2019.10

CONTENTS
グラビア

第 71 回都市計画全国大会（新潟県）･･････････････････････････････････････････････ グラビア 1

特集

第 71 回都市計画全国大会

〈巻頭挨拶〉
○第 71 回都市計画全国大会の開催にあたって

新潟県

･･･････････････････････････････････････････････････ 公益財団法人都市計画協会 会長 竹歳
○第 71 回都市計画全国大会を迎えて ･･･････････････････････ 新潟県知事 花角
○第 71 回都市計画全国大会を迎えて ･････････････････････････ 新潟市長 中原
〈観光 PR〉
○うまさぎっしり新潟 ～新潟のうまさには理由（わけ）がある～
･･･････････････････････････････････････････ 公益社団法人 新潟県観光協会 常務理事 早福
〈新潟県の都市計画・まちづくり〉
○新潟県の都市計画 ････････ 新潟県土木部都市局都市政策課副参事（都市計画係長） 富永
○新潟県の都市づくりと景観・歴史まちづくり
･･･････････････････････････ 新潟県土木部都市局都市政策課 広域都市政策班政策企画員 伊藤
○新潟県の街路事業 ･･････････ 新潟県土木部都市局都市整備課 副参事（街路係長） 小野
○新潟県の市街地整備事業
････････････････････････････ 新潟県土木部都市局都市整備課 副参事（市街地整備係長） 小林
○新潟県の都市公園事業
･････････････････････････････ 新潟県土木部都市局都市整備課 都市公園班 政策企画員 本間
○新潟県の下水道事業 ･･････ 新潟県土木部都市局下水道課 副参事（流域下水道係長） 中川
〈新潟市の都市計画・まちづくり〉
○新潟市の都市計画 ･････････････････ 新潟市 都市政策部次長（兼）都市計画課長 石井
○新潟駅周辺整備事業 ～新潟の拠点性向上を目指して～
･･･････････････････････････････････ 新潟市都市政策部 新潟駅周辺整備事務所 副参事 桑原
○新潟市の都市公園事業
～整備の経緯と寺山公園・子育て交流施設「い～てらす」の事例～
･････････････････････････････････････････････････････････ 新潟市土木部公園水辺課長 玉木
○新潟市の下水道事業 ････････････････････ 新潟市下水道部下水道計画課 副参事 山口
〈新潟県内各都市の特徴あるまちづくり：コンパクトシティ〉
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～スマートウエルネスみつけの実現を目指して～
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