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［都市計画に関するＱ＆Ａ］ 質問募集！
◆平成２７年４月号より、都市行政に関する法令や制度の趣旨・運用などについて、購読者の皆さまからの
御質問にお答えする新コーナー「都市計画に関するＱ＆Ａ］ を掲載いたします。（国土交通省監修）
◆まずは、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画に関して質問を募集します。立地適正化計画策
定にあたって困っていることや法令・運用の趣旨が分からないこと等、立地適正化計画に関して御質問が
ございましたら、どしどしお寄せください。
＜提出にあたって＞
①質問の内容、②所属団体、③住所、④お名前、⑤電話番号、⑥メールアドレスを記載のうえ、次の提出先ま
でお願いいたします。 （メール、郵送、ＦＡＸ可）
提出先 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-32
公益財団法人都市計画協会 鈴木あて
mail：info@tokeikyou.or.jp ＦＡＸ03-3262-3475
＜ご注意＞
１．掲載にあたっては、頂いた御質問の内容を編集させて頂くことがございます。
２．頂いた個人情報は誌面以外の目的で使用することはありません。

［購読者アンケート］ 御意見募集！
◆「新都市」では、購読者アンケートにより頂いた皆さまの御意見を誌面づくりに反映しています。
◆本号で質問の募集を開始しました［都市計画に関するＱ＆Ａ］は、購読者アンケートで掲載の希望の
多かったものです。
◆引き続き、皆さまよりの御意見を誌面づくりに反映させて頂きますので、アンケートに御協力いただきます
よう、お願いいたします。（アンケートの詳細は巻末を御覧ください）
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