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「新都市」平成24年第66巻総目録

平成 24 年 1 月号
特集　都市・地域総合交通戦略

グラビア
都市・地域総合交通戦略に基づく取り組み････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1
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
進化論的「新都市」考････････････････････････････････････････････････････････筑波大学･ 谷口　　守･ 5
特集　都市・地域総合交通戦略
都市・地域総合交通戦略について
　･･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　街路交通施設課･ 7

〈各地域の取り組み〉
LRTやバスなどの公共交通を軸としたコンパクトな都市構造を
　実現するための一体的な取組
　･･･････････････････････････････････････････････････････････ 富山市･都市整備部･交通政策課 杉木　光晴･ 12
環境モデル都市北九州市における総合交通戦略の推進
　････････････････････････････････････････････北九州市建築都市局計画部都市交通政策課･課長･ 藤田　和也･ 15
「もりおか交通戦略」について
　･････････････････････････････････････････････････････････盛岡市建設部参事兼交通政策課長･ 古山　裕康･ 18
新しい交通手段（BRT）導入のための取組　－鹿島鉄道跡地バス専用道化事業－
　･････････････････････････････････････････････････茨城県土木部都市局都市計画課　課長･補佐･ 林　　利家･ 22
小規模な都市での新駅設置に伴う取り組み『駅を中心とするまちづくり』
　～環境にやさしい都市交通の整備とまちづくりにむけて～
　･･･････････････････････････････････････････････････愛知県額田郡幸田町建設部都市計画課長･ 近藤　　学･･ 25
福山都市圏のモビリティ・マネジメントを中心とした取組み
　･･･････････････････････････････････････････････････････････福山市建設局都市部都市交通課 荒平　信行･ 30

〈交通事業者の取り組み〉
JR･高山本線活性化社会実験　～地域と共に鉄道の活性化を目指して～
　･･････････････････････････西日本旅客鉄道株式会社･総合企画本部（幹線・地域輸送改善）主査･ 河端　邦彦･ 34
地域公共交通活性化に向けて　―･バスロケーションによるバス待ち空間の構築･―
　･･････････････････････････････････････････････････････････北陸鉄道株式会社･自動車部次長･ 谷口　　透･ 37

〈経済界の取り組み〉
岡山市と都市交通戦略連携会議を設置
　～一体となり交通戦略プランを推進～･････････････････････岡山商工会議所　副会頭･ 若林　昭吾･ 44
都市行政の動き
全国初の指定「都市再生整備推進法人･札幌大通まちづくり株式会社」
　･･･････札幌市市民まちづくり局都市計画部都心まちづくり推進室都心まちづくり課推進担当係長･ 保木　一成･ 47
東日本大震災に関する主な動き（平成 23･年 12 月）　･･････････････････････ 　国土交通省都市局･ 50
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特別寄稿
被災地状況と今後の復興　福島県･楢葉町･･････････････････････････････････楢葉町長･ 草野　　孝･ 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～
甲府市の認定中心市街地活性化基本計画に基づく活動について
　････････････････････････････････････････････････････････合同会社まちづくり甲府･企画担当 岡　　健司･ 55
福知山市の認定中心市街地活性化基本計画に基づく活動について
　････････････････････････････････････････････････････福知山まちづくり株式会社･常務取締役･ 足立　秀明･ 58

書　評
椎川忍著『緑の分権改革‐･あるものを生かす地域力創造』学･芸出版社（2011.11 刊）
･ ･････････････････････････････････････････････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･ 62

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 63

平成 24 年 2 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

巻頭言
安全で復元力のある地域づくり・国づくりに向けて
　Forward･the･City･and･National･Planning･for･Safety･and･Resilience･against･disaster
　･･･････････････････････････････････････････････････明治大学･　政治経済学･研究科　特任教授･ 中林　一樹･ 3

特集　 安全・安心なまちづくり
地域住民と協働の安全・安心まちづくりの推進　～各地における先進的な取組より
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省･都市局･都市安全課･課長･補佐･ 福井　武夫･ 7
東北地方太平洋沖地震による関東地方の地盤液状化現象の実態解明調査･について
　･･･････････････････････････････････････････････････関東地方整備局　企画部　広域計画課長･ 中村　正次･ 12
「都市再生特別措置法の一部を改正する法律案」について　･（平成 24･年２月７日閣議決定）
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省　都市局　まちづくり推進課･ 16
平成 23･年３月 11･日東京駅帰宅困難者の風景
　･････････････････････････････････････財団法人･都市防災研究所･東京駅周辺防災隣組･事務局長･ 守　　茂昭･ 21
墨田区における不燃化・耐震化の取組み
　（木造密集市街地における燃えない・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･ 24
阪神・淡路大震災からの復興　～震災復興土地区画整理事業の経験から～
　･･････････････････････････････神戸市･都市計画総局･市街地整備部･市街地整備課･区画整理係長･ 丸岡　稔和･ 28
「土地履歴調査･」について　土地分類基本調査･
　･････････････････････････････････････････････････････････国土政策局国土情報課専門調査･官･ 諏訪部　順･ 32
コミュニティを活かした減災まちづくり　－地域の底力を育てる－　
　･･･････････････････････････････････････････････････････ NPO･ア！安全・快適街づくり理事 渡邉喜代美･ 35
ｅ防災マップを活用した災害に強いまちづくり
　･･･････････････････独立行政法人防災科学･技術研究所　社会防災システム研究領域　主任研究員･ 長･坂　俊成･
　･ 研究員･･ 李　　泰榮･ 45
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特別企画シリーズ　海外主要国の都市交通制度（３）
フランスの都市交通制度 -･国の政策を中心に -
･ ･････････････････････････････中野区副区長･　筑波大学･大学･院システム情報工学･研究科客員･教授･ 阪井　清志･ 48

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１月）　･･･････････････････････ 　国土交通省都市局･ 61

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～
藤枝市中心市街地活性化における「まちづくり藤枝」の取組み
　･････････････････････････････････････････････････株式会社まちづくり藤枝　取締役･業務部長･ 秋原　恭大･ 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

平成 24 年 3 月号
特集　歴史まちづくりの新たな展開

グラビア
歴史まちづくりの新たな展開････････････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1

巻頭言
史都・多賀城とこれからの震災復興～一陽来復～･･････････････････････多賀城市長･ 菊地健次郎･ 3

まちと私
歴史的風致と暮らし、防災の両立を願う～東京、谷中から
　･････････････････････････････････ NPO･たいとう歴史都市研究会　副理事長･・地域プランナー 椎原　晶子･ 5

特集　歴史まちづくりの新たな展開
〈歴史まちづくり法の意義と課題など〉
歴史を活かしたまちづくりの新たな展開に向けて　－歴史まちづくり法の意義と課題
　･･･････････････････････････････････････････････工学･院大学･建築学･部建築デザイン学･科　教授･ 後藤　　治･ 8
歴史文化をいかしたまちづくりのこれまでと未来
　･･･････････････････････････････････････････････････････北海道大学･観光学･高等研究センター 西山　徳明･ 12
歴史まちづくりの最近の動きについて
　～･歴史まちづくり法施行後３年、30･の歴史都市の認定を迎え～
　･･･････････････････････････ 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･ 17

〈歴史的風致維持向上計画関係事例〉
震災にも対応した歴史まちづくり計画
　･････････････････････････････････茨城県桜川市教育委員･会文化生涯学･習課　主査･兼建造物係長･ 仁平　昌則･ 22
地域とともに歩む歴史まちづくり･･･････････････････下諏訪町建設水道課　都市整備係長･ 河西　喜広･ 27
歴史的町並み保全への新たな取り組み　川越市歴史的風致維持向上計画
　･･･････････････････････････････････････････川越市都市計画部都市景観課　都市景観担当主幹 荒牧　澄多･ 32
歴史的文化遺産を活かしたまちづくり･････････････････愛知県犬山市歴史まちづくり課 加藤　由加･ 38
津山市の歴史まちづくり～津山文化の保存継承に向けた取り組み～
　･･･････････････････････････････････････岡山県津山市都市建設部歴史まちづくり推進室　主査･ 田中　健夫･ 43
歴史まちづくりと市民遺産の取組･････････････････････････････････太宰府市都市整備課 城戸　康利･ 50

〈その他の歴史まちづくりの取組関係〉
震災からの歴史的町並みの再生について（総持寺地区、黒島地区）
　･････････････････････････････････････････････輪島市福祉環境部市民課災害復興支援係　係長･ 堤　　　聡･ 56
地域資源を活かしたまちづくり
　～和紙とうだつの上がるまちにおける取り組み～　･美濃市建設部都市整備課　係長･ 早戸　智也･ 60
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特別企画シリーズ　日本各地からのまちづくり情報（１）
開始に当たって･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 　76
ひと・知恵・エネルギーの交流を目指して
　･････････････････････公益社団法人　日本都市計画学･会　会長･　日本大学･理工学･部　土木工学･科 岸井　隆幸･ 77

特別企画シリーズ　海外主要国の都市交通制度（４）
ドイツの都市交通制度　－･連邦政府の政策を中心に－
　･････････････････････････････中野区副区長･　筑波大学･大学･院システム情報工学･研究科客員･教授･ 阪井　清志･ 82

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２月）
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省都市局･ 96

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～
伊賀市中心市街地活性化基本計画
　魅力コンテンツを深掘して発信し、伊賀上野ファンづくりに取り組む
　･･････････････････････････････････････････････････株式会社まちづくり伊賀上野･専務取締役･ 秋葉　茂能･ 97

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 101

平成 24 年 4 月号
特集　平成 24 年度予算・官民連携によるまちづくりの推進

グラビア
官･民連携によるまちづくりの推進･･･････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1

巻頭言
都市の老朽化－見過ごすのは罪－　･･････････ 東洋大学･PPP･スクール　教授･・専攻主任 根本　祐二･ 3

まちと私
インタビュー･･････････････････････････････････････････････････「Dr．コトー診療所」著者 山田　貴敏･ 8

特集１　平成 24 年度予算
国土交通省関係予算の概要　････････････････････････････････････････････････････････大臣官･房会計課･ 12
都市局関係予算の概要　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 16
被災市街地の復興整備と全国防災の推進　･･････････････････････････････････････････････････････････ ･ 17
持続可能な低炭素・循環型都市（スマート・シティ）の構築　･･････････････････････････････････ ･ 18
都市の安全と国際競争力の確保　･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 22
地域活性化に向けた質の高い都市の整備・管理の促進　･･････････････････････････････････････････ ･ 25

特集 2　官民連携によるまちづくりの推進
官･民連携によるまちづくりの現状と方向性
　･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課官･民連携推進室･ 27
まちづくりにおける PPP（官･民連携）/PFI･の推進
　―先導的官･民連携支援事業における取り組み事例―
　･････････････････････････････････････････････国土交通省総合政策局官･民連携政策課課長･補佐･ 鈴木宏一郎
　･ 大阪府住宅まちづくり部堺市建築都市局･ 30
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ドイツの地域再生に学･ぶ自己改善型コミュニティ・マネジメント
　･･･････････････････････････････････････････東京都市大学･環境情報学･部環境情報学･科　准教授･ 室田　昌子･ 34
まちづくり会社等の実像（アンケート調査･より）
　･････････････････････････････････････財団法人民間都市開発推進機構　企画部　調査･計画課長･ 福島　潤司･ 39
石巻市の中心市街地の復興　･･･････････････････（株）街づくりまんぼう　代表取締役･社長･ 西條　允敏･ 45
官･民連携推進法人によるまちづくり　･･････････････････オガール紫波株式会社･取締役･
　･ オガールプラザ株式会社　代表取締役･･ 岡崎　正信･ 49
（道路空間の活用）地下歩行空間を活用した賑わいづくり
　････････････････････････････････････････････札幌駅前通まちづくり株式会社･取締役･総務部長･ 白鳥　健志･ 53
河川空間を活用した民間事業者の常設オープンカフェ　～広島市の社会実験～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････水の都ひろしま推進協議会会長･ 杉恵　頼寧･ 57
駅前広場に面した店舗や住民による景観費・管理費を財源とするエリアマネジメント
　･･････････････････････････････････････････････････････････NPO･法人 KAO･の会　事務局長･ 原　　拓也･ 61
北九州市におけるNPO･主導型官･民連携コミュニティサイクル事業シティバイクの戦略と特徴
　･･･････････････････････････････････････････････タウンモービルネットワーク北九州　研究員･ 中村　寛樹･ 65
ちよだプラットフォームスクウェアの社会的意義
　～非営利型株式会社が官･民連携でまちづくりを実践～
　･･･････････････････････････････････････････プラットフォームサービス株式会社　取締役･会長･ 田辺恵一郎･ 70
特別企画シリーズ　日本各地からのまちづくり情報（２）
地方都市のまちづくりから思うこと　･････････････････福井大学･大学･院工学･研究科教授･ 川上　洋司･ 76
トピックス
都市再生特別措置法に基づく制度の活用手引きについて
　･････････････････････････････････････････････････････国土交通省　都市局まちづくり推進課 野見山　聡･ 82
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３月）　･･････････････････････････国土交通省都市局･ 85

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 87
編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 87

平成 24 年 5 月号
特集　低炭素都市づくり

巻頭言
幕が開いた、積極的エコ都市づくり････････････････････慶應義塾大学･環境情報学･部教授･ 小林　　光･ 3
まちと私
自転車のススメ･･････････････････････････････････････････････････････････安田大サーカス 団長･安田･ 5
特集　低炭素都市づくり
〈都市における低炭素化の意義など〉
都市における低炭素化の今日的意義　･･････････････････････早稲田大学･･創造理工学･部 浅野　光行･ 7
低炭素都市と医療・福祉・コミュニティ　－「持続可能な福祉都市」に向けて
　･････････････････････････････････････････････････････千葉大学･法経学･部総合政策学･科　教授･ 広井　良典･ 12
都市の低炭素化の促進に関する法律案について･･･････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 19

〈都市における低炭素化などの取組事例〉
福岡アイランドシティにおける環境共生のまちづくり
　･･････････････････････････････福岡市港湾局アイランドシティ事業推進部企業誘致課･第２係長･ 千綿　啓介･ 24
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生まれ変わる直方駅前･～公共交通の集約と病院立地～
　･････････････････････････････････････････････････直方市･中心市街地整備振興課･計画係･係長･ 梅原　達巳･ 30
低炭素社会・循環型社会をめざすコンパクトなまちづくり
　･････････････････････････････････････････････････長･岡市都市整備部まちなか整備課課長･補佐･ 伊藤　美彦･ 33
新潟におけるBRT･導入への取組み
　････････････････････････････････････････････国土交通省まちづくり推進課（前　新潟市技監） 吉田　信博･ 37
豊田市の公共交通政策における低炭素化の取り組み
　･････････････････････････････････････････････････････豊田市都市整備部交通政策課　副主幹 能見　秀行･ 42
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編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 70

平成 24 年 8 月号
特集　大都市再生のための戦略的取り組み

グラビア
大都市再生のための戦略的取り組み････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1

巻頭言
大都市再生のための戦略的な取り組み　―混沌からの活力を促すアジアとの交流
　･････････････････････････････････････････････････････････東京大学･教授･・日本学･術会議会長･ 大西　　隆･ 3
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まちと私
まちづくりに生かしたいシニア世代の力
　･･････････････････････････････････････ 有限会社アリア／･NPO･法人シニアわーくすRyoma21 松本すみ子･ 5

特集　大都市再生のための戦略的取り組み
大都市圏政策の現状と課題･･････････････････ 国土交通省･都市局･都市政策課･大都市戦略企画室･ 9

〈経済活力の向上〉
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　･････････････････････････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･ 15
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　････････････････････････････････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･ 28

〈人口構成の変化への対応〉
住宅価格の暴落　･････････････････････ 株式会社･カルチャースタディーズ研究所･代表取締役･ 三浦　　展･ 32
UR都市機構における高齢化社会に対応した団地再生
　････････････････････････････････････････････････独立行政法人都市再生機構･本社団地再生部 小野関義晴･ 35
横浜市・東急電鉄「次世代郊外まちづくり」
　官･民連携による郊外住宅地とコミュニティの持続・再生への取組み
　･････････････････････････････東京急行電鉄株式会社･都市開発事業本部･事業統括部･企画開発部 大野　武志･ 39

〈都市環境の向上〉
「みどりの風を感じる大都市・大阪」の実現に向けて　～みどりの風促進区域制度～
　･･･････････････････････････････ 大阪府環境農林水産部･環境農林水産総務課･施策推進グループ 重光　孝保･ 49
ダイバーシティ東京プラザ「都会の農園」の取組みについて
　･･････････････････････････････････････････････････････株式会社農業総合研究所･代表取締役･ 及川　智正･ 53

特別企画シリーズ　日本各地からのまちづくり情報（６）
地方都市の創造的で持続可能なまちづくりへ
～･人のつながりが生むクリエイティブな力の可能性～
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････　徳島大学･大学･院･教授･ 山中　英生･
　･ 　NPO･法人コモンズ･代表理事･ 喜多　順三･ 60

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７月）
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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～
金沢市の中心市街地活性化への取り組みについて
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平成 24 年 9 月号
特集　東日本大震災と街路交通

グラビア
交通、物流・生産等に関する復興、震災対策について･････････････････････････････････グラビア･ 1
巻頭言
東日本大震災－宮城・東北・日本の絆再生からさらなる発展へ
～･次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能な宮城の県土づくり～
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････宮城県知事 村井　嘉浩･ 3
特集　東日本大震災と街路交通
今号の特集記事「東日本大震災と街路交通」について
　･･････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省　都市局　街路交通施設課･ 5

〈１．交通関係〉
被災前後の交通行動の変化等に関する調査･概要について
　･･･････････････････････････････仙台市都市整備局総合交通政策部交通政策課　主幹兼計画係長･ 阿部　裕美･ 6
市街地復興における交通のあり方に関する調査･
　･･････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省　都市局　街路交通施設課･ 9
鉄道復旧と復興まちづくり
　･････････････････････････････････国土交通省都市局街路交通施設課整備室　連続立体交差係長･ 高峯聡一郎･ 14
被災地のバス交通の確保と観光復興に向けた取り組み
　･･･････････････････････････････････････　岩手県北自動車株式会社･乗合事業部・観光貸切事業部･ 19

〈２．生産・物流機能関係〉
地域産業、広域的な生産・物流機能等の再構築のあり方に関する調査･
　･･････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省　都市局　街路交通施設課･ 25
東日本大震災と企業動向　～企業立地や物流を中心に～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････㈱日本能率協会総合研究所 沢江　暁子･ 29

〈３．津波避難対策関係〉
東海、東南海、南海地震等の大地震による津波に対する避難対策のあり方
　･･････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省　都市局　街路交通施設課･ 34
津波避難についての高知県の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････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
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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～
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～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 135
随想　東京駅復原･･･････････････････････････････････････元国土交通省大臣官･房技術審議官･ 斉藤　　親･ 141

《海外報告》
IFHP･評議会報告･･･････････････････････････････････････････筑波大学･教授･　IFHP評議員･ 谷口　　守･ 143

《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･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 144
近代都市計画制度 90 年記念論集の発行･･････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 146
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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
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･ 1

巻頭言
環境未来都市の実現に向けて････････････････････････････････････････････････横浜市長･ 林　　文子･ 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推進について
〈１．近年の動向〉
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
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課･ 5
震災後のエネルギー情勢を踏まえた新たな熱利用の在り方について
　･･････････････････････････ 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課制度審議室･ 9

〈２．事例紹介〉
六本木ヒルズ（六本木六丁目市街地再開発事業）における熱電供給の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････六本木エネルギーサービス株式会社　取締役･ 古島　　潔･ 14
山形駅西地区における複数熱源を利用した熱電供給システム
　･････････････････････････････････････････山形熱供給株式会社　技術・運転グループ担当課長･ 森田　敬一･ 18
地域冷暖房のネットワーク化による効率と信頼性の向上
　･･･････････････････････････････････････････････････････丸の内熱供給株式会社　常務取締役･ 佐･藤　文秋･ 22
下水熱利用DHCの取り組みについて
　･･･････････････････東北電力株式会社　お客さま提案部エネルギーソリューショングループ課長･ 伊藤　良樹･ 26
地下鉄排熱の有効活用
　･･･････････････････････････････････････････新宿南エネルギーサービス株式会社　常務取締役･ 中島　克彦･ 28
品川八潮団地における清掃工場排熱による面的エネルギー利用
　･････････････････････････････････････････････････東京熱供給株式会社　経営管理部総務課長･ 今野　雅隆･ 33
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