部商工観光課･ 海老原照和･ 51
　上越市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････････新潟県上越市　中心市街地活性化推進室･ 小池兼一郎･ 53
　伊賀市の認定中心市街地活性化基本計画について　･･････三重県伊賀市建設部市街地対策課･ 56
　松山市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････松山市総合政策部　坂の上の雲まちづくり担当部長付･ 一色　禎仁･ 60
　山鹿市中心市街地活性化基本計画の概要　･･･････････････山鹿市商工観光部商工課･ 富﨑　嘉隆･ 63
海外報告
ドイツにおける歴史まちづくり
　･･･････････････････････国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課　まちづくり企画調整官･ 古橋　季良･ 67
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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
まちと私
時代を超える語り・都市　････････････････････････････語り部・かたりすと・キャスター･ 平野　啓子･ 6
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（12）
都市計画決定、都市計画事業にともなう建築制限の歴史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････北海道大学大学院教授･ 越澤　　明･ 8
都市防災対策の推移　････････････････････････････････････････････････････東京大学教授･ 小出　　治･ 14
特集論文
「安全・安心まちづくりビジョン」について
　（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･中間とりまとめの概要）
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