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仙台市宮城野区福住町町内会における地震に備えた住民活動・・・福住町町内会長・ 菅原　康雄・ 72
都市防災対策の最近の動向・・・・国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市防災対策室・ 77
防災まちづくり支援システムを活用した防災性能評価に基づいた防災まちづくりの推進・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・防災まちづくり支援システム普及管理委員会　委員長・ 加藤　孝明・ 83
下水道による都市浸水対策の推進について・
　　　　　・ ・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課課長補佐・ 津森　貴行・ 90
防災拠点としての公園整備に向けた取り組み・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局公園緑地課課長補佐・ 脇坂　隆一・ 95

連載
人口縮小時代の都市計画のあり方（第２回）
交通需要予測の観点から見た都市計画制度の検討
　～東京大学大学院工学系研究科　加藤浩徳助教授の講演より～・ ・・財団法人都市計画協会・ 100
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巻頭言
「市民との協働によるまちづくり」を目指して・ ・・・・・・・・・・・・・長岡市長・ 森　　民夫・ 3
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平成 19 年 7 月号
特集　テレワークとまちづくり
ミニ特集　後藤新平生誕 150 年

巻頭言
元気で美しいまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・近江八幡市長・ 冨士谷英正・ 3
まちと私
心の中の町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京理科大学教授・ W.A.スピンクス・ 6
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テレワークの現状と課題・・・・・・・・・・・・東京大学先端科学技術研究センター　教授・ 大西　　隆・ 9
テレワークという働き方がもたらすもの・・・・・・法政大学大学院政策科学研究科教授・ 諏訪　康雄・ 16
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　～東急セランプロジェクト～・
　　　　　・ ・・・・・・・・東京急行電鉄株式会社　開発事業本部エリア開発事業部企画部・ 久慈　正幸・ 23
現代版「家守」の協働による「SOHOまちづくり」
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後藤新平先生の略歴・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 66
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　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・江戸東京博物館・ 板谷　敏弘・ 69
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JASOPH だより
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IFHP春季大会および理事会報告（リスボン）・・・・・・・・・・・・・・ IFHP理事・ 高橋　洋二・ 80
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関西文化学術研究都市における新たな動向・
・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・ 101
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第 59 回都市計画全国大会の開催について・・・・・・・・・・・・・・・・・財団法人都市計画協会・ 106

平成 19 年 8 月号
特集　下水道による都市の水循環の再生

巻頭言
市民と協働で進める下水道の水循環・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新潟市長・ 篠田　　昭・ 3
まちと私
下水道マンへのエール・・・・・・・・・・・・・・・・明治大学理工学部応用化学科　教授・ 北野　　大・ 6
特集論文
下水道と水・物質循環系の健全化に向けた流域管理・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福島大学共生システム理工学類教授・ 虫明　功臣・ 8
都市の水循環改善を進める雨水貯留浸透技術・・・・・・㈱都市整備技術研究所　会長・ 長澤　靖之・ 14
下水道における健全な水・物質循環系構築に向けた取り組み・
　～下水道政策研究委員会・流域管理小委員会の検討状況について～・
　　　　　・ ・・・・・国土交通省　都市・地域整備局　下水道部　流域管理官室　課長補佐・ 田隝　　淳・ 22
日野市の清流保全のとりくみと「日野市清流保全－湧水・地下水の回復と河川・・
用水の保全－に関する条例」について・・・・・・・・日野市環境共生部緑と清流課長・ 小笠　俊樹・ 28
雨水貯留浸透の取り組みについて・・・・・・・・・・・・・・市川市　水と緑の部　部長・ 田口　　修・ 37
流域一体となった水質改善への取り組み（Cプロジェクト）・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・国土交通省近畿地方整備局建政部　都市整備課下水道係・ 津村　智明・ 44
沖縄県の下水再生水の活用に向けた取り組み・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・沖縄県土木建築部下水道管理事務所水質管理班主幹・ 國吉　　巖・ 53
流域下水道による雨水対策について～桂川右岸流域下水道『いろは呑龍トンネル』～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京都府土木建築部下水道課長・ 井上　茂治・ 59

海外報告
タイにおける下水道整備の取り組み・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ JICA専門家・ 西　　　修・ 64
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人口縮小時代の都市計画のあり方（第 5回）
「fibercity/ 東京 2050　－縮小をデザインする－」
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　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・財団法人都市計画協会・ 68
中心市街地の再生に向けて～認定基本計画の取り組み～
熊本市中心市街地活性化基本計画について・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・熊本市都市建設局都市政策部都心活性推進課長・ 吉野　　勇・ 73
府中市中心市街地活性化基本計画について・ ・・・・・・・・府中市総務部商工観光課・ 石川　裕洋・ 79
トピックス
社会資本整備審議会　下水道小委員会報告
「新しい時代における下水道のあり方について」・
　　　　　・ ・・・・・国土交通省都市・地域整備局下水道部　下水道企画課　企画調整係長・ 安田　将広・ 85
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日印間の下水道分野における国際協力の推進について・
　　　　　・ ・・・・・・国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課　資源利用係長・ 鈴木あや子・ 90

書評
『江戸の下水道』・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局　下水道部下水道企画課・ 白木　雄志・ 95
寄稿
中心市街地の現状と活性化の取り組み
　－日本版BIDの創設及び中心市街地不動産の所有と経営の分離の必要性－・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・獨協大学経済学部教授・ 倉橋　　透・ 97・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・長岡技術科学大学環境・建設系准教授・ 樋口　　秀

都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110

平成 19 年 9 月号
特集　都市のみどりの整備・保全・再生

巻頭言
緑あふれる街づくりを目指して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小田原市長・ 小澤　良明・ 3
まちと私
街の公園でツリークライミング・・・・・・・・・・・・ツリークライミングⓇジャパン　代表・ジョン　ギャスライト・ 5
特集論文
成熟社会の都市におけるみどりのあり方
　―公主体の量の確保から民を含めた質の確保へ―・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・㈱ニッセイ基礎研究所　社会研究部門　上席主任研究員・ 池邊このみ・ 9
都市の中のビオトープガーデン・・・・・・特定非営利活動法人　日本ビオトープ協会会長・ 吉川　宏一・ 15
「みどり」を創出する市民参加ムーブメントの可能性・
　　　　　・ ・・・・・・ビックバン・ハウス㈱代表取締役　クリエイティブ・ディレクター・ 小川　巧記・ 20

・ ・ 元 2005 年日本国際博覧会協会　市民参加プロデューサー

・ ・ 横浜開港 150 周年記念コアイベント　総合プロデューサー

「基地のまち」から「公園のあるまち」へ＝国営昭和記念公園の誕生と自然再生＝・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・独立行政法人都市再生機構　業務企画部担当部長・ 大橋　謙一・ 28

・ ・ 国土交通省関東地方整備局国営昭和記念公園事務所　前事務所長

都市に残る屋敷林を特別緑地保全地区に・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・練馬区環境まちづくり事業本部土木部公園緑地課長・ 浅井　葉子・ 36

（財）世田谷トラストまちづくりのみどり保全活動・
　　　　　・ ・・・・・・・・・（財）世田谷トラストまちづくり　トラストまちづくり課長・ 浅海　義治・ 39
屋敷林の保全
　みどりを残した民間マンション開発・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・藤和不動産株式会社　首都圏事業本部営業推進部長・ 湖本　祐司・ 44
横浜市の計画的な緑の保全・創出に向けて・ ・・・・・・横浜市環境創造局事業調整課・ 藤田辰一郎・ 48
・ ・ 同　上・ 渡辺　荘子
これからの公園緑地のあり方―長期未整備公園緑地について―
　～名古屋市緑の審議会（都市計画公園緑地事業推進部会）から名古屋市へ答申～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・名古屋市緑政土木局緑地部緑地施設課　主幹・ 川崎　淳裕・ 53
地区計画等緑化率条例制度の活用による都市緑化の推進・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・ 三鷹市都市整備部都市計画課・地区計画支援担当課長・ 田口　久男・ 58

・ ・ 地区計画支援担当主査・ 和泉　　敦
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都市緑化フェア開催を契機としたみどりのまちづくり・・船橋市建設局都市整備部長・ 横山　眞明・ 65
地域貢献としての緑の保全・創出活動
「トヨタの森」が目指すもの・・・・・・・・・・・トヨタ自動車株式会社　社会貢献推進部・ 池上　博身・ 69
・ ・ 住友林業緑化株式会社　環境緑化事業部・ 伊藤　俊哉
東京ミッドタウンの環境づくり・・・三井不動産㈱　東京ミッドタウン事業部事業グループ長・ 清水　弘之・ 76
今月の豆知識
《データ》利用者数
国営昭和記念公園の 300 万人・・・・・・独立行政法人都市再生機構　業務企画部担当部長・ 大橋　謙一・ 82
・ 　　　　　　　　　　　　　　・国土交通省関東地方整備局国営昭和記念公園事務所　前事務所長

《イノベーション・テクノロジー》生態移植工法
国営吉野ヶ里歴史公園（佐賀県）・ ・・・・・・・・・・ 国土交通省都市・地域整備局公園緑地課・ 82
随想
故郷の思い出と環境の世紀・ ・・・・・・・・・・・・・（社）日本造園建設業協会副会長・ 五十嵐　誠・ 83
都市行政の動き
社会資本整備審議会公園緑地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・ 86
海外報告
海外の日本庭園　
　～これまでとこれから～・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京農業大学　教授・ 鈴木　　誠・ 94
連載
人口縮小時代の都市計画のあり方（第 6回）
人口減少化の都市経済とまちづくりを考える
　～大阪市立大学大学院　創造都市研究科　小長谷一之教授の講演より～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・財団法人都市計画協会・ 103
中心市街地の再生に向けて～認定基本計画の取り組み～
宮崎市中心市街地活性化基本計画について・ ・・宮崎市企画部中心市街地活性化推進室・ 山本　哲也・ 108

久慈市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・久慈市産業振興部中心市街地活性化推進室・ 橋本　直幸・ 114
トピックス
「都市・地域レポート 2007」
　――都市圏外の地域、条件不利地域の多様性と可能性
　　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局企画課・ 119
韓国の景観法・ ・・・・・・・・・・ 本州四国連絡高速道路株式会社　総務部長・博士（工学）・ 周藤　利一・ 128

平成 19 年 10 月号
特集：第 59 回都市計画全国大会

（京都府）
第 59 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 59 回都市計画全国大会の開催に寄せて・・・・・・・・・・・・・近畿地方整備局長・ 布村　明彦・ 5
第 59 回　都市計画全国大会を迎えて・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・京都府知事・ 山田　啓二・ 8
第 59 回　都市計画全国大会を迎えて・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・京都市長・ 桝本　賴兼・ 10
京都府の都市計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京都府土木建築部都市計画課長・ 今井　幹男・ 13
京都府の街路整備事業・・・・・・・・・・・・・京都府土木建築部道路総括室道路計画室長・ 山本　崇裕・ 21
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京都府の都市公園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京都府土木建築部公園緑地課長・ 仕名野　裕・ 26
京都府の下水道事業・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京都府土木建築部下水道課長・ 井上　茂治・ 31
京都市のまちづくり・ ・・・・・・・・・・・・・京都市都市計画局都市企画部都市計画課長・ 松田　　彰・ 38
京都市の景観づくり・ ・・・・・・・・・・・・・京都市都市計画局都市景観部景観政策課長・ 髙谷　基彦・ 46
「歩いて楽しいまち」実現に向けた新たな交通政策の展開・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京都市都市計画局交通政策室長・ 石﨑　　了・ 53
京都市の市街地整備・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・京都市建設局都市整備部担当部長・ 山下　　等・ 58
京都市の公園緑地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京都市建設局水と緑環境部緑政課長・ 藤井　俊志・ 64
福知山市のまちづくりについて　～中心市街地の賑わいの創出に向けて・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福知山市都市整備部都市計画課長・ 芦田　清和・ 70
赤れんがを活かしたまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・舞鶴市産業振興室長・ 堤　　　茂・ 76
宇治橋周辺の景観まちづくり・ ・・・・・・・・・・・・・宇治市都市整備部都市計画課長・ 小川　　茂・ 81
日本三景天橋立を活かしたまちづくり・・・・・・・・・・・・・・宮津市建設室副室長・ 小林　弘明・ 85
JR 山陰本線複線化と亀岡駅舎改築・・・・・・・・亀岡市まちづくり推進部鉄道事業課長・ 古林　峰夫・ 91
長岡京駅西口地区第一種市街地再開発事業
　出会い・ふれあい・未来へのまちづくり　長岡京市の生活・交流拠点の形成を目指して・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・長岡京市建設部市街地整備推進室中心市街地担当主幹・ 谷口　博史・ 99
京田辺市・南部拠点のまちづくり　～若さあふれる快遊生活拠点の創造～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京田辺市建設部三山木整備課長・ 吉岡　　均・ 105
京都新光悦村の整備について・ ・・・・・・・・・・・・南丹市農林商工部商工観光課係長・ 西田　文英・ 113
国道 1号と共に、今、新たなまちづくりが…（鉄道駅の無いまち久御山）・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・久御山町事業建設部参事・ 田中悠紀彦・ 121
関西文化学術研究都市精華町・祝園駅西のまちづくり　『好感度交流都心“ほうその”』・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・精華町事業部都市整備課長・ 浦西伊久夫・ 129
伊根浦の舟屋群　重要伝統的建造物群保存地区選定までの取り組みと町並みの現状と課題・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊根町教育委員会　教育次長・ 梅崎　　良・ 137
関西文化学術研究都市（けいはんな学研都市）の新たな展開
　～サード・ステージにおける都市の建設・活動状況～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・（財）関西文化学術研究都市推進機構　計画調査部　部長・ 芝村　雅樹・ 143
京都の都市格向上を目指して・ ・・・・・・・・・・・・京都商工会議所産業振興部　主任・ 狩野　雅子・ 149
随想
明日香法、景観法、そして歴史文化都市再生法へ・ ・・・国土交通省大臣官房審議官・ 石井喜三郎・ 154
連載
人口縮小時代の都市計画のあり方（第 7回）
「Shrinking・City の世界潮流と日本の対応」
　～名古屋大学大学院　環境学研究科　林良嗣教授の講演より～・ ・・財団法人都市計画協会・ 156
中心市街地の再生に向けて～認定基本計画の取り組み～
高松市中心市街地活性化基本計画について・ ・・・・高松市都市整備部まちなか再生課・ 岩田　吉隆・ 161
トピックス
　社会資本整備審議会　第二次答申・
　都市交通・市街地整備小委員会報告
「集約型都市構造の実現に向けて」
　～都市交通施策と市街地整備施策の戦略的展開～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・ 国土交通省　都市・地域整備局　街路課・市街地整備課・ 170
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書評
三井康壽『防災行政と都市づくり－事前復興計画論の構想』・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・政策研究大学院大学教授・ 福井　秀夫・ 177

今月の豆知識
《イノベーション・テクノロジー》
下水汚泥のバイオソリッド燃料化・・・・・国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課・ 179
《データ》下水道処理人口普及率
我が国の下水道普及率は約 70％・ ・・・・国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課・ 180
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181

平成 19 年 11 月号
特集：まちづくりと観光振興

巻頭言
『坂の上の雲』のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山市長・ 中村　時広・ 3
まちと私
方向音痴の私だが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・女優・ 星野　知子・ 5
特集論文
持続的発展が可能な観光地づくりについて・
　～観光地発展理論から～・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・立教大学観光学部・ 安島　博幸・ 7
持続ある観光地の発展とまちづくり・ ・・・・・・・・・・城西国際大学　観光学部教授・ 溝尾　良隆・ 14
多様な主体の参画による観光推進体制のあり方・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・財団法人日本交通公社　研究調査部長・ 梅川　智也・ 20
情緒力を秘めた地域遺産は地域活性化の切り札！・ ・・青梅市赤塚不二夫会館　館長・ 横川　秀利・ 31
城下町村上・市民まちづくりの挑戦・ ・・・・・・・・・・・味匠　㐂っ川　専務取締役・ 吉川　真嗣・ 35
地域住民による歴史・文化資源の保全　日本的“粋なまち”の継承・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ NPO法人　粋なまちづくり倶楽部・ 山下　　修・ 44
市町村における観光まちづくりのポイント・・・（財）国土技術研究センター　調査第三部・ 伊藤　伸一・ 51
まちづくり交付金と観光振興・
　　　　　・ ・・・・・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・ 亀元　靖彦・ 57
南島松地区　～道と川を活かしたまちづくり～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・北海道恵庭市経済部商工振興課　道と川の駅担当・ 小路　弘樹・ 64
飯坂地区　～もてなしとにぎわいの飯坂湯の里づくり～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福島市都市政策部参事兼都市計画課長・ 佐藤　祐一・ 69
真壁地区　～「歓交地」を目指したまちづくり～・ ・・・・茨城県桜川市都市整備課・ 仁平　昌則・ 76
山中南地区　～山中温泉を活かした回遊性の向上～・ ・・石川県加賀市建設部整備課長・ 北野　長俊・ 81
犬山城下町地区　～歴史のみち整備によるまちづくり～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・愛知県犬山市都市整備部都市計画課・ 光清　　毅・ 86
玄武洞・コウノトリの郷公園地区　～天然記念物を活かした観光拠点の確立～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・兵庫県豊岡市商工観光部観光課・ 井瀬　邦夫・ 90
倉吉打吹地区　～町屋・白壁土蔵群を活かした地域活性～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鳥取県倉吉市建設部景観まちづくり課・ 早田　博之・ 95
倉敷駅周辺地区　～伝統的建造物と調和した景観形成～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・倉敷市都心整備部市街地開発課主幹・ 小原　　修・ 99
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松山市中心地区　～坂の上の雲を軸とした都市観光～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・松山市総合政策部坂の上の雲まちづくり担当部長付　主任・ 神野　　誠・ 105
鉄輪温泉地区　～湯けむり散策による観光客と地域のふれあい～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大分県別府市建設部土木課　参事・ 糸永　好弘・ 112

随想
後藤新平と棚田嘉十郎生誕 150 周年記念に思う・ ・・・・国土交通省大臣官房審議官・ 小川　陽一・ 116
海外報告
米国における観光地づくりに学ぶ・
　　　　　・ ・・・・・・・国土交通省鉄道局総務課　国際業務・車両工業企画室　総括補佐・ 内山　　仁・ 121

・ ・ （前　総合政策局・・観光政策課　専門官）

書評
観光地の賞味期限　「暮らしと観光」の文化論・
　　　　　・ ・・・・・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・ 久保　修平・ 127

連載
人口縮小時代の都市計画のあり方（第 8回）
「物流と都市計画」
　～東京海洋大学海洋工学部　苦瀬博仁教授の講演より～・・・・・・・財団法人都市計画協会・ 129
中心市街地の再生に向けて～認定基本計画の取り組み～
『門前都市　ながの』の実現を目指して　～中心市街地活性化の第 2ステージへ～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・長野市まちづくり推進課中心市街地活性化対策室・ 高野　　毅・ 134
豊後高田市中心市街地活性化基本計画
　～にぎわいと憩いの創出で愛されるまちなかへ～・・・・豊後高田市商工観光課長・ 桒原　茂彦・ 138
今月の豆知識
《データ》テレワーカー比率
わが国におけるテレワーカー比率は10.4％・ ・・・国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課・ 146
都市・地域整備局だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　147

平成 19 年 12 月号
特集：多様で柔軟な市街地整備

巻頭言
緑につつまれた環境にやさしい都市づくり・ ・・・・・・・・・・・・・・・豊田市長・ 鈴木　公平・ 3
まちと私
世界のまちで・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・オカリナ奏者・ 本谷美加子・ 5
特集論文
これからの市街地整備に求められるもの・・・・・・・・岡山大学大学院　環境学研究科・ 谷口　　守・ 7
多様で柔軟な市街地整備手法・ ・・・・・・・国土交通省都市・地域整備局　市街地整備課・ 筒井　祐治・ 13
証券化手法を活用した再開発事業・
（事例紹介）武蔵浦和駅第 8－ 1街区第一種市街地再開発事業・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新日鉄都市開発　取締役都市開発部長・ 松本　久長・ 19
再開発とまちづくり会社による地域一体となったまちづくり・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・七尾市建設部建築住宅課長・ 田尻　純江・ 27
既成市街地での土地区画整理におけるさまざまな取り組み・
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・江戸川区・土木部・区画整理課・推進係長・ 功刀　聖史・ 33
日向市駅周辺地区における景観デザインマネージメント・・・日向市建設部市街地整備課・ 和田　康之・ 40
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賃貸運営型再開発とエリアマネージメント・
タウンマネージメント・プログラムへ：高松を事例に・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・㈱まちづくりカンパニー・シープネットワーク・ 西郷真理子・ 46

「NPO・金沢杜
もり

の里
さと

」による組合区画整理後の地元管理（事例紹介）若松・鈴見土地区画整理事業・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・　石川県都市計画課　区画整理グループ技師・ 岡島　智美・ 52

随想
島と映画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省大臣官房審議官・ 内波　謙一・ 57
海外報告
19 世紀パリにおける道路整備と一体となった密集市街地整備（その 1）・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（財）建設経済研究所　主任研究員・ 河田　浩樹・ 59

JASOPH だより
IFHP国際学生コンペティション報告
　IFHP・Ranko・Radovic・Student・Competition・2007・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 都市プランナー、IFHP　評議員、審査員・ 鳥栖那智夫・ 65

書評
「安全・安心の手引地域防犯の理論と実践」・ ・・・・東京大学工学部都市工学科　教授・ 小出　　治・ 69
連載
人口縮小時代の都市計画のあり方（第 9回）
欧米における集約型都市構造誘導のための制度事例・
～国土技術政策総合研究所都市研究部都市施設研究室　阪井清志室長の講演より～・
　　　　　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・財団法人都市計画協会・ 70
金沢市の認定中心市街地活性化基本計画について・ ・・金沢市都市政策局企画調整課・ 市村　達也・ 75
山口市中心市街地活性化基本計画について・ ・・・・・山口市中心市街地活性化推進室・ 清水　弘美・ 80
今月の豆知識
《イノベーション・テクノロジー》
プローブパーソン調査・・・・ 国土交通省　都市・地域整備局　都市計画課　都市交通調査室・ 87
都市計画協会コーナー
2007 年「世界都市計画の日」日本集会　開催報告　・・・・・・・・・・財団法人都市計画協会・ 88
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