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「新都市」平成18年第60巻総目録

平成 18 年 1 月号
特集　都市再生Ⅳ

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
稚内市における都市再生の取り組みについて・・・・・・・・・・・・・・・稚内市長・ 横田　耕一・ 5
海に開かれた交流による都市観光のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・石垣市長・ 大濵　長照・ 7
まちと私
まちなかの暮らし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ NPO京町家再生研究会事務局長・ 小島冨佐江・ 10
特集論文
都市と大学の連携を再構築する・・・・・・・・・・・・北海道大学大学院工学研究科教授・ 小林　英嗣・ 12
住民参加から住民自治へ
　～縮減時代のまちづくりを展望する～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・早稲田大学理工学部建築学科教授・ 後藤　春彦・ 19
震災復興の締めくくりとなる神戸・三宮駅前の都市再生事業
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・神戸新聞社経営本部・三宮プロジェクト室長・ 織戸　　新・ 31
名駅四丁目 27 番都市再生特別地区（モード学園スパイラルタワーズ）について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社日建設計企画開発室長・ 田中　　亙・ 36
まちづくりの動き
ノコギリ屋根工場群の活用による都市再生
　～桐生の産業遺産とまちづくり～・ ・・・・・・・・・・・・桐生商工会議所総務課長・ 石原　雄二・ 41
自律移動支援プロジェクトによるユニバーサルデザインのまちづくり
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省近畿地方整備局企画部復興事業調整官・ 小林　　亘・ 48
古くて新しい屋台でまちを元気に！北の屋台
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 北の起業広場協同組合専務理事（観光カリスマ）・ 坂本　和昭・ 54
水城と怡土城の巨大土塁がいつも気になっていた
　～全国都市再生モデル調査～・・・・・・・・・・・・・・・・協同組合地域づくり九州・ 糸乘　貞喜・ 61
　　　　　・ 協同組合地域づくり九州・ 愛甲　美帆
　　　　　・ 協同組合地域づくり九州・ 雪丸　久徳
愛知万博と観光まちづくりについて・ ・・愛知県産業労働部観光交流課観光振興グループ・ 渡邉　宗徳・ 69
「西の歌舞伎町」の汚名を着せられた町田の中心商店街
　～行政は、地域は汚名返上にどう立ち向かったか～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・町田市生活安全担当参事（兼）安全対策課長・ 長岡　　彰・ 74
トピックス
全国都市再生まちづくり会議からの報告・・・・・全国都市再生まちづくり会議事務局長・ 三浦　由理・ 80
防犯まちづくりの新視点
　防犯対策とまちづくりの連携協働による都市の安全安心の再構築
～歌舞伎町ルネッサンスの取り組みについて～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・歌舞伎町ルネッサンス推進協議会事務局次長・ 香西　一晶・ 85
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（連載）第 2 回
「動線（Access・and・Movement）」と「監視性（Surveillance）」
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ・ 樋野　公宏・ 94
　　　　　・ 筑波大学大学院システム情報工学研究科・ 雨宮　　護
随想
韓国都市事情雑感・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省大臣官房審議官・ 加藤　利男・ 104
JASOPH だより
国際住宅・都市計画連合（IFHP）・世界大会参加報告
　IFHPローマ会議概要とテーマについて
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局市街地整備課長・ 竹内　直文・ 106
国際住宅・都市計画連合（IFHP）世界大会参加報告
講演の発表概要（公式サマリーから）・・・・・独立行政法人都市再生機構経理資金部次長・ 白井　利幸・ 109
　　　　　・ 財団法人民間都市開発推進機構業務第一部長・ 鳴海　繁実
海外報告
（連載第 4 回）
米国における広域調整　その 1
　～広域調整機関とスマートグロース～・・・・・・・ニューヨーク都市政策研究所所長・ 青山　公三・ 117

（連載）海外のまちづくり・都市再生の現状 3
ハンブルグ：ハーフェンシティの都市再生戦略
　　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・東京大学国際都市再生研究センター特任研究員・ 太田　浩史・ 123
OECD地域開発政策委員会・都市政策作業部会における最近の活動について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局企画課企画専門官・ 是澤　　優・ 132
第 23 回日韓都市開発協力会議報告・・・・国土交通省都市・地域整備局企画課企画専門官・ 是澤　　優・ 139
　　　　　・ 国土交通省都市・地域整備局企画課企画第三係長・ 森口　尚紀
特集連載　都市再生機構
（第 7 回）
魅力ある郊外居住
　～ニュータウンの開発から再生へ～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・ 独立行政法人都市再生機構　新・郊外居住推進会議・ 147
都市行政の動き
　都市・地域レポート 2005 について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局企画課地域整備企画官・ 中島　正人・ 156
都市再生の取組状況等について・・・・・・・・・・・・・・内閣官房都市再生本部事務局・ 柳瀬　孝幸・ 162
書評
逆都市化時代　人口減少期のまちづくり・・・・・・国土交通省都市・地域整備局企画課・ 鈴木　邦夫・ 175
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 177

平成 18 年 2 月号
特集　安全・安心な都市の構築に資する街路事業

巻頭言
安心・安全で魅力あるまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新潟市長・ 篠田　　昭・ 3
まちと私
家康大御所 400 年と静岡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「静岡の文化」編集長・ 竹内　礼子・ 6
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特集論文
踏切の解消に向けた取組について・・・・・・東京海洋大学海洋工学部流通情報工学科教授・ 高橋　洋二・ 8
安全・安心な市街地の形成のための街路事業の取り組み
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局街路課・ 越智　健吾・ 12
　　　　　・ 国土交通省都市・地域整備局街路課・ 筒井　祐治
東京都における踏切対策の基本方針について・東京都都市整備局都市基盤部交通企画課・ 鴇田　正明・ 18
小田急線の連続立体交差事業・ ・・・・・・・・・・・小田急電鉄株式会社複々線建設部長・ 今井　士郎・ 22
大阪市における開かずの踏切対策
　～ JR阪和線連続立体交差事業～・・・・・・・・・・・・・・ 大阪市建設局街路部立体交差課・ 28
福知山市のまちづくり
　～連続立体交差事業と土地区画整理事業による中心市街地の再生～
　　　　　・ 京都府土木建築部道路計画室副室長・ 吉田　元彦・ 33
　　　　　・ 福知山市都市整備部福知山駅周辺整備課主任・ 今井　由紀
景観まちづくりと連携した連立事業
　～日豊本線日向地区連続立体交差事業の事例～・ ・・・宮崎県土木部都市計画課長・ 藤村　直樹・ 39
東京都の密集市街地における街路事業への取組み
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・東京都都市整備局市街地整備部企画課事業企画係長・ 清水　正明・ 43
　　　　　・ 東京都都市整備局市街地整備部企画課防災計画係長・ 田中　祐次
「焼津南東地区」防災まちづくりについて
　～まちづくり交付金による震災対策～・・・・・・・・・焼津市都市住宅部区画整理課・ 打桐　浩之・ 47
大阪市の密集市街地における街路整備について・・・・・大阪市建設局街路部計画課長・ 丸山　忠明・ 55
沿道と一体となった山手幹線の整備・・・・・・・・・・・・・・ 西宮市土木局道路部道路建設課・ 60
随想
桜に思う・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国土交通省大臣官房審議官（都市生活環境担当）・ 髙梨　雅明・ 65
特集連載　都市再生機構
（第 8 回）
UR都市再生機構の団塊世代のUI ターンへの取組み
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・独立行政法人都市再生機構地方都市業務部付・ 長浜　竹廣・ 69
海外報告
（連載第 5 回）
米国における広域調整　その 2
　～スマートグロースにおける広域調整と母都市再生～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ニューヨーク都市政策研究所所長・ 青山　公三・ 73

（連載）海外のまちづくり・都市再生の現状 4
カナダ・トロント：都市圏の成長管理と自治体の都市計画
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・東京大学大学院工学系研究科国際都市再生研究センター・ 村山　顕人・ 79
ドイツの都市内公共交通の制度的枠組みと自由化の動向について
　　　　　・・・・・・・・・・国土交通省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・ 96

（投稿）
ナンシーのタイヤトラム事情
　～日本の各都市へ導入の可能性～・ ・・・・・・・・・・・・・・都市交通問題研究家・ 堀内　重人・ 111
防犯まちづくりの新視点
（連載）第 3 回
「所有意識（Ownership）」と「物理的防御（Physical・Protection）」
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ・ 樋野　公宏・ 119
　　　　　・ 筑波大学大学院システム情報工学研究科・ 雨宮　　護
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用語の解説
「開かずの踏切」「ボトルネック踏切」
　　　　　・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局街路課特定都市交通施設整備室・ 128
書評
ぼくが眠って考えたこと・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局総務課・ 城　奈穂美・ 129

平成 18 年 3 月号
特集　地域づくりの新たな潮流

巻頭言
永遠の日本のふるさとをめざして・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遠野市長・ 本田　敏秋・ 3
まちと私
個性を失う地方都市・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・作家・ 立松　和平・ 5
特集論文
地域づくりの新しい潮流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法政大学現代福祉学部教授・ 岡㟢　昌之・ 7
地域づくりにおける市民セクター
　～可能性と課題をめぐって～
　　　　　・・・・・・・・財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団プログラム・オフィサ一・ 吉野　裕之・ 13
市町村合併後の個性ある地域づくり・ ・・・・・・・・・株式会社計画技術研究所研究員・ 岡村　竹史・ 20
健康・環境・観光（新 3K）・をキーワードにしたまちづくり
　～イムノリゾート上士幌構想・移住定住・二地域居住～・ ・・・北海道上士幌町役場企画課・ 26
地域の意志（生き方・暮らし方）を示す交流観光の推進
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・ 柏崎市産業振興部企業立地推進室長（観光カリスマ）・ ・春日　俊雄・ 31
ひと・想い・くらし　手間ひまかけるむらづくり
　～江戸時代「大庄屋」屋敷を拠点として～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・京都府舞鶴市　NPO法人KYO・ふるさと加佐理事長・ 弓削　　寿・ 36
自らの地域は自らの子で
　～小さな自治システムの展開～・・・・・・・・・・安芸高田市自治振興部自治振興課長・ 小田　　忠・ 42
萩の会（島根県益田市）里山の宝でもてなす
　～わがままばあちゃん自慢宿～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「萩の会」代表・ 齋藤　ソノ・ 47
随想
木曽三川と奄美群島・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省大臣官房審議官・ 安原　敬裕・ 50
海外報告
（連載第 6 回）
米国における広域調整　その 3
　～市民参加における広域調整機関の役割と情報技術の活用～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ニューヨーク都市政策研究所所長・ 青山　公三・ 52
JASOPH だより
報告　第 12 回 IFHP国際学生コンペティション
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・ IFHP評議員　株式会社日本都市総合研究所代表・ 鳥栖那智夫・ 58
防犯まちづくりの新視点
（連載）第 4 回
「活動（Activity）」と「維持管理（Management・and・maintenance）」
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ・ 樋野　公宏・ 62
　　　　　・ 筑波大学大学院システム情報工学研究科・ 雨宮　　護
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都市計画協会コーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

平成 18 年 4 月号
特集　平成 18 年度予算

特集
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・ 19
中心市街地活性化の推進について
　　　　　・・・・・・・・・・ 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・ 34
宅地耐震化推進事業について・ ・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局都市計画課・ 38
エコまちネットワーク整備事業の創設について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課・街路課・ 41
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・ 43
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・ 48
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・ 57
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・ 62
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・都市総合事業推進室・
・ ・ 都市防災対策室・市街地整備課・街路課・都市計画課・ 66
まちづくり交付金の制度概要と事業評価について
　　　　　・・・・・・・ 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・ 71
街路事業関係予算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局街路課・ 78
都市開発資金制度の予算概要・ ・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課・ 84
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・ 87
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・ 93
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・ 96

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・ 102
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・ 105
シリーズ中心市街地活性化
　「新しい時代の都市計画はいかにあるべきか。」社会資本整備審議会１次答申について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局都市計画課・ 108
トピックス
「景観の日」の制定及び「日本の景観を良くする国民運動推進会議」全国大会について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局都市計画課景観室・ 116
防犯まちづくりの新視点
（連載）第 5 回
英国の防犯まちづくり実態調査報告・ ・独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ・ 樋野　公宏・ 119
　　　　　・ 東京大学大学院工学系研究科・ 小出　　治
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127
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平成 18 年 5 月号
特集　大都市圏郊外部の挑戦

巻頭言
郊外都市の新たな可能性を拓くまちづくり・ ・・・・・・・・・・・・・・・・柏市長・ 本多　　晃・ 3
まちと私
多様性の街：メキシコ・シティー・・・・・・・・・・・・・・・・・・ヴァイオリニスト・ 黒沼ユリ子・ 6
特集論文
大都市郊外の挑戦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本大学理工学部土木工学科教授・ 岸井　隆幸・ 8
つくばエクスプレス沿線のまちづくり
・　　　　・ ・・・・・・・・・・・独立行政法人都市再生機構茨城地域支社TX事業計画チーム・ 松橋　　愛・ 16
関西文化学術研究都市の新たな展開
　～サード・ステージにおける飛躍に向けて～
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・財団法人関西文化学術研究都市推進機構常務理事・ 原本　敏明・ 21
けいはんな線開業を契機とした学研都市の新たな展開
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・ 社団法人関西経済連合会理事・経済産業本部長・ 栗山　和郎・ 28
ニュータウンにおけるテレワークの可能性・ ・・・株式会社キャリア・マム代表取締役・ 堤　　香苗・ 32
家族再生・地域再生・多摩ニュータウン再生・都市再生から国際交流へ
　～一人の人間として、少子・高齢化社会を豊かに生きるために～
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ NPOフュージョン長池理事長・ 富永　一夫・ 38
随想
循環型社会と下水道・ ・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局下水道部長・ 江藤　　隆・ 44
検証・中心市街地
　静岡市の中心市街地について・・・・・・・・・・・・・・・・ 静岡市経済局商工部商業労政課・ 46
海外報告
MIPIM2006（不動産プロフェッショナル国際マーケット会議）参加報告
　～March'e・International・des・Professionnels・de・l'Immobilier・en・2006 ～
　　　　　・・・・・・・・・・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・ 佐藤　英明・ 51
パリのまちづくりの動向
　～身近な生活空間の改善のための施策を中心に～・・・・在フランス日本国大使館・ 瀧澤　　謙・ 58
トピックス
団塊世代の今後の居住と活動（「都市・地域レポート 2006」より）
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局企画課地域整備企画官・ 中島　正人・ 67
テレワーク普及のための推進フォーラム設立と実態調査概要
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課・ 74
大阪湾ベイエリアの新しい動き・・・・・財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構常務理事・ 中野　文彦・ 80
「関西文化学術研究都市サード・ステージ・プラン」の策定
　～学研都市の新たな展開を目指して～
　　・・・・国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課関西文化学術研究都市建設推進室課長補佐・ 柴田　　翼・ 86
大深度地下利用に関する最近の動向と展望
　　　　　・ ・・国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課大深度地下利用企画室課長補佐・ 小俣　元美・ 90
防犯まちづくりの新視点
（連載）第 6 回（最終回）
「構成（Structure）」と“Safer・Places”の活用
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・ 独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ・ 樋野　公宏・ 95
　　　　　・ 筑波大学大学院システム情報工学研究科・ 雨宮　　護
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書評
創発まちづくり・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課調整第三係長・ 安 　真吾・ 104
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106
地方整備局建政部等名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114
都市計画協会コーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119

平成 18 年 6 月号
特集　まちづくり月間

巻頭言
市長としてのまちづくり論・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・犬山市長・ 石田　芳弘・ 3
特集　まちづくり月間
　第 24 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　住宅局市街地建築課・ 5

第 24 回まちづくり月間
　国土交通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　住宅局市街地建築課・ 8
　第 23 回「私のまち写真コンテスト」入賞作品の紹介・・・・・・社団法人日本交通計画協会・ 16
　第 23 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・ 18
　第 1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・ 20
　第 8回「まちの活性化・都市デザイン競技」について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 財団法人都市づくりパブリックデザインセンター・ 23
第 24 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　住宅局市街地建築課・ 29
海外報告
英国におけるホームゾーンによる地区再生の試み
　　　　　・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室課長補佐・ 松浦　利之・ 32
　　　　　・ 財団法人計量計画研究所都市・交通研究室室長・ 高橋　勝美
　　　　　・ 財団法人計量計画研究所都市・交通研究室研究員・ 平見　憲司
トピックス
「コンパクトなまちづくり─都市構造改革　タウンミーティング　イン　富山」開催
　平成 18 年 7月号・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課・ 白倉　秀美・ 41
まちづくり交付金『まち交大賞』について・・・・・ まちづくり交付金情報交流協議会事務局・ 45
・ ・ 財団法人都市みらい推進機構
書評
都市革命　公有から共有へ・ ・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課・ 御手洗哲郎・ 49
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

平成 18 年 7 月号
特集　宅地防災の強化

巻頭言
市民が安全で快適に暮らせるまちづくり
　～わがまちの防災対策～・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・呉市長・ 小村　和年・ 3
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まちと私
瓦のあるまち・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社桝一市村酒造場取締役・ セーラ・マリ・カミングス・ 5
特集論文
宅地造成等規制法の改正について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局都市計画課開発企画調査室・ 鈴木　健介・ 8
新潟県中越地震における被災状況とその後の取組み
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新潟県土木部都市局都市政策課長・ 斎川　正幸・ 16
阪神・淡路大震災の宅地災害の分析・ ・・・・・・・神戸大学都市安全研究センター教授・ 沖村　　孝・ 24
宅地造成等規制法の改正と宅地造成技術
　　　　　・・・・・・・・・・・・・財団法人ベターリビング筑波建築試験センタ一理事・所長・ 二木　幹夫・ 33
追悼の辞
故・廣井脩先生を偲んで・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局開発企画調査室長・ 渋谷　和久・ 38
海外報告
ドイツの都市交通
　～フライブルグを訪れて～・ ・・・・国土交通省都市・地域整備局都市計画課企画専門官・ 佐藤　哲也・ 40
トピックス
平成 18 年度「日本の景観を良くする国民運動推進会議」全国大会について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局都市計画課景観室・ 46
都市交通計画担当者会議及び第 35 回都市交通計画全国会議開催報告
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室・ 53
　　　　　・ 国土交通省関東地方整備局建政部都市整備課
「豪雪地帯における安全安心な地域づくりに関する懇談会」提言について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局地方整備課・ 58
JASOPH だより
IFHP理事会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ IFHP理事・ 大西　　隆・ 62
書評
市民ランドスケープの展開・ ・・・・・・独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ・ 樋野　公宏・ 64
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
都市計画協会コーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67

平成 18 年 8 月号
特集　中心市街地の再生に向けて

巻頭言
中心市街地が賑わう、快適で活力あるコンパクトな都市づくり・ ・・富山県知事・ 石井　隆一・ 3
まちと私
日本のまほろば古都奈良へようこそ
　　・株式会社読売奈良ライフ代表取締役兼「yomi っこ」編集長　NPO法人なら燈花会の会前会長・ 朝廣　佳子・ 5
特集論文
都市計画法・建築基準法などの改正が目指す都市づくり
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・横浜国立大学大学院工学研究院教授・ 小林　重敬・ 7
中心市街地活性化法の改正について・・・・・・国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課・ 12
都市計画法等の一部改正の概要について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局都市計画課課長補佐・ 原田　修吾・ 20
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都市計画法改正と大型店の立地規制
　　　　　・・・・・・・・・・・・・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・ 25
イギリスにおける中心市街地の再生・ ・・・千葉大学工学部都市環境システム学科助教授・ 村木　美貴・ 31
経済産業省の中心市街地活性化の取組
　　　・・・ 経済産業省商務流通グループ中心市街地活性化室　中小企業庁経営支援部商業課・ 36
中心市街地の再生に向けて・ ・・・・・・・・・・・・・・・・有限会社PMO代表取締役・ 加藤　　博・ 44
随想
鳥取県若桜町に都市計画、地区計画の原型？・・・・・・・・・・鳥取県文化観光局長・ 青木　由行・ 49
トピックス
古都保存行政の理念の全国展開小委員会報告について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局公園緑地課緑地環境推進室・ 54
　　　　　・ 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
都市交通・市街地整備小委員会における中間とりまとめについて
～中間取りまとめの概要～・ ・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局街路課・ 59
　　　　　・ 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課
連載　構造改革特区制度と都市計画・まちづくり１
　構造改革特区の概要と概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・構造改革特区研究会・ 64
書評
日本の風景を読む・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局都市計画課・ 田畑美菜子・ 70
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

平成 18 年 9 月号
特集　都市公園法施行 50 周年・古都保存法施行 40 周年

巻頭言
都市公園法制定 50 周年・古都保存法制定 40 周年に想う
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社団法人日本公園緑地協会会長・ 田邊　昇學・ 3
まちと私
野球人大沢の原点、それは湘南の砂浜・・・・・・・・・社団法人全国野球振興会理事長・ 大沢　啓二・ 5
特集論文
都市公園法施行 50 周年・古都保存法施行 40 周年　国土交通省都市・地域整備局公園緑地課・ 7
今後の公園緑地行政への期待
　　　　　・・・・・・・・・・・社団法人日本造園学会会長　兵庫県立人と自然の博物館副館長
　　　　　・ 兵庫県立大学自然・環境科学研究所教授・ 中瀬　　勲・ 18
大都市東京における公園緑地の現状と展望
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京都建設局公園緑地部公園利用促進担当課長・ 細岡　　晃・ 21
県民参加による公園整備・企業の環境への取り組み
　～愛知県の事例紹介～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・愛知県建設部公園緑地課長・ 渡辺　四朗・ 26
国営公園 30 年と今後の展望を考える・ ・・・・・・財団法人公園緑地管理財団副理事長・ 伊藤　英昌・ 33
国営沖縄記念公園「海洋博覧会地区」の北部経済への寄与について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・内閣府沖縄総合事務局国営沖縄記念公園事務所長・ 後藤　和夫・ 41
地方の文化・歴史と景観の保全
　～倉敷のケーススタディー～・・・・・財団法人大原美術館理事長　倉敷商工会議所会頭・ 大原謙一郎・ 46
古都保存法と防災公園は文化遺産を救う
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・立命館大学歴史都市防災研究センター教授・ 益田　兼房・ 50
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「古都」鎌倉における歴史的風土の保存について・・・・・・・・・・神奈川県環境農政部緑政課・ 54
「古都」奈良における歴史的風土の保存について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・奈良県生活環境部風致保全課主幹・ 槇村　光司・ 59
「古都」京都における歴史的風土の保存について
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・京都市都市計画局都市景観部風致保全課古都保存係長・ 竹内　俊雄・ 65
「古都」大津における歴史的風土の保存について・・・・・・・・ 滋賀県土木交通部都市計画課・ 70
随想
みどりをめぐる想い・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省大臣官房審議官・ 小山　亮一・ 74
都市行政の動き
　都市計画争訟研究会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 財団法人都市計画協会・ 76
都市計画争訟について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・國學院大學法科大学院教授・ 西谷　　剛・ 77
連載　構造改革特区制度と都市計画・まちづくり 2
特区提案の実態を「短冊」から読む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 構造改革特区研究会・ 124
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 132

平成 18 年 10 月号
特集：第 58 回都市計画全国大会

（千葉県）
第 58 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 58 回都市計画全国大会の開催に寄せて・・・・・・・・国土交通省関東地方整備局長・ 中島　威夫・ 5
千葉県特集号によせて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・千葉県知事・ 堂本　暁子・ 8
第 58 回都市計画全国大会を迎えて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・千葉市長・ 鶴岡　啓一・ 11
千葉県の都市計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・千葉県県土整備部都市計画課長・ 増田　　登・ 14
千葉県の市街地開発事業・・・・・・・・・・・・・・・・・千葉県県土整備部都市整備課長・ 黒澤　道秀・ 24
千葉県の公園緑地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・千葉県県土整備部公園緑地課長・ 成田　清俊・ 29
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