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「新都市」平成27年第69巻総目録

平成 27 年１月号
特集　大都市における地震防災対策

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 小川　忠男 4
巻頭言

大都市における地震防災減災対策  ･･･････････････東京工業大学大学院情報理工学研究科 大佛　俊泰 6
特集　大都市における地震防災対策
〈総論〉

○首都直下地震の被害想定と対策について
　 ･･････････････････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 田村　英之 8
○密集市街地改善に向けた取組み  ･････････････････････････････････国土交通省都市局都市安全課 17
○地下街における安全対策の推進  ･････････国土交通省 都市局 街路交通施設課 課長補佐 新良　京子 20
○都市再生安全確保計画制度による帰宅困難者対策の推進
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 内閣官房 地域活性化統合事務局 

　 国土交通省 都市局 まちづくり推進課 25
〈事例紹介〉

○東京都における木造住宅密集地域対策
　 ･････････････････････････････････････････ 東京都都市整備局市街地整備部 防災都市づくり課 青木　成昭 30
○大手町・丸の内・有楽町地区における防災まちづくりの取り組み
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････三菱地所株式会社　開発推進部 澤部光太郎
　 三菱地所株式会社　開発推進部 永田　千善 35
○浦安市における市街地液状化対策事業の取り組み
　 ････････････････････････････････････浦安市都市整備部市街地開発課液状化対策推進室　室長 醍醐　恵二 39
○スマートコミュニティによる事業継続、生活維持街区の構築
　オアーゼ芝浦（東京都港区）における取組みについて
　 ････････････････････････清水建設株式会社　プロポーザル本部　地域開発計画室　グループ長 國嶋　　匡 43 
○位置情報ビッグデータ、防災への活用可能性「混雑統計Ⓡ」の取り組み
　 ･････････････････（株）ゼンリンデータコム　ネットサービス本部　営業戦略室　マネージャー 足立龍太郎 47
○首都直下地震に備える～東京臨海広域防災公園の役割と取り組み～
　 ････････････････････国土交通省　関東地方整備局　国営昭和記念公園事務所　防災対策推進官 岩崎　和夫 50
特別寄稿　歴史都市ローマの行政（１）

永続性・遺跡との共存  ････････････････････････････････････････法政大学社会学部　教授 長谷部俊治 55
《著作紹介》

都市計画協会コーナー ･････････････････････････････････････････････････公益財団法人 都市計画協会 63
《開催報告》

●プレイスメイキング　シンポジウム　開催速報　 ･･･････････････････････････････････････････････  64
《都市計画協会だより》・《都市局だより》

都市計画協会だより ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  74
行事日誌・人事異動 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  74
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  74
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平成 27 年２月号
特集　都市交通システムの海外展開

巻頭言
インフラ輸出における官民協力のあるべき姿
　 ･･･････････････････････････････････････ 東京大学大学院 工学系研究科都市工学専攻　准教授 瀬田　史彦 4

特集　都市交通システムの海外展開
〈総論〉

○国土交通省における官民連携したインフラシステム海外展開
　 ････････････････････････････････････････････国土交通省総合政策局海外プロジェクト推進課 福島　晶子 6
○都市開発・都市交通分野の海外展開について
　 ･･････････････････････････････････････ 国土交通省都市局総務課、都市計画課、街路交通施設課 10
○ JICA の都市交通システム海外展開について
　 ･････ 国際協力機構（JICA）社会基盤平和構築部都市・地域開発グループ　主任調査役（工学博士） ファン レ ･ ビン 13

〈事例紹介〉
○日立跨座型モノレールの海外展開について
　 ････････････････････････（株）日立製作所　交通システム社 チーフプロジェクトマネージャー 井上　英男 18
○ ASEAN 市場における機械式立体駐車設備事業の展開
　 ･････････････････････････････････････････････IHI Transport Engineering Malaysia Sdn.Bhd. 萩田　直弥 22
○横浜市の「公民連携による国際技術協力（Y-PORT 事業）」と、
　フィリピン国セブ都市圏における取組について
　 ････････････････････････････････････････････････横浜市政策局共創推進室国際協力担当部長 橋本　　徹
　 横浜市政策局共創推進室国際技術協力課担当係長 中村　恭揚 27
○都市交通システムの海外展開について  ････丸紅株式会社　交通・インフラプロジェクト部 32
○インドネシアにおける都市交通の状況と国土交通省の海外展開への期待
　 ･････････国土交通省（インドネシア国派遣）インドネシア国 経済調整大臣府 都市交通政策アドヴァイザー 

　 国際協力機構（JICA）JABODETABEK 都市交通政策統合プロジェクト フェーズ２ プロジェクト・リーダー 秋村成一郎 35
特別寄稿　歴史都市ローマの行政（２）

都市空間の構造　 ･･････････････････････････････････････････････法政大学社会学部　教授 長谷部俊治 39
都市行政の動き　平成 26 年度 国土交通省関係補正予算の概要

　 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省大臣官房会計課 46
都市行政の動き　都市・地域再生緊急促進事業の拡充（平成 26 年度補正予算）

　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課 52
《開催報告》

●プレイスメイキング　シンポジウム　開催速報　 ･･･････････････････････････････････････････････  53
《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  61
行事日誌 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  61
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  61

平成 27 年３月号
特集　駅周辺の開発・まちづくり

巻頭言
駅周辺は都市再興のヘソになる　 （一財）計量計画研究所シニアフェロー 日本大学　客員教授 矢島　隆 4
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特集　駅周辺の開発・まちづくり
〈総論〉

○地方都市の駅を中心とした市街地再生　 ････････ 山口大学大学院理工学研究科 教授 鵤　　心治 7
○駅周辺への都市機能の集約　 ･･･････････････････････････  国土交通省　都市局　市街地整備課 12

〈これまでの取り組み〉
○安心・快適な、賑わいあふれる拠点の形成
　 ･･････････････････････････････････････････････････都市整備部都市計画課都市計画係　技師 前田　晃佑 

　 都市整備部区画整理課管理清算係　係長 中村　英人 

　 都市整備部南明治整備課事業管理係　係長 早川　一徳 

　 都市整備部南明治整備課拠点整備室　室長補佐 井上　　章 15
○駅前で医療・住宅等を集約した再開発事例
　 ････････････････････････････････････････････････寝屋川市まち政策部まちづくり事業推進室 仲西　　淳 20
○田園都市の逆襲に向けて
　 ･･････････････････････････････････東京急行電鉄㈱　都市開発事業本部ビル事業部副事業部長 太田　雅文 25
○ブラジル・クリチバにおけるバス交通を中心としたまちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････在ブラジル日本国大使館　二等書記官 犬飼　　武 32
○立地適正化計画に基づく駅周辺のまちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････････長野県小諸市建設部都市計画課長 小林　憲一 36
○北陸新幹線沿線・周辺のまちづくり  ･･･････････････････････････長岡技術科学大学 樋口　　秀 40
○リニア開業を見据えた名古屋駅周辺のまちづくりについて
　 ･･････････････････････････････名古屋市住宅都市局リニア関連・名駅周辺まちづくり推進室長 新庄　　徹 49
○駅から広がるまちづくり
　～ 「地域との共生」を目指す JR 西日本が推進する新駅設置計画～
　 ･････････････････････････････････････西日本旅客鉄道株式会社　建設工事部（中長期）　主査 田村　暢慶 53
特別寄稿　歴史都市ローマの行政（３）

噴水、広場、バロック  ････････････････････････････････････････法政大学社会学部　教授 長谷部俊治 57
書　評　公共施設の再編　～計画と実践の手引～　日本建築学会編

　 ････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課　都市機能誘導調整室 大島　英司 67
《都市計画協会報告》

●第 38 回まちづくり拝見研修会について（報告）
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会 68

《開催報告》
●プレイスメイキング　シンポジウム　開催速報　 ･･･････････････････････････････････････････････  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（MIPIM 関連、まちづくり拝見研修会のご案内） ･･････････････････････････  79
行事日誌・人事異動 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  79
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  79

平成 27 年４月号
特集　平成27年度予算の概要・クラウドファンディングを活用した官民連携まちづくり

巻頭言
志が支えるまちづくり　 ････････････････････････････････････････････････熊本県副知事 小野　泰輔 3
特集１　平成 27 年度予算の概要

○国土交通省関係予算の概要　 ･･･････････････････････････････････････国土交通省大臣官房会計課 5
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○都市局関係予算の概要　 ･･････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局 7
○復興と国土強靱化に資する都市の防災・減災、老朽化対策　 ････････････ 国土交通省都市局 8
○人口減少社会における個性あふれる地域の活性化　 ･･･････････････････････ 国土交通省都市局 13
○都市の国際競争力の強化　 ････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局 22
○下水道事業における平成 27 年度予算の新規事項等
　 ･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部 23

特集２　クラウドファンディングを活用した官民連携まちづくり
〈趣旨〉

○特集の趣旨～官民連携まちづくりとクラウドファンディング
　 ････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課　まちづくり企画調整官 大井　裕子 24

〈総論〉
○クラウドファンディングの可能性
　 ････････････････････････････････････････････････････････････慶應義塾大学経済学部　教授 塩澤　修平 25
○投資型クラウドファンディングの現状と地域再生における課題
　 ････････････････････････････････････････････････････････････桃山学院大学経営学部　教授 松尾　順介 31
○クラウドファンディング手法を活用した官民連携まちづくりの支援施策について
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局まちづくり推進課 36
○官民連携まちづくりに活用できる MINTO 機構の支援制度
　 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 一般財団法人 民間都市開発推進機構 39
○投資型クラウドファンディングの制度整備　～金融商品取引法の改正～
　 ･･････････････････････････････････････････････金融庁総務企画局市場課　市場機能強化室長 多田　治樹 43
○「ふるさと投資」連絡会議の設立と、普及・促進に向けた取り組み
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 内閣官房副長官補室（地域活性化担当）
　 内閣府　地方創生推進室 46

〈事例紹介〉
○クラウドファンディング活用事業「明日香村古民家活用おもてなしファンド」
　～日本国誕生の地で初めてのゲストハウス～
　 ････････････････････････････････････････････････････････････明日香村商工会　経営指導員 下田　正寿 49
○文化財を後世に伝え、さらなる発展を目指すファンド
　『あまみ温泉 南天苑ファンド』  ････････････････････････株式会社南天苑　代表取締役 山﨑　一弘 54
○自治体における金融機関との連携とクラウドファンディングの可能性
　 ･･････････････････････････････････････････････････････二戸市総合政策部政策推進課　課長 石村　一洋 59

〈データ〉
○オガールとは志と算盤を両立させること
　 ････････････････････････････････････････CRA 合同会社代表社員（元オガール紫波㈱取締役） 岡崎　正信 64

特別寄稿　歴史都市ローマの行政（４）
　－都市を読み、保全する－ ･････････････････････････････････法政大学社会学部　教授 長谷部俊治 68

特別寄稿　「伊豆市の新しい都市計画」へ向けたチャレンジ
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････伊豆市長 菊地　　豊 75

特別寄稿　 世界初の都市指標の国際規格 ISO37120 の制定と「世界都市データ協議会」
の活動について

　 ･･･････････････････････････････ 株式会社ミチクリエイティブシティデザイナーズ 代表取締役 

　 世界都市データ協議会 日本代表、Global Cities Institute シニアフェロー 河野　通長 77
《都市行政だより》・《都市計画協会だより》

主要行事予定・人事異動 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  83
職場紹介（国土交通省都市局まちづくり推進課） ･･････････････････････････････････････････････････  87
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都市局組織図 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  89
都市計画協会だより（MIPIM 関連、まちづくり拝見研修会のご案内、理事会・評議員会の開催）
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  91

《都市と雑学　Q&A》
日本に「下水道」の概念ができたのはいつごろ？ ･････････････････････････････････････････････････  91

平成 27 年５月号
特集　まちなかの空間・場所の作り方、使い方

巻頭言
まちなか広場が問いかけるもの　 ････････････大阪市立大学大学院　工学研究科　准教授 嘉名　光市 3
特集　まちなかの空間・場所の作り方、使い方
〈趣旨〉

○特集の趣旨～まちなかの空間・場所の作り方、使い方
　 ････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課企画専門官 青柳　　太 8

〈総論〉
○「まちなか広場とは、人の居場所。」　みる、みられ、みせて、横につながる
　 ･･･････････････････････････ 全国まちなか広場研究会 理事、NPO 法人 GP ネットワーク 理事

　 （株）ハイマート久留米　ひと・ネットワーククリエイター 山下　裕子 9
○人間中心の街路空間への展開
　 ････････････････････････････････････････東京大学大学院　新領域創成科学研究科　博士課程 三浦　詩乃 13
○公的空地からまちなか広場へ　～広場の作り方、使い方、育て方～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････北海道大学大学院工学研究院准教授 坂井　　文 18

〈事例紹介〉
○札幌都心の構造強化に資する広場整備
　～交通機能からの転換による人のための空間づくり～
　 ････････････････････････････････････････････････工学院大学建築学部まちづくり学科　教授 星　　卓志 24
○新潟ふるまちモール６におけるライジングボラード導入のその後
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 新潟市 中央区役所建設課 関口　晃司 27
○アオーレ長岡 ナカドマ  ･･･････････NPO 法人ながおか未来創造ネットワーク　代表理事 神林　　茂 29
○中野セントラルパーク  ･････････････････････････････････････ 株式会社 POD 共同代表 橘　　昌邦 32
○世界に開かれた新しいまち「グランフロント大阪」
　 ････････････････････････････････････････阪急電鉄株式会社　不動産事業本部　不動産開発部 植松　宏之
　 一般社団法人グランフロント大阪 TMO　まちづくり推進部 鈴木　裕二 35
○鳥取駅前太平線再生プロジェクト
　～道路上の大屋根空間を新たな交流の場とするために～
　 ･･･････････････････････････････････････国土交通省　地方創生コンシェルジュ（鳥取県担当） 

　 （都市局都市計画課都市機能誘導調整室） 大島　英司 37
○大分いこいの道　 ･･･株式会社ワークヴィジョンズ代表取締役・大分都心南北軸統括責任者 西村　　浩
　 大分大学工学部助教 姫野　由香 39
○佐賀市・わいわい !! コンテナプロジェクト　－ 21 世紀型の新しい都市計画手法を発明する－
　 ･････････････････････････株式会社ワークヴィジョンズ代表取締役（東京藝術大学非常勤講師） 西村　　浩 42
○港区青山　COMMUNE246
　 独立行政法人都市再生機構　東日本都市再生本部　都心業務部　港区エリア計画チームリーダー 三井　禎幸
　 流石創造集団株式会社　代表取締役 黒崎　輝男 45
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○天理駅前広場から賑わいを  ････････････････････････天理市市長公室総合政策課　主査 吉本　幸史 48
○賑わいと憩いが調和する「文化」・「活力」創造空間
　 ･･････････････････････････････････････････久留米市市民文化部久留米シティプラザ推進室長 宮原　義治 52
○シンボルプロムナードと花畑広場　－日本型の都市広場をめざして－
　 ････････････････････････････････････････････････････熊本大学大学院自然科学研究科准教授

　 桜町・花畑周辺地区まちづくりマネジメント検討委員会委員 田中　智之 54
〈データ〉

○まちをカジュアルに楽しむ、富山。
　 ･････････････････････････････････････････････････････NPO 法人 GP ネットワーク　理事長 橘　　泰行 56
特別寄稿　歴史都市ローマの行政（５）　－都市再生に向けた介入ルール－

　　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････法政大学社会学部　教授 長谷部俊治 58
《都市行政だより》・《都市計画協会だより》

主要行事予定・人事異動 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  66
都市計画協会だより（まちづくり拝見研修会のご案内） ･･･････････････････････････････････････････  67

《都市と雑学　Q&A》
「土地区画整理は都市計画の○」。○にあてはまるものは？ ･･･････････････････････････････････････  67

平成 27 年６月号
特集　まちづくり月間　～みんなが集うまちづくり～

グラビア
第 33 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

景観資源を活かした農山村地域の再生　～足助香嵐渓地区のまちづくり～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････豊田市長 太田　稔彦 3
特集　まちづくり月間　～みんなが集うまちづくり～

○第 33 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 7
○第 33 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
○第４回まちづくり法人国土交通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 12
○第 10 回『まち交大賞』について　 ････････････････････････････････まちづくり情報交流協議会
　 一般財団法人 都市みらい推進機構 13
○第 32 回まちづくり標語懸賞募集入選作品の紹介
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会 18
○第 10 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 20
○第 17 回「まちの活性化・都市デザイン競技」の結果概要
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ まちづくり月間全国的行事実行委員会
　 公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター 24
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○第 33 回まちづくり月間地方公共団体等における主な関連行事の紹介
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 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 34
○平成 27 年度都市景観大賞の結果概要　 ･･･････････････････････　「都市景観の日」実行委員会 36
○都市再生推進法人の紹介  ･･･････････････ 国土交通省 都市局まちづくり推進課 政策係長 森　　一将 41

特別寄稿　歴史都市ローマの行政（６・終）
　－アイデンティティを育む－　 ････････････････････････････法政大学社会学部　教授 長谷部俊治 43

特別寄稿　22 世紀への軽井沢グランドデザイン
　　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････長野県軽井沢町長 藤巻　　進 52

特別寄稿　都市の品格を支えるエンジニア・アーキテクト
　　 ････････････････････････････････････東京大学名誉教授、エンジニアアーキテクト協会会長 篠原　　修 56

特別寄稿　OECD 報告書「都市における高齢化」
－日本の都市における高齢化の経験は、世界の都市にどのような教訓を与えられるか－
　 ･･･ OECD（経済協力開発機構）公共ガバナンス・地域開発局 持続可能な成長のための地域政策課長 佐谷　説子 61

書　評　筑波研究学園都市論　三井　康壽　著
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････日本創成会議座長 増田　寛也 65

都市行政の動き　国際不動産見本市「MIPIM JAPAN」が日本で初開催
　 ･････････････････････････････････････････････････････････････････　国土交通省都市局総務課国際室 66

《都市計画協会だより》・《都市行政だより》
都市計画協会だより（まちづくり拝見研修会のご案内） ･･･････････････････････････････････････････  67
主要行事予定 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  67

平成 27 年７月号
特集　大都市の国際競争力の強化

巻頭言
世界の都市間競争での東京の課題
　 ････････････････････････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 3

特集　大都市の国際競争力の強化
〈趣旨〉

○特集の趣旨　～大都市の国際競争力の強化
　 ･･････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課　企画専門官 浪越　祐介 5

〈総論〉
○大都市の国際競争力の強化に向けた支援制度について
　 ･･････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課　企画専門官 浪越　祐介 6
○「東京都の国家戦略特区の取組状況」　～世界をリードするグローバル都市の実現に向けて～
　 ･･････････････････････････････････････東京都政策企画局調整部　国家戦略特区推進担当課長 小林　貴文 9
○大手町・丸の内・有楽町地区における国際競争力強化の取組
　 ････････････････････････････大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会　都市政策部会長 

　 三菱地所株式会社　開発推進部　都市計画室長 中嶋　利隆 13
○ Building Global Competitiveness the Singaporean Way  ･･･････････　Alisha Gill, Jean Chia 

　 Centre for Liveable Cities, Singapore's Ministry of National Development 17
○グローバル競争力の構築―シンガポールの場合
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････　Alisha Gill, Jean Chia
　 シンガポール国家開発省 Centre for Liveable Cities（CLC） 22
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〈コラム〉
○グローバル企業・高度人材を引きつけるために東京に求められる取組
　 ･･･････････ 株式会社 野村総合研究所　社会システムコンサルティング部　上級コンサルタント 小林　庸至 27
○ MIPIM JAPAN における大阪市の公民連携の取り組み
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････大阪市都市計画局長 川田　　均 33
○不動産市場の国際化への対応施策について
　 ･･････････････････････････････････････････････国土交通省土地・建設産業局　国際課長補佐 越智　成基 36

〈事例紹介〉
○グランフロント大阪の取組み紹介
　～ダイバーシティ、イノベーション、エリアマネジメントの実践都市～
　 ････････････････････････････････････････ 一般社団法人グランフロント大阪 TMO　事務局長 

　 （三菱地所株式会社大阪支店副支店長） 廣野　研一 39
〈データ〉

○東京オリンピック・パラリンピックの経済効果
　 ･･････････････････････････････････････････････････みずほ総合研究所　調査本部経済調査部 大和　香織 44
特別寄稿　第 17 回 EAROPH 地域セミナー開催

　　 ･･････････････････････････････････････････････ 国土政策研究会専務理事・EAROPH 理事 小浪　博英
　　 嬉野市地域セミナー推進監・実行委員会委員 三根　清和 47

《都市計画協会報告》
●平成 27 年度まちづくり拝見研修会（特別版）について（報告）
　　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人 都市計画協会 50
●「まちづくりと景観を考える全国大会」開催報告
　 ･･･････････････まちづくり月間全国的行事実行委員会　事務局　公益財団法人都市計画協会 51

《都市計画協会だより》・《都市行政だより》
都市計画協会だより（平成 27 年度まちづくりセミナー開催のご案内／まちづくり拝見研修会開催のご案内）
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  53
人事異動  ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  54

平成 27 年８月号
特集　コンパクトシティの形成に向けた取組について

巻頭言
歩いて暮らせるまちづくり「Smart Wellness City」の促進を！
　 ･･････････････････････････････････････････････････････筑波大学大学院人間総合科学研究科 久野　譜也 3
特集　コンパクトシティの形成に向けた取組について
〈総論〉

○コンパクトシティの形成に向けた関係施策の連携
　～「コンパクトシティ形成支援チーム」の設置～  ････････････国土交通省都市局都市計画課 6

〈各施策の取組〉
○コンパクトシティの実現に向けた持続可能な地域公共交通ネットワークの形成の取組
　 ･･････････････････････････････国土交通省総合政策局公共交通政策部　交通計画課　課長補佐 髙桒　宏之 9
○コンパクトシティの形成に向けた関連施策の連携　～中心市街地活性化施策の取組～
　 ････････････････････････経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループ中心市街地活性化室 松本　成玄 10
○公共施設等総合管理計画による公共施設等マネジメントの取組
　 ････････････････････････････････････････････････････総務省自治財政局財務調査課課長補佐 仁井谷興史 11
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○コンパクトシティと地域包括ケアシステムの連携に向けて　～介護・医療施策の取り組み～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････厚生労働省老健局高齢者支援課 橋口　真依
　 厚生労働省医政局地域医療計画課 後藤　友美 13
○都市農業振興基本法の制定と今後の取組
　 ･･････････････････････････････　農林水産省農村振興局農村政策部 都市農村交流課都市農業室 15
○コンパクトシティの形成に向けた関係施策の連携防災施策の取組
　 ････････････････････国土交通省 水管理・国土保全局 河川計画課 河川計画調整室　企画専門官 

　 （現　治水課　企画専門官） 中須賀　淳 16
○持続的な汚水処理システム構築に向けて　～下水道施策の取組～
　 ････････････････････････････ 国土交通省水管理・国土保全局 下水道部下水道事業課 課長補佐 藤井　良和 18
○連携中枢都市圏構想  ･････････････････････････････････････････････････総務省自治行政局市町村課 20

〈取組事例〉
○多極型のコンパクトシティと公共施設の再配置
　 ････････････････････････････････････････････････････秦野市政策部公共施設再配置推進課長 志村　高史 21
○医療・福祉政策の連携
　－柏市における地域包括ケアシステムの整備と「拠点型サービス付き高齢者向け住宅」制度の検討－
　 ････････････････････････････････････柏市　保健福祉部　高齢者支援課　介護基盤整備室主事 松本　洋輔 23
○熊本市における多核連携都市の実現に向けた取り組み
　 ････････････････････････････････ 熊本市 都市建設局 都市政策課 首席審議員 兼 都市政策課長 宮崎　裕章 27

〈計画作成の取組〉
○立地適性化計画等の作成に向けた取組　～手引き、Ｑ＆Ａ、具体的取組都市一覧の紹介～
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省都市局都市計画課 29

〈取組事例〉
○大都市近郊・魅力発信型コンパクトシティ  ････････････････････････大阪府箕面市 桜井ゆかり 33
○札幌市における立地適正化計画の策定について
　 ･･････････････････････････････････････････････････札幌市市民まちづくり局　都市計画部長 三澤　幹夫 36
○公共交通を都市軸とした高崎市のまちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････････高崎市都市整備部　都市計画課長 植原　　隆 40
○人口が減少しても活力があり続けるまちであるために
　～小さなまちが目指す立地適正化計画の取り組み～
　 ･･････････････････････････････････････････････････府中市まちづくり部まちづくり課　係長 日野　雄蔵 44
○育てよう！市民のくらしを守る公共交通　～地域公共交通網形成計画策定に係る取組事例～
　 ･･･････････････････････････････････････････････ 四日市市地域公共交通活性化協議会 事務局 

　 （四日市市都市整備部都市計画課公共交通推進室　室長） 秦　　英博 46
○岐阜市地域公共交通網形成計画について
　 ･････････････････････････････････････岐阜市総合交通協議会（岐阜市企画部交通政策審議監） 青木　保親 50
○久留米市地域公共交通網形成計画について
　 ････････････････････････････････････････････････････久留米市　都市建設部　交通政策課長 脇田　嘉浩 53

〈データ〉
○ GIS を活用した富山市における「コンパクトシティ」の取組効果把握
　 ･････････････････････････････････････････････････････････････････富山市　都市整備部　都市政策課 56
○秋田県由利本荘市における効率的な汚水処理計画見直しへの取り組みについて
　 ･･････････････････････････････････････････秋田県建設部下水道課　調整・環境整備班　班長 工藤　利一 59

《都市計画協会報告》
●第 39 回まちづくり拝見研修会について（報告）  ････････････････公益財団法人 都市計画協会 61
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《都市計画協会だより》・《都市行政だより》
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） ･････････････････････････････････････  64
人事異動 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  65

平成 27 年９月号
特集　都市マネジメント

巻頭言
新たな時代の都市マネジメントのあり方　 ･････････････東京大学大学院工学系研究科 浅見　泰司 3
特集　都市マネジメント

特集の趣旨　新たな時代の都市マネジメントのあり方について
　 ････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　都市政策課　都市政策企画官 田村　真一 5

〈総論〉
○新たな時代の都市マネジメント小委員会中間報告の概要
　 ･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市政策課　課長補佐 多田　龍介 6
○都市マネジメントとエリアマネジメントについて
　 ････････････････････････････････････････････････東京工業大学大学院社会理工学研究科教授 中井　検裕 10
○戦略的エリアマネジメントへの進化が進む欧米の都市
　 ････････････････････････････････････････････法政大学現代福祉学部・人間社会研究科　教授 保井　美樹 15
○商業業務地区の防災のあり方　～都市再生安全確保計画とエリアマネジメント～
　 ･･････････････････････････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 18
○機械式立体駐車場の安全対策について  ･････････････････ 　国土交通省都市局街路交通施設課 21
○地下街の安全確保  ･･････････････････････････････国土交通省　都市局　街路交通施設課 滋野　勝稔 24
○エリアマネジメントの今後の展望  ･･････････････京都大学経営管理大学院　特定教授 御手洗　潤 26

〈事例紹介〉
○地方都市、エリアマネジメントの“流れ”と“経営”
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 　浜松まちなかにぎわい協議会
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 浜松まちなかマネジメント株式会社 29
○公共空間の活用とエリアマネジメント
　～公共空間の活用から生み出されるエリアマネジメント財源とその活用～
　 ･･････････････････････････････････････････札幌駅前通まちづくり株式会社　代表取締役社長 白鳥　健志 33
○北鴻巣駅西口のエリアマネジメント
　 ･･･････････････････････････････････････････NPO 法人エリアマネジメント北鴻巣　事務局長 一瀬　隆一 38
○田町駅東口北地区におけるエネルギーの自立化への取組
　～官民連携による低炭素で災害に強いまちづくり～
　 ････････････････････････････････東京ガス（株）都市エネルギー事業部地域エネルギー開発部 山本　智美
　 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）スマートエネルギーネットワークシステム部 坂齊　雅史 43
○藤沢市の帰宅困難者対策　～協議会による計画づくりと訓練の実施～
　 ･･･････････････････････････････････････････････････ 藤沢市防災危機管理室 防災専任研究員 杉渕　　武 48
○エリアマネジメント人材育成の横展開  ･････････････紀州まちづくり舎　代表取締役 吉川　誠人 51

〈施策紹介〉
○「大都市戦略」の概要
　 ･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市政策課　課長補佐 多田　龍介 56
○エリアマネジメントの推進施策
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省都市局まちづくり推進課 63
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〈データ〉
○エリアマネジメント活動は都市にどのような影響を与えるのか
　―　実態分析と効果分析　―
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 和歌山大学経済学部 特任助教 上野　美咲
　 京都大学経営管理大学院 特定教授 御手洗　潤
　 京都大学経済研究所 先端政策分析センター 特定准教授 要藤　正任
　 和歌山大学経済学部 教授 足立　基浩 65
特別寄稿　東京外かく環状道路の地上部街路（外環の２）の見直しについて

～練馬区間の都市計画変更までの取組～
　 ････････････････････････････････････････････････東京都 都市整備局 都市基盤部 街路計画課 安西　崇博
　  桑原　大輔 70
書　評　インフラ・ストック効果

～新時代の社会資本整備の指針　インフラ政策研究会　著
　 ･･････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室長 光安　達也 76

《都市計画協会だより》・《都市行政だより》
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） ･････････････････････････････････････  77
人事異動 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  78

平成 27 年 10 月号
特集　第 67 回都市計画全国大会（石川県）

グラビア
第 67 回都市計画全国大会（石川県） ･･･････････････････････････････････････････････････････グラビア 1
特集　第 67 回都市計画全国大会（石川県）
〈巻頭挨拶〉

○第 67 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 板倉　英則 3
○第 67 回都市計画全国大会を迎えて ･･･････････････････････････････････石川県知事 谷本　正憲 5
○第 67 回都市計画全国大会を迎えて ･････････････････････････････････････金沢市長 山野　之義 7

〈石川県の取り組み〉
○石川県の都市計画  ････････････････石川県土木部都市計画課　都市政策グループリーダー 田中進一郎 9
○石川県の景観行政  ････････････････石川県土木部都市計画課　景観形成推進室　課長補佐 宇野　義和 12
○石川県の街路事業  ･･････････石川県土木部都市計画課　街路・都市交通グループリーダー 山　　道明 15
○石川県の土地区画整理事業  ･･････石川県土木部都市計画課　区画整理グループリーダー 髙橋　雅憲 18
○石川県の都市公園事業　 ･････････････････････････石川県土木部　次長兼公園緑地課長 田中　宏明 21
○石川県の下水道事業　 ････････････････････････････････石川県環境部　水環境創造課長 浅田　耕司 24

〈金沢市の取り組み〉
○金沢市の都市計画　～魅力あるまちの形成に向けて～
　 ･･････････････････････････････････････････････････金沢市都市整備局都市計画課　計画係長 土田　昌伯 27
○歴史資産を活用したまちづくり
　 ････････････････････････････････････････金沢市都市政策局歴史文化部　歴史建造物整備課長 水口　玲二 30
○金沢市の再開発事業　～「保存と開発の調和」によるまちづくり～
　 ････････････････････････････････････････････････金沢市都市整備局市街地再生課　課長補佐 南野　浩克 34

〈地方都市の取り組み〉
○珠洲市バイオマスメタン発酵施設について
　 ････････････････････････････････････････････････････珠洲市生活環境課　主幹兼下水道係長 女田　良明 37
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○間垣の里の保存に向けて  ･････････････････････輪島市建設部都市整備課　景観推進係長 橋浦　裕美 40
○和倉温泉まちなか賑わい再生と住民がいきいきと暮らすまちづくり
　 ･･････････････････････････七尾市建設部都市建築課　主幹兼都市整備・景観グループリーダー 横山　暁史 43
○美しい棚田と眺望景観の保全に向けた取り組み
　 ･･････････････････････････････････････････････羽咋市産業建設部地域整備課　都市計画係長 山本　　学 46
○マンホール蓋を活用した官民協働による地域の活性化
　 ････････････････････････････････････････････････････かほく市産業建設部上下水道課　主査 松本　匡史 49
○野々市市の新たな顔づくり　～野々市市中南部土地区画整理事業～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････野々市市産業建設部　都市計画課長 西野　　豊 52
○市町村合併による土地利用制度の見直し
　 ･･････････････････････････････････････････････････････能美市産業建設部都市計画課　主任 瀬川　範也 55
○松任駅周辺の整備について　～二つの区画整理事業連携による市街地整備～
　 ････････････････････････････････････････････････････････････白山市建設部　都市計画課長 喜多　悟史 58
○進化する JR 小松駅周辺　～人材育成・学びの集中エリアを目指して～
　 ････････････････････････････････････････････････小松市都市創造部　まちデザイン第２課長 北中　秀治 62
○温泉文化と総湯の伝統を継承するまちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････････････加賀市建設部　都市計画課長 高本　充浩 65

〈民間団体の取り組み〉
○御祓川が育むマチ・ミセ・ヒト  ･･･････････････････････株式会社御祓川　代表取締役 森山　奈美 69
○金沢のまちに元気と賑わいを！　㈱金沢商業活性化センターの取組み
　 ････････････････････････････････････････････株式会社金沢商業活性化センター　代表取締役 篠田　　健 73
○城下町大聖寺における景観まちづくり活動
　 ･････････････････････････････････････････････････････NPO 法人歴町センター大聖寺　理事 埒　　正浩 76

平成 27 年 11 月号
特集　激甚化する豪雨浸水被害への対応

巻頭言
水災害に強くしなやかなまちづくり ････････････････ 東京大学大学院工学系研究科 教授 古米　弘明 3
特集　激甚化する豪雨浸水被害への対応
〈総論〉

○防災・減災に配慮した都市づくり　－８.20 広島豪雨災害の検証から－
　 ････････････････････････････････････････････････････････ 広島大学 大学院 社会科学研究科 松田　智仁 5
○近年の豪雨の状況　 ･･･････････････････････一般財団法人　日本気象協会　事業統括部長 櫻井　康博 9
○水災害分野における気候変動適応策のあり方について（答申）
　～災害リスク情報と危機感を共有し、減災に取り組む社会へ～
　 ･･････････････････ 国土交通省 水管理・国土保全局　河川計画課 河川計画調整室　企画専門官 久保　宜之 13
○都市部における総合的な治水対策
　 ･･････････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局治水課　課長補佐 空　　周一 17
○下水道による都市の浸水対策
　―まちづくりと連携したソフト・ハード対策の推進に向けて―
　 ･･････････････････････国土交通省　水管理・国土保全局　下水道部　流域管理官付　課長補佐 山縣　弘樹 22
○「タイムライン」は、地域防災を変える
　～意思決定支援ツールとしての役割は大きい～
　 ････････････････特定非営利活動法人　環境防災総合政策研究機構　環境・防災研究所　副所長 松尾　一郎 26
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〈都市における浸水対策〉
○名古屋市における浸水対策について
　 ･･･････････････････････名古屋市上下水道局　技術本部計画部　主幹（緊急雨水整備計画担当） 坂部　泰理 32
○平成 26 年８月広島市豪雨災害の被災状況と復興に向けた取組について
　 ･･･････････････････････････････････････････････････ 広島市下水道局施設部計画調整課 課長 宍戸　誠二 36
○金沢市における水害に強いまちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････金沢市土木局内水整備課雨水施設係長 増村　一秀 40
○岡崎市における水害リスクを考慮したまちづくりに向けて
　～土地の成り立ちと字名から水害リスクを考える～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････岡崎市上下水道局下水工事課長 荻野　恭浩 43

〈流域での浸水対策〉
○滋賀県流域治水条例における“まちづくり治水”の取り組み
　 ･･･････････････････････････････････ 滋賀県土木交通部流域政策局 流域治水政策室　室長補佐 辻　　光浩 48
○京都府における浸水対策  ･･･････････････････････････････京都府環境部水環境対策課長 岩崎　宏和 51

〈官民連携・ソフトによる浸水対策〉
○横浜駅周辺における官民連携した浸水対策
　 ･･････････････････････････････横浜市都市整備局都心再生部都心再生課横浜駅周辺等担当係長 村田　　功 55
○渋谷駅の再開発にあわせた浸水対策
　 ････ 東京急行電鉄株式会社　都市創造本部　開発事業部　渋谷開発一部　渋谷駅街区土地区画整理事業共同施行者事務所長 森　　正宏 58

特別寄稿　災害対策訪米調査報告　－災害対策の共有化の時代へ－
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････政策研究大学院大学　客員教授 三井　康壽 62

《都市計画協会報告》
第 40 回まちづくり拝見研修会の報告（長浜市）
　　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 　公益財団法人 都市計画協会 70
第 67 回都市計画全国大会（石川県金沢市）開催報告
　 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 　公益財団法人 都市計画協会 72

《都市計画協会だより》・《都市行政だより》
都市計画協会だより（まちづくり拝見研修会／まちづくりセミナーのお知らせ） ･･････････････  74
人事異動 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  75

平成 27 年 12 月号
特集　歴史まちづくりがもたらす効果

巻頭言
歴史を活かしたまちづくりのこれから ･･････････････････････････････千葉大学大学院 池邊このみ 3

まちと私
歴史まちづくりへの期待　 ･･･････ 株式会社小西美術工藝社　代表取締役　デービッド・アトキンソン 5

特集 歴史まちづくりがもたらす効果
○歴史まちづくりに関する取組状況・今後の展開
　 ････････････････････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　課長補佐 三井雄一郎 9

〈歴史まちづくりがもたらす効果〉
○広域観光周遊ルート形成における歴史的風致の活用
　 ････････････････････････････････三重県多気郡明和町斎宮跡・文化観光課　文化財保存活用監 中野　敦夫 13
○歴史的街並みにおける景観保全の取組み
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････小田原市都市部都市計画課 杉田　隆水 16

新都市12月.indb   87 2015/12/15   5:36:50



88  Vol.69 No.12 2015  SHINTOSHI

○古都における屋外広告物適正化の挑戦
　～「新景観政策」50 年後、100 年後も光輝く京都を目指して～
　 ･････････････････････････････････････････････････････････京都市都市計画局都市景観部景観政策課
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