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平成 22 年 1 月号
特集　自転車とまちづくり

年頭の辞
新年のごあいさつ････････････････････････････････････････････財団法人都市計画協会会長･ 近藤　茂夫･ 3
巻頭言
自転車をブームで終わらせないという夢･･･････ 東京工業大学総合理工学研究科教授･ 屋井　鉄雄･ 5
まちと私
「自転車」からみた街･････････････････････････････････････サイクルライフナビゲーター･ 絹　　　代･ 7
特集論文
自転車を活用したまちづくりの重要な意義
　～自治体の利用促進計画の策定のポイント～
　･････････････････････････････････････（株）住信基礎研究所　研究理事　京都大学　客員教授･ 古倉　宗治･ 10
自転車利用環境の整備について
　･･･････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課･ 15
自転車の利用者から見た日本の街・・・欧州との比較
　･････････････････････････････････････････････････････････････NPO 自転車活用推進研究会･ 小林　成基･ 19
自転車の走るまちづくり　･････････････････････････････････････････江戸川区土木部長･ 土屋　信行･ 26
自転車のまち茅ヶ崎を目指して　～市民との協働、商店街との連携～
　･･････････････････････････････････････････････････････････････茅ヶ崎市都市部都市政策課･ 鈴木　　朗･ 31
横浜都心部コミュニティサイクル社会実験
　･････････････････････････････････････････････････････････ 横浜市都市整備局都市交通課長･ 黒水　公博･ 38
高松市レンタサイクル事業について
　･････････････････････････････････････････高松市都市整備部都市計画課　交通安全対策室長･ 上原　達一･ 42
都市型レンタサイクル「駅リンくん」について
　～鉄道の二次アクセスを担う補助的交通機関としての可能性～
　･･････････････････････････････････････････････････ JR 西日本レンタカー＆リース株式会社･ 土屋　樹一･
　 西日本旅客鉄道株式会社　創造本部　調査グループ･ 藤井　理史･ 46
宇都宮市の「自転車ネットワークの形成と自転車走行環境の整備」について
　･････････････････････････････････････････････････････････ 宇都宮市総合政策部交通政策課･ 小川　恵太･ 51
海外報告
欧州における自転車施策
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････仙台市都市整備局理事･ ･
　 （昨年 3月まで国土交通省･都市・地域整備局街路交通施設課･企画専門官）･ 横山　克人･ 55
トピックス
歩いて暮らせるまちづくりに関する世論調査について
　･･･････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課･ 62
富山市内電車環状線化事業
　－富山都心線の開業－
　･･･････････････････････････････････････････････････････････ 富山市　都市整備部　路面電車推進室･ 66
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書評
土木計画学　公共選択の社会学
　･･･････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局街路交通施設課･ 能勢　和彦･ 68
都市計画協会報告
都市計画法制９０周年記念パネルディスカッション概要　････････ 財団法人　都市計画協会･ 69
第 26 回まちづくり拝見研修会について（報告）　･･････････････････ 財団法人　都市計画協会･ 73
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 75

平成 22 年 2 月号
特集　都市計画制度の今後の展望について

グラビア
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集　分譲地・別荘地
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画の歴史展示資料より（写真編）
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 3
巻頭言
日本一暮らしやすい城下町くまもとの創造
　～集約型都市構造の実現に向けて～　････････････････････････････････ 熊本市長･ 幸山　政史･ 3
まちと私
まちに緑を、心に豊かさを　･････････････････････････････････ 日経 CNBC キャスター･ 谷本　有香･ 5
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（17）
再開発の定着と展開への努力（その１）　･･･････････････････北海道大学大学院教授･ 越澤　　明･ 8
特集論文
エコ・コンパクトシティの実現に向けた都市計画関連制度の方向性
　･････････････････････････････････････････････････････ 東京大学空間情報科学研究センター･ 浅見　泰司･ 12
妙な建物が並んで車が溢れる中で　････････････････････････････金沢市都市政策局長･ 立岩里生太･ 17
マスタープラン活用の可能性　･････････････････････････日本大学理工学部土木工学科･ 岸井　隆幸･ 21
【改訂】福井市都市計画マスタープラン（案）
　～集約型都市構造の実現に向けた「歩く」視点からの都市づくり～
　･････････････････････････････････････････････････ 福井市都市戦略部　都市計画課　副主幹･ 馬來田善準･ 26
仙台市都市計画道路網の見直しに向けた取組み
　･･･････････････････････････････････････････ 仙台市都市整備局総合交通政策部交通政策課長･ 佐藤　良一･ 30
東京都区部における都市計画道路の事業化計画策定の取組事例
　･･･････････････････････････････････････････････ 東京都都市整備局都市基盤部街路計画課長･ 荒井　俊之･ 34
土地利用計画制度を巡る現状と課題
　･････････････････････････････････････････････････････ 長岡技術科学大学環境・建設系教授･ 中出　文平･ 40
たたまれる都市と農　･･･････････････････････････ 東京大学大学院新領域創成科学研究科･ 横張　　真･ 44
開発許可制度をめぐる現状と課題　････････････････････････････････ 工学院大学教授･ 野澤　　康･ 48
集約型都市構造への転換と緑地　･････････････････ 東京大学大学院工学系研究科教授･ 石川　幹子･ 52
広域調整の必要性について　･･･････････････････ 愛媛県土木部道路都市局都市計画課長･ 滿田　哲三･ 56
神奈川県における都市計画基礎調査の実施及び改善事例
　･･･････････････････････････････････････････････ 神奈川県　県土整備部　都市計画課　技幹･ 米山　高之･ 60
都市計画法制における意思決定手続と条例　･････････････････････ 駒澤大学法学部･ 内海　麻利･ 64
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低炭素都市づくりに貢献するエネルギーの面的利用
　～先進的取組事例からみた推進方策～
　･･････････････････ 東京ガス株式会社　エネルギー企画部　エネルギー計画グループ　副部長･ 工月　良太･ 68
海外報告
CIVITAS フォーラム 2009（ポーランド・クラクフ）報告
　････････････････････････国土交通省･都市・地域整備局･都市計画課･都市計画調査室･課長補佐･ 福本　仁志･ 73
トピックス
韓国の国土利用・都市計画制度（第１回）
　･････････････････ 財団法人不動産適正取引推進機構　研究理事・調査研究部長・博士（工学）･ 周藤　利一･ 77
書評
都市田園計画の展望－「間にある都市」の思想
　トマス・ジーバーツ　著　　簑原　敬　監訳
　･････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　都市計画課･ 澤田　道雄･ 81
特別寄稿
国土交通省成長戦略会議について　･･････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局･ 83
年表
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画の歴史展示資料より（年表編）
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 84
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 98
＜巻末にアンケートのお願いがあります＞

平成 22 年 3 月号
特集　都市再生に向けた様々な取り組み

巻頭言
都市再生について　･････････････････････････････････････････････早稲田大学　特命教授･ 伊藤　　滋･ 3
まちと私
都会の中の「まち」が好き　･･････････････････････････････浄土宗総合研究所　研究員･ Karen･Mack･ 4
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（18）
再開発の定着と展開への努力（その２）
　･････････････････････････････････････北海道大学　大学院工学研究院　都市計画研究室教授･ 越澤　　明･ 6
街路事業の変遷　････････････････････････････････････････（財）都市計画協会　専務理事･ 荻原　達朗･ 12
特集論文
特集１　都市再生－大手町・丸の内・有楽町地区の再開発
　大丸有地区のまちづくりの経緯と支えた仕組み
　　･････････････････････････････････････････････････････ 東京都市大学都市生活学部　教授･ 小林　重敬･ 29
　国際金融拠点機能強化に向けた取組について
　　･･･････････････････････････････････････････ 内閣官房地域活性化統合事務局　参事官補佐･ 斉藤　　有･ 36
　大丸有地区における東京都の政策誘導型の都市づくり
　　･･････････････････････････････････････････････ 東京都都市整備局都市づくり政策部開発企画課･ 42
　千代田区のまちづくりと大丸有地区
　　･･･････････････････････････････････････････ 千代田区まちづくり推進部参事都市計画課長･ 山口　正紀･ 49
　公民パートナーシップの街づくり
　　･･････････････････････････ 大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会　事務局長･ 中嶋　利隆･ 55
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　選ばれる街を目指して　～三菱地所の取り組み～
　　･･･････････････････････････････････････････････････････ 三菱地所㈱　都市計画事業室長･ 谷澤　淳一･ 61
　東京ステーションシティ（東京駅周辺開発計画）について
　　～八重洲周辺整備における取組み～
　　････････････････････････ 東日本旅客鉄道株式会社　事業創造本部　大規模開発部門　部長･ 明智　俊明･
　　 東日本旅客鉄道株式会社　総合企画本部　ターミナル計画部　担当部長･ 平野　邦彦･ 68
　大手町地区　土地区画整理事業を活用した連鎖型都市再生
　　･･･････････････････････････････････独立行政法人都市再生機構東京都心支社大手町業務部･ 小田島永和･ 74
特集２　都市再生－各地の都市再生の最近の動き
　「相模原橋本駅周辺地域」
　　･･････････････････････････ 相模原市都市建設局まちづくり事業部参事（兼）都市整備課長･ 加藤　一嘉･ 81
　都市再生に向けた取り組み（岐阜市）について
　　････････････････････････････････････････････････････････････岐阜市役所　都市建設部長･ 河島　和博･ 86
海外報告
2009ULI 秋季会合に出席して
　･･････････････････････････････国土交通省　都市 ･ 地域整備局･都市 ･ 地域政策課　課長補佐･ 小泉　正泰･ 93
トピックス
韓国の国土利用・都市計画制度（第２回）
　･････････････････ 財団法人不動産適正取引推進機構　研究理事・調査研究部長・博士（工学）･ 周藤　利一･ 97
特別寄稿
独立行政法人都市再生機構のあり方に関する検討会について
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局･ 102
都市計画協会コーナー
寄贈図書　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 103
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 105

平成 22 年 4 月号
特集　平成 22 年度予算・まちづくりの今

グラビア
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集　･･････････････････････････････････････ グラビア･ 1
まちづくりの今　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 3
巻頭言
ONSENツーリズムによるまちづくり　･･････････････････････････････････ 別府市長･ 浜田　　博･ 3
まちと私
通学路に立つ男　･････････････････････････････････････････････推理作家・作家・小説家･ 森　　雅裕･ 5
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（19）
都市計画に関する審議会制度の沿革と歩み
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････北海道大学大学院教授･ ･
　 社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会長／同審議会住宅宅地分科会会長･ 越澤　　明･ 7
特集論文
特集１　平成 22 年度予算
　平成 22 年度国土交通省関係予算の概要
　　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省大臣官房会計課･ 16

ブック 12月号.indb   121 2010/12/17   14:35:19



122  Vol.64 No.12 2010  SHINTOSHI

　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
　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予算係　係長･ 土肥　　央･ 20
　平成 22 年度公園緑地・景観・歴史環境等関係予算概要
　　･････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課予算係　係長･ 亀田　裕晃･ 24
　先導的都市環境形成促進事業の拡充
　　･････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課･
　　････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局市街地整備課･ 28
特集２　まちづくりの今
　まち交大賞　鉄輪温泉地区
　　････････････････････････････････････････････････････････････別府市建設部道路河川課長･ 糸永　好弘･ 29
　『坂の上の雲』を軸とした 21 世紀のまちづくり
　　･････････････････････････････････松山市総合政策部坂の上の雲まちづくり担当部長付主査･ 兵藤　一馬･ 35
　城下町　熊本市のこれから
　　･････････････････････････････････熊本市都市建設局都市政策部都心活性推進課　課長補佐･ 大関　　司･ 41
　山梨県甲州市近代化遺産を活かしたまちづくり
　　－勝沼ぶどうとワインの里地区－
　　･･･････････････････････････････････････････････ 甲州市市民生活課市民協働推進室　室長･ 三森　哲也･ 47
　浜田駅周辺地区まちづくり交付金事業
　　「浜田駅南北の一体性を高め、賑わいと魅力あるまちづくり」
　　･････････････････････････････････････････････････ 浜田市建設部建設企画課駅北開発係長･ 三浦　新悟･ 51
　まち交大賞アイディア賞　とよかわイナリズム地区
　　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 豊川市建設部都市計画課･ 57
　まち交大賞　岩見沢駅周辺地区
　　････････････････････････････････････････････････････････････････････岩見沢市建設部長･ 吉成　　潔･ 61
　「越谷レイクタウン」環境共生を先導するまちづくり
　　･･･････････････････････････････････････････ 独立行政法人都市再生機構　事業計画チーム･ 栗栖　大輔･ 66
トピックス
地域の創意工夫を活かした都市再生整備計画及びまちづくりについて
　･･････････････････ 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･ 大道寺　崇･ 72
韓国の国土利用・都市計画制度（第３回）
　･････････････････ 財団法人不動産適正取引推進機構　研究理事・調査研究部長・博士（工学）･ 周藤　利一･ 85
都市計画協会コーナー
寄贈図書　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 91
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 92

平成 22 年 5 月号
特集　官民連携と下水道

グラビア
官民連携と下水道　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
巻頭言
生き生きと躍動する町「斑鳩」の実現に向けて　････････････奈良県斑鳩町　町長･ 小城　利重･ 3
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まちと私
異文化の中に身をおいて　･････････････････････････････････････････････ ソプラノ歌手･ 谷村由美子･ 6
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（20）
都市化の世紀を越えて、地域が主体となる都市計画に期待する
　（土地利用計画をめぐって）　･････････････････････････････････････････････････････ 宮澤美智雄･ 8
特集論文
下水道の国際展開への期待　･･･････････････････････････（独）国立環境研究所　理事長･ 大垣眞一郎･ 14
下水熱を利用した地域冷暖房について
　･･･････････････････････････････････････････････ 東京下水道エネルギー株式会社　技術課長･ 佐藤　隆次･ 17
火力発電所における下水処理水の活用事例
　･･････････････････････････････ 株式会社東京ガス横須賀パワー　横須賀パワーステーション･ ･
　 技術担当マネージャー･ 沖野　　肇･ 21
下水汚泥を活用した石炭火力発電所のCO2 削減の取組み事例と今後の展望
　･･･････････････････････････････････････････････ 電源開発株式会社　環境エネルギー事業部･ ･
　 リサイクル・バイオマスグループ　課長･ 椎屋　光昭･ 25
芝浦水再生センター再構築に伴う上部空間の有効利用について
　（PPP による処理場空間の有効活用の推進）
　････････････････････････････････････ NTT 都市開発株式会社　開発推進部開発企画担当課長･ 田口　一孝･ 29
大阪市の下水道事業におけるPFI手法の活用に向けた新たな取り組みについて
　～民間発案を活用した下水道資源有効利用事業の実施～
　･･････････････････････････････････ 大阪市建設局下水道河川部･アメニティ対策担当課長代理･ 井上　雅夫･
　 大阪市建設局下水道河川部･担当係長･ 臼田　利之･ 33
日本版次世代MBR技術展開プロジェクト（A-JUMP）の取り組みについて
　（膜処理技術を活用した下水処理施設への適応について）
　･･････････････････････････ 名古屋市上下水道局技術本部計画部　下水道計画課計画第一係長･ 坂部　泰理･ 38
水ビジネスと下水道の国際展開への取り組み
　－下水道グローバルセンターの活動報告と今後の方向性について－
　･･････････････････････････････････････････････････（社）日本下水道協会　技術部　研修・国際課･ 42
貨物船のバラスト水を活用した下水処理水の海外展開について
　････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課　課長補佐･ 本田　康秀･ 46
都市行政の動き
下水道におけるリン資源化について
　････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局下水道部　下水道企画課下水道技術開発官･ 石井　宏幸･ 50
下水道分野における環境教育の推進について
　････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課　課長補佐･ 本田　康秀･ 55
「雨水浸透施設の整備促進に関する手引き（案）」について
　････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局　下水道部　流域管理官付　調整係長･ 濱田　陽子･ 60
トピックス
韓国の国土利用・都市計画制度（第４回）
　･････････････････ 財団法人不動産適正取引推進機構　研究理事・調査研究部長・博士（工学）･ 周藤　利一･ 65
海外報告
第 10 回日仏河川・湖沼の水質管理セミナー及びフランス下水道事業
　における官民連携調査について
　･････････････････････････････････････日本下水道事業団　事業統括部新プロジェクト推進課･ ･
　 （前　国土交通省都市・地域整備局　下水道部　下水道企画課　環境技術係長）･ 田本　典秀･ 71
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都市計画協会活動
平成 22 年度　都市計画協会活動　･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 74
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 75

平成 22 年 6 月号
特集　まちづくり月間　～歴史・文化を活かしたまちづくり～

グラビア
まちづくり月間　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
巻頭言
共働まちづくり　･･･････････････････････････････････････････････････････････ 豊田市長･ 鈴木　公平･ 3
まちと私
タウンマネージャーの仕事　････････（株）全国商店街支援センター　取締役センター長･ 服部　年明･ 5
特集論文
日本の景観とまちづくりを考える全国大会の実施について
　･･････････････････････････････････････････････････････････････都市・地域整備局まちづくり推進課･
　 公園緑地・景観課･
　 住宅局市街地建築課･ 7
第 28 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･ 9
第 28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・地域整備局まちづくり推進課･
　 住宅局市街地建築課･ 11
第５回『まち交大賞』について
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････まちづくり情報交流協議会･
　 財団法人　都市みらい推進機構･ 18
第 27 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･ 23
第５回住まいのまちなみコンクール審査報告
　････････････････････････････････････････････････････（財）住宅生産振興財団　事業部部長･ 門馬　　通･ 25
第 12 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･ 29
第 28 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･ 41
特別企画　都市と経済学　～経済学的視点からの都市政策の考察～
「都市計画の神」は健やかにおわすか？　････････････････････････日本大学経済学部･ 中川　雅之･ 44
経済活動と都市政策　････････････････････････ 慶應義塾大学大学院経営管理研究科　教授･ 大林　厚臣･ 49
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　石岡市中心市街地活性化基本計画について　････････石岡市企画部企画課　主幹･ 片岡　達也･ 55
　大垣市の中心市街地活性化基本計画について　････････大垣市経済部商工観光課･ 伊藤　　智･ 58
　高槻市の中心市街地活性化基本計画について
　　･･････････････････････････････････････････････････････････高槻市都市産業部商工観光課･ 平田　　太･ 61
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　下関市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･･･････････････････････････････････････････････････････ 下関市経済観光部　商工振興課･ 香川　利明･ 64
海外報告
韓国における海外新都市建設事業等の実態調査
　････････････････････････････････････････････････････････････まちづくり推進課　課長補佐･ 宮下宗一郎･ 66
トピックス
韓国の国土利用・都市計画制度（第５回・完）
　･････････････････ 財団法人不動産適正取引推進機構　研究理事・調査研究部長・博士（工学）･ 周藤　利一･ 69
都市行政の動き
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の動き
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局･ 76
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会歴史的風土部会長に就任して
　･･･････････････････････････････････････････････････････････（社）京都経済同友会常任幹事･ 上村多恵子･ 76
都市計画協会活動
平成 22 年度　都市計画協会活動　･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 77
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 78

平成 22 年 7 月号
特集　健康づくり・まちづくり

グラビア
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集　････････････････････････････････････ グラビア･ 1
健康づくり・まちづくり　･････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 3
巻頭言
「健康」をキーワードにしたまちづくりにむけて　････････････････････ 見附市長･ 久住　時男･ 3
まちと私
都市の中の美術館　･･･････････････････････････････････････････三菱一号館美術館　館長･ 高橋　明也･ 5
特別企画　都市と経済学　～経済学的視点からの都市政策の考察～
少子高齢化時代の都市と地域を考える　････････････････名古屋大学　環境学研究科･ 黒田　達朗･ 7
大きな都市、小さな都市　-Big･City･or･Small･City-　･････････麗澤大学経済学部･ 清水　千弘･ 11
特別寄稿
超高齢化社会の健康医療福祉都市構想
　････････････････････････････ デンマーク国立オーフス大学脳神経病態生理学研究所客員教授･ ･
　 （初台リハビリテーション病院　脳卒中診療科長）･ 酒向　正春･ 18
特集論文
健康支援環境を創り出すまちづくり：健康都市プロジェクト
　･････････････東京医科歯科大学大学院教授　WHO 健康都市・都市政策研究協力センター所長･ 高野　健人･ 21
コミュニティとしての都市　都市政策と福祉政策の統合に向けて
　････････････････････････････････････････････････････････････････千葉大学法経学部　教授･ 広井　良典･ 27
健康・医療を核とした地域づくり、まちづくりについて
　･･･････････････････････････････････････････ 内閣官房　地域活性化統合事務局　参事官補佐･ 小浪　尊宏･ 36
福祉のまちづくり・みちづくりのあり方に関する調査について
　･････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課･ 英　　直彦･ 42
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モビリティサポート（歩行者の移動支援）の推進
　･････････････････････････････････････････････ 国土交通省政策統括官付参事官付　課長補佐･ 隅蔵雄一郎･ 46
鉄道駅等のバリアフリー化による外出促進と地域活性化の効果
　･･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省　国土交通政策研究所　研究官･ 井上　延亮･ 51
「ファルマバレープロジェクト」医療・健康産業クラスターのまちづくり
　～静岡県東部地域から～
　･････････････････････････････････････････静岡県経済産業部商工業局　新産業集積課　課長･ 小櫻　充久･
　 静岡県立静岡がんセンター　総長･ 山口　　建･
　 （財）しずおか産業創造機構　ファルマバレーセンター所長･ 井上　謙吾･ 57
Smart･･Wellness･･City･･「健康のまちづくり」の実現に向けて
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 新潟県三条市長･ 國定　勇人･ 63
「コウノトリと生きる健康のまちづくり」　････････････････････豊岡市健康福祉部長･ 上田　利幸･ 70
コミュニティサイクルと都市の健康　～名チャリ社会実験 2009 ～
　･･･････････････････････ 名古屋市緑政土木局道路部自転車利用課　主査（都心部自転車対策）･ 佐橋　友裕･ 76
「未来世代のための街づくり　ケミレスタウン・プロジェクト」
　シックハウス症候群を予防できる街を目指して
　･･････････････････････････････････････････････････････････････千葉大学大学院医学研究院･ 戸髙恵美子･
　 ･ 森　　千里･ 82
企業病院を中核とした「健康いきいきまちづくり」
　／日立製作所とひたちなか市の連携による取り組み
　････････････株式会社　日立製作所　グループ経営企画室　兼　スマートシティ事業統括本部･ 河野　通長･
　株式会社･日立製作所　都市開発システム社（一級建築士、技術士：建設部門／都市及び地方計画）･ 髙田　久義･
　 株式会社　日立ライフ　不動産開発本部･（一級建築士、宅地建物取引主任者）･ 浅利　英道･ 88
特別寄稿
国土交通省成長戦略会議報告について　･･････････････････････････国土交通省都市・地域整備局･ 93
上海のハイテクパークを走るライトレール　･･････････国土交通省　博（工）、Mphil･ 中野　宏幸･ 94
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　敦賀市の中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････ 敦賀市産業経済部中心市街地活性化推進室･ 若杉　　実･ 96
　沼津市の中心市街地活性化基本計画について
　　･･････････････････････････････････････････････････････････沼津市産業振興部商工振興課･ 宮本　秀昭･ 99
　姫路市中心市街地活性化基本計画について
　　･･･････････････････････････････････････････ 姫路市商工観光局商工部産業・港湾振興課長･ 鯉塚　晃好･ 101
都市計画協会コーナー
寄贈図書　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 105
地域間交流報告
安全マップづくりを通じた地域間交流報告
　愛媛県松山市久米地区と沖縄県北中城村大城地区との交流事業
　　･････････････････････････････････････････････････ 特定非営利活動法人しょうまち理事長･ 樋野　公宏･
　　 愛媛大学教育学部准教授･ 白松　　賢･
　　 久米公民館運営審議会委員長･ 仙波　英徳･
　　 北中城村議会議員･ 新垣　正良･ 106
都市計画協会報告
「日本の景観とまちづくりを考える全国大会」開催報告
　･･････････････････････････････････････････････････････････････財団法人都市計画協会　企画広報部･ 113
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都市計画協会活動
お知らせ　平成 22 年度　都市計画協会活動　････････････････････････････････････････････････････ ･ 115
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･･･････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局･ 116

平成 22 年 8 月号
特集　低炭素まちづくりへの課題と解決の方向性

グラビア
低炭素まちづくりへの課題と解決の方向性　･･･････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集　････････････････････････････････････ グラビア･ 5
巻頭言
つくばの環境に対する取り組み　･･････････････････････････････････････ つくば市長･ 市原　健一･ 3
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（21）
都市施設計画の変遷
　･･････････････････････････････････････････････････････大阪工業大学リエゾンセンター長 /･ ･
　 工学部空間デザイン学科　教授　立命館大学　客員教授･ 村橋　正武･ 5
特別企画　都市と経済学　～経済学的視点からの都市政策の考察～
効率的な都市形成のために－都市経済学からの一考察
　････････････････････････････････････････････････････････････････日本大学経済学部　教授･ 浅田　義久･ 11
都市経済の自立と持続可能性を考える
　･････････････････････････････････････岡山大学大学院社会文化科学研究科・経済学部　教授･ 中村　良平･ 16
まちづくりにおいてマネジメントはなぜ重要か
　･･････････････････････････････････････････････････････････････大阪市立大学大学院　教授･ 小長谷一之･
　 尾道大学　（非）講師･ 吉川　　浩･ 22
特別寄稿
ポスト工業社会の日本の都市計画制度　･･････････････････････慶應義塾大学名誉教授･ 日端　康雄･ 28
特集論文
省 CO2 型都市づくりに向けて　････････････ 横浜国立大学大学院環境情報研究院　教授･ 佐土原　聡･ 35
下水汚泥のエネルギー利用促進に向けた都市ガス事業者の取り組み
　･･････････････････････････････ 社団法人　日本ガス協会　バイオガス利用促進センター所長･ 藤田　昭幸･ 40
環境モデル都市　豊田市における環境対策の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････ 豊田市経営政策本部環境モデル都市推進課･ 阿久津正典･
　 豊田市都市整備部都市整備課･ 加藤　国治･ 46
CO2 排出量 50%削減に向けたつくば市の取り組み
　―つくば駅前広場再整備事業等―
　････････････････････････････････････････････････････････････つくば市　市長公室長･ 本位田　拓･ 52
副都心整備における環境対策
　－渋谷駅中心地区まちづくりガイドライン、
　　池袋副都心整備ガイドプランにおける環境対策の取組と課題－
　　･････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課･ 高峯聡一郎･ 57
太陽光発電と都市開発を組み合わせた普及のための課題
　･･･････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課･ 大島　英司･ 63
東京駅周辺大丸有（だいまるゆう）地区におけるCO2 削減対策の現状と課題
　･･･････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課･ 荒川　辰雄･ 70
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太陽熱利用の取組と面的に普及させるための課題について
　･･････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課　流通業務　係長･ 岸　　　克･ 75
情報提供
「地球温暖化に関する我が国の取組」
　･･････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　都市・地域政策課課長補佐･ 井上　綾子･ 81
「低炭素都市づくりガイドラインについて」
　･････････････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局都市計画課企画専門官･ 鎌田　秀一･ 85
低炭素型都市づくりへの支援措置について
　････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課･ 89
連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　上田市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　････････････････････ 長野県上田市商工観光部商工課課長補佐兼市街地商業活性化担当係長･ 竜野　秀一･ 93
　倉敷市中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････････ 岡山県倉敷市新市・まちづくり推進課･ 太田　広巳･ 95
　唐津市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････････ 唐津市商工観光部市街地活性化推進室･ 本村アトム･ 98
　十和田市中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････････････････････････････････ 十和田市観光商工部商工労政課･
　　 建設部都市整備建築課･ 101
書評
「環境主義」は本当に正しいか？―チェコ大統領が温暖化論争に警告する
　･･････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局　市街地整備課･ 林　良太郎･ 103
編集後記
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 105
都市計画協会報告
第27回まちづくり拝見研修会について（報告）
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 財団法人都市計画協会･ 106
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 108

平成 22 年 9 月号
特集　都市における生物多様性保全

グラビア
都市における生物多様性保全　･･･････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集　････････････････････････････････････ グラビア･ 5
巻頭言
愛知万博から、COP10（生物多様性条約第 10 回締約国会議）へあいちの歩み
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 愛知県知事･ 神田　真秋･ 3
まちと私
「まち」と「祭り」　･･････････････････････････････ 特定非営利活動法人ふくこい　理事長･ ･
　 （ふくこいアジア祭り実行委員会　実行委員長）･ 石川　鉄也･ 6

ブック 12月号.indb   128 2010/12/17   14:35:19



SHINTOSHI  Vol.64 No.12 2010  129

特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（22）
開発許可制度の変遷と今後の展望
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 工学院大学教授･ 野澤　　康･ 9

特集論文
都市と生物多様性　････････････････････････････････ 慶應義塾大学環境情報学部　准教授･ 一ノ瀬友博･ 14
都市と生物多様性に関する国際的な動向、国内の動向
　･････････････････････････････････････ 国交省都市・地域整備局公園緑地・景観課　企画専門官･ 戸田　克稔･ 18
名古屋のまちづくりと生物多様性保全
　･････････････････････････････････････････････････ 名古屋市緑政土木局緑地部緑化推進課長･ 小池　敦夫･ 23
鎌倉広町緑地における生物多様性の取り組み
　～大規模都市圏域における緑地保全と生物多様性の市民の取り組み～
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 鎌倉市景観部長･ 土屋　志郎･ 27
梅小路公園「いのちの森」における生物多様性への取り組み
　･････････････････････････････････････････････････ 京都市建設局　水と緑環境部　緑政課長･ 片山　博昭･ 33
横浜市水と緑の基本計画と生物多様性の取組
　･････････････････････････････････････････････ 横浜市環境創造局　企画部企画課　担当係長･ 小田嶋鉄朗･ 37
第三者評価を通じて企業の生物多様性保全に関する取組の支援
　･････････････････････････････････････････････････ 財団法人･都市緑化基金　SEGES 事務局･ 上野　芳裕･ 41
東京湾岸部での緑地創出と、そこでの環境コミュニケーション活動について
　･････････････････････････････････････東京電力㈱　環境部　自然環境グループマネージャー･ 大曽根健久･ 45
生物多様性の保全と地域交流を創出する都市緑化･新梅田シティ「新・里山」
　････････････････････････････････････････････････････････････積水ハウス（株）環境推進部･ 嶋田　　隆･ 49
大学のエコキャンパス化における生物多様性の保全の試み
　･････････････････････････････････････････････ フェリス女学院大学　国際交流学部　准教授･ 佐藤　　輝･ 53
ブラジル・クリチバ市における生物多様性の取り組み
　･････････････････････････････････････････････ 元　パラナ州、及び　クリチバ市　環境局長･ 中村ひとし･ 57
ヨーロッパにおけるエコロジカルネットワーク計画
　････････････････････････････････････････････････ ㈱環境グリーンエンジニア　取締役技術部長･ 狩谷　達之･ 61

特別企画　都市と経済学　～経済学的視点からの都市政策の考察～
コンパクトシティと介護サービス－施設・事業所の立地と課題
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････日本福祉大学経済学部･ 遠藤　秀紀･ 65

連載
中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～
　石巻市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･･･････････････････････････････････････････････････････ 宮城県石巻市産業部商工観光課･ 木村　茂徳･ 69
　福島市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　････････････････････････････････････････････････････････････････････福島市都市政策部都市計画課･ 74
　中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組みについて～
　　･･･････････････････････････････････････････････････ 佐伯市役所企画課まちづくり推進係･ 吉田　一仁･ 76
　沖縄市中心市街地活性化基本計画について
　････････････････････････ 沖縄市　経済文化部　にぎわい創造室　中心市街地活性化推進担当･ 高江洲昌彦･ 78

都市計画協会報告
実践まちづくりトップセミナー
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 財団法人都市計画協会･ 81

都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 82
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平成 22 年 10 月号
特集　安全・安心なまちづくり

グラビア
安全・安心なまちづくり　･････････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集　････････････････････････････････････ グラビア･ 5
巻頭言
長寿社会における災害に強いまちづくりにむけて　･･･････････････････ 三条市長･ 國定　勇人･ 3
まちと私
まちと命をまもる　･････････････････････････････････････････････NHK・気象キャスター･ 半井　小絵･ 6
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（23）
生産緑地の変遷と市街地の中の農地の行方
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････芝浦工業大学名誉教授･ 水口　俊典･
　 （財）都市農地活用支援センター理事･ 佐藤　啓二･
　 （財）都市農地活用支援センター･ 篠原　史子･ 8
特別企画　都市と経済学　～経済学的視点からの都市政策の考察～
高齢者の居住地選択と大都市圏
　････････････････････････････････････････････････････････････････････國學院大學経済学部･ 田原　裕子･ 18
特別企画　国際観光文化都市（１）
国際観光文化都市に関する法制度の紹介
　･････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局都市計画課･ 酒井　達朗･ 23
「いとう 8K」と「伊東八景」のまちづくり
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 伊東市長･ 佃　　弘巳･ 25
特集論文
自助の重要性と共助の役割　･････････････････････ 富士常葉大学大学院環境防災研究科･ 重川希志依･ 30
東岸和田駅東地区防災街区整備事業　～まちびらきを迎えて～
　･･･････････････････････････････････････東岸和田駅東地区防災街区整備事業組合　事務局長･ 西田　昌恭･ 36
東京都都市防災不燃化促進事業の概要
　･･････････････････････････････････････････････東京都都市整備局市街地整備部防災都市づくり課･ 41
鳥取県における宅地耐震化推進事業の取組について
　･････････････････････････････････････････････ 鳥取県生活環境部景観まちづくり課　副主幹･ 田中　　勲･ 45
今後の治水対策を踏まえたまちづくり　･･････････････名古屋大学大学院工学研究科･ 辻本　哲郎･ 49
地域特性を生かした「田んぼダム」洪水緩和について
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････新潟県三条市経済部農林課･ 53
葛飾区新宿六丁目のまちづくりに合わせた人工的な高台の創出
　･････････････････････････････････････････････ 葛飾区都市整備部街づくり計画担当課　課長･ 情野　正彦･ 57
水害に強い地域づくり　～流域治水対策の取組～
　･････････････････････････････････････････････････････ 滋賀県土木交通部流域治水政策室長･ 西嶌　照毅･
　 滋賀県土木交通部流域治水政策室　副主幹･ 西山　康弘･
　 滋賀県土木交通部流域治水政策室　主査･ 瀧　健太郎･ 61
市川市における雨水浸透施設の整備推進
　･･･････････････････････････････････････････････ 市川市　水と緑の部　河川・下水道管理課･ 高橋　　誉･ 65
都市における総合的雨水利用の現状と課題　－墨田区の取り組みを中心に－
　････････････････････････････････････････････････････････････････東邦大学薬学部客員教授･ 村瀬　　誠･ 69
大学と地域が連携した減災への取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 工学院大学工学部建築学科准教授･ 村上　正浩･ 74
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知多市南粕谷地区における生活環境改善型安全安心なまちづくり
　･････････････････････････････････････････････････ 愛知県知多市　南粕谷コミュニティ会長･ 鈴木　　功･ 78
東京臨海広域防災公園について
　･････････････････････････････････････････関東地方整備局国営昭和記念公園事務所　副所長･ 松本　　浩･ 82
安全・安心まちづくりをめざして　～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安全・安心まちづくり小委員会の動向～
　･･･････････････････････････････････････････国土交通省　都市・地域整備局　都市・地域安全課･ 86
海外報告
自然災害保険と防災型土地利用コントロール（フランスと韓国）
　･････････････････････････････････････････････OECD 持続可能な開発のための地域政策課長･ 吉田　　恭･ 90
特別寄稿
ケーブルネットワークを活用した一人暮らし高齢者対策
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 豊後高田市長･ 永松　博文･ 100
都市行政の動き
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
　安全・安心まちづくり小委員会委員長に就任して
　･････････････････････････････････････････････････ 東京大学空間情報科学研究センター教授･ 浅見　泰司･ 105
都市計画協会報告
まちづくりセミナー　開催の報告
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 財団法人都市計画協会･ 106
都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 109

平成 22 年 11 月号
特集　第 62 回都市計画全国大会

グラビア
第 62 回都市計画全国大会（広島県）　･･･････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1

（広島県）
第 62 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･ 近藤　茂夫･ 3
第 62 回都市計画全国大会を迎えて　･･････････････････････････････････ 広島県知事･ 湯﨑　英彦･ 5
第 62 回都市計画全国大会を迎えて　････････････････････････････････････ 広島市長･ 秋葉　忠利･ 7
広島県の取り組み
広島県の都市計画　･････････････････････････････････････････広島県都市局都市政策課長･ 福原　真爾･ 9
広島県の街路事業　･････････････････････････････････････････広島県都市局都市整備課長･ 徳永　博文･ 14
広島県の下水道事業　･･････････････････････････････････････広島県都市局都市環境課長･ 正田　伸二･ 19
広島県の都市公園事業　･･･････････････････････････････････広島県都市局都市環境課長･ 正田　伸二･ 23
広島県営住宅における課題と取組みについて
　･･････････････････････････････････････････････････････････････広島県都市局住宅課　主任･ 山下　和彦･ 27
広島県の景観施策について　･･･････････････････ 広島県環境県民局環境部環境保全課長･ 佐伯　佳彦･ 33
広島市の取り組み
広島市の都市計画　～千客万来の都市の実現に向けて～
　･････････････････････････････････････････････････････････ 広島市都市整備局都市計画課長･ 田邉喜久夫･ 38
広島市の景観行政について
　･･･････････････････････････････････････広島市都市整備局都市計画課都市デザイン担当課長･ 香川　寛治･ 45
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広島市の市街地整備～廃墟から 65 年、世界のモデル都市を目指して～
　･････････････････････････････････････････････････････････ 広島市都市整備局区画整理課長･ 秋元　　博･ 50
広島駅周辺地区の再開発による活気と賑わいの創出
　････････････････････････････ 広島市都市活性化局都心再開発部広島駅周辺地区整備担当課長･ 谷川　　晃･ 54
マツダスタジアム（広島市民球場）の建設
　～MAZDA･Zoom-Zoom スタジアム広島～
　･･･････････････････････････････････広島市都市活性化局都心再開発部市民球場調整担当課長･ 品川　弘司･ 59
河岸緑地整備による水辺空間の賑わいの創出
　･･･････････････････････････････････････････････ 広島市都市整備局緑化推進部公園整備課長･ 三好　史久･ 63
「水の都ひろしま」美しい道路づくりの取り組みについて
　～広島南道路太田川放水路橋りょうデザイン提案競技～
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 広島市道路交通局道路部街路課長･ 石井　　昭･ 68
LRT都市サミット広島 2009 について
　･･･････････････････････････････････････････ 広島市道路交通局都市交通部交通対策担当課長･ 箕田　和三･ 74
地方都市の取り組み
呉市宝町地区の陸・海の玄関づくり～交通結節点を活かしたまちづくり～
　････････････････････････････････････････････････････････････････呉市都市部都市計画課長･ 今村　清司･ 80
尾道市の景観施策と課題
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 尾道市都市部まちづくり推進課長･ 朝倉智佳史･ 84
「ばらのまち福山」の都市づくり
　～備後都市圏の拠点として人をひきつける中心市街地の創造～
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 福山市建設局都市部都市計画課長･ 谷口　晃一･ 89
福山都市圏での地域と連携したソフト施策
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 福山市建設局都市部都市交通課長･ 浜岡　文雄･ 94
『生活中心街』の育成　･･･････････････････････････ 府中市建設部まちづくり課　主任技師･ 檀上　智之･ 99
三次町の歴みち事業　～歴史的建物を生かした卯

うだつ

建のにあう街づくり～
　･････････････････････････････････････････････････････ 三次市建設部都市整備課　主任主事･ 市井　洋平･ 104
夢街道ルネサンス認定「街道東城路」のまちなみ再生と活性化に向けて
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････庄原市東城支所長･ 木村　幸子･ 108
暮らしやすいまちづくりを支援する地域公共交通の取り組み
　･･････････････････････････････････････････････････････････････大竹市市民生活部市民課長･ 香川　晶則･ 112
西条駅前地区周辺整備事業について　～酒蔵地区の景観と調和のとれたまちづくり～
　･････････････････････････････････････････････････････ 東広島市都市部次長兼都市計画課長･ 西川　公雄･ 116
廿日市市が進めるシビックコア地区整備について
　･･････････････････････････････････････････････廿日市市･建設部都市・建築局･都市計画課長･ 向井　敏美･ 120
府中町の補助街路事業について　････････････････････ 安芸郡府中町建設部都市計画課長･ 和田　敏信･ 125
熊野筆の文化と魅力あるまちづくり　････････････････ 安芸郡熊野町建設部都市整備課主幹･ 高橋　　修･ 130
坂町平成ヶ浜地区を中心としたまちづくり　･････････････ 安芸郡坂町建設部都市計画課長･ 三好　修平･ 135
民間団体の取り組み
誇りと愛着にみちた町づくり　～住民が住み続けられる町を目指して～
　･････････････････････････････････････････････ 石州街道・出口地区まちづくり協議会　会長･ 内田　和太･ 141
街と街、人と川を結ぶ「雁木タクシー」　･････････････････････ NPO 法人雁木組　理事長･ 氏原　睦子･ 145
市民活動による空き家再生最前線－尾道市中心部斜面市街地を対象として－
　････････････････････････････････････････････ NPO 法人尾道空き家再生プロジェクト　理事･ 新田　悟朗･ 150
特別企画　国際観光文化都市（２）
国際文化観光都市「松江」～その魅力と取り組み～
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　････････････････････････････････････････････････････････････････松江市政策部政策企画課･ 勝部　真史･ 155
世界の人々から「一度は訪れたい」　と言われるまちを目指して
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 芦屋市長･ 山中　　健･ 160

平成 22 年 12 月号
特集　個性ある地域づくりの推進

グラビア
個性ある地域づくりの推進　･･････････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
都市計画法制 90 周年特別企画　都市計画図版集　････････････････････････････グラビア･ 5
巻頭言
堆肥センター「美土里館」物語　･･････････････････････････････････ 栃木県茂木町長･ 古口　達也･ 3
まちと私
自然が育む人とまち。走って笑って“故郷”となり
　･････････････････････････････････････････････････････････ エッセイスト、国際ラリースト･ 三好　礼子･ 6
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（24）
地区計画制度の導入･･････････････････････････････････････････････慶應義塾大学名誉教授･ 日端　康雄･ 9
特別企画　国際観光文化都市（３）
熱海市の観光まちづくり･･･････････････････････････････････････････････････････ 熱海市長･ 齊藤　　栄･ 19
観光の活性化とまちづくり～松山市～
　････････････････････････････････････････････････････････････松山市都市整備部都市政策課･ 石井　朋紀･ 24
類い稀なる軽井沢その歴史とまもりたいもの
　･････････････････････････････････････････････････ 軽井沢町建設課課長補佐兼計画設計係長･ 金澤　富夫･ 28
特集論文
地域活性化戦略と広域連携･･･････････････････････････････････････東京大学大学院教授･ 大西　　隆･ 32
多元化・重層化する地域づくり
　･････････････････････････････････････････････ 大阪市立大学大学院創造都市研究科　准教授･ 瀬田　史彦･ 37
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