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都市計画法制 90 周年記念特別企画（12）
●都市計画決定、都市計画事業にともなう建築制限の歴史
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安全・安心なまちづくり
この度、安全・安心まちづくり小委員会にて、中間とりまとめ（まちづくりビジョン）がなされたことから、
中間とりまとめの内容、安全・安心まちづくりに関わる先導的・先駆的な取組について紹介するものです。

○「安全・安心まちづくりビジョン」について
（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 中間とりまとめの概要）

･････････････ 国土交通省 都市・地域整備局 都市・地域安全課 安全企画調整官 西口 学 20
○市街地の安全・安心－リスクへの対応力 ･････････ 大阪大学 小浦 久子 25
○地域力を活かした安全・安心まちづくり ～四日市市における市民提案型まちづくり～
･･････････････････ 四日市市都市整備部都市計画課政策グループリーダー 稲垣 圭二 29
○英仏の防災土地利用規制と保険制度について
･･････････････････････････････ 国土交通政策研究所 総括主任研究官 吉田 恭 35
○岡崎市の被災状況と今後の対応 ―平成 20 年 8 月末豪雨―
････････････････････････････････････････ 岡崎市都市整備部長 小林 健吾 44
○災害危険区域指定による建築行為の制限 －名古屋市臨海部防災区域建築条例－
･････････････････････････････････ 名古屋市住宅都市局建築指導部監察課 48
○防災まちづくり －過去、現在、未来
････････････････････････････････････ 関西学院大学総合政策学部 室崎 益輝 52
○震災の教訓を生かして 神戸市における安全都市づくりの推進
････････････････････････ 神戸市都市計画総局計画部地域支援室 主幹 髙木 雅章 57
○すみだ燃えない・壊れないまちづくり
･･････････････････････ 墨田区都市計画部建築指導課不燃化担当主査 中川 美菜子 62
○区画整理手法を活用した密集市街地の整備改善事例 －太子堂円泉ヶ丘土地区画整理事業－
･･････ 独立行政法人都市再生機構東京都心支社都市再生企画部計画推進第 2 チーム 69
○DCP 新たなる防災拠点の創造への提案 ･･･････ 東京大学教授 小出 治 73
○神戸・旧居留地における非常時の相互支援・来訪者支援
－企業コミュニティが支える「安全・安心のまちづくり」

･･････････････････････ 旧居留地連絡協議会 顧問（㈱地域問題研究所） 山本 俊貞 78
○流山新市街地地区における安心・安全まちづくりの取組み
･････ 流山新市街地地区安心・安全まちづくり協議会事務局（㈱新都市ライフまちそだて室次長）
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○「重要文化財建造物の総合防災対策検討会」検討報告
～重要文化財建造物及びその周辺地域の総合防災対策のあり方～

･･････････････････････ 内閣府防災担当、文部科学省文化庁、総務省消防庁
国土交通省都市・地域整備局
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中心市街地の再生に向けて

87

～認定基本計画の取り組み～

○甲府市中心市街地活性化基本計画について ～自分参加でつくる 生き甲斐都市こうふ～
･････････････････････ 甲府市企画部 地域政策室 中心市街地振興課 中澤 義明 89
○中津川市の中心市街地活性化基本計画について
･･･････････････････････････ 岐阜県中津川市産業振興部・商業振興課 森 尚人 93
○遠野市の認定中心市街地活性化基本計画について
･･･････････････････････ 遠野市文化政策部文化まちづくり推進室 佐々木 憲康 98
○静岡市中心市街地活性化基本計画（静岡地区）について
･･･････････････････････ 静岡市経済局商工部参与兼商業労政課長 小長谷 重之 101
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･････････････････････････････････ 田辺市 産業部 商工振興課 磯田 和男 105

海外報告
歴史文化都市再生に関する国際シンポジウム（韓国 忠清南道）に参加して
･･･････････ 国土交通省 都市・地域整備局 公園緑地・景観課 景観・歴史文化環境整備室
課長補佐 脇坂 隆一
109
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全日駐規格「共通駐車サービス券システム」について
―全日駐の共通駐車サービス券システム普及活動について―
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都市・地域整備局だより
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特別寄稿
都市構造による財政的影響に関する検討調査について
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●お詫びと訂正
「新都市」4 月号の目次と 17 ページの「安全で安心なまちづくりの推進」の執筆者に、誤りがありました。
「国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課」を「国土交通省都市・地域整備局都市・地域安全課」に訂正いたします。

表 紙 の 写 真
すみだ燃えない・壊れないまちづくり：墨田区

水戸街道周辺

墨田区では、昭和 54 年より全国に先駆けて避難地・避難路の不燃化を進めています。写真は「不燃化促進助成事業」着手
前の様子と整備が完了した現在の様子を撮影したものです。
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