2014.4

CONTENTS
巻頭言

都市再構築の時代における戦略的な都市経営と公民連携のまちづくり
(プレイスメイキング )への期待

特集
１

～長寿命建築を目指して～

････････････････････････････････････････････････････････ 首都大学東京

特任教授
株式会社青木茂建築工房 主宰



平成 26 年度予算

青木

茂

3

○国土交通省関係予算の概要

 ･････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省大臣官房会計課
5
○都市局等関係予算の概要 ････････････････････････････････････････････････････････ 7
○復興と国土強靱化に資する都市の防災・減災、老朽化対策 ･････････････ 8
○まちの活力の維持・増進（都市再生）に向けた都市機能の立地誘導等
 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 17
○都市の国際競争力の強化に向けた国際拠点の整備･･････････････････････････ 24
○下水道事業予算の新規事項等･･･････････････････････････････････････････････････ 27

特集
２

都市再構築の時代における戦略的な都市経営と
公民連携まちづくり（プレイスメイキング）

○都市再構築の時代における戦略的な都市経営と公民連携まちづくり
（プレイスメイキング）について
（支援制度「民間まちづくり活動促進事業」の制度改正の概要）
 ･････････････････････････ 国土交通省 都市局 まちづくり推進課 政策係長 持松 友博 28
〈実践〉
○ストックを活用して楽しく豊かな生活の場《まち》を創出する時代へ
『建築－新しい仕事のかたち 箱の産業から場の産業へ』より
 ･･･････････････････････････････ 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授 松村 秀一 30
○民間の自立的なまちづくりと自治体との連携
 ･･･････････････････････････ 東洋大学経済学部大学院公民連携専攻 客員教授 清水 義次 35
○環境変化と先行事例に見る、実績をあげるまちづくり人材の変化
 ･･････････････ 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

一般社団法人公民連携事業機構理事 木下

斉 39
〈地方都市発・先進事例〉
○【北九州市発】日本全国に拡がるリノベーションスクールの「わ」
 ･････国立大学法人九州工業大学准教授 リノベーションスクール @北九州代表 北九州リノベーションまちづくり推進協議会副会長


株式会社北九州家守舎取締役 一般社団法人リノベーションまちづくりセンター代表理事

○【北九州市発】北九州家守とリノベーション
 ･･････････ 北九州市産業経済局新成長戦略推進室サービス産業政策課 事業推進担当係長

○【長野市発】長野・門前暮らしのすすめプロジェクト
 ････････････････････････････････････････株式会社 MYROOM

代表取締役

○【熱海市発】熱海リノベーション・スクール

徳田

光弘 43

片山

二郎 45

倉石

智典 47

市来 広一郎
○【和歌山市発】リノベーション・スクール＠わかやまの取り組みについて
 ･･･････ 和歌山市まちづくり局まちおこし部商工まちおこし課商業振興班 主査 榎本 和弘
○【大分市発】フンドーキンマンション家守報告
 ･･････････････････････････････････････････････････････ DABURA.m代表 光浦 高史
〈関連施策の紹介〉
○「農」を楽しめるまちづくり
 ･････ 農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課 都市農業室（都市農業第２班担当） 髙塚 泰誠
 ･･･････････････････････････････････････NPO法人atamista

1

Vol.68 No.4 2014

SHINTOSHI

代表理事

49
51
53

54

※

※

※

※
※

○不動産証券化手法を活用したまちのバリューアップ

･･･････････ 国土交通省 土地・建設産業局 不動産市場整備課 不動産投資市場整備室 課長補佐 松本 岳人
○都市再構築に資する民間の都市開発プロジェクトに対する金融支援
･･････････････････････ 都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室 課長補佐 本村 龍平
○既存住宅の流通・リフォーム市場の活性化に向けて
･･･････････ 国土交通省住宅局住宅生産課住宅ストック活用・リフォーム推進官 松野 秀生
○中心市街地活性化とタウンマネジメント
･････････ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 高度化事業部 経営診断統括室 主任研究指導員
タウンプロデューサー（経済産業省）地域活性化伝道師（内閣府）

特別
企画

･･････････････････････････････････ 弘前大学大学院地域社会研究科 研究科長

○人口減少社会における持続可能な復興計画の推進に向けて
･･･････････････････････････････ 早稲田大学理工学術院 社会環境工学科 教授

･･･････････････････････････････････ 政策研究大学院大学客員教授

58

北原

啓司

60

森本

章倫

62

工学博士

三井

康壽

64

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１回

長期未着手の発生とその要因

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 豊島区副区長

都市行政
の 動 き

57

筑波研究学園都市論（理論と実践）
〈第６回〉
第６章 新都市計画法
－都市化時代の法体系の確立新法での学園都市づくり

特別
寄稿

泰之

56

東日本大震災 復興まちづくりのこれからに向けて（15）
○本当に見えてきた事前復興のあり方

特別
寄稿

長坂

55

渡邉

浩司

73

東日本大震災に関する主な動き（平成26 年１～３月）
国土交通省都市局

77

● 第 36 回まちづくり拝見研修会（福島県喜多方市）のご案内
･･･････････････････････････････････････････････････････････ 公益財団法人
都市計画協会

78

･･･････････････････････････････････････････････････････････････

《都市計画協会からのお知らせ》

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

表

紙

の

写

79
79
80
83

真

特集記事に対応した写真を掲載しております。
（目次の頁数の後ろに※がついている記事になります。）

新 都 市 4 月号 （第 68 巻 第 4 号）（通巻 807 号）
編集発行人 代 表 者 杉 山 雅 英
発 行 所 公益財団法人都市計画協会

平成 26 年 3 月 25 日印刷 / 平成 26 年 4 月 1 日発行

印

東京都千代田区飯田橋 2-11-8

〒 102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3 番 32 号

郵便振替口座 00170-2-195715

TEL 03（3262）3491（代）FAX 03（3262）3475
Email : info@tokeikyou.or.jp
URL : http://www.tokeikyou.or.jp/

刷

所 株式会社

サンワ

本文：再生紙を使用

SHINTOSHI

Vol.68 No.4 2014

2

