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････････････････････････････････････････････ 3
伴

襄

財団法人都市計画協会会長

第 59 回都市計画全国大会の開催に寄せて･･････････････････････････････････････････････ 5
布村

明彦

近畿地方整備局長

第 59 回

都市計画全国大会を迎えて･･････････････････････････････････････････････････ 8

第 59 回

都市計画全国大会を迎えて･････････････････････････････････････････････････ 10

山田
桝本

啓二
賴兼

京都府知事
京都市長

京都府の都市計画･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 13
今井

幹男

京都府土木建築部都市計画課長

京都府の街路整備事業･･････････････････････････････････････････････････････････････ 21
山本

崇裕

京都府土木建築部道路総括室道路計画室長

京都府の都市公園･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 26
仕名野

裕

京都府土木建築部公園緑地課長

京都府の下水道事業････････････････････････････････････････････････････････････････ 31
井上

茂治

京都府土木建築部下水道課長

京都市のまちづくり････････････････････････････････････････････････････････････････ 38
松田

彰

京都市都市計画局都市企画部都市計画課長

京都市の景観づくり････････････････････････････････････････････････････････････････ 46
髙谷

基彦

京都市都市計画局都市景観部景観政策課長

「歩いて楽しいまち」実現に向けた新たな交通政策の展開･･･････････････････････････････ 53
石﨑

了

京都市都市計画局交通政策室長

京都市の市街地整備････････････････････････････････････････････････････････････････ 58
山下

等

京都市建設局都市整備部担当部長

京都市の公園緑地･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 64
藤井

俊志

京都市建設局水と緑環境部緑政課長

福知山市のまちづくりについて
芦田

～中心市街地の賑わいの創出に向けて･･････････････････････ 70
福知山市都市整備部都市計画課長

清和

赤れんがを活かしたまちづくり･･････････････････････････････････････････････････････ 76
堤

茂

舞鶴市産業振興室長

宇治橋周辺の景観まちづくり････････････････････････････････････････････････････････ 81
小川

茂

宇治市都市整備部都市計画課長

日本三景天橋立を活かしたまちづくり････････････････････････････････････････････････ 85
小林弘明 宮
 津市建設室副室長

JR 山陰本線複線化と亀岡駅舎改築････････････････････････････････････････････････････ 91
古林

峰夫

亀岡市まちづくり推進部鉄道事業課長

長岡京駅西口地区第一種市街地再開発事業････････････････････････････････････････････ 99
出会い･ふれあい･未来へのまちづくり
谷口

博史

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

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～･ ･･･････････････････ 105
吉岡

均

京田辺市建設部三山木整備課長

京都新光悦村の整備について･･･････････････････････････････････････････････････････ 113
西田

文英

南丹市農林商工部商工観光課係長

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）･･･････････････････ 121
田中

悠紀彦

久御山町事業建設部参事

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”』･････････ 129
浦西

伊久夫

精華町事業部都市整備課長

伊根浦の舟屋群
梅崎

良

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････････ 137
伊根町教育委員会 教育次長



SHINTOSHI/Vol.6, No.0 / October 2007

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･････････････････････････････････ 143
～サード・ステージにおける都市の建設・活動状況～
芝村 雅樹 （財）関西文化学術研究都市推進機構

計画調査部

部長

京都の都市格向上を目指して･･･････････････････････････････････････････････････････ 149
狩野

雅子

京都商工会議所産業振興部 主任

随想
明日香法、景観法、そして歴史文化都市再生法へ･････････････････････････････････････ 154
石井

喜三郎

国土交通省大臣官房審議官

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」････････････････････････････････････････････ 156
～名古屋大学大学院 環境学研究科
財団法人都市計画協会

林良嗣教授の講演より～

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･･･････････････････････････････････････････ 161
岩田

吉隆

高松市都市整備部まちなか再生課

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」･･･････････････････････････････････････････････････ 170
～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

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』････････････････････････････ 177
福井

秀夫 政策研究大学院大学教授

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･･･････････････････････････････････････････････････ 179
国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課

《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％･････････････････････････････････････････････････････ 180
国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課

都市・地域整備局だより
行事日誌・人事異動･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 181
【訂正】（財）都市計画協会「新都市」編集委員会事務局
「新都市」9 月号の口絵 1 ページの「みどりを残した民間マンション開発」の説明文中、誤りがありました。
「㈱藤和不動産」を「藤和不動産㈱」に訂正いたします。

表紙

祇園町南側地区のまちなみ（京都市）

祇園町南側地区では、景観法に基づく景観地区（歴史遺産型美観地区 祇園町南歴史的景観保全修景地区）の指
定や、「京都市市街地景観条例」の補助制度により、歴史的景観の形成と保全を図っています。また、歴史的な佇
まいを継承し地域ににふさわしいまちづくりを進めるため、地区計画を定めるとともに、趣のある細街路について
は建築基準法第 42 条第 3 項の指定を行っています。さらに、安全な都市環境の確保のため、「京都市伝統的景観保
全に係る防火上の措置に関する条例」を定めています。
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