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「新都市」令和２年第74巻総目録

令和２年１月号
特集１　居心地が良く歩きたくなるまちづくり
特集２　2020 年度予算決定概要  　　　　　　

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･ 竹歳　　誠･ 3

巻頭言
「子供を歩かせない大人」がもたらすリスク
　････････････････････････････････････････････････････････････筑波大学システム情報系･教授･ 谷口　綾子･ 5

施策紹介
「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の創出に向けて
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省･都市局･ 11

特集１　居心地が良く歩きたくなるまちづくり
〈歩きたくなるまちをつくる〉
○ミラノ市の広場事業オープン・スクエア第Ⅰ期
　･･･････････････････････････････････プレイス・ソリューションズ・グループ合同会社代表社員･ 関谷　進吾･ 15
○仙台市における定禅寺通の活性化に向けて
　･････････････････････････････････仙台市まちづくり政策局･政策企画部･定禅寺通活性化室･室長･ 田中　　徹･ 21
○ウォーカブル推進都市「豊田市」の取組
　～「やらかす」ことで見える公共空間のつかい方～
　･････････････････････････････････････････････････････････････････豊田市役所都市整備部長･ 栗本光太郎･ 25
○低未利用地を活用したウォーカブルなまちづくり
　･････････････････････････････････････････････････････草津まちづくり株式会社マネージャー･ 辻　　信一･ 32
○歩きたくなる空間再編への実現プロセス
　････････････････････････････････････････････････････････有限会社ハートビートプラン･代表･ 泉　　英明･ 37

〈車中心から人中心の都市へ〉
○車中心から人間中心の空間へ　～欧州都市及びフランスの具体的な事例～
　･････････････････ FUJII･Intercultural･代表／日仏異文化マネジメントコンサルタント　ヴァンソン･藤井･由実･ 42
○ネットワーク型コンパクトシティを目指したまちづくり
　････････････････････････････････････････････････････････宇都宮市･建設部･LRT･企画課･課長･ 松本　朝行･ 49
○車中心からひと中心の歩きたくなるまちづくりへ　･･･････････前橋市交通政策課･ 鹿田　　哲･ 54
○自動運転・MaaS の普及を見据えた都市ビジョン
　エリアを活性化させる新しいモビリティコンセプト
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････日産自動車株式会社･ 三好　健宏
　･ 株式会社日建設計総合研究所･ 吉本　憲生
　･ レイヤーズコンサルティング株式会社･ 桃谷　英樹･ 60

〈拠点に人が集うことの重要性〉
○なんばひろば改造計画　～南海なんば駅前周辺道路再編まちづくり～
　･････････････････････････････････ 南海電気鉄道株式会社･執行役員･グレーターなんば創造室長･ 和田　真治･ 64
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○ストリートから攻める都市再生　～おおみやストリートテラス～
　･････････････････････････ アーバンデザインセンター大宮［UDCO］　新津　　瞬・石黒･卓・入矢･佳紀・
･ ･ 藤村･龍至・内田･奈芳美・工藤･和美･ 70
○姫路駅北駅前広場整備の実現について････････････････････････ 姫路市都市局まちづくり推進部･ 77
○近鉄四日市駅周辺等整備事業について　～駅前空間の再編による賑わい創出へ～
　･････････････････････････････････････････････････････････ 四日市市･都市整備部･都市計画課･ 伊藤　直人･ 82
○渋谷駅中心地区のまちづくりにおける渋谷駅前エリアマネジメントの役割
　･･････････････････････････････････････一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント･事務局次長･ 秋元　隆治･ 87

特集２　2020 年度予算決定概要
○ 2020 年度予算の概要･････････････････････････････････････････････････国土交通省大臣官房会計課･ 93
○都市局関係予算の概要･･････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局総務課･ 95
○下水道事業における 2020 年度予算の新規事項
　･･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部･ 134

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 136
《都市計画協会だより》
○第 72 回都市計画全国大会（香川県高松市）のご案内･･･････････････････････････････････････････ ･ 137

令和２年２月号
特集　スマートシティ

巻頭言
Society5.0 とスマートシティ･･････････････････････筑波大学名誉教授・日本大学特任教授･ 石田　東生･ 3

特集　スマートシティ
〈各府省におけるスマートシティ関連事業〉
○政府におけるスマートシティの取組とアーキテクチャの構築
　･････････ 内閣府･政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付･参事官（統合戦略担当）付･政策調査員･ 土屋　俊博･ 10
○未来技術を活用した新たな地方創生に向けて
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････内閣府地方創生推進事務局･ 八木　拓也
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････内閣府地方創生推進事務局･ 安田　圭吾･ 14
○データ利活用型スマートシティの推進
　･････････････････････････････････････････････総務省情報流通行政局地域通信振興課課長補佐･ 吉田　智彦･ 18
○ IoT や AI を活用した新しいモビリティサービスの社会実装に向けた取組について
　（スマートモビリティチャレンジ）･･････････経済産業省･製造産業局･自動車課･課長補佐･ 増田　陽洋･ 23
○日本版MaaS の実現に向けた国土交通省の取組について
　････国土交通省･総合政策局（公共交通・物流政策審議官部門）･モビリティサービス推進課･企画官･ 土田　宏道･ 28
○スマートシティの推進に向けた取組
　････････････････････････････････国土交通省･都市局･都市計画課･都市計画調査室･都市交通係長･ 山崎明日香･ 32
○平城宮跡歴史公園スマートチャレンジ
　～国営公園を拠点とした奈良のスマートシティ実現に向けて～
　････内閣府･沖縄総合事務局･国営沖縄記念公園事務所･建設専門官 /首里城復元整備推進室･副室長
　･ （前･国土交通省･近畿地方整備局･国営飛鳥歴史公園事務所･調査設計課長）･ 古木　治郎･ 37

〈各地におけるスマートシティの取組事例〉
○札幌市におけるスマートシティの取組について
　････････････････････････････････････札幌市まちづくり政策局政策企画部･ICT･戦略推進担当課･ 工藤　智弘･ 41
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○柏の葉スマートシティモデル事業について
　･･････････････････････････････柏市企画部企画調整課（柏の葉アーバンデザインセンター専任）･ 永野　　収･ 45
○大手町・丸の内・有楽町地区スマートシティ推進コンソーシアムの取り組み
　･････････････････････････ 一般社団法人･大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会･事務局･ 黒田　和孝･ 50
○スマート・コンパクトシティの形成に向けて
　･････････････････････････････････････････････････ 静岡県藤枝市企画創生部 ICT推進室･主幹･ 齋藤栄一郎･ 54
○松山市におけるスマートシティ実現に向けた取り組み
　･･････････････････････････････････････････････････････松山市都市整備部･都市・交通計画課･ 松田　　優･ 60

〈スマートシティの国際展開〉
○G20･Global･Smart･Cities･Alliance の取り組みについて･･････内閣府･政策調査員･ 土屋　俊博
　･ 世界経済フォーラム･第４次産業革命日本センター･ 平山　雄太･ 65
○日 ASEANスマートシティ・ネットワーク・ハイレベル会合の開催結果及び今後の取組
　･･･････････････････････････････････････国土交通省総合政策局国際政策課多国間協定第一係長･ 片田　一真･ 69
○アジアEST地域フォーラムでのスマートシティについて
　･･････････････････････････････････････････････････････････････国連地域開発センター･所長･ 遠藤　和重
　･ 環境省水・大気環境局自動車環境対策課課長補佐･ 柳田眞由美･ 72
○公民連携による国際技術協力で、アジア諸都市のスマートシティ化を推進
　･････････････････････････････････････････････横浜市国際局国際協力部国際技術協力担当課長･ 西山　玲子･ 76

特別寄稿　成長型都市の時代から成熟型都市への移行と都市計画制度
　･････････････････････････････････････････････････横浜国立大学名誉教授、森記念財団理事長･ 小林　重敬･ 81

寄稿　「認定都市プランナー」令和元年度認定審査結果などについて
　･･････････一般社団法人都市計画コンサルタント協会･認定都市プランナー制度運営委員会委員長･ 佐伯　　直･ 87

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 91

令和２年３月号
特集　地域資源を活かした観光まちづくり

巻頭言
東日本大震災と原発事故から「こけし育む･健康・湯の里土湯温泉」のまちづくり
　････････福島市土湯温泉町地区まちづくり協議会会長･株式会社元気アップつちゆ代表取締役社長･ 加藤　勝一･ 3

特集　地域資源を活かした観光まちづくり
〈総論〉
○多様な地域資源を活かしたまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････三重大学大学院工学研究科建築学専攻准教授･ 浅野　　聡･ 9

〈国の取組〉
○歴史的資源を活用した観光まちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 観光庁･観光地域振興部･観光資源課･ 佐藤　智介･ 14
○文化資源を活用したインバウンドのための環境整備について
　･････････････････････････････････････････････････････文化庁文化資源活用課活用連携計画官･ 中田　尚樹･ 18
○国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」へ　～国立公園満喫プロジェクトの取組
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････環境省自然環境局国立公園課･ 21
○都市再生整備計画事業を活用した観光まちづくりの取組
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課･ 26
○美しい国づくりを目指して　～景観まちづくり刷新支援事業の取組～
　･････････････････････････････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･ 山崎　貴大･ 30
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〈地方公共団体の取組〉
○越前おおの城下町地区の観光まちづくり
　･････････････････････････････････････････････････････････大野市産経建設部建設整備課主査･ 佐藤　　実･ 34
○明治百年通り周辺地区の観光まちづくりについて･･････････････････小坂町建設課･ 泉山　　琢･ 42
○佐原の歴史的町並みを活かした観光まちづくり　～官民一体のまちづくり～
　････････････････････････････････････････ NPO法人･小野川と佐原の町並みを考える会･理事長･ 佐藤健太良･ 50
○姫路市の文化遺産を活かした歴史体験プログラム････････････姫路市観光交流局長･ 和田　達也･ 55
○水戸市の歴史的資源を活かした景観整備････････････茨城県土木部都市局都市整備課･ 後藤　　勇
　･ 茨城県土木部道路維持課･ 錦織　大樹
　･ 水戸市都市計画部市街地整備課･ 古川　希望･ 59
○景観まちづくり刷新支援事業について･･････････････田辺市景観まちづくり刷新協議会事務局･ 63
○住民による町並み保存と景観形成･･･････････････････高山市景観町並保存連合会･会長･ 川上　幸夫･ 67
○長門市における温泉街の復活に向けた官民連携
　･･････････････････････････････････株式会社星野リゾート･国内企画開発グループ･PMユニット･ 石井　芳明･ 72
○長崎市における「積小為大」の景観まちづくり　－「長崎市景観専門監」の役割と成果－
　･･････････････････長崎市景観専門監･九州大学持続可能な社会のための決断科学センター准教授･ 高尾　忠志･ 81
○大
だいせん

山隠
お き

岐国立公園満喫プロジェクトによる観光まちづくりの取り組み
　･････････････････････････････････････････････････････････ 鳥取県西伯郡大山町･観光課･課長･ 德永　　貴･ 86
○重要文化的景観・遊子水荷浦の段畑を活用したまちづくり
　･････････････････････････････････････････････････････宇和島市教育委員会文化・スポーツ課･ 廣瀬　岳志
　･ 宇和島市建設部都市整備課･ 山本　岳大
　･ 宇和島市産業経済部商工観光課･ 三瀬　雄一･ 91

施策紹介　エネルギー施策と連携した持続可能なまちづくりについて
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省･都市局･市街地整備課･ 95

寄稿　東日本大震災の教訓に学ぶ　～防災意識社会への転換に向けて～
　･･････････････････････････････････････････････････････国土交通省東北地方整備局･企画部長･ 西尾　　崇
　･ 企画課･建設専門官･ 松本　　章･ 101

寄稿　産学官民の連携による震災の教訓の伝承
　～動き出した「3.11 伝承ロード推進機構」～
　･･･････････････････････････････････････････ 一般財団法人 3.11 伝承ロード推進機構･事務局長･ 原田　吉信･ 105

寄稿　認定都市プランナー制度の改定について
　　　―2020 年度より、一定以上の実務実績をもつ民間都市計画
　　　　実務専門家であれば、誰でも受験が出来るようになりました－
　･･･････（一般社団法人）都市計画コンサルタント協会･認定都市プランナー制度運営委員会委員長･ 佐伯　　直･ 108

寄稿　「都市計画業務における望ましい発注方式」報告書の概要
　･････････････････････････････････････････ 一般社団法人都市計画コンサルタント協会･技術委員会･ 111

《都市計画協会報告》
○まちづくりセミナー（北九州市会場）開催の報告････････････････公益財団法人･都市計画協会･ 113

《新刊紹介・都市計画協会だより》････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 119

令和２年４月号
特集　都市局施策集

特集　都市局施策集
○国土交通省都市局施策集･･･････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局･ 2
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施策紹介　都市行政の最近の動き
○大規模盛土造成地の防災対策の推進
　－「大規模盛土造成地防災対策検討会･報告」の公表－
　････････････････････････････････国土交通省･都市局･都市安全課･都市防災対策企画室･課長補佐･ 池田　　亘･ 31
○『「空間」・「機能」確保のための開発』から『「価値」・「持続性」を高める複合的更新』へ
　～「今後の市街地整備のあり方に関する検討会」報告の公表～
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課･ 35

寄稿　都市計画コンサルタント優良業務登録事業（ejob 事業）
○令和元年度の実施状況について･･････････････････････････ ejob 事業運営委員会事務局･ 大口　寛貴･ 52

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会（藤枝市）のご案内 /令和２年度まちづくりセミナーのご案内･･････ ･ 55
○第 72 回都市計画全国大会（香川県高松市）のご案内 /
　理事会の開催について（2020 年３月 16 日）/お詫びと訂正･･･････････････････････････････････ ･ 56
○都市計画協会　2020 年発行書籍のご案内･････････････････････････････････････････････････････････ ･ 57

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 58

令和２年５月号
特集　芝生のチカラとグリーンインフラ

巻頭言
グリーンインフラが都市のレジリエンスを強化する　～アフターコロナへ向けての提言～
　･････････････････････････････････････････････NPO法人Green･Connection･TOKYO･代表理事･ 佐藤　留美･ 3

特集　芝生のチカラとグリーンインフラ
〈芝生のチカラ〉
○まちなか公共空間等における「芝生地の造成・管理」に関する懇談会について
　･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課企画専門官･ 峰嵜　　悠･ 6
○ウォーカブルシティと芝生のチカラ
　･･･････････････････････････････････････････････････････千葉大学大学院園芸学研究科准教授･ 秋田　典子･ 8

〈いろいろな“CORE”となる芝生空間事例〉
○地域の価値と結束を高める芝生広場～豊島区南池袋公園の取り組み～
　･･･････････････････････････････････････････････株式会社ランドスケープ・プラス代表取締役･ 平賀　達也･ 13
○いろいろな“CORE”となる芝生空間事例
　･･･････････････････････････････････････････････････ 三菱地所株式会社･都市計画企画部･理事･ 中嶋　利隆
　･ 三菱地所株式会社･エリアマネジメント企画部･ 中嶋美年子･ 19
○東遊園地における芝生化・にぎわい創出の取組
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････神戸市建設局公園部管理課･ 24
○コミュニティを育む団地の芝生広場　～UR賃貸住宅等における芝生広場の活用事例～
　･････････････････････････ 独立行政法人都市再生機構･東日本賃貸住宅本部･技術監理部担当部長･ 島　　一喜･ 28
○豊田市駅東口まちなか広場「とよしば」の取組
　～ここから、ミライのオモシロイ豊田をつくる人達が育つ場に～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････豊田市役所都市整備課･ 近藤　久恵･ 32

〈芝生をツクル・ソダテル技術〉
○まちなか芝生の造成・管理技術
　･････････････････････････････････一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会専門研究員
　･ 株式会社緑の風景計画･ 吉岡　俊哉･ 39
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○まちなか芝生をつくる施工と新たな芝生造成技術
　･････････････････････････････････････････････････（一社）日本造園建設業協会･技術調査部長･ 野村　徹郎･ 44

〈グリーンインフラの展望〉
○グリーンインフラの推進に向けて
　･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省総合政策局環境政策課･ 多田佐和子･ 50
○都市におけるグリーンインフラの展開と可能性
　･･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省･都市局･公園緑地・景観課･緑地環境室
･ ･ 都市政策課･都市環境政策室･ 53
○都市のグリーンインフラと空間計画の構成
　･･･････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻准教授･ 村山　顕人･ 57
○流域治水とグリーンインフラ　･･････････････････････滋賀県立大学環境科学部･准教授･ 瀧　健太郎･ 61
○リスクを共有する社会システムとしてのグリーンインフラを考える
　･･････････ MS&ADインシュアランス･グループ･ホールディングス株式会社･総合企画部･サステナビリティ推進室･課長･ 浦嶋　裕子･ 66
○グリーンインフラによる都市の競争力向上と投資誘導
　････････････････････････････････････････････････株式会社日本政策投資銀行･地域企画部課長･ 北栄　階一･ 71

〈グリーンインフラ実践編〉
○都市の骨格を創り変えるグリーンインフラ
　････････････････････････････････････････････東京農業大学地域環境科学部造園科学科･准教授･ 福岡　孝則･ 74
○都市整備とグリーンインフラ　～横浜市の実践～
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････横浜市環境創造局･ 80
○まちなかに生まれた広大な緑の道
　～朝霞市シンボルロードが実現するグリーンインフラ
　････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課付（前・朝霞市都市建設部長）･ 小酒井淑乃･ 86
○日常に公園のここちよさを。～緑化を取り巻くビジネス最前線～
　･････ 株式会社パーク・コーポレーション･parkERs（パーカーズ）事業部･ブランドマネージャー･ 梅澤　伸也･ 90

《都市計画協会だより》
○令和２年度第１回まちづくり拝見研修会（藤枝市）延期のお知らせ／
　令和２年度まちづくりセミナーのご案内／
　第 72 回都市計画全国大会（香川県高松市）のご案内･･･････････････････････････････････････････ ･ 98

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 99

令和２年６月号
特集　まちづくり月間

グラビア　第 38 回　まちづくり月間
まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞者功績概要･･････････････････････････････････････グラビア･ 1

巻頭言
街づくり、景観と都市デザイン･･･････････････････････････法政大学デザイン工学部教授･ 高見　公雄･ 3

特集　まちづくり月間
○第 38 回「まちづくり月間」の実施について･･･････････ 国土交通省･都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 6

〈各賞紹介〉
○第 38 回まちづくり月間まちづくり功労者国土交通省大臣表彰受賞者の紹介
　･･････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省･都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 9
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○第９回まちづくり法人国土交通省大臣表彰受賞者の紹介
　･･････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省･都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 13
○第２回コンパクトなまちづくり大賞並びに第２回先進的まちづくり大賞について
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････コンパクトなまちづくり推進協議会
　･ 一般財団法人都市みらい推進機構･ 15
○第 15 回住まいのまちなみコンクール審査報告
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 一般財団法人住宅生産振興財団･ 18
○第 22 回（2019 年）まちづくり・都市デザイン競技　結果概要
　･･････････････････････････････････････････公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター･ 23
○令和２年度都市景観大賞の結果概要
　･･････････････････････････････････････････公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター･ 34

〈最近の動向〉
○長崎県まちづくりの絵コンクールについて･･････････････････････････ 長崎県土木部都市政策課･ 38
○仕組みづくりから学びあいへ
　第４回「まちづくり法人」国土交通大臣賞受賞後の活動状況
　･･･････････････････････････････････ 特定非営利活動法人いわてNPO-NETサポート･事務局長･ 菊池　広人･ 42
○雲州平田木綿街道･まちづくりの 20 年
　～第９回「住まいのまちなみコンクール」国土交通大臣賞受賞後の活動状況報告
　･････････････････････････････････････････････････････一般社団法人木綿街道振興会専務理事･ 平井　敦子･ 49
○都市再生推進法人制度等の紹介･･･････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 57

《まちに集えば》
○銭湯つき複合施設「小杉湯となり」　～街に家を拡張する暮らしの実践～
　･･･････････････････････（株）銭湯ぐらし代表･（社）最上のくらし舎代表･公共Ｒ不動産／OpenA･ 加藤　優一･ 61

《都市計画協会だより》
○令和２年度第１回まちづくり拝見研修会（藤枝市）延期のお知らせ／
　令和２年度まちづくりセミナーのご案内･･････････････････････････････････････････････････････････ ･ 66

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 67

令和２年７月号
特集　世界に貢献する日本の都市インフラ

特別寄稿　新しい都市づくりに向けて
　～新型コロナ危機により顕在化した都市の課題への対応～
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局長･ 北村　知久･ 3

巻頭言
官民一体となった都市開発の海外展開
　･････････････････････････････････････独立行政法人都市再生機構･統括役（海外展開支援担当）･ 大森　直樹･ 6

特集　世界に貢献する日本の都市インフラ
○都市開発の海外展開をとりまく最近の動向
　････････････････････････････････････国土交通省都市局総務課国際室･海外プロジェクト推進官･ 白濱　　学･ 9

〈海外におけるスマートシティ開発〉
○タイ・バンスー駅周辺都市開発における日本の取り組み
　･･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局総務課国際室･国際第二係長･ 菅沼結城子･ 14
○中国・雄安新区におけるスマートシティ開発　･･元在中国日本国大使館一等書記官･ 平山　翔吾･ 24
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○フィリピン・クラーク新都市における JOIN の取組み
　････････････････････株式会社海外交通・都市開発事業支援機構･事業推進部シニアダイレクター･ 服部　　司･ 29
○ベトナム・ハノイ市北部開発について
　･･･････････････････････････････････････････････････････住友商事株式会社北ハノイ開発部長･ 塚本　敏行･ 35
○ ICT利活用による世界のスマートシティへの貢献（ASEANにおける事例を中心に）
　････････････････････････････････････････････････････総務省国際戦略局国際協力課･課長補佐･ 内田　修平･ 41
○アジアの都市課題及びニーズの調査･－ 15 都市の「声」から探る
　･･････････････････････････観光庁国際観光部国際観光課（前・国土交通省都市局総務課国際室）･ 十川　優香･ 46
○ OECDの都市政策
　～スマート・グリーン・インクルーシブな都市をめざして～
　･･････････････････････････････････････････OECD起業・中小企業・地域・都市局･上級参事官･ 菅昌　徹治･ 52

〈官民連携による都市開発の海外展開〉
○ JOIN 法施行後５年を受けた運用の見直しについて
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省総合政策局国際政策課･ 59
○インドの発展を支える日本型TOD
　････････････････････････････････････････国土交通省･都市局･都市計画課･都市計画調査室･係長･ 池田　圭吾･ 65
○鉄道遊休地等を活用したTODの海外展開
　･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局総務課国際室･課長補佐･ 髙　　光晴･ 69
○官民共同セミナーを通じた不動産開発企業の海外展開支援
　～日本・インドネシア　ジャカルタ首都圏不動産開発セミナーの開催～
　･････････････････････････････････････国土交通省不動産・建設経済局国際市場課国際企画係長･ 尾高　　亨･ 82
○オーストラリア・西シドニー空港周辺都市開発について
　･･････････････････････････････････････････････（独）都市再生機構･海外展開支援部･豪州課長･ 鐘江　正剛･ 86
○ミャンマーにおけるヤンキン地区複合開発案件について
　･･･････････････････････････････････････････････ 鹿島建設株式会社･海外事業本部･新市場室長･ 青木　伸朗･ 91
○東急不動産のインドネシアにおける都市開発展開戦略
　･･････････････････････････････････････････････････････････東急不動産インドネシア･取締役･ 木下　　奨･ 96
○シンガポールにおける都市開発政策の動向について
　････国土交通省･航空局航空事業課企画調整官（元・シンガポール都市開発庁、JTCコーポレーション出向）･ 林　　俊太･ 100

施策紹介　令和２年版「首都圏白書」について
　･･････････････････････････････････････････････････国土交通省･都市局･都市政策課･都市政策調査室･ 107

《都市計画協会だより》
○令和２年度第１回まちづくり拝見研修会（藤枝市）延期のお知らせ／
　令和２年度まちづくりセミナーのご案内･･････････････････････････････････････････････････････････ ･ 110

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 111
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令和２年８月号
特集　進化する官民連携まちづくり～まちなかウォーカブルの推進～

巻頭言
新たな段階に入る官民連携まちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････法政大学教授･ 保井　美樹･ 3

特集　進化する官民連携まちづくり～まちなかウォーカブルの推進～
〈官民連携まちづくりの新たな潮流〉
○欲しい未来を自らつくる当事者たちのまち　－佐賀市呉服元町のエリアリノベーション－
　･･････････････････････････････････････････････････株式会社ワークヴィジョンズ･代表取締役･ 西村　　浩･ 6
○柏の葉で進むウォーカブルデザイン
　･･･････････････････････････････････柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）副センター長･ 三牧　浩也･ 10
○ポートランドの歩きたくなるまちづくり･････････････････････････････････････････ 山崎　満広･ 15
○ポストCOVID-19 時代の新しい都市像　ミラノにおけるまちづくりの取り組み
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ヴァンソン･藤井･由実･ 21
○ウォーカブルとパブリックスペース活用の先にある都市像
　～･オーストラリア・メルボルン「20 分圏ネイバーフッド」と「FUTURE･MELBOURNE」･

にみる考察～
　････････････････････････日本大学理工学部建築学科･助教／一般社団法人ソトノバ共同代表理事･ 泉山　塁威･ 27
○まちにマーケットが必要な理由をウォーカブルとCOVID-19 から考える
　･････････････････････････････････････････････････････オープラスアーキテクチャー合同会社･ 鈴木　美央･ 32
○都市再生特別措置法の改正等について　～官民連携で進めるまちづくり～
　･･････････････････････････････････････････国土交通省･都市局･まちづくり推進課･官民連携推進室･ 38
○地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築に向けて
　―歩行者利便増進道路制度（通称：ほこみち）の創設―
　･････････････････････････････････････････････国土交通省･道路局･環境安全・防災課･課長補佐･ 山本　浩之･ 43
○「地域再生エリアマネジメント負担金制度」をはじめとするエリアマネジメント活動の･
支援策について････････････････････････････････････････････････････････内閣府地方創生推進事務局･ 47

〈各地に広がる官民連携まちづくり〉
○都市再生推進法人と連携した交流空間創出のまちそだて
　･･･････････････････････････････････････････････････須賀川市建設部都市計画課都市整備係長･ 永山　美志･ 51
○前橋市アーバンデザインの取組
　････････････････････････････････････････････････････前橋市都市計画部市街地整備課･副主幹･ 濵地　淳史･ 58
○「食と農」が変える、寝に帰るまち
　～そうかリノベーションまちづくり～･････････････････････････草加市産業振興課長･ 髙橋浩志郎･ 65
○東京都心部の水辺を活かしたまちづくり
　････････････････････････････････････････････････････一般社団法人･竹芝エリアマネジメント･ 花野　修平
　･ 一般社団法人･竹芝エリアマネジメント･ 松下　幸司･ 69
○公民連携事業の促進を図る「共創」の取組
　･･･････････････････････････････････････････････････横浜市役所･政策局･共創推進課･担当係長･ 石原　従道･ 74
○事業が次々と生まれ育つ生態系をつくる
　･･･････････････････････････････････････････････････････････株式会社machimori 代表取締役･ 市来広一郎･ 78
○大阪市におけるエリアマネジメント活動に対する支援について
　･････････････････････････････大阪市都市計画局計画部都市計画課エリアマネジメント支援担当･ 83
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○広島市におけるエリアマネジメント推進の取組
～エリアマネジメントの活動状況と「広島市エリアマネジメント活動計画認定制度」～
　･････････････････････････････････････広島市･企画総務局･地域活性化調整部･コミュニティ再生課･ 88
○福岡地域戦略推進協議会における官民連携による都市再生の取り組み
　････････････････････････････････････････････････････福岡地域戦略推進協議会･事務局長補佐･ 榎本　拓真･ 97

施策紹介　新型コロナ危機を踏まえた新しいまちづくりの方向性を検討しています
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局･ 102

《都市計画協会だより》
○令和２年度まちづくりセミナー（秋田市・倉敷市）のご案内･･････････････････････････････････ ･ 103
○令和２年度まちづくり拝見研修会（藤枝市）のご案内･･････････････････････････････････････････ ･ 104

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 104

令和２年９月号
特集　安全・安心な都市を支える下水道の持続と進化に向けて

巻頭言
下水道の進化の方向性････････････････････････････････････････････東洋大学情報連携学部･ 花木　啓祐･ 3

特集　安全・安心な都市を支える下水道の持続と進化に向けて
○下水道の新たな施策展開について　～下水道政策研究委員会制度小委員会の提言～
　･･･････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課･ 斎野　秀幸･ 5
○東京下水道の「強靭化に向けた豪雨対策のさらなる加速 ･強化」の取組
　･････････････････････････････････ 東京都下水道局･計画調整部･緊急重点雨水対策事業担当課長･ 奥田　千郎･ 12
○横浜市の多角的な浸水対策
　･･･････････････････････････････････････････横浜市役所環境創造局下水道事業マネジメント課･ 伊藤　雄一･ 17
○岡山市の浸水対策について･･････････････････････････････････岡山市下水道河川局次長･ 末久　正樹･ 21
○和歌山県内の雨水公共下水道事業の取り組みについて
　･････････････････････････････････････････和歌山県県土整備部･河川・下水道局･下水道課･課長･ 北村　彰浩･ 26
○堺市三宝水再生センターにおけるエネルギー供給、防災、憩い・賑わいの
　拠点化の取り組み･･････････････････････････ 堺市上下水道局･下水道施設部･下水道施設課･ 森岡　　豊･ 30
○下水道資源の利活用による下水処理場の新たな価値創造に向けて
　･･･････････････････････････････････････秋田県建設部参事（兼）下水道マネジメント推進課長･ 佐々木寿一･ 34
○佐賀市下水浄化センターリノベーション計画
　～佐賀市独自の資源循環システムにより、地域一体で低炭素社会の実現へ～
　･･････････････････････････････････････････････佐賀市上下水道局･下水プロジェクト推進部長･ 見正　大和･ 39
○ドローンを活用した老朽化施設の点検
　････････････････････････････････････････静岡市上下水道局下水道維持課･課長補佐兼保全係長･ 望月　崇史･ 48
○ ICTを活用した維持管理の共同化【最上圏域下水道共同管理協議会】
　････････････････････････山形県新庄市上下水道課主幹･兼･下水道施設室長･兼･浄化センター所長･ 庄司　誠二･ 52
○官民連携事業による公共下水道事業の経営改善
　～過疎地域の小規模自治体が取組む持続可能な下水道事業～
　･･･････････････････････････････････････････須崎市･建設課･都市計画係･下水道担当参事兼係長･ 西村　公志･ 56
○デザインマンホールとマンホールカードの魅力
　････････････････････････････････････････････ GKP・下水道広報プラットホーム企画運営委員･ 村仲　英俊･ 61

施策紹介　新型コロナがもたらす「ニューノーマル」に対応したまちづくりに向けて
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局･ 65
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《都市計画協会だより》
○令和２年度まちづくりセミナー（倉敷市）のご案内･････････････････････････････････････････････ ･ 74
○第 72 回都市計画全国大会（香川県高松市）について･･･････････････････････････････････････････ ･ 75

令和２年 10 月号
特集　第 72 回都市計画全国大会　香川県

グラビア
第 72 回都市計画全国大会（香川県）････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1

特集　第 72 回都市計画全国大会　香川県
〈巻頭挨拶〉
○第 72 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･ 原田　保夫･ 3
○第 72 回都市計画全国大会を迎えて････････････････････････････････････香川県知事･ 浜田　恵造･ 4
○第 72 回都市計画全国大会を迎えて･･････････････････････････････････････高松市長･ 大西　秀人･ 6

〈観光 PR〉
○これからもっと輝きます！･世界が注目！･香川の魅力再発見
　････････････････････････････････････････････････････････公益社団法人香川県観光協会･会長･ 三矢　昌洋･ 8

〈香川県の都市計画・まちづくり〉
○香川県の都市計画･･･････････････････････････････････香川県土木部都市計画課･課長補佐･ 小野　至理･ 11
○香川県の下水道事業･･･････････････････････････････････香川県土木部下水道課･主任技師･ 大西　亮太･ 25

〈高松市の都市計画・まちづくり〉
○高松市の都市計画･コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり
　～都市構造の集約化に向けた施策について～
　･･･････････････････････････････････････････････････ 高松市都市整備局次長･兼･都市計画課長･ 板東　和彦･ 29
○コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり
　～公共交通ネットワークの再構築による持続可能なまちづくり～
　････････････････････････････････････････････････････････高松市都市整備局交通政策課･課長･ 西吉　隆典･ 33
○高松市の再開発事業････････････････････････････ 高松市都市整備局次長･兼･都市計画課長･ 板東　和彦･ 37
○高松市の都市公園事業･･････････････････････････････高松市都市整備局公園緑地課･課長･ 西川　芳樹･ 41
○高松市の下水道事業･･････････高松市都市整備局下水道部（下水道整備課長事務取扱）部長･ 中川　　聡･ 44

〈香川県内各都市の特徴あるまちづくり：コンパクトシティ、景観・歴史、交流・賑わい〉
○道の駅「滝宮」うどん会館リニューアル事業････････････････綾川町経済課･副主幹･ 亀山　和成･ 48
○丸亀市のまちづくり　～地域資源を賢く使って豊かな暮らしをつくる～
　･･････････････････････････････････････････････････････丸亀市都市整備部都市計画課･副課長･ 真鍋　裕章･ 52
○善通寺市のまちづくり
　～地域特有の歴史的な都市成立経緯を踏まえた立地適正化計画の策定～
　･･････････････････････････････････････････････････善通寺市都市整備部土木都市計画課･係長･ 本庄　　勉･ 55
○土地区画整理事業とその後のまちづくり･････････････････宇多津町地域整備課･主査･ 大西　和昌･ 59
○まんのう町のまちづくり　～まんのう町と満濃池と地域づくり～
　･･････････････････････････････････････････････････････まんのう町建設土地改良課･主任主事･ 近藤　英明･ 63
○自然と歴史が織りなす景観を未来へ紡ぐ･･･････････････････琴平町企画防災課･主幹･ 森本　卓也･ 65
○多度津駅を中心としたコンパクトなまちづくり
　･････････････････････････････････････････････････ 多度津町･駅周辺・新庁舎整備推進室･係長･ 吉田　拓也･ 69
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○坂出市のまちづくり
　～にぎわいと暮らしと活力が融和した魅力ある地域づくりを目指して～
　････････････････････････････････････････････････････････坂出市建設経済部都市整備課･技師･ 和田　翔太･ 73
○観音寺市のまちづくり　～コンパクトで活力あるまちづくりを目指して～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････観音寺市都市整備課都市計画係･ 中野　秀昭･ 77
○さぬき市のまちづくり　～合併 19 年のあゆみ～
　･･････････････････････････････････････････････････さぬき市建設経済部都市整備課･課長補佐･ 冨田　和希･ 80
○誰もが知っているワクワクするまちを目指して
　･･････････････････････････････････････東かがわ市事業部建設課都市計画・維持グループ･主査･ 小西　弘文･ 85
○中・長期的視点からのまちづくり　････････････････････････････土庄町企画課･係長･ 笠井　雅貴･ 87
○三豊市のまちづくり　～地域特性を活かした土地利用を目指して～
　････････････････････････････････････････････････････三豊市建設経済部都市整備課･主任主事･ 太田　貴文･ 92
○直島町のまちづくり　～地域資源を活用した観光振興～
　･･････････････････････････････････････････････････････････････直島町建設経済課･主任主事･ 伊藤　健司･ 95

〈民間団体の取組〉
○高松丸亀町商店街･再開発計画･････････････････････高松丸亀町商店街振興組合･理事長･ 古川　康造･ 98
○リノベーションまちづくり＠丸亀
　････････････････････････････････････････････････････････････株式会社スナック･代表取締役･ 髙木　智仁･ 101
○高松空港のこれまでとこれから････････････････････高松空港株式会社･代表取締役社長･ 小幡　義樹･ 105

〈国営讃岐まんのう公園の取組〉
○国営讃岐まんのう公園の取組･･････････････････････････ 国土交通省香川河川国道事務所公園課･ 109

令和２年 11 月号
特集１　安全で魅力的なまちづくり ～都市再生特別措置法の改正～

特集２　都市計画草創期の先覚者・大阪市長池上四郎の功績を振り返る

特集１　安全で魅力的なまちづくり ～都市再生特別措置法の改正～
○安全で魅力的なまちづくりの推進
　～都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の概要～
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局･都市計画課
　･ まちづくり推進課･ 3
○令和２年７月豪雨の被害状況とその対応について
　･･･････････････････････････････････････････国土交通省･水管理・国土保全局･防災課･企画係長･ 道谷健太郎･ 9

〈安全なまちづくり〉
○総力戦で挑む防災・減災プロジェクト　～いのちとくらしをまもる防災減災～
　･････････････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局防災課課長補佐･ 野村　文彦･ 14
○「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会について
　･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 矢吹　　愼･ 18
○復旧・復興まちづくりサポーター制度について
　････････････････････････････････国土交通省･都市局･都市安全課･都市防災対策企画室･課長補佐･ 池田　　亘･ 23
○宇都宮市における総合的な治水・雨水対策と連携した持続可能なまちづくりの推進
　･････････････････････････････････････････････････････････宇都宮市都市整備部都市計画課長･ 松本　朝行･ 28
○いの町の安全なまちづくり　～先進的な取り組み事例～
　････････････････････････････････････････････････････高知県いの町役場土木課･都市計画係長･ 岡林　優二･ 32
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○災害に強くコンパクトなまちづくりを目指して
　～斜面地住宅地などにおける区域区分見直しの取組～
　･･･････････････････････････････････････････････････北九州市建築都市局計画部都市計画課長･ 古田祐一郎･ 37

〈魅力的なまちづくり〉
○ウォーカブル政策、誕生の背景と実行のポイント
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････東北芸術工科大学教授･ 馬場　正尊･ 41
○「居心地が良く歩きたくなるまちなか」から始めよう！
　～ウォーカブルな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･ 44
○都市公園リノベーション協定制度の創設
　～官民連携で公園をフル活用するための新たな仕組みについて～
　･･･････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課･ 曽根　直幸･ 49
○居心地の良く歩きたくなる街路づくり･･････････････････････国土交通省都市局街路交通施設課･ 53
○広島県福山市でのUR都市機構のまちづくり支援について
　････････････････････････････････････････････････････････････独立行政法人都市再生機構･西日本支社
　･ 都市再生業務部･中国まちづくり支援事務所･ 58
○車中心から人優先の歩いて楽しいまちづくり　―県庁通りにおける道路空間再整備―
　････････････････････ 岡山市･都市整備局･都市・交通部･庭園都市推進課･街なかにぎわい推進室･ 62
○歴史文化への誘い道　追手町音羽町線等にぎわい空間創出事業
　････････････････････････････････････････････････････････････ 静岡市･都市局･都市計画部･都市計画課･ 67
○駅前の小さな公園が生まれ変わる
　～小杉駅周辺地区における官民一体となった居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりの取組事例～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････川崎市建設緑政局総務部企画課･ 藤田　啓太
　･ 川崎市まちづくり局拠点整備推進室･ 塩畑　博章
　･ 中原区役所まちづくり推進部地域振興課･ 稲葉理一郎･ 72
○天王洲の魅力的な街づくり　～先進的な民間主導の取り組み事例～
　･･･････････････････････････････････････････････････ 寺田倉庫株式会社･執行役員･不動産担当･ 田嶋　拓也･ 79

特集２　都市計画草創期の先覚者・大阪市長池上四郎の功績を振り返る
○特集を始めるにあたって････････････････････････････････････････都市計画協会事務局･ 佐々木晶二･ 84
○大阪市長池上四郎　～知られざる都市計画草創期の先覚者
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････北海道大学名誉教授･ 越澤　　明･ 85

寄稿　ラウル・デュフィと近代都市
　･･････････････････････････････････････････OECD起業・中小企業・地域・都市局･上級参事官･ 菅昌　徹治･ 91

《都市計画協会だより》
○令和２年度まちづくり拝見研修会の中止について････････････････････････････････････････････････ ･ 97
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