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　･･･････････････････････････････････････････････大丸有 ･神田地区等グリーン物流推進協議会
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　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････京都市長･ 門川　大作･ 20
国際文化観光都市としての 60 年････････････････････････奈良市都市整備部都市計画室長･ 中田　治夫･ 25
特集　都市計画制度の見直しに向けて
都市計画制度の見直しに向けた検討の状況について
　･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局都市計画課長･ 樺島　　徹･ 29
今日的な都市計画制度の課題に関する自治体の取組
　広域的な都市計画区域マスタープラン
　　･･･････････････････････････････････････････････････兵庫県まちづくり局都市計画課　課長･ 水埜　　浩･ 37

12-400-総目次.indd   111 2011/12/27   8:36:23



112  Vol.65 No.12 2011  SHINTOSHI

　都市計画区域の見直しについて
　　･････････････････････････････････････････････････････････････愛知県建設部都市計画課長･ 堀田　信寿･ 44
　区域区分導入による市街地の見直し
　　･････････････････････････････････････････････････････････････鶴岡市建設部　都市計画課･ 有地　裕之･ 50
　「杜の都」仙台の新たなまちづくりに向けた都市計画道路網の見直しについて
　　･････････････････････････････仙台市都市整備局総合交通政策部交通政策課　主幹兼計画係長･ 石川　　健･ 54
　都市計画広域調整について　～地域主権時代における県の役割を考える～
　　･････････････････････････････････････････････････････････山形県県土整備部都市計画課長･ 吉田　郁夫･ 58
　都市農地の保全と都市計画について　～世田谷区農地保全方針～
　　･････････････････････世田谷区みどりとみず政策担当部みどり政策課　公園緑地事業担当係長･ 浅見佐和子･ 62
　低炭素都市をめざした環境首都・安城へのシナリオ
　　～都市計画マスタープランの改定と低炭素都市づくりガイドラインの活用～
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　子育ち支援からみた都市計画・まちづくりへの期待･･･････････････日本女子大学･ 定行まり子･ 93
　観光政策から見た都市計画････････････････････東京大学先端科学技術研究センター教授･ 西村　幸夫･ 98
海外報告
シンガポール都市戦略・不動産市場等調査
　･･･････････････････････････････････国土交通省都市・地域整備局都市計画課開発企画調査室長･ 上野　賢一･ 102
特別寄稿　
広場の管理システム再考：ロンドンのスクエアー再生を中心に
　･･･････････････････････････････････････････････････････北海道大学大学院工学研究院准教授･ 坂井　　文･ 106
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～
明石市の中心市街地活性化基本計画について
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 明石市中心市街地活性化プロジェクト･ 113
松山市中心市街地活性化基本計画　～ 50 万中枢都市の顔づくり～について
　･････････････････････････････････････････････････････････ 松山市総合政策部　坂の上の雲まちづくり担当部長付･ 116
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平成 23 年 3 月号
特集　創造都市

グラビア
創造都市･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 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･ 3
巻頭言
都市と文化･･･････････････････････････････････････････････････････････前ユネスコ事務局長･ 松浦晃一郎･ 3
まちと私
とおくのまちのこと･･･････････････････････････････････アーティスト　東京芸術大学･教授･ 日比野克彦･ 6
特別企画　都市計画法制 90 周年記念特別企画（27）
都市計画制度の歩みと今後の展望
　･････････（財）計量計画研究所理事長（元・社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会長）･ 黒川　　洸･
　　･ 東京都市大学教授（元・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長）･ 小林　重敬･
　･ （財）都市計画協会会長（元・建設省都市局長、都市計画課長）･ 近藤　茂夫･
　･ 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）･ 越澤　　明･ 8
21 世紀我が国都市計画への期待と展望
　都市計画法制 90 周年特別企画の連載を終えるに当たって
　　･････････････････････････････････････････････････････････････････北海道大学大学院教授･ 越澤　　明･ 27
特集　創造都市
創造都市の時代とその可能性････････････････････大阪市立大学教授・都市研究プラザ所長･ 佐々木雅幸･ 31
「創造都市と観光」･････････････････････････････････････････････････････････京都府立大学･ 宗田　好史･ 37
アートが地域再生に力を添える−欧州都市の取り組み−
　････････････････････････････････････････････････････東京理科大学理工学部建築学科･准教授･ 伊藤　香織･ 42
文化芸術創造都市の推進･････････････････････････････････文化庁長官官房政策課　専門職･ 伊野　哲也･ 47
横浜市における都市の資産と創造性を生かした都心部再生
　････････････････････････････････ 横浜市APEC・創造都市事業本部創造都市推進課　担当係長･ 山下　恭子･ 51
デザインの力でまちを元気に
　ユネスコ・クリエイティブ・デザインシティ・なごやの推進
　･････････････････････････････････････････････････････････名古屋市市民経済局産業経済課長･ 下山　浩司･ 57
創造都市・金沢の取り組み　―クラフト創造都市・金沢の世界への発信−
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 金沢市都市政策局企画調整課･ 61
「デザイン都市・神戸」の取り組みについて
　･･･････････････････････････････････････････････神戸市企画調整局デザイン都市推進室　主査･ 松添　高次･ 66
森ビルが考える都市の視覚化の未来
　･････････････････････････････････････都市開発事業本部･総合計画統括部･メディア企画室･室長･ 矢部　俊男･ 71
なぜ BankARTが生まれたのか？･････････････････････････････････ BankART1929 代表･ 池田　　修･ 76
別府市　混浴温泉世界･･････････････････････････ NPO法人･BEPPU･PROJECT　代表理事･ 山出　淳也･ 82
特別寄稿　
ドイツ都市計画法制における広場の位置付けの一側面
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････國學院大學法学部専任講師･ 川合　敏樹･ 90
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～
　高崎市の中心市街地活性化基本計画について
　　･･･････････････････････････････････････････････････････････････高崎市商工観光部商業課･ 樋口　健一･ 95
　伊丹市：このまちのかたち････････････････････兵庫県伊丹市都市創造部都市企画室主幹･ 綾野　昌幸･ 97
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行政報告
「社会資本整備審議会第６回都市計画・歴史的風土分科会及び
　第 13 回都市計画部会合同会議」の開催について
　　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局･ 99
都市・地域整備局だより
行事日誌
新都市２月号書評の追加掲載について･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 107

平成 23 年 4 月号
特集　平成 23 年度予算・民間の新たな担い手によるまちづくり

グラビア
民間の新たな担い手によるまちづくり･･･････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
巻頭言
官民協働の重要性と脆弱性ー････････････････････････････････中京大学総合政策学部教授･ 奥野　信宏･ 3
まちと私
まちづくり会社（あたらしい公共）によるまちづくり･････････････････都市計画家･ 西郷真理子･ 5
特集 1　平成 23 年度予算
国土交通省関係予算の概要･･････････････････････････････････････････････････････････････ 大臣官房会計課･ 7
都市・地域整備局関係予算の概要･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 10
大都市の国際競争力強化･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 11
下水道に関する革新的技術の実用化の促進･･････････････････････････････････････････････････････････ ･ 13
官民連携による国際展開の促進･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 14
平成 23 年度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･ 16
平成 23 年度公園緑地・景観・歴史環境等関係予算の概要
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課･ 20
特集 2　民間の新たな担い手によるまちづくり
民間の新たな担い手によるまちづくりの推進
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市 ･地域整備局まちづくり推進課･ 23
英国のタウンセンター・マネジメントにみる組織の役割と支援体制
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････千葉大学　准教授･ 村木　美貴･ 26
公民連携先進都市への挑戦
　･･･････････････････････････････････････････････横浜市共創推進事業本部共創推進課担当課長･ 嶋田　　稔･ 30
「新しい公共」の担い手によるコミュニティづくり
　･･･････････････････････････････････････国土交通省　国土計画局　広域地方整備政策課　主査･ 村上　　学･ 34
大丸有地区における官民連携によるまちづくり
　･････････････････････････････････大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会　幹事長･ 合場　直人･ 37
地方都市中心部再生と事業収益性の改善
　～熊本市、札幌市、盛岡市における取組みを通じて～
　･･････････････････････････････一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス･代表理事
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平成 23 年 7 月号
特集　既成市街地の再生 ～民有地と公有地の垣根を越えて～

グラビア
既成市街地の再生
　～民有地と公有地の垣根を越えて～･･･････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1

巻頭言
既存公共施設の有効利用･････････････････････････････････････････････････東京工業大学･ 中井　検裕･ 3

特集　既成市街地の再生 ～民有地と公有地の垣根を越えて～
大街区化ガイドライン（第１版）の策定について
　･････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省･都市局･市街地整備課･ 廣岡　秀隆･ 5
道路の上空等における建築物の建築等に関する特例制度について
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省･都市局･都市計画課･法制係長･ 近藤　　光･ 10
グランドプラザの整備と中心市街地活性化の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････富山市･都市整備部･都市再生整備課･課長･ 粟島　正憲･ 13
福岡市祇園町地区におけるまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 福岡市住宅都市局都市づくり推進部都心再生課･ 16
環状第二号線新橋・虎ノ門地区市街地再開発事業
　････････････････････････････････東京都･都市整備局･市街地整備部･再開発課･都市施設担当係長･ 森野　敬充･ 19
市街地再開発事業における河川調節池の立体的な整備（所沢元町北地区）
　････････････････････････････････････････････（独）都市再生機構埼玉地域支社都市再生業務部･ 久野　暢彦･ 23
大橋一丁目公園（仮称）
　･･･････････････････････････････････････ 目黒区･都市整備部･みどりと公園課公園事業推進係長･ 清水　　誠･ 27
下水道施設の上部空間を活用したまちづくりの取り組みについて
　～官民が連携した上部利用事業～
　　･････････････････････････････････････････東京都下水道局計画調整部開発計画推進担当課長･ 久米　栄一･ 30
大街区化の取組みについてこれまでの経緯と今後の展望
　････････････････････････････････････････国土交通省都市局市街地整備課･拠点整備事業推進官･ 荒川　辰雄･ 35

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～
　北見市中心市街地活性化基本計画の概要
　　･･･････････････････････････････････････････････････････････ 北見市･都市再生推進室･主幹･ 市山　恵一･ 39
　「日光市中心市街地活性化基本計画」について
　　･生活、歴史・文化、観光のゲートタウンづくり･
　　～歴史・文化・様々な人が織り成す“日光の顔”づくり～
　　･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 栃木県日光市建設部まちづくり推進課･ 41

書評
密集市街地整備法詳解
　･･･････････････････････････････････････････国土交通省･都市局･市街地整備課･再開発推進係長･ 石塚　正士･ 45
都市行政の動き　東日本大震災に関する主な動き（平成 23 年６月）
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局･ 47

特別寄稿
東日本大震災に対する都市再生機構の復興支援への取り組みについて
　･････････････････････････････････････独立行政法人都市再生機構･理事（震災復興支援等担当）･ 松田　秀夫･ 57

特別企画シリーズ　主要国の都市計画制度（フランス編４）
フランスの都市計画・都市マネジメントの動向【第４回】
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　～飯田のまちを守り育て“誇りあるまち”を未来に残すために～
　　･･･････････････････････････････････････････････････株式会社　飯田まちづくりカンパニー･ 三石　秀樹･ 69
　八戸市の認定中心市街地活性化基本計画　～加速する活性化への取り組み～
　　･･････････････････････････････････････････八戸商工会議所･業務部長兼まちづくり推進課長･ 吉田富三夫･ 72
都市行政の動き
東日本大震災に関する主な動き（平成 23 年７月）･･････････････････････････････････ 国土交通省都市局･ 74
特別企画シリーズ　主要国の都市計画制度（フランス編５）
フランスの都市計画・都市マネジメントの動向【第５回】
文化遺産の保全と活用における歴史芸術都市制度の意義
　-多様な主体による計画の実現と都市計画・文化政策の連携 -
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････筑波大学･ * 岡橋　純子
　･ 東京大学･ 岡井　有佳
　･ 駒澤大学･ 内海　麻利･ 80
　･ ･ （＊主執筆者）

《都市計画協会報告》
第 29 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･ 89

《都市局だより》
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 91

平成 23 年 9 月号
特集　地域の創意工夫による緑豊かなまちづくり

～多様な主体による民有地の緑地の保全と緑化の取組み～

グラビア
地域の創意工夫による緑豊かなまちづくり
　～多様な主体による民有地の緑地の保全と緑化の取組み～･････････････････････････････ グラビア･ 1
巻頭言
「みどりはつなぎ手！」～緑と水景の広域連携の取組～･･････････････････川崎市長･ 阿部　孝夫･ 3
まちと私
不便・不安・不満から．．．当事者主体のまちづくり
　･･････････････････････････････････････････（株）フラウ主婦生活総合研究所　代表取締役社長･ 濱砂　圭子･ 6
特集　地域の創意工夫による緑豊かなまちづくり
　　　～多様な主体による民有地の緑地の保全と緑化の取組み～
暫定性を基調とした民有緑地整備の可能性
　････････････････････････････････････････････････東京大学大学院新領域創成科学研究科･教授･ 横張　　真
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　･ 東京大学空間情報科学研究センター･助教･ 雨宮　　護
　･ 東京大学大学院新領域創成科学研究科･助教･ 寺田　　徹･ 8
民有地の緑地の保全及び緑化に関する地方公共団体の取組みの動向
　～都市緑地法に基づく各制度の活用実績等～
　･･･････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局･公園緑地・景観課･企画専門官･ 戸田　克稔･ 12
川崎市緑の基本計画　～多様な緑が市民をつなぐ地球環境都市かわさきへ～
　･････････････････････････････････････････････････････････川崎市建設緑政局緑政部緑政課長･ 萩原　　茂･ 17
特別緑地保全地区の指定推進による東京の緑の保全
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課･ 21
地区計画条例の活用による緑地保全の取組
　･････････････････････････････････････････････････････横浜市環境創造局みどりアップ推進課･ 河岸　茂樹
　･ 横浜市都市整備局地域まちづくり課･ 児玉めぐみ･ 26
管理協定制度を活用し、まち顔となる貴重な緑を保全
　･･･････････････････････････････････････････････････松戸市都市緑花担当部みどりと花の課長･ 島村　宏之･ 30
緑化地域制度を活用したみどり豊かな街づくり
　～「世田谷みどり 33」の実現に向けて～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 世田谷区みどりとみず政策担当部みどり政策課･ 34
緑化地域制度施行における緑化施設評価認定制度「NICE･GREENなごや」
　と各種の普及支援制度等の名古屋市の取り組みについて
　････････････････････････････････････名古屋市緑政土木局緑地部緑地計画課･緑化指導審査係長･ 藤井　辰則･ 37
区域全体を対象とした樹木等保全協議制度による緑豊かなまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････････目黒区都市整備部みどりと公園課長･ 立山　敬之･ 42
カシニワで地域の魅力をアップ
　～カシニワ制度の創設経緯と運用開始後の状況について～
　　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 柏市･都市部･公園緑政課･ 細江まゆみ･ 46
町の歴史や文化と園芸文化を融合させた緑のまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････みちびき花の辻商店街振興組合代表理事･ 辻村　　勇･ 51
企業による都市緑地の保全・創出活動の推進
　･････････････････････････････････････････････････財団法人･都市緑化機構･研究部･主任研究員･ 上野　芳裕･ 55
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～
　東海市の認定中心市街地活性化基本計画について
　　･････････････････････････････････････愛知県東海市環境経済部商工労政課産業振興推進担当･ 片岡　靖博･ 58
　豊田市中心市街地活性化への歩み
　　･･････････････････････････････････････････････豊田まちづくり株式会社･執行役員総務担当･ 生駒みどり･ 61
都市行政の動き
東日本大震災に関する主な動き（平成 23 年８月）･･････････････････････････････････ 国土交通省都市局･ 64
特別企画シリーズ　主要国の都市計画制度（フランス編６）
フランスの都市計画・都市マネジメントの動向【第６回】
観光政策の分権的動向と都市マネジメント
　-多様な主体の役割と担い手の公定化に着目して -
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････駒澤大学･ * 内海　麻利
　･ 東京大学･ 岡井　有佳
　･ 筑波大学･ 岡橋　純子･ 68
　･ ･ （＊主執筆者）
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《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･ 77

《都市局だより》
行事日誌・人事異動････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 79
都市計画協会からのお知らせ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 80

平成 23 年 10 月号
特集　第 63 回都市計画全国大会（北海道）

グラビア
第 63 回都市計画全国大会（北海道）･･････････････････････････････････････････････････････････ グラビア･ 1
特集　第 63 回都市計画全国大会（北海道）
第 63 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 63 回都市計画の全国大会を迎えて････････････････････････････････････北海道知事･ 高橋はるみ･ 5
第 63 回都市計画全国大会を迎えて･････････････････････････････････････････札幌市長･ 上田　文雄･ 7
北海道の取り組み
　北海道の都市計画･･････････････････････････････北海道建設部まちづくり局都市計画課長･ 上谷　誠司･ 10
　北海道の街路事業･･････････････････････････････北海道建設部まちづくり局都市環境課長･ 須田　敏則･ 16
　北海道の下水道事業
　　･････････････････････････････････北海道建設部まちづくり局都市環境課公園下水道担当課長･ 丸山　晃司･ 19
　北海道の広域公園の概要
　　･････････････････････････････････北海道建設部まちづくり局都市環境課公園下水道担当課長･ 丸山　晃司･ 22
　北海道の景観施策･･････････････････････････････北海道建設部まちづくり局都市計画課長･ 上谷　誠司･ 25
札幌市の取り組み
　札幌の都市計画～災害に強いまちづくりを目指して～
　　･････････････････････････････････････････札幌市市民まちづくり局都市計画部都市計画課長･ 米田　智広･ 30
　「札幌市の交通計画～総合交通計画策定と路面電車の活用～」
　　････････････････････････････････････札幌市市民まちづくり局･総合交通計画部交通計画課長･ 坪田　　靖･ 34
　札幌市の街路事業　･･････････････････････････････････････札幌市建設局土木部道路課長･ 阿部　芳三･ 37
　札幌市の都市公園・緑地について
　　･･･････････････････････････････････････････札幌市環境局みどりの推進部みどりの推進課長･ 西川　　亮･ 40
　札幌市の市街地整備の変遷と取組
　　･････････････････････････････････････････････札幌市都市局市街地整備部事業推進担当部長･ 若松　郁郎･ 43
地方都市の取り組み
　帯広市 JICA協働による海外技術支援～コロンビア共和国の土地区画整理事業～
　　･･･････････････････････････････････････････帯広市都市建設部都市計画課宅地開発担当課長･ 田中　博美･ 46
　北海道新幹線新駅周辺土地区画整理事業～北海道新幹線開業を契機としたまちづくり～
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