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「新都市」平成26年第68巻総目録

平成 26 年１月号
特集　自助共助と安全・安心なまちづくり

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 3
巻頭言

21 世紀の防災まちづくりの方向
　 ･･････････････････････････････････････････････････明治大学　政治経済学研究科　特任教授 中林　一樹 5
特集　自助共助と安全・安心なまちづくり
〈総論〉

地域力による都市の安全性向上に係る取組の推進
　～自助・共助の取組と行政の連携の進め方について～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市安全課 9
自助・共助と安全・安心なまちづくり
　 ･･･････････････････････ 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長 / 教授

　 東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター教授 目黒　公郎 13
南海トラフ巨大地震にそなえる　～過去の震災から何を学ぶか？～
　 ････････････････････････三重大学大学院工学研究科／三重大学地域圏防災・減災研究センター 川口　　淳 21

〈取組事例〉
事前復興訓練と震災復興まちづくり
　 ･･････････････････････････････葛飾区　都市整備部　街づくり調整課　街づくり計画担当係長 鈴木　幸夫 26
地域特性を反映した防災対策　千代田区
　 ･･････････････････････････････････････････････････千代田区環境安全部防災・危機管理課長 小林　健一 31
阪神・淡路大震災の被災経験と住民と企業によるまちづくり
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････三ツ星ベルト株式会社　社長室 濵村　　健 35 
森ビルの街づくり
　～「逃げ出す街」から「逃げ込める街」へ～
　 ････････････････････････････････････････････森ビル株式会社　震災対策室事務局　事務局長 寺田　　隆 41
大規模震災時における公衆無線 LAN 無料開放の実証実験
　 ･･････････････････ 無線 LAN ビジネス推進連絡会（KDDI 株式会社　TF オフロード推進室長） 大内　良久 47
地域一体となった防災まちづくり
　 ･･････････････････････････････････････････国分寺市　泉町三丁目地区連合自治防災会　会長 杉田　重蔵 50
特別企画　東日本大震災　復興まちづくりのこれからに向けて（12）

三陸地方における復興まちづくりの課題と展望
　～久慈市・釜石市での支援活動をふまえて～
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････芝浦工業大学システム理工学部 松下　　潤 54
震災復興と地域間援助
　 ･･････････････････････････････････････････････････････筑波大学システム情報系社会工学域 谷口　　守 56
特別寄稿　筑波研究学園都市論（理論と実践）〈第３回〉

第三章　区画整理手法論（災害復興、震災復興、戦災復興）
　 ･･････････････････････････････････････････････････政策研究大学院大学客員教授　工学博士 三井　康壽 58
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都市行政の動き
東日本大震災に関する主な動き（平成 25 年 10 ～ 12 月）
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局 67

《都市計画協会報告》
第 65 回都市計画全国大会（茨城県水戸市）開催報告 ･･･････････公益財団法人　都市計画協会 68

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  70
行事日誌 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  70
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  70

平成 26 年２月号
特集　景観まちづくりの現状と課題

特集　景観まちづくりの現状と課題
〈総論〉

景観計画の計画制度としての可能性 ･････････････････････････････････大阪大学大学院 小浦　久子 3
景観まちづくりの現状と課題
　 ････････････････････････････････････国土交通省都市局景観・歴史文化環境整備室　課長補佐 地下　　調 7

〈取組事例〉
京都市の景観政策
　 ･････････････････････････････････････････ 京都市都市計画局都市景観部景観政策課 課長補佐 岡田　圭司 11
長野県小布施町における景観形成の取り組みの現状と課題
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 小布施町役場地域整備グループ 15
岡山市景観計画と後楽園の背景保全　 ･･･････････ 岡山市都市整備局都市計画課 副主査 山﨑　政範 19
熊本県における景観行政の取組み
　 ･･････････････････････････････････････熊本県土木部道路都市局都市計画課景観公園室　主幹 工藤　香奈 22
盛岡市の景観政策について　 ･･･････････････････････盛岡市都市整備部景観政策課　主査 高萩　　覚 25
兵庫県 ｢ 景観の形成等に関する条例 ｣ による景観形成の取組について
　 ･････････････････････････ 兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課景観形成室 景観行政係長 松井　雅伸 29

特別企画１　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（13）
三年目の課題とこれから：復興計画・事業は仕切り直せるのか？
　 ･･･････････････････････････････････････ 東北大学大学院 経済学研究科地域計画研究室　教授 増田　　聡 33

特別企画２　日本各地からのまちづくり情報（18）
第一種市街地再開発事業と住民参加、大学の関与について
　－沖縄県那覇市モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業を対象に－
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････琉球大学工学部　准教授 小野　尋子 36

連載　第２回まちづくり法人国土交通大臣表彰 ～受賞団体の取組紹介～（１）
第２回まちづくり法人国土交通大臣表彰～受賞団体の取組紹介～
　 ･････････････････････････････････････････････････ 株式会社　ジェイ・スピリット / 事務局 中山雄次郎 45

特別寄稿　筑波研究学園都市論（理論と実践）〈第４回〉
第４章　首都圏整備計画　 ･････････････････････政策研究大学院大学客員教授　工学博士 三井　康壽 48

特別寄稿
アーバンインフラ・テクノロジー推進会議　第 25 回技術研究発表会について
　 ････････････････････････････････････････････国土交通省都市局　街路交通施設課　整備室長 河野　俊郎 55
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《都市計画協会報告》
第 35 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 57

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  59
行事日誌・人事異動 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  59
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  59

平成 26 年３月号
特集　低炭素まちづくりに向けた取り組みの現状と今後の展開

巻頭言
新たな日本の奇跡“New Japanese Miracle”
　 ･･････････････････････････････････････････環境未来都市構想推進協議会　会長　北九州市長 北橋　健治 3
特集　低炭素まちづくりに向けた取り組みの現状と今後の展開
〈総合〉

海外の低炭素まちづくりの取り組みを踏まえた日本の低炭素まちづくり計画の意義とあり方
　 ･････････････････････････ 政策大学院大学及び法政大学大学院講師 元世界銀行主席都市専門官 鈴木　博明 5
温室効果ガス削減の新目標と低炭素まちづくりへの期待
　 ･･････････････････････････････････････････環境省　総合環境政策局　環境計画課　課長補佐 浜島　直子 10
低炭素まちづくりの推進に向けた国土交通省の取り組みについて
　 ･･････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課　都市環境計画係長 高橋　　慶 12

「ヒートアイランド現象緩和に向けた都市づくりガイドライン」について
　 ･･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課　公園緑地係長 守谷　　修 15

〈エコまち計画の事例紹介〉
「低炭素まちづくり計画」と「PFI 事業」を軸とした土地区画整理事業による市街地の再生
　 ････････････････････････････････････････････････････ 川西市 中央北整備部 中央北推進室長 酒本　恭聖 16
医療施設の街なか移転に伴うコンパクトでエコなまちづくり
　 ･･････････････････････････････････････････････････････小諸市役所　都市計画課　計画係長 春原　信行 20

〈低炭素まちづくりの事例紹介〉
宮古市スマートコミュニティ事業構築の取り組み
　 ････････････････････････････････････････宮古市スマートコミュニティ推進協議会　事務局長 武藤　良樹
　 宮古市スマートコミュニティ推進協議会　事務局次長 滝澤　　肇
　 （宮古市総務企画部復興推進課　課長）  22
省エネ立体都市『あべのハルカス』
　 ･･････････････････････････････････････近畿日本鉄道㈱　ターミナル開発事業本部　技術部長 安東　隆昭 26
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さ つ ま せ ん だ い し
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　 豊田市役所都市整備部交通政策課　副主幹 中根　　章 34
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都市局人事異動 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  80
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  83

平成 26 年５月号
特集　「歩く」を考える

巻頭言
「歩くまち京都」の実現を目指して ････････････････････････････････････････京都市長 門川　大作 3

特集　「歩く」を考える
〈総論〉

街路事業と「歩く」こと ･･････････････････国土交通省 都市局 街路交通施設課 企画専門官 服部　卓也 5
歩いて暮らせる健康都市構築の必要性 ･･････････････････････････筑波大学大学院教授 久野　譜也
　 つくばウエルネスリサーチシニアリサーチャー 吉澤　裕世 9
楽しく歩けるモールづくりへのアプローチ
　 ････････････････････････イオンモール株式会社 開発本部 建設企画統括部 デベロッパー企画部 前田　　顕 14

「歩く」ことと都市の魅力 ･････････････････････････京都市歩くまち京都推進室　企画課長 福田　敏男 18
面的な開発における歩行空間計画―UR 施行地区における歩行空間整備の歴史
　 ･･･････････････････････････････････････ 足利工業大学創生工学科 建築・社会基盤学系　教授 簗瀬　範彦 22

〈事例紹介〉
ライジングボラードによる自動車流入抑制 ･････････ 新潟市 中央区役所建設課 副主査 関口　晃司 26
歴史的環境を活かした歩行環境整備伝統的町並み空間を結ぶ歩行環境整備
　 ･･････････････････････････････････････････川越市都市計画部都市景観課　伝建地区担当主査 入曽　卓也 30
新宿駅東口地区における歩行空間創出の取り組み
　 ････････････････････････････････････････････新宿区　都市計画部都市計画課　都市施設係長 渡辺　郁夫 34

特別企画　東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（16）
取り戻そう笑顔あふれる女川町 ･･････････････公益財団法人　えどがわ環境財団　理事長 土屋　信行 38
岩手県宮古市復興から見える地域の今日の姿
　 ･･････････････････････････････････････････････東京工業大学大学院総合理工学研究科　教授 屋井　鉄雄 41

特別寄稿　筑波研究学園都市論（理論と実践）〈第７回〉
第７章　研究学園都市構想事始め
　 ･･････････････････････････････････････････････････政策研究大学院大学客員教授　工学博士 三井　康壽 43

特別寄稿　都市計画道路の長期未着手メカニズムと時間管理の導入
第２回　発生要因の分析とメカニズムの明確化 ･･････････････････････豊島区副区長 渡邉　浩司 50

《都市計画協会だより》・《都市局だより》
都市計画協会だより ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  54
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行事日誌 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  54
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  54

平成 26 年６月号
特集　まちづくり月間　～人にやさしいまちづくり～

グラビア
第 32 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
「山の水族館」を核とした「温泉街の再生」 ･･･････････････････････････････北見市長 櫻田　真人 3
特集　まちづくり月間　～人にやさしいまちづくり～

第 32 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
第 32 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 8
第３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９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 31 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９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 16 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 23
第 32 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 32
平成 26 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
特別寄稿　「都市計画道路の長期未着手メカニズムと時間管理の導入」

第３回　訴訟から見た問題点と損失 ･･･････････････････････････････････豊島区副区長 渡邉　浩司 38
特別寄稿　ビッグデータにおけるプライバシー保護　～日立における取り組みから～

　 ･････ 株式会社日立製作所　情報・通信システム社　スマート情報システム統括本部戦略企画本部事業開発部　担当部長 田尻　信行
　 株式会社日立コンサルティング　公共本部　シニアマネージャー 美馬　正司
　 株式会社日立コンサルティング　公共本部　シニアコンサルタント 宮澤　泰弘 42
特別寄稿　新たな時代の都市づくりに向けて

新生都市計画コンサルタント協会のビジョン
　 ････････････････････････････････････････････････････前協会ビジョン策定特別委員会委員長 松原　悟朗 46
都市行政の動き

平成 26 年度全国都市計画主管課長会議の開会にあたって
　 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省 都市局長 石井喜三郎 49
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書　評
『まちを歩く　建物めぐりを楽しむ＜東京＆近郊編＞』　三井 康壽 監修
　 ･･････････････････････････････････････････政策研究大学院大学　まちづくりプログラム教授 吉田　　恭 51
書　評　都市計画協会コーナー　＜寄贈図書＞

鉄道が創りあげた世界都市・東京 ････････････････････････････････････････ 矢島 隆・家田 仁　編著 52
《都市計画協会だより》・《都市局だより》

都市計画協会だより ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  53
行事日誌 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  53
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  53

平成 26 年７月号
特集　まちづくりと一体となったエネルギー面的利用の新たな展開

巻頭言
３.11 をふまえた「都市の中核機能を担う地区」の防災のあり方とは
　 ･･････････････････････････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 3
特集　まちづくりと一体となったエネルギー面的利用の新たな展開
〈総論〉

都市開発とエネルギーの面的利用
　～事業継続街区（BCD：Busuiness Continuity District）の実現に向けて～
　 ･･････････････････････････････････････国土交通省 都市局 市街地整備課 拠点整備事業推進官 鎌田　秀一 7
新たなエネルギー基本計画に基づくスマートコミュニティの展開
　 ････経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新産業・社会システム推進室 室長補佐 日原　正視 14

〈事例紹介〉
大型 CGS による大規模熱電併給　豊洲埠頭地区におけるスマートエネルギーネットワーク構築の

検討について ･･････････････ 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 大園　夏也 19
東京イースト 21 への「スマートエネルギーネットワーク」導入とその評価
　 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････鹿島建設株式会社 平岡　雅哉 23
名駅南・名駅東地区におけるエネルギー面的利用について
　 ････････････････････････････････････････････････東邦ガス株式会社　都市エネルギー営業部 蟹江　俊広 25
岩崎地区における天然ガスコージェネレーションを活用したスマートエネルギーネットワークの構築
　 ･･････････････････････････････････大阪ガス株式会社エネルギー事業部計画部　東京担当部長 岡本　利之 29
札幌都心地区における木質バイオマス利用による CO₂大幅削減
　 ････････････････････････････株式会社　北海道熱供給公社　生産部　中央エネルギーセンター 保木　国泰 32
高崎市中央・城址地区における面的エネルギー利用
　 ････････････････････････････････東京都市サービス株式会社　施設管理部　運用管理グループ 松田　泰範
　 鯉渕　崇寿 36
晴海アイランドトリトンスクエアにおけるタウンマネジメント　街ぐるみのライフサイクルマネジメント
　 ･･････････････････････････････････････････････晴海アイランドトリトンスクエア統一管理者
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行事日誌・人事異動 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  85
編集後記 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  85
新都市の編集方針に関するアンケート ･･････････････････････････････････････････････････････････････  巻末

平成 26 年 10 月号
特集　第 66 回都市計画全国大会（山口県）

グラビア
第 66 回都市計画全国大会（山口県） ･･･････････････････････････････････････････････････････グラビア 1
特集　第 66 回都市計画全国大会（山口県）

第 66 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 小川　忠男 3
第 66 回都市計画全国大会を迎えて ･･････････････････････････････････････山口県知事 村岡　嗣政 4
第 66 回都市計画全国大会を迎えて ････････････････････････････････････････周南市長 木村健一郎 6

〈山口県の取り組み〉
山口県の都市計画 ･･････････････････････山口県土木建築部都市計画課　まちづくり推進班長 阿部　雅昭 8
山口県の景観行政（美しいやまぐちづくり）
　 ････････････････････････････････････････山口県土木建築部都市計画課　まちづくり推進班長 阿部　雅昭 12
山口県の土地区画整理事業 ･･･････････････山口県土木建築部都市計画課　市街地整備班長 小倉　和久 15
山口県の街路事業 ････････････････････････････山口県土木建築部都市計画課　街路公園班長 今村　政裕 18
山口県の都市公園事業 ･･･････････････････････山口県土木建築部都市計画課　街路公園班長 今村　政裕 21
山口県の下水道事業 ･･･････････････････････････山口県土木建築部都市計画課　下水道班長 山田　文彦 24

〈周南市の取り組み〉
周南市の都市計画 ･･････････････････････････････････････周南市都市整備部　都市計画課長 中村　一幸 27
徳山駅を中心とした歩いて暮らせる集約型まちづくりを目指して
　 ････････････････････････････････････････････周南市中心市街地整備部　中心市街地整備課長 重岡　伸明 30
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徳山動物園（徳山公園）リニューアル事業について
　 ･･････････････････････････････周南市都市整備部公園花とみどり課動物園リニューアル推進室 中野　孝明 33

〈地方都市の取り組み〉
下関駅にぎわいプロジェクト ･･･････････････････････下関市都市整備部　市街地開発課長 那須　信行 36
ときわ公園の全国ブランド化を目指して ････････････････････宇部市公園整備局　次長 安平　幸治 40
山口市中心市街地活性化基本計画について
　 ････････････････････････････････････････････山口市都市整備部　中心市街地活性化推進室長 荒瀬　秀治 43
新山口駅ターミナルパーク整備
　～まちと駅をつなぐ駅前広場、新たな文化・環境の価値観を生む自由通路～
　 ････････････････････････････････････････････････山口市ターミナルパーク整備部　建設課長 守田　昌弘 46
緑により形成されてきた萩のまちなみ ････････萩市歴史まちづくり部都市計画課　主任 杉山　徳明 49
歴史を活かしたまちづくり ･･･････防府市土木都市建設部都市計画課　まちづくり推進室長 中尾　　巧 52
下松中央地区都市再生整備計画事業について
　 ････････････････････････････････････････････下松市建設部都市整備課　まちづくり推進係長 松本　厚二 55

「住んでよし、訪れてよし」を目指した錦帯橋周辺のまちづくり
　 ････････････････････････････････････岩国市産業振興部観光振興課　錦帯橋世界遺産推進室長 重岡　章夫 57
岩田駅周辺地区における歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり
　 ････････････････････････････････････････････････････光市建設部都市政策課　都市計画係長 松並　宏昌 60
長門市の下水道事業について ･･･････････････････････････････長門市建設部　下水道課長 岡村　芳朗 62
柳井駅周辺地区のまちづくりの取組　 ･･････････････････････柳井市建設部都市計画課 山本　健司 66
水と緑にふれあえるやすらぎの創出と中心地区のにぎわいの再生
　 ････････････････････････････････････････････････････････････美祢市建設経済部　建設課長 中村　寿志 68
厚狭地区における「まちづくり」について
　 ････････････････････････････････････････････････山陽小野田市建設部都市計画課　計画係長 大和　毅司 70

〈民間団体の取り組み〉
「街を、人を、その気にさせる。」まちづくり会社の取組み
　 ･････････････････････････････････････････････････････････（株）まちあい徳山　代表取締役 河村啓太郎 72
山口県の美しい景観を発掘し、守り、育てる！
　～「NPO 法人まちのよそおいネットワーク」の景観まちづくり 22 年～
　 ･････････････････････････････････････････NPO 法人まちのよそおいネットワーク　事務局長 原田　正彦 75
防府市における萩往還のまちづくり
　 ･･･････････････････････････････NPO 法人防府まちと住まいのアドバイザーセンター　理事長 三好　　昇 80

《開催報告》
プレイスメイキング　シンポジウム　開催速報 ････････････････････････････････････････････････････  84
新都市の編集方針に関するアンケート ･･････････････････････････････････････････････････････････････  巻末

平成 26 年 11 月号
特集　都市インフラの海外展開／大都市圏政策とテレワーク

巻頭言
都市インフラの海外展開　～そのキモはどこに？～（事務局によるインタビュー記事）
　 ･････････････････････････････････････････････････････ 東京大学・政策研究大学院大学 教授 家田　　仁 4
特集　都市インフラの海外展開／大都市圏政策とテレワーク
〈都市インフラの海外展開〉

都市開発の海外展開のための国土交通省の取組 ･･･････ 国土交通省　都市局　総務課　国際室 8

新都市12月.indb   98 2014/12/12   6:15:12



99  Vol.68 No.12 2014  SHINTOSHI

都市ソリューションの海外展開
　 ･････ プライスウォーターハウスクーパース株式会社　パートナー、都市ソリューションセンター長 野田由美子 12
都市計画と国際化
　 ･････････････････････････････････････････････････（公財）都市計画協会　上席調査・研究員 矢野　進一 17
日本の都市開発のアジア諸国への展開について
　 ･･････････････････････････ 一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社 国際インフラ整備支援室

　 （元インドネシア JICA 専門家：総合交通政策アドバイザー／ JUTPI プロジェクトリーダー） 濱田　圭吾 21
〈大都市圏政策とテレワーク〉

平成 26 年版首都圏白書の概要について
　 ･･････････････････････････････国土交通省　都市局　都市政策課　都市政策調査室　課長補佐 川前　修平 31
大深度地下使用認可制度の概要について
　 ･････････････････････････････････････････････････国土交通省 都市局 都市政策課 都市政策調査室 38
大深度地下利用の技術動向と今後の展望
　 ･･････････････････････････････････････････････一般財団法人国土技術研究センター技術顧問 今田　　徹 41
テレワークの推進に係る国土交通省の取り組み
　 ･･････････････････････････････････････国土交通省都市局都市政策課都市環境政策室課長補佐 髙松　元史 43
テレワークの現状と今後の期待
　 ････････････････古矢リサーチグループ　代表　一般社団法人日本テレワーク協会　客員研究員 古矢　眞義 47
柔軟な働き方が大都市圏と地方を救う～「地方創生」における「テレワーク」
　 ･･･････････････････････････････････････････････（株）テレワークマネジメント　代表取締役 田澤　由利 51
テレワーク導入企業の取り組み事例
　 ････････････日本マイクロソフト株式会社　法務・政策企画統括本部　技術政策部長　工学博士 冨沢　高明 55
都心におけるレンタルスペースを活用したテレワークの推進
　 ････････････････････････････････････････････････銀座セカンドライフ株式会社　代表取締役 片桐　実央 58
都心におけるコワーキングスペースを活用したテレワークの推進
　 ･･････････････････････････ 富士ゼロックス総合教育研究所 執行役員 BA ビジネス推進部 部長 橋本　俊幸 62
地方でのテレワークの展開
　 ････････････････････････････････････････････････････････････････････株式会社柳組　代表 柳　　七郎 65
特別寄稿　筑波研究学園都市論（理論と実践）〈第 11 回〉

第 11 章　鉄道新線 TX　－日本の近代化の歴史は鉄道敷設の歴史－
　 ･･････････････････････････････････････････････････政策研究大学院大学客員教授　工学博士 三井　康壽 67

《著作紹介》
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特集　新たな下水道ビジョンの策定とその施策展開

巻頭言
新たな下水道政策のあり方 ･･･････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科 花木　啓祐 4
特集　新たな下水道ビジョンの策定とその施策展開
〈総論〉

新下水道ビジョンが目指すもの　～「循環のみち」の持続と進化～
　 ･･････････････････････････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 茨木　　誠 6
下水道事業におけるアセットマネジメント制度の検討状況について
　 ･･････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課　企画専門官 本田　康秀 9
下水道における浸水対策について
　 ････････････････････････････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 12

〈事例紹介〉
史上初！書店で販売する一冊丸ごと下水道特集の雑誌
　「Pen+（ペン・プラス）『下水道のチカラ』」制作プロジェクト
　 ････公益社団法人 日本下水道協会 総務部 下水道史編纂室長（ 併）企画調査部 専門調査役／下水道広報プラットホーム（GKP）企画運営委員 阿部　千雅 15
下水道事業初のエネルギー基本計画「スマートプラン 2014」の策定
　 ･････････････････････････････････ 東京都下水道局計画調整部 カーボンマイナス推進担当課長 小池　利和 18
神戸市垂水処理場「こうべＷエコ発電プロジェクト」について
　 ･････････････････････････････････････････････ 神戸市建設局下水道河川部保全課 処理場係長 坂部　敬祐 21
下水道 BCP の策定による栃木県内自治体間の連携強化
　 ･･････････････････････････････････････････････栃木県県土整備部都市整備課下水道室　主任 柏矢倉大介 23
南海トラフ地震に備える「高知県内の下水道管理者が一体となった取り組み」
　 ････････････････････････････････････････････････････････････高知県土木部公園下水道課長 長野　哲司 26
下水道管路からの熱利用実用化の取組み
　 ･･････････････････････････････････････････････････仙台市建設局下水道経営部下水道計画課 高橋　直樹 29
マンホールふたを活用した官民協働による地域の活性化
　 ････････････････････････････････････････････････････石川県かほく市産業建設部上下水道課 藤岡　　祐 31
下水道管埋設技術（推進工法）をインドネシア洪水対策事業（地下放水路建設）に適用
　 ･･･････････････････････機動建設工業株式会社　執行役員社長室長（海外事業・台湾機動担当） 刈谷　光男 33
先進的省エネ型下水処理システム（前ろ過散水ろ床法【PTF 法】）の開発
　 ･････････････････ メタウォーター株式会社 プラントエンジニアリング事業本部　新事業技術部 佐々木統一郎 36
仙台市下水道事業におけるアセットマネジメントの取り組み
　 ････････････････････････････････仙台市建設局下水道経営部経営企画課　主幹兼経営戦略室長 水谷　哲也 39
下水道技術実習センターの整備について～日本初の下水道技術専門の大規模実習施設～
　 ･･････････････････････････････････････東京都下水道局職員部　人事課土木技術研修担当係長 橋本　　勝 41
千
ち く ま し

曲市「魅
み

せる下水道プロジェクト」
　 ････････････････････････････････････････････････････････････千曲市建設部下水道課　課長 内山　稔万 44
京都市上下水道局　下水道事業 PR プロジェクトチームの活動と下水道 PR ポスター
　 ･･････････････････････････････････････ 京都市上下水道局　下水道事業 PR プロジェクトチーム 48
台所から学ぶ下水道 ･･･････････････公益財団法人愛知水と緑の公社　下水道部管理課　主任 林　　恭子 50
コラム

ウンディー探検隊　うんち大研究！下水道ワークショップ
　～うんちはどこからやってきて、どこへ行くの？～
　 ･･････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課 内山　輝義 53
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特別寄稿　筑波研究学園都市論（理論と実践）〈第 12 回〉
第 12 章　研究学園都市の進むべき道（将来）
　 ･･････････････････････････････････････････････････政策研究大学院大学客員教授　工学博士 三井　康壽 55
特別寄稿　アジア地域への国際協力について

EAROPH 2014 インドネシア大会を契機として
　 ･････････････････････････････････････････････････････ 一般財団法人 建築行政情報センター 金谷　勇治 64
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第 66 回都市計画全国大会（山口県周南市）開催報告　 ･･････････公益財団法人 都市計画協会 66
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