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「新都市」平成31年・令和元年第73巻総目録

平成 31 年１月号
特集１ エリアで見るまちづくり
特集２ エリアで見る駐車場　　

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
都市行政の展望･･････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局長･ 青木　由行･ 4

施策紹介
都市再生特別措置法改正
（公共公益施設の転用柔軟化等、駐車施設の付置義務の適正化）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･ 松田友加里
　･ 同課　企画係長･ 櫻井　芽衣
　･ 街路交通施設課　駐車場係長･ 三次　涼太･ 7

特集１ エリアで見るまちづくり
〈エリアをデザインする－「公」から「公・民・学」へ－〉
○公共施設再編にあわせた人流創出（香川県丸亀市）
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････丸亀市都市整備部都市計画課･ 10
○商業都市から融合都市へのリ・デザイン　～「公」から「公・民・学」へ～
　－千葉県柏市：柏セントラルグランドデザイン（柏駅周辺基本構想）－
　･･･････････････････････････････････････ 柏アーバンデザインセンター（UDC2）副センター長･ 安藤　哲也･ 16

〈持続的なエリアマネジメント活動〉
○民間まちづくり活動財源の「地産地消」のすすめ
　～民間まちづくり活動の財源確保に向けた枠組みの工夫に関するガイドラインについて～
　･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課　課長補佐･ 信田　啓輔
　･ 同課　官民連携推進係長･ 牛越　大輝･ 22
○マネジメント型まちづくりファンドについて
　･････････････････････････････････････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･ 26
○伝統的なまち並を守る新たなこころみ　－地域でお金をまわす仕組みづくり－
　川越市中心市街地活性化協議会の取り組み試案
　･････････････････････････････････････････････････････････････････株式会社まちづくり川越･ 風間　清司･ 29
○古民家再生支援への取組みと「谷根千まちづくりファンド
　（民間都市開発推進機構のまちづくりファンドの活用）」について
　････････････････････････････････････････････････････････朝日信用金庫･お客さまサポート部･ 竹尾　伸弘･ 35
○長野信用金庫の地域活性化支援･～ NAGANOまちづくり応援ファンドの組成～
　･････････････････････････････････････････････････････････長野信用金庫　地域みらい応援部･ 丸山　直也･ 39
○欧米における街路空間の再生事例と再生を支える仕組み
　･･･････････････････････････････････････････横浜国立大学　都市イノベーション研究院　助教･ 三浦　詩乃･ 42
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特集２ エリアで見る駐車場
〈駐車場を活かす〉
○まちづくりにおけるこれからの駐車場のあり方
　･･･････････････････････････････････････････････････････日本大学理工学部土木工学科　教授･ 大沢　昌玄･ 48
○公営駐車場の運営・利活用に関する展望と課題
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････和歌山市　まちなみ景観課･ 平林　裕基･ 53
○沼津市における中心市街地のまちづくり戦略に向けて
　･････････････････････････････････････････････沼津市都市計画部まちづくり政策課　課長補佐･ 齋藤　忠興･ 57

〈駐車場をコントロールする〉
○駐車場の独自ルールを活用した歩行者優先のまちづくりの取組
　･････････････････････････････････････ 豊島区･都市整備部･参事　交通・基盤担当課長事務取扱･ 原島　克典･ 62
○まちづくりの視点に立った駐車場政策の展開
　～駐車場の適正配置を目指した金沢市の取組～
　･･･････････････････････････････････････････････金沢市都市政策局交通政策課　交通政策係長･ 中川　宏希･ 67
○渋谷駅周辺地域のまちづくりにおける駐車場のあり方について
　･･････････････････････････････････････････渋谷区都市整備部渋谷駅周辺整備課･事業推進主査･ 叶　　卓二･ 71

〈駐車場の新技術〉
○機械式駐車場の安全対策に関する取組･･･････････････公益社団法人立体駐車場工業会･ 成松千万人･ 76

特別寄稿 東京都の都市計画史
･ ･･････････････････････････････････････････････････東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課･ 82

特別寄稿 山梨県の都市計画史
･ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････山梨県　県土整備部　都市計画課･ 96

シリーズ 都市のスポンジ化地区における誘導施設整備のための集約換地等の市街地整備手法
･ ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課･ 111

寄稿 「認定都市プランナー」平成 30 年度認定審査結果と「マスター都市プランナー」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･ 115
《まちに集えば》
○ゲストハウスが変える街の風景･･･････････････････････株式会社machimori 代表取締役･ 市来広一郎･ 118

《都市計画協会報告》
○第 49 回まちづくり拝見研修会の報告（長岡京市）････････････････公益財団法人都市計画協会･ 124

《都市計画協会だより》
○新刊紹介・第 71 回都市計画全国大会（新潟県新潟市）のご案内･･････････････････････････････ ･ 127

平成 31 年２月号
特集 都市とイノベーション

巻頭言
イノベーティブな都市を考える･･･････････････････････････東京大学　まちづくり研究室･ 小泉　秀樹･ 3

特集 都市とイノベーション
○特集の趣旨「都市とイノベーション」
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 　国土交通省都市局都市政策課
　･ 国土交通省都市局まちづくり推進課･ 7
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〈総論〉
○イノベーションが生まれる都市の条件･･･････････早稲田大学ビジネススクール准教授･ 入山　章栄･ 8
○地に足ついたスマートシティの推進
　･････････････････････････････････国土交通省　都市局都市計画課　都市計画調査室　課長補佐･ 関　　信郎･ 14
○世界の都市総合力ランキングから見る都市を取り巻く環境変化
　･･･････････････････････････････････････････ 一般財団法人森記念財団･都市戦略研究所･研究員･ 松田真理子･ 19

〈スマートシティへの取組〉
○都市開発、イノベーションの分野等におけるシンガポール政府の取組について
　･･････････････････････････････････････････････････国土交通省海事局･船舶産業課国際業務室･ 運﨑　彩香･ 24
○国内最大級の「見守りカメラ」・日本初の官民連携「見守りサービス」
　－子どもや高齢者が安全に安心して暮らせるまちを目指して－
　･･･････････････････････････････････････････････････････････加古川市協働推進部生活安全課･ 三和　宏幸･ 30
○パナソニックにおけるスマートシティへの取組みについて
　－Fujisawa サスティナブル・スマートタウンのマネジメントと持続的取組み－
　･････････････････････････････････････････パナソニック株式会社ビジネスソリューション本部･ 坂本　道弘･ 37
○都市におけるスマートシティ実証調査
　･････････････････････････････････････････････ 国土交通省･都市局･市街地整備課　企画専門官･ 野村　隆浩･ 43

〈スタートアップとまちづくり〉
○世界第二の起業都市（スタートアップ・シティ）に変貌したニューヨーク
　･････････････････････････････････････････････････････････････････ JETRO/IPA･New･York･ 中沢　　潔･ 49
○東京都におけるスタートアップとまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 東京都･政策企画局調整部渉外課
　･ 産業労働局商工部創業支援課
　･ 都市整備局都市づくり政策部開発企画課･ 58
○「グローバル創業都市・福岡」の実現に向けて
　･････････････････････････････････････････････････････福岡市総務企画局企画調整部企画係長･ 橋本　　歩･ 65
○つくば市におけるスタートアップへの取組
　･････････････････････････････････････つくば市経済部産業振興課スタートアップ推進室　室長･ 塚本　健二･ 70
○コワーキングスペースが地方都市へ与えるインパクト
　「秘密基地」が実践する交流を核としたまちづくりの事例
　･･･････････････････････････････････････････････････一般社団法人まちはチームだ　代表理事･ 岡　　秀樹･ 80

特別寄稿 大阪府の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････大阪府都市整備部都市計画室･ 86

シリーズ 都市のスポンジ化地区における誘導施設整備のための集約換地等の市街地整備手法
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課･ 98

《都市計画協会報告》
○まちづくりセミナー･開催の報告･････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会･ 103
○第 50 回まちづくり拝見研修会の報告（飯塚市）･･･････････････････公益財団法人都市計画協会･ 110

《都市計画協会だより》
○新刊紹介・第 71 回都市計画全国大会（新潟県新潟市）のご案内･･････････････････････････････ ･ 114
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平成 31 年３月号
特集 立体化する都市機能と緑

巻頭言
City･in･a･Garden･････････････････････････････････････東京工業大学環境・社会理工学院教授･ 中井　検裕･ 3

特集 立体化する都市機能と緑
〈都市の立体化〉
○立体道路制度の変遷と今後の活用方策････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････都市計画課･ 5
○立体道路制度の活用による既存道路の上空利用
　････････････････････････････････････････････････････････････ 大阪市都市計画局　計画部都市計画課
　･ 開発調整部開発計画課･ 11
○立体都市計画制度の活用による交通広場と建築物の立体利用
　～鈴蘭台駅前地区～･･････････････････････････神戸市住宅都市局市街地整備部都市整備課･ 森口　　哲･ 15
○高架下をつなぐまちづくり
　～ JR中央線（三鷹～立川）連続立体交差事業を契機とした
　　中央ラインモールプロジェクトの取り組み～
　･･････････････････････････････････････････････････ 株式会社 JR中央ラインモール･開発本部･ 山本　正俊･ 21
○鉄道高架下を活用したまちづくり
　･･･････････････････････････京浜急行電鉄株式会社･生活事業創造本部･リテール事業部･課長補佐･ 越田　　学･ 26
○人工地盤上に戸建て風ペントハウス住宅「ペントテラス」を整備した事例
　～西富久地区第一種市街地再開発事業～
　･････････････････････････野村不動産株式会社　開発企画本部　プロジェクト開発三部　副部長･ 江浦　智昭･ 30
○明石市における駅前再開発による公共施設の整備とその波及効果
　･･････････････････････････････････････････････････････････明石市･政策局･都市開発室･まち再生担当･ 37

〈都市緑化〉
○都市緑化を巡る現状と今後の展望
　･･････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課　緑地環境室･ 41
○特殊緑化の新たな動向
　････････････････････公益財団法人都市緑化機構　特殊緑化共同研究会委員長･有限会社緑花技研･ 藤田　　茂･ 45
○緑地の社会・環境価値を「見える化」し、ステークホルダーにとって魅力のある企業緑地へ
　－SEGES（シージェス：Social･and･Environmental･Green･Evaluation･System：社会・環境貢献緑地評価システム）
　･･･････････････････････････････････････････公益財団法人都市緑化機構　企画調査部　研究員･ 菊池佐智子･ 50
○名古屋市における緑化地域制度の取組　～施行 10 年を迎えて～
　･････････････････････････････････････名古屋市緑政土木局緑地部緑地維持課緑化指導審査係長･ 石川　和之･ 60
○東京都における緑化施策について･･･････････東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課
　･ 東京都環境局自然環境部緑施策推進担当課･ 64
○「残しながら、蘇らせながら、創っていく」都市緑化、経年優化の実践
　～東京日本橋、「福徳神社と福徳の森」プロジェクトから～
　･･･････････････････････････････三井不動産株式会社開発企画部環境創造グループ　グループ長･ 雨宮　克也･ 69
○東京都心部の再開発と緑
　－大手町・丸の内・有楽町地区にみる「緑の質」とそれを支える「計画設計技術」－
　･･････････････････････････････････････････････株式会社三菱地所設計･ランドスケープ設計室･ 植田　直樹･ 73
○ヴァーティカルガーデンシティが作り出す緑のランドスケープ
　･･･････････････････････････････････森ビル株式会社設計部設計監理部監理２グループ外構担当･ 大西　　淳
　･ ･ 中右麻衣子･ 78
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特別寄稿（旧）都市計画法の制定と池田宏
　･･････････････････････････････････････････茨城県副知事（前国土交通省都市局都市計画課長）･ 宇野　善昌･ 83

特別寄稿 福島県の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 福島県土木部都市計画課･ 91

特別寄稿 熊本市の都市計画史
　･･････････････････････････････････････････････････････････熊本市都市建設局都市政策部都市政策課･ 105

シリーズ 都市のスポンジ化地区における誘導施設整備のための集約換地等の市街地整備手法
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局市街地整備課･ 117

海外報告 EAROPH 世界会議に参加して
　････････････････････････････････････････（公財）区画整理促進機構理事長・EAROPH･副会長･ 矢島　　隆
　･ （公財）都市づくりパブリックデザインセンター代表理事・EAROPH･評議員･ 木下　瑞夫･ 121

《都市計画協会だより》
○新刊紹介・第 71 回都市計画全国大会（新潟県新潟市）のご案内･･････････････････････････････ ･ 122

平成 31 年４月号
特集１ 平成の都市政策を振り返る
特集２ 2019 年度予算の概要  　　

　
巻頭言
平成の都市を振り返る･･････････････････････････一般財団法人　計量計画研究所　代表理事
　･ 日本大学理工学部　土木工学科　特任教授･ 岸井　隆幸･ 3

特集１ 平成の都市政策を振り返る
○本号の特集にあたって･･････････････････････････････････････････････････････「新都市」編集委員会･ 11
　･ （総括：国土交通省都市局まちづくり推進課）

○平成の都市計画･････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課土地利用調整官･ 岸田里佳子･ 13
○平成の都市再生政策････････････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･ 墳﨑　正俊
　･ （独）都市再生機構都市再生部全国まちづくり支援室主幹･ 信田　啓輔･ 20
○平成の市街地整備政策･･･････････････国土交通省都市局市街地整備課拠点整備事業推進官･ 小川　博之･ 27
○平成の街路政策･････････････････････････国土交通省都市局街路交通施設課街路事業調整官･ 青柳　　太･ 32
○平成の公園緑地政策（都市公園政策を中心として）
　･････････････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課公園緑地事業調整官･ 片山　壮二･ 37
○平成の景観・歴史まちづくり政策
　･････････････････････････････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長･ 渡瀬　友博･ 44
○平成の下水道政策･･････････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･ 角野　貴優
　･ 下水道事業課企画専門官･ 堂薗　洋昭
　･ 流域管理官付課長補佐･ 末久　正樹･ 50
○平成の災害と都市安全政策････････････････････国土交通省都市局都市安全課企画専門官･ 犬飼　　武･ 54
○ OECDにおける地域開発政策の議論の 30 年史
　･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局総務課国際室海外展開推進官･ 今井　龍郎･ 61

特集２ 2019 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･ 65
○都市局関係予算の概要･･････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局総務課･ 67
○下水道事業における 2019 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･ 111
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施策紹介 まちづくりの『官民連携』に向けた自治体のひと工夫
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省大臣官房付･ 鹿子木　靖･ 115

特別寄稿 線引き制度の 50 年
　･･･････････････････････････････････････････････････････････東京都市大学都市生活学部教授･ 明石　達生･ 122

特別寄稿 徳島県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････徳島県県土整備部都市計画課･ 131

寄稿 都市計画コンサルタント優良業務登録事業（ejob 事業）
平成 30 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･ 146

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会（鶴岡市）のご案内・第 71 回都市計画全国大会
　のご案内・理事会の開催について･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 149
○新刊紹介･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 150
○都市計画協会　2019 年発行書籍のご案内･････････････････････････････････････････････････････････ ･ 151

令和元年５月号
特集 平成 30 年災害からの復旧・復興とリスクと向き合うまちづくり

巻頭言
西日本豪雨災害からの復旧・復興に向けて･･････････････････････････････････坂町長･ 吉田　隆行･ 3

特集 平成 30 年災害からの復旧・復興とリスクと向き合うまちづくり
○本号の特集にあたって（平成 30 年災害の概要と特徴）････････国土交通省都市局都市安全課･ 7

〈平成 30 年 7 月豪雨災害からの復旧・復興〉
○平成 30 年７月豪雨におけるまち・住まいの復旧・復興調査について
　････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局市街地整備課･企画専門官･ 村上　　努･ 9
○平成 30 年７月西日本豪雨により市街地を埋め尽くした土砂との戦い
　～広島市の取り組み～･････････････････････････････広島市下水道局河川防災課　専門員･ 立石　哲夫･ 14
○堆積土砂排除に向けた油圧ショベルの緊急派遣支援
　･･････････････････････････････････････････････一般社団法人日本建設機械レンタル協会･会長･ 角口　賀敏･ 19
○平成 30 年７月豪雨災害からの復旧・復興『倉敷市真備地区の復興まちづくり』
　･･･････････････････････････････････････････････････････倉敷市建設局災害復興推進室　次長･ 下村　隆之･ 22
○復興のまちづくり（呉市の取組）･･･････････････････････････････････････････････････ 呉市復興総室･ 28
○土砂・がれき撤去の事例ガイドの紹介･･･････････････････････････国土交通省都市局都市安全課･ 32

〈北海道胆振東部地震からの復興と宅地防災対策〉
○大規模な流動化被害を受けた札幌市清田区里塚地区における市街地復旧について
　･････････････････････札幌市建設局市街地復旧推進室　清田区里塚地区市街地復旧推進担当課長･ 須志田　健･ 35
○最近の宅地被害とその対応･･････････････････国土交通省都市局都市安全課　企画専門官･ 石井　　崇･ 41
○大規模盛土造成地おける耐震化について－西宮市における事前対策事例－
　･････････････････････････････････････････････････････････ 西宮市･都市局･建築・開発指導部･ 吹田　浩一･ 46

〈リスクと向き合うまちづくり〉
○藤沢市立地適正化計画と津波防災まちづくり･･････････････藤沢市　計画建築部　都市計画課･ 51
○美波町における津波対策への取り組み････････････････････徳島県美波町建設課･主査･ 福島　康人･ 56
○土砂災害から命を守る･～住宅移転促進事業～
　･････････････････････････････････････････････････熊本県土木部河川港湾局砂防課　課長補佐･ 堤　　康博･ 60
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○移転元地の利活用～東日本大震災の実例～･････････････････大船渡市･災害復興局･土地利用課･ 62
○被災地における土地活用の促進等に係るガイドブックについて
　････････････････････････････････････････････････････････復興庁インフラ構築班･参事官補佐･ 岩崎　　健･ 70

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会（鶴岡市）のご案内・新刊紹介･･････････････････････････････････････････ ･ 75

令和元年６月号
特集 まちづくり月間

グラビア　第 37 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
21 回のまちづくり・都市デザイン競技を振り返る･･･････････神戸芸術工科大学教授･ 西村　幸夫･ 3

特集 まちづくり月間
○第 37 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 37 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･ 10
○第８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１回コンパクトなまちづくり大賞並びに第１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 14 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･ 21
○第 21 回（2018 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･ 25
○ 2019 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〉
○郡山城を中心としたにぎわい創出の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････大和郡山市都市建設部都市計画課　主事･ 田村　洸太･ 38
○住生活研究的NPOから街づくり新NPOへの展開について
　～ちば地域再生リサーチから団地・未来シフトへ～
　････････････････････････････････････････････････････NPO法人ちば地域再生リサーチ理事長･ 服部　岑生･ 43
○住まいのまちなみコンクール国土交通大臣賞受賞後の
　城南住宅組合の活動について･････････････････････････････････････････城南住宅組合･ 五味　哲夫･ 48
○よみがえった吹屋の町並み　～都市景観大賞後の取り組み～
　･･･････････････････････････････････････ 岡山県高梁市歴史まちづくり室･兼･秘書広報課企画係･ 惣田美栄子･ 55
○都市再生推進法人に関するデータ等の紹介
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 60
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寄稿 都市計画やまちづくりにも役立つ！
～「地理院地図」を活用してみましょう～
　･･･････････････････････････････････････国土交通省国土地理院地理空間情報部情報普及課課長･ 佐藤　壮紀･ 63

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会（鶴岡市）のご案内・
　まちづくりセミナーのご案内・新刊紹介･･････････････････････････････････････････････････････････ ･ 67

令和元年７月号
特集 まち×働き方、子育て、健康

巻頭言
ライフスタイルの多様化のためのまちづくりと空間政策
　･･･････････････････････････････････････････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･ 3

特集 まち×働き方、子育て、健康
〈まち×働き方〉
○鶴岡市立地適正化計画　～先端研究産業による･新しいまち～
　･･･････････････････････････････････････････････････鶴岡市建設部都市計画課　都市計画主査･ 三浦　一夫･ 7
○創造的な移住支援で町を活性化･････････････････････････神山町産業観光課商工観光係･ 高橋　成文･ 12
○多様な個の働き方とまちづくり　～東急沿線での兆しを例として～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････東京急行電鉄株式会社･ 山口堪太郎･ 17
○共創空間のデザイン･･････････････････株式会社ロフトワーク　LAYOUT･unit･事業責任者･ 松井　　創･ 24

〈コラム〉
○テレワークの今･････････････････････国土交通省都市局都市政策課都市環境政策室課長補佐･ 三保木貴幸･ 28
○働く女性から見た都心集中･･････････････････････カルチャースタディーズ研究所　主宰･ 三浦　　展･ 33

〈まち×子育て〉
○「まち保育」の必要性と可能性　～“まちで育てる”ことは“まちが育つ”こと～
　･････････････････････････････････････････････横浜市立大学学術院（国際総合科学群）准教授･ 三輪　律江･ 39
○改正都市公園法と保育所の設置
　････････････････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課･公園利用推進官･ 峰嵜　　悠･ 44
○大規模マンションにおける保育施設の設置促進に向けた取組事例について
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課　課長補佐･ 雪野　智行･ 47
○人口減少時代に、子育て世代の人口増　～流山市のマーケティング戦略～
　･････････････････････････････････････････････流山市役所　総合政策部　マーケティング課長･ 河尻和佳子･ 52
○送迎保育ステーションを活用した多様な保育の提供について
　･･･････････････････････････････････････････････････････町田市政策経営部経営改革室　課長･ 押切　健二･ 56
○まちの保育園・こども園　～子どもも地域も生きるコミュニティの創造～
　･････････････････････････････････････････････････････まちの保育園・まちのこども園　代表･ 松本理寿輝･ 61

〈まち×健康〉
○健康まちづくりへの取組･･････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課
　･ 都市計画課
　･ 街路交通施設課･ 66
○まち×健康　～三条市における取り組み～
　･･･････････････････････････････････････････････三条市　総務部政策推進課政策推進係　係長･ 前山　直人･ 71
○まち×健康　～高松市における取組～･････････････････････････ 高松市･都市整備局･都市計画課･ 76
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○ ICTを活用した官民連携の健幸まちづくり推進プロジェクト
　･･････････････････････････････････ 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･ 80
○ Smart･Wellness･City が社会保障制度の持続に貢献する
　･･･････････････････････････････････････････････････筑波大学大学院人間総合科学研究科教授･ 久野　譜也･ 89

報告 都市計画法・建築基準法制定 100 周年記念式典
･ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会･ 94

《都市計画協会だより》
○まちづくりセミナー（宇都宮市・北九州市）のご案内・
　まちづくり拝見研修会（岡崎市）のご案内・
　第 71 回都市計画全国大会について・通常理事会の開催について・
　定時評議員会の開催について・新刊紹介･･････････････････････････････････････････････････････････ ･ 95

令和元年８月号
特集１ 日本のガーデンツーリズム　　
特集２ 世界の都市の動向と日本の貢献

巻頭言
ガーデンツーリズムに期待する･････････････････････････････････東京都市大学特別教授･ 涌井　史郎･ 3

特集１ 日本のガーデンツーリズム
○ガーデンツーリズム登録制度の創設について
　･･････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課　緑地環境室･ 6
○月刊「ノジュール」とシニア世代の庭園観光への期待
　･･･････････････････････株式会社 JTBパブリッシング･時刻情報・MD事業部･ノジュール編集部･ 小林　　茂･ 9
○北海道ガーデン街道･･････････････････････････････････北海道ガーデン街道協議会　会長･ 林　　克彦･ 14
○にいがた庭園街道･･････････････････････････････････にいがた庭園街道ネットワーク代表･ 吉川　真嗣･ 19
○富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの庭園」ツーリズム
　･･･････････････････････････････････富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの庭園」ツーリズム協議会･ ･

　･ 事務局･公益財団法人神奈川県公園協会　事業調整担当課長･ 太田　優子･ 24
○「ガーデンネックレス横浜」の取組と展開
　･･･････････････････････････････････････････････････････ ガーデンネックレス横浜実行委員会事務局･ 30
○アメイジングガーデン・浜名湖　～日本の花と庭園観光の中心地を目指して～
　･････････････････････････････････････････････････浜名湖ガーデンツーリズム推進会議　会長･ 塚本こなみ･ 34
○「宮崎花旅 3

さんろくご

65」による地域活性化
　････････････････････････････････････････････････････････････宮崎市都市整備部景観課･課長･ 寺原　誠一･ 39
○国営常陸海浜公園におけるインバウンドへの対応
　･･････････････････････････････････････････････････････（一財）公園財団　ひたち公園管理センター･ 45
○「第 36 回全国都市緑化信州フェア」の開催
　The36th･National･Urban･Greenery･Fair･in･Shinshu
　･････････････････････長野県建設部都市・まちづくり課全国都市緑化信州フェア推進室　企画幹･ 兵藤　裕一･ 50
○ 2019 中国北京国際園芸博覧会日本国出展について
　･･････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課　緑地環境室･ 59

特集２ 世界の都市の動向と日本の貢献
○「世界の都市の動向と日本の貢献」の特集について
　･･･････････････････････････････････････国土交通省総合政策局社会資本整備政策課　課長補佐･ ･

　･ （前・都市局総務課国際室　海外展開推進官）･ 今井　龍郎･ 62
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○世界の都市開発事業の動向と日本企業の課題
　･････････････････････････････････東京都市大学大学院環境情報学研究科都市生活学専攻　教授･ 宇都　正哲･ 64
○サステイナブルな都市輸出をいかに進めるか
　･････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻　准教授･ 城所　哲夫･ 69
○ Made･by･Japan 日本製スマートシティと圧倒的な日本の強み
　･･･････････････････････････････････････････････････････････ 亜細亜大学･都市創造学部･教授･ 岡村　久和･ 75
○日本政府によるASEANスマートシティ・ネットワークとの連携
　･･･････････････････････････････････････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･ 84
○ UR都市機構における海外展開支援の取組み
　･･････････････････････････････････････････････独立行政法人都市再生機構･海外展開支援部長･ 大森　直樹･ 87
○低炭素社会の実現に向けた都市間連携事業の取組
　･･･････････････････････････････環境省地球環境局国際連携課国際協力・環境インフラ戦略室長･ 杉本　留三･ 91
○双日の海外工業団地事業・都市インフラ開発事業
　･････････････････双日株式会社　産業基盤・都市開発本部　産業・都市基盤開発部　開発第二課･ 山北　和之･ 95
○鹿島の東南アジア都市開発スナヤン・プロジェクト
　･･･････････････････････････････････PT.･Senayan･Trikarya･Sempana 社長（鹿島建設より出向）･ 曽我隆一郎･ 100

施策紹介 「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市の再生
～「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」の報告書を公表しました～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 105

《都市計画協会報告》
○第 51 回まちづくり拝見研修会の報告（鶴岡市）･･･････････････････公益財団法人都市計画協会･ 117

《都市計画協会だより》
○令和元年度まちづくりセミナー（宇都宮市・北九州市）のご案内・
　まちづくり拝見研修会（岡崎市）のご案内（2019 年 11 月５日）・
　第 71 回都市計画全国大会について（新潟県新潟市、令和元年 10 月 24 ～ 25 日）･･･････････ ･ 122

令和元年９月号
特集 コンパクト・プラス・ネットワーク最前線

巻頭言
令和の時代の新たなまちづくり
－ネクストステージにおける藤枝市のチャレンジ－･･････････････････････藤枝市長･ 北村　正平･ 3

特集 コンパクト・プラス・ネットワーク最前線
　　 ～地域の個性を存分に活かしたまちづくり～
○コンパクト・プラス・ネットワークの取組に関する最近の動向
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 8

〈個性が光るまちづくり　～先進都市の理念と具体的取り組み～〉
○歴史まちづくりとの連携について
　･････････････････････････････････････････････････････高岡市都市創造部都市計画課　副課長･ 橘　　篤志･ 13
○立地適正化計画と公民連携による暮らしの質とエリア価値の向上
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････岡崎市都市整備部都市計画課･ 18
○西脇流コンパクトシティを目指して　～２拠点の形成とつながるまち～
　･････････････････････････････････････････････････････････西脇市建設水道部都市計画課主査･ 松原　正佳･ 22
○持続可能で暮らしやすい地域共生のまちづくりに向けて
　･･････････････････山口県　宇部市　総合戦略局　共生社会ホストタウン推進グループ･リーダー･ 中村　大吾･ 28
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○近隣市町との広域連携
　･････････････････････････････････････････････････姫路市都市局まちづくり推進部都市計画課･ 田代　雅孝･ 36

〈立地適正化計画の関連制度を活用した先進事例を紹介！〉
○アゲハの夜景を守る居住調整地域
　･････････････････････････････････むつ市都市整備部都市計画課コンパクトシティ推進室　主事･ 丸谷　知功･ 41
○駐車場配置適正化区域の活用･････････････････････････松本市建設部都市政策課　係長･ 岩渕　　省･ 46
○特定用途誘導地区の活用･･････････････････････････････長岡京市建設交通部都市政策監･ 八木　篤己･ 50
○届出制度を活用した周知と今後の検証に向けて
　･･･････････････････････････････････････････････熊本市都市建設局都市政策部都市政策課主査･ 増永　寿彦･ 56
○都市再構築戦略事業の活用･････････････････小諸市建設水道部都市計画課･都市計画係長･ 五十嵐　均
　･ 事務主任･ 土屋　　敦
　･ 主事･ 伊藤　嘉孝･ 60

〈コンパクトシティに係る支援施策・関連施策〉
○コンパクトシティ推進に係る支援施策の充実･･･････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 65
○地域交通の昨今の課題とイノベーションへの取組の方向性
　･･･････････････････････････････････････････････国土交通省　総合政策局　地域交通課　係長･ 加賀谷洋輔･ 69
○まちづくりと連携した駐車場施策の促進
　･････････････････････国土交通省　都市局　街路交通施設課・まちづくり推進課・都市計画課･ 73
○都市計画基礎調査情報のオープン化に向けた取組
　～データを活用したコンパクトシティ等の推進～
　･････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課都市計画調査室　課長補佐･ 松田　純一･ 78
○都市構造可視化の新たな展開について････････････････ 一般社団法人都市構造可視化推進機構
　･ 一般社団法人都市計画コンサルタント協会･ 83

施策紹介 あなたのまちを、居心地が良く歩きたくなるまちなかへ！
～まちの修復・改変を目指し、160 都市と共に、新たな都市再生プログラムを推進～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課
　･ 街路交通施設課･ 88

《都市計画協会だより》
○令和元年度まちづくりセミナー（宇都宮市・北九州市）のご案内・新刊紹介････････････････ ･ 91

令和元年 10 月号
特集 第 71 回都市計画全国大会　新潟県

グラビア
第 71 回都市計画全国大会（新潟県）････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1

特集 第 71 回都市計画全国大会　新潟県
〈巻頭挨拶〉
○第 71 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･ 竹歳　　誠･ 3
○第 71 回都市計画全国大会を迎えて････････････････････････････････････新潟県知事･ 花角　英世･ 4
○第 71 回都市計画全国大会を迎えて･･････････････････････････････････････新潟市長･ 中原　八一･ 6

〈観光 PR〉
○うまさぎっしり新潟　～新潟のうまさには理由（わけ）がある～
　･････････････････････････････････････････････････公益社団法人　新潟県観光協会　常務理事･ 早福　　亮･ 8
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〈新潟県の都市計画・まちづくり〉
○新潟県の都市計画･････････････････新潟県土木部都市局都市政策課副参事（都市計画係長）･ 富永　尚秀･ 10
○新潟県の都市づくりと景観・歴史まちづくり
　･････････････････････････････････新潟県土木部都市局都市政策課　広域都市政策班政策企画員･ 伊藤　慎一･ 15
○新潟県の街路事業･･･････････････････新潟県土木部都市局都市整備課　副参事（街路係長）･ 小野　宏志･ 18
○新潟県の市街地整備事業･････新潟県土木部都市局都市整備課　副参事（市街地整備係長）･ 小林　　誠･ 22
○新潟県の都市公園事業･････････新潟県土木部都市局都市整備課　都市公園班　政策企画員･ 本間　紀雄･ 25
○新潟県の下水道事業･････････････新潟県土木部都市局下水道課　副参事（流域下水道係長）･ 中川　孝平･ 29

〈新潟市の都市計画・まちづくり〉
○新潟市の都市計画･･････････････････････････新潟市　都市政策部次長（兼）都市計画課長･ 石井　哲也･ 32
○新潟駅周辺整備事業･～新潟の拠点性向上を目指して～
　･････････････････････････････････････････新潟市都市政策部　新潟駅周辺整備事務所　副参事･ 桑原　浩史･ 37
○新潟市の都市公園事業
　～整備の経緯と寺山公園・子育て交流施設「い～てらす」の事例～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････新潟市土木部公園水辺課長･ 玉木　正蔵･ 40
○新潟市の下水道事業･･････････････････････････････新潟市下水道部下水道計画課　副参事･ 山口　貴史･ 43

〈新潟県内各都市の特徴あるまちづくり：コンパクトシティ〉
○人づくりと産業振興を総がかりで支える地方創生の拠点整備
　～都市機能の再集積を目指した産・学・官・金連携プロジェクト～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････長岡市中心市街地整備室　主査･ 川上　　徹･
　･ 長岡市都市整備部都市計画課　主査･ 廣瀬　幸博･ 47
○三条市のまちづくり･～中心市街地の活性化と新幹線駅周辺の開発～
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○新発田市･都市再生整備計画に基づくまちづくり
　･････････････････････････････････････････････････････新発田市役所　地域整備課　課長補佐･ 宮村　崇康･ 53
○市立図書館を核とする複合施設整備による中心拠点づくり
　･････････････････････････････････････････････････････････小千谷市建設課都市整備室　係長･ 田中　　健･ 56
○健幸なまちづくりを実現するコンパクトシティの形成
　～スマートウエルネスみつけの実現を目指して～
　･････････････････････････････････････････････････････見附市建設課　副主幹兼都市計画係長･ 武石　明彦･ 60
○燕市の産業活性化のための拠点づくり
　･････････････････････････････････････････････････････燕市都市整備部都市計画課　課長補佐･ 小坂井孝志･ 63
○「生涯学習」と「産業振興」の拠点整備によるまちづくり
　～複合施設建設事業～･････････････五泉市都市整備課　都市計画係長（兼）建築住宅係長･ 落合　忠宏･ 66
○魚沼市のまちづくり･～魚沼市版コンパクトなまちづくりを目指して～
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〈新潟県内各都市の特徴あるまちづくり：景観・歴史〉
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○城下町「村上」の歴史まちづくり･～歴史と文化を活かした道路整備について～
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○ 400 年続くコモンズ文化「雁木」の街のまちづくり
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○雪国の歴史と文化を活かすまちづくり　～「牧之（ぼくし）通り」の整備とその後～
　･････････････････････････････････････････････････････････南魚沼市建設部都市計画課　係長･ 熊木　悟志･ 91

〈新潟県内各都市の特徴あるまちづくり：交流、賑わい〉
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○妙高市のまちづくり･～人と自然にやさしいふれあい交流都市を目指して～
　･･･････････････････････････････････････････････････妙高市建設課まちづくり係　副参事係長･ 小林　　豊･ 98
○「道の駅」整備による阿賀野市のまちづくり
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〈民間団体の取り組み〉
○古町通７番町地区市街地再開発事業･････古町通７番町地区市街地再開発組合　理事長･ 高橋　直道･ 114
○市民基金による町屋の外観再生プロジェクト
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○「雁木」コモンズを継承するために、活用を
　～民間のボランティア活動からまちづくり事業へ～
　･･･････････････････････････････････････････････････一般社団法人雁木のまち再生　代表理事･ 関　由有子･ 123

〈国営越後丘陵公園の取組〉
○国営越後丘陵公園の取組み･･････････････国土交通省北陸地方整備局国営越後丘陵公園事務所･ 128

《都市計画協会だより》
○令和元年度まちづくりセミナー（北九州市）のご案内･･････････････････････････････････････････ ･ 132

令和元年 11 月号
特集 まちづくりと連携した浸水対策の推進

巻頭言
浸水リスクを意識した賢いまちづくり･･････････････東京大学大学院工学系研究科･教授･ 古米　弘明･ 3

特集 まちづくりと連携した浸水対策の推進
〈総論〉
○下水道による都市の浸水対策
　･･･････････････････････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･ 長谷川広樹･ 7
○気候変動を踏まえた治水計画のあり方について
　･･･････････････････････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･ 奥野　真章･ 11

〈自治体の取り組み〉
○東京下水道の強靭化に向けた都と区、地域住民連携による効果的な浸水対策の取組
　～下水道施設のハード整備に加え ICTの活用等によるソフト対策の推進～
　･････････････････････････････････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･ 15
○グリーンインフラ等を活用した浸水対策
　･････････････････････････････････････････････横浜市環境創造局下水道事業マネジメント課長･ 石井　智博･ 20
○福岡市における総合的な浸水対策事業の推進
　･･････････････････････････････････････････････福岡市道路下水道局計画部下水道計画課･課長･ 安永　英治･ 25

新都市12月（2019）.indb   116 2019/12/05   7:33:12



SHINTOSHI  Vol.73 No.12 2019  117

○下水道・河川・道路の連携による水位情報の見える化
　～さいたま市水位情報システム～･･････さいたま市建設局下水道部下水道計画課　課長･ 市川　秀利･ 30
○平成 30 年７月豪雨における浸水対策の効果と今後の取り組み
　･････････････････････････････････････････岡山市下水道河川局下水道経営部下水道河川計画課･ 難波建二朗･ 34
○安全、安心、快適に暮らせるまちを目指して
　～中丸川流域における 100 ㎜ /h 安心プランの登録（令和元年９月）～
　･････････････････････････････････････････････････････････ひたちなか市建設部河川課　課長･ 上野　信行･ 38
○浸水に強いまちづくり・ひとづくり
　･････ 佐賀市建設部河川砂防課水問題対策室室長（上下水道局下水プロジェクト推進部雨水事業対策室･主幹）･ 栗山　佳寛･ 42
○西脇市黒田庄町福地での地域と一体となった浸水対策
　････････････････････････････････････････････････････････････西脇市建設水道部工務課･課長･ 内橋　慎介･ 47
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