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「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
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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（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
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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》
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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～
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