
116  Vol.71 No.12 2017  SHINTOSHI

「新都市」平成29年第71巻総目録

平成 29 年１月号
特集　都市インフラの安全確保 ～下水道におけるストックマネジメントを中心に～

年頭の辞
新年のごあいさつ･････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会会長･ 板倉　英則･ 3

巻頭言
下水道ストックマネジメントのさらなる推進に向けて
　･････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科　都市工学専攻　教授･ 滝沢　　智･ 5

まちと私
水の天使･･･････････････････････････････････････････････････2016 年度ミス日本「水の天使」･ 須藤　櫻子･ 7

特集　都市インフラの安全確保 ～下水道におけるストックマネジメントを中心に～
〈総論　下水道におけるストックマネジメント〉
○下水道事業におけるストックマネジメントについて
　･･･････ 国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課･事業マネジメント推進室･課長補佐･ 水田健太郎･ 9
○下水道ストックマネジメントに関する技術開発の動向
　･････････････････････ 国土交通省･水管理・国土保全局･下水道部　下水道企画課　環境技術係長･ 中島　智彦･ 13

〈下水道におけるストックマネジメント事例〉
○横浜市の下水道事業における ICTの取組み
　････････････････････横浜市環境創造局課長補佐（下水道管路部管路保全課下水道維持担当係長）･ 小松　弘明･ 17
○名古屋市における下水管路の維持管理
　･･････････････････････････････････････････名古屋市上下水道局･技術本部･管路部･保全課･課長･ 川合　正恭･ 20
○前橋市ストックマネジネント計画（管路編）の策定への取組み状況について
　････････････････････････････････････････････････前橋市水道局下水道整備課･計画係　副主幹･ 加藤　智広･ 23
○下水道管路施設の点検・調査の進め方
　･･･････････････････････････････････････公益社団法人　日本下水道管路管理業協会　専務理事･ 酒井　憲司･ 27

〈都市インフラの安全対策〉
○熊本地震による宅地災害復旧に向けた取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局都市安全課都市防災対策企画室･ 31
○公園施設の安全対策について
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課･ 西川　裕一･ 34
○機械式立体駐車場の安全対策について
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局街路交通施設課･ 37
○地下街の安全確保･･･････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局　街路交通施設課･ 40
○屋外広告物の安全対策
　･･･････････････国土交通省･都市局･公園緑地・景観課･景観・歴史文化環境整備室　景観企画係長･ 勝美　直光･ 42
○下水道ストックの最大限活用による新たな都市浸水対策の取組み
　･･･････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付水害対策係長･ 金城　弘典･ 45

特別寄稿　まちづくり３法の見直し
（平成 18 年都市計画法等・中心市街地活性化法の改正）その１
　･･･････････････････････････････････････････････元国土交通省都市・地域整備局都市計画課長･ 山崎　篤男･ 50
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（募集）第６回「まちづくり法人国土交通大臣表彰」の募集開始について
　････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 住宅局市街地建築課･ 59

平成 29 年２月号
特集　賢くつくり、賢く暮らす ～まちの高齢化への挑戦～

巻頭言
ニュータウンの再生はまちづくりのビジネスモデルになる
　････････････････････････････････････････････明星大学理工学部総合理工学科環境科学系･教授･ 西浦　定継･ 3

特集　賢くつくり、賢く暮らす ～まちの高齢化への挑戦～
〈特集の趣旨〉
○賢くつくり、賢くくらす･～まちの高齢化への挑戦～
　･････････････････････････････････････････････「新都市」２月号担当編集委員（国土交通省都市局）･ 5

〈総論〉
○立体換地制度を活用した市街地整備について
　～高齢者等の多様な権利者ニーズに対応したツールとして～
　･････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　市街地整備課　総合整備係長･ 藤村　勝之･ 6

〈事例紹介〉
○高蔵寺リ・ニュータウンの取組について　～高蔵寺リ・ニュータウン計画の推進～
　･････････････････････････････････････････････････････････････春日井市まちづくり推進部長･ 熊木　雄一･ 10
○ UR団地における民間事業者と連携した団地再生とコミュニティ形成の取組み
　････独立行政法人都市再生機構･ストック事業推進部ストック再編事業推進チーム　チームリーダー･ 関本　恒久･ 15
○包括的団地再生に取り組むNPO
　････････････････････････････････ちば地域再生リサーチ事務局長･千葉大学国際教養学部准教授･ 鈴木　雅之･ 19
○東急多摩田園都市・次世代郊外まちづくり
　～高度経済成長期後の成熟型社会における郊外住宅地のあり方～
　･･･････････････東京急行電鉄株式会社　都市創造本部開発事業部事業計画部都市政策担当　課長･ 泉　亜紀子･ 25
○多様な世代が生き生きと暮らし続けられる住まい・まちづくり（ミクストコミュニティ）に向け
た取組み　－UR団地の地域医療福祉拠点化―
　････････････････････････ UR 都市機構（独立行政法人都市再生機構）ウェルフェア総合戦略部･ 31
○臼田地区における生涯活躍のまち構想の事業化に向けて
　･･･････････････････････････････････････････佐久市･地域局･地域整備室･室長補佐地域整備係長･ 市村　志郎
　･ 佐久市･企画部･企画課･土地調整係長･ 羽毛田邦治･ 35
○スマートウエルネスシティ実現で進む高齢者の健康づくり
　･･･････････････････････････････････････････････････新潟県見附市企画調整課　総合戦略室長･ 田伏　　真･ 40

特別寄稿　平成３年度土地税制改正について
　･･･････････････････････････････････････････････････････（元建設省建設経済局宅地企画室長）･ 木村　誠之･ 43

特別寄稿　まちづくり３法の見直し
（平成 18 年都市計画法等・中心市街地活性化法の改正）その２
　･･･････････････････････････････････････････････元国土交通省都市・地域整備局都市計画課長･ 山崎　篤男･ 52

特別寄稿　ドイツ BID 最新状況報告
　･････････････････････････････････････････････････････････････････京都大学経営管理大学院･ 御手洗　潤
　･ 京都大学大学院法学研究科･ 原田　大樹･ 61
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特別寄稿　ストック効果の最大化に向けて　～その具体的戦略の提言～
　･････････････････････国土交通省総合政策局参事官（社会資本整備）付　社会資本整備調整係長･ 小杉　正憲･ 72

《都市計画協会報告》
○まちづくりセミナー　開催の報告････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会･ 76
○「都市における自転車利用とまちづくりシンポジウム」の開催報告
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会･ 82

《都市計画協会だより》
○「新都市」ホームページリニューアルのご案内･･････････････････････････････････････････････････ ･ 83

平成 29 年３月号
特集　都市と緑・農が共生するまちづくり

巻頭言
秩序ある混在の形成････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科･ 横張　　真･ 3
特集　都市と緑・農が共生するまちづくり
〈総論〉
○農のある暮らしの実現に向けて－計画的都市農業の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････武蔵大学名誉教授･ 後藤　光藏･ 5
○都市と緑・農が共生するまちづくり　～都市緑地等の一部を改正する法律案について～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課･ 7
○都市農地の適正な保全に関する都市計画関連制度の見直し
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 10

〈事例紹介（地方公共団体）〉
○練馬区における都市農地保全の取組
　･････････････････････････････････練馬区都市農業担当部都市農業課長事務取扱産業経済部参事･ 浅井　葉子･ 14
○「農の風景育成地区」制度について････････東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課･ 19
○大阪府の「農空間保全地域制度」について　～大阪の農空間を府民みんなで守り活かしていこう～
　･･･････････････････････････････大阪府環境農林水産部農政室整備課計画指導グループ総括主査･ 尾本　　啓･ 23
○宇都宮市が目指す「ネットワーク型コンパクトシティ」形成における都市農地の計画的保全活用
方策実証調査結果の概要報告
　････ 宇都宮市都市農地のあり方検討協議会（事務局：株式会社コミュニティ・アシスト・システム）･ 畠　　孝志
　･ ･ 星　　　勉･ 27
○農地・緑化空間を活用した循環型まちづくり　～狛江版CSAの取組み～
　･････････････････････････････････････････ 狛江版 CSA発足準備協議会（狛江市・鹿島）会長･ 山田　順之･ 31

〈事例紹介（農業団体）〉
○都市農業振興に向けた JAグループの取組みについて
　･･･････････････････････････････････････････････全国農業協同組合中央会都市農業対策推進室･ 高塚　明宏･ 36
○都市農業の現場から･････････････････････････････白石農園主、NPO法人畑の教室理事長･ 白石　好孝･ 41

〈事例紹介（民間事業者）〉
○野菜づくりはツマラナイ！･農園地「くにたち　はたけんぼ」
　･････････････････････････････････････････････････････････････株式会社農天気　代表取締役･ 小野　　淳･ 50
○食と農をテーマにした複合施設「オークビレッジ柏の葉」
　･･･････････････････････････････････････････････････････････グランデザイン株式会社　代表･ 黒田　浩介･ 55
○都市農地を活かす取り組み･･････････････････････････････････株式会社アグリメディア･ 速水　将平･ 59
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特別寄稿　首都機能移転についての経緯
　･････････････････････････････････････････････････････････････････元首都機能移転企画課長･ 清水　郁夫･ 65
特別寄稿　「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」について
　･･･････････････････････････････････････････公益財団法人　不動産流通推進センター副理事長･ 本東　　信･ 74

《都市計画協会報告》
○第 44 回まちづくり拝見研修会の報告（渋谷・二子玉川）
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人　都市計画協会･ 79

《都市計画協会だより》
○「新都市」ホームページリニューアルのご案内･･････････････････････････････････････････････････ ･ 81

平成 29 年４月号
特集　平成 29 年度予算の概要

巻頭言
都市研究会創立 100 周年に寄せて
　･･･････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会会長･ 板倉　英則･ 3
特集　平成 29 年度予算の概要
○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
　－平成 29 年度予算のポイント
　－予算の重点化
○都市局関係予算の概要･･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局･ 8
　－熊本地震等の被災地の復旧・復興
　－景観、歴史的建造物等を活かしたまちづくり
　－コンパクトで賑わいのあるまちづくり
　－都市の競争力の強化
　－緑豊かなまちづくり
　－都市開発の海外展開・国際貢献
○下水道事業における平成 29 年度予算の新規事項等
　･･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部･ 27
　（１）下水道総合地震対策事業の拡充
　（２）下水道ストックマネジメント支援制度の創設
　（３）下水道老朽管の緊急改築推進事業の延伸
　（４）下水道地域活力向上計画策定事業の創設
　（５）新世代下水道支援事業制度の見直し
特別寄稿　再開発地区計画制度の創設について
　･････････････････････････････････････････････････一般財団法人民間都市開発推進機構理事長･ 原田　保夫･ 30
特別寄稿　札幌の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課長･ 稲垣　幸直･ 37
特別寄稿　兵庫県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････ 兵庫県　県土整備部　まちづくり局　都市計画課･ 48

《都市計画協会だより》
理事会の開催について、「新都市」ホームページのご案内･････････････････････････････････････････ ･ 58
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平成 29 年５月号
特集　熊本地震からの復興に向けて

グラビア
熊本地震の被災状況･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1

巻頭言
平成 28 年熊本地震からの復興へ向けて･･････････熊本大学大学院先端科学研究部　教授･ ･

　･ くまもと水循環・減災研究教育センター長･ 柿本　竜治･ 3
特集　熊本地震からの復興に向けて

〈総論〉
○熊本地震と活断層･･････････････････････････････国土地理院地理地殻活動研究センター長･ 宇根　　寛･ 7

〈復興まちづくりに向けた被災地域の取組状況〉
○熊本地震からの復旧・復興に向けた取組みについて
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････熊本県土木部道路都市局長･ 宮部　静夫･ 11
○益城町の復興に向けた熊本大学ましきラボの取り組み
　･････････････････････････････････熊本大学　くまもと水循環・減災研究教育センター　准教授･ 円山　琢也･ 15

〈復興まちづくりに向けた国の取組状況〉
○復興まちづくりに向けた国の取組状況～熊本城の復旧に向けた対応～
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課･ 平塚　勇司･ 19
○地震による宅地災害防止のための取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市安全課企画専門官･ 松下　一樹･ 21
○益城町における活断層の活動と安全な市街地復興に向けて
　･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局市街地整備課企画専門官･ 下村　隆之･ 24
○下水道復旧に向けた対応および取組事例
　･････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐･ 安永　英治･ 28
○九州地方整備局における被災地復旧・復興支援への対応
　･･････････････････････････････････ ･国土交通省　九州地方整備局　建政部　都市整備課･ 33

〈これまでの震災復興の取組状況〉
○阪神・淡路大震災からの復興のまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････神戸市住宅局市街地整備部市街地整備課･ 森下　武浩･ 36
○復興への歩み～新潟県中越大震災における中山間地域の復興～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････長岡市地域振興戦略部･ 佐藤　佳代･ 40

特別寄稿　集落地区計画制度の創設について
　･････････････････････････････････････････････････一般財団法人民間都市開発推進機構理事長･ 原田　保夫･ 46

特別寄稿　福岡県の都市計画
　･･･････････････････････････････････････････････････････福岡県　建築都市部　都市計画課長･ 酒井　　了･ 53

特別寄稿　「桃太郎のまち」岡山の都市計画史 ＜都市計画の歩み＞
　･････････････････････････････････････････････････････････岡山市都市整備局　都市計画課長･ 福田　充弘･ 60

《都市計画協会だより》
都市計画協会だより（まちづくり拝見研修会、理事会の開催について、「新都市」ホームページのご案内）････････ ･ 71
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平成 29 年６月号
特集　まちづくり月間 ～みんなが主役のまちづくり～

グラビア
第 35 回　まちづくり月間
まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞者功績概要･･････････････････････････････････････グラビア･ 1

巻頭言
魅力あるまちづくりを目指して
～訪れたくなるまち・住みたくなるまち～････････････････････････････････輪島市長･ 梶　　文秋･ 3

特集　まちづくり月間 ～みんなが主役のまちづくり～
○第 35 回「まちづくり月間」の実施について
　････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 7
○第 35 回まちづくり月間まちづくり功労者　国土交通省大臣表彰受賞者の紹介
　････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 11
○第６回まちづくり法人　国土交通省大臣表彰受賞者の紹介
　････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省　都市局まちづくり推進課
　･ 住宅局市街地建築課･ 16
○ NPO法人金澤町家研究会の近年おける活動状況
　･････････････････････････････････････････････････特定非営利活動法人金澤町家研究会理事長･ 川上　光彦･ 18
○市制 100 周年における都市美啓発の取り組み
　～まちかどチャーミング賞・都市美啓発冊子「まちのながめ」～
　･･･････････････････････････････････････････････････尼崎市都市整備局都市計画部開発指導課･ 入江菜穂子･ 22
○第 12 回『まち交大賞』について
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････まちづくり情報交流協議会
　･ 一般財団法人･都市みらい推進機構･ 27
○第 1回コンパクトシティ大賞について･･････････････････････････････公益財団法人都市計画協会･ 32
○第 12 回住まいのまちなみコンクール審査報告･･････････････ 一般財団法人住宅生産振興財団･ 35
○第 19 回「まちの活性化・都市デザイン競技」の結果概要
　････････････････････････････････････････････････････････････ まちづくり月間全国的行事実行委員会
　･ 公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター･ 39
○平成 29 年度都市景観大賞の結果概要･････････････････････････････「都市景観の日」実行委員会･ 48
○都市再生推進法人に係るデータの紹介　････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 52
○「明日の日本を支える観光ビジョン」を踏まえた景観面の取組
　････････････････････････国土交通省　都市局　公園緑地・景観課　景観・歴史文化環境整備室･ 54
○高山市における景観と観光地の魅力向上の取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････････････高山市基盤整備部都市整備課長･ 尾前　隆治･ 57
○景観と観光地の魅力向上に係る取り組みについて
　･･･････････････････････････････････････････････ 敦賀市･産業経済部新幹線まちづくり課･課長･ 森下　正則･ 62

特別寄稿　宮城県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････宮城県土木部都市計画課長･ 佐藤　達也･ 67

特別寄稿　「認定都市プランナー」平成 28 年度認定審査結果について
　･････････････････････････････････････････････････一般社団法人都市計画コンサルタント協会
　･ 認定都市プランナー運営委員会委員長･ 佐伯　　直･ 74
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平成 29 年７月号
特集　都市インフラシステムの海外展開

特集　都市インフラシステムの海外展開
○特集の趣旨　アジア新興国等における官民連携による都市分野の海外展開
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局総務課国際室･ 3
○中国における都市インフラシステムの展開状況
　･･･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局総務課国際室･ 小椋　翔子･ 5
○インドネシアにおける都市インフラシステムの海外展開等について
　････････････････････････････････････････････国土交通省･都市局･総務課･国際室･国際第一係長･ 上林　　新･ 12
○ミャンマー国における取り組みを通してみる、官民一体の「インフラ輸出戦略」
　･･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局総務課国際室課長補佐･ 城山　正泰･ 16
○シンガポールに導入した都市インフラ及びジュロンレイク地区の都市開発
　･･･････････････････････････････････････ 国土交通省･都市局都市計画課･都市計画調査室　係長･ 峯澤　博行･ 27
○機械駐車設備事業の海外展開
　･･･････ IHI 運搬機械株式会社･パーキングシステム事業部･プロジェクト推進統括部･運営企画部長･ 萩田　直弥･ 31
○三井不動産のマレーシアにおける商業施設展開戦略
　･･････････････････････････････････････････マレーシア三井不動産･マネージングダイレクター･ 福井　健人･ 34
○都市開発分野におけるタイに対する日本の協力
　････････････････国土交通省　総合政策局公共交通政策部交通計画課（前　都市局総務課国際室）･ 河野　　桃･ 37
○ベトナムにおける都市分野の海外展開の経緯と現状
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････佐賀県政策部政策課　参事･ 　　　　　　･
　･ （前国土交通省都市局総務課国際室　企画専門官）･ 澤田　斉司･ 45
○推進工法のベトナム展開について･･････････ヤスダエンジニアリング（株）取締役社長･ 安田　京一･ 54
○東南アジアのフロンティアに挑む、髙島屋グループの新たな海外戦略
　･････････････････････････････東神開発･株式会社･海外事業本部･海外統括グループ　グループ長･ 藤野　憲治･ 58
○アフリカにおける新都市交通システムについて
　･･･････････････････････････････････ 国土交通省･都市局都市計画課･都市計画調査室　課長補佐･ 関　　信郎･ 61
○海外日本庭園再生プロジェクト
　･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局･公園緑地・景観課緑地環境室･ 65
特別寄稿　景観法
　･･････････････････････････････････････････････････在ルーマニア日本大使（元都市計画課長）･ 石井喜三郎･ 67
特別寄稿　静岡県の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 静岡県交通基盤部都市局･ 73
特別寄稿　相模原の都市計画史
　･･･････････････････････････････相模原市都市建設局まちづくり計画部参事（兼）･都市計画課長･ 渡邉建太郎･ 84

《都市計画協会報告》
○「まちづくりと景観を考える全国大会」開催報告
　････････････････まちづくり月間全国的行事実行委員会　事務局　公益財団法人都市計画協会･ 95

《都市計画協会だより》
まちづくりセミナー開催のお知らせ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 97
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平成 29 年８月号
特集　産業としてのまちづくり

巻頭言
産業としてのまちづくり･････････････････････････････････････････明海大学不動産学部長･ 中城　康彦･ 3

特集　産業としてのまちづくり
○特集の趣旨･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 5
○まちづくりの今後と関連産業の果たす役割
　･････････････････････････････････････････････････････富士通総研　経済研究所　主席研究員･ 米山　秀隆･ 6
○都市計画コンサルタント産業の現状と将来展望
　･････････････････････････････････玉野総合コンサルタント株式会社　まちづくり推進部　部長･ 古市　博之･ 10
○市街地再開発事業と再開発コーディネーターの取り組みについて
　･･･････････････････････････････････････････ 株式会社アール・アイ・エー･東京支社･計画一部･ 渡邊　　岳･ 14
○区画整理コーディネートとしての取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････株式会社･オオバ･東京支店･まちづくり部･ 柴田　和也･ 19
○空間データに立脚した都市インフラの総合的なマネジメント
　～都市インフラ運営産業創出の可能性～
　･････････････････････････････株式会社パスコ･技術統括本部･統合インフラマネジメント室･室長･ 渡辺　　隆･ 25
○イオンモールの産業としてのまちづくり　リテール産業とまちづくりの融合
　･･･････････････････････････イオンモール株式会社･開発本部･建設企画統括部･建設企画部　部長･ 渡邊　博史･ 29
○みどりの魅力を活かし、お客様に“やすらぎ・感動・ほほえみ”を提供するまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････････西武造園株式会社　代表取締役社長･ 林　　輝幸･ 33
○シティ信金PLUS＋事業（ひと・もの・まちづくりを通じた地域の価値向上事業）
　･･････････････････････････････････････････････････大阪シティ信用金庫･企業支援部　副部長･ 日比野俊之･ 37
○広島電鉄における利用促進への取り組みと将来の展望
　･･･････････････････････････････････広島電鉄株式会社･交通政策本部･交通政策部･交通政策課長･ 砂古　智之･ 42
○小さな拠点構想による過疎地域の活性化と路線バス維持
　･････････････････････････････････････････････････････イーグルバス株式会社代表取締役社長･ 谷島　　賢･ 48
○新たな交通モードの確立に向けて　～カーシェアリングサービスの全国展開～
　･･･････････････････････････････････････････････パーク２４株式会社モビリティ研究所　所長･ 間地　信夫･ 54
○次世代における駐車場展開　～「三井のリパーク」の取り組み～
　･･･････････････ 三井不動産リアルティ株式会社　執行役員･シェアリング事業本部･事業推進部長･ 吉田　儒央･ 60

特別寄稿　青森県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････青森県県土整備部都市計画課･ 65

特別寄稿　「みなとまち 新潟」の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････新潟市･都市政策部参事（兼）都市計画課長･ 石井　哲也･ 73

特別寄稿　広島平和記念都市建設計画のあゆみ
　･･･････････････････････････････････････････････････････････広島市都市整備局都市計画課長･ 嶋司　博文･ 83

《都市計画協会報告》
○第 45 回まちづくり拝見研修会の報告（鯖江市）　････････････････公益財団法人都市計画協会･ 94

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会（柏市）のご案内
　「都市における自転車利用とまちづくりセミナー」のご案内
　まちづくりセミナー開催のお知らせ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 96
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平成 29 年９月号
特集　コンパクト・プラス・ネットワーク最前線

～トップランナー 10 都市に聞く立地適正化計画の真意～
巻頭言
コンパクトシティの今を考える
　･････････････････････････････････････････････････筑波大学システム情報系社会工学域・教授･ 谷口　　守･ 3

特集　コンパクト・プラス・ネットワーク最前線
　　　～トップランナー 10 都市に聞く立地適正化計画の真意～

〈その 1　トップランナー 10 都市における立地適正化計画の本質〉
○立地適正化計画の真意･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 5
○「発展型コンパクトシティひろさき」を目指して
　･･･････････････････････････････････････････････････････青森県弘前市都市環境部都市政策課･ 長内遼太郎･ 6
○ランド・バンク事業による身の丈都市再編“つるおか”
　～大規模再開発に拠らない地方都市再生～･････････････鶴岡市建設部都市計画課長･ 早坂　　進･ 9
○都市部と村部が持続する歩いて暮らせる健幸都市
　～「スマートウエルネスみつけ」の実現を目指して～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････見附市建設課都市計画係長･ 武石　明彦･ 11
○まちなかを核とした集約都市金沢の形成に向けて
　･･･････････････････････････････････････････････････････････金沢市都市整備局都市計画課長･ 淵　　吉忠･ 14
○岐阜市のコンパクトシティへの取組み　―目指すべき将来都市構造の実現に向けて－
　･････････････････････････････････････････････････････岐阜市都市建設部　都市計画課　主査･ 生駒　正之･ 18
○子育てしやすい「職住楽」超近接のまちづくり･･････････････大東市　地方創生局･ 前田　辰徳･ 20
○まちなか３大学誘致を核としたコンパクトシティの形成
　･･･････････････････････････････････････････和歌山市産業まちづくり局都市計画部都市計画課･ 牧野　和之･ 23
○地域特性や民間活力等により都市の魅力を創出する都市
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････周南市都市整備部都市政策課･ 26
○持続可能な公共交通で暮らしやすさを実現する多核連携都市！
　･･････････････････････････････････････････････････････････熊本市都市建設局都市政策部都市政策課･ 28
○拠点連携型都市を目指して　～飯塚市～････････････････････････飯塚市都市計画課･ 川畑　周平･ 30

〈その 2　海外のコンパクトシティ事情〉
○ドイツにおけるコンパクトシティの取り組み
　･････････････････････････････････東北大学災害科学国際研究所地域・都市再生研究部門准教授･ 姥浦　道生･ 32

〈その 3【実務者必見！】支援策等の最新トピック〉
○さあ今すぐ始めようスマート・プランニング！【概論編】
　･････････････････････････････････国土交通省　都市局都市計画課　都市計画調査室　課長補佐･ 関　　信郎･ 35
○歩いて暮らせるまちづくりで医療費抑制効果も期待
　～「まちづくりにおける健康増進効果を把握するための歩行量（歩数）調査のガイドライン」の策定～
　･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課都市機能係長･ 中田　博之･ 39
○鉄道沿線まちづくりの推進について･･････････････････ 国土交通省　都市局　街路交通施設課･ 41
○コンパクトシティの本格的推進･･････････････････････････････国土交通省　都市局　都市計画課･ 42
○立地適正化計画の策定等の支援の強化
　～コンパクトシティ形成支援事業の平成 29 年度拡充内容について～
　･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課都市環境計画係長･ 西川　伸吾･ 46
○多様な連携による誘導施設の整備、子育て支援の強化（都市再生整備計画事業等の拡充）
　･････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局市街地整備課･ 48
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○フラット 35 子育て支援型及び地域活性化型について
　･･････････････････････････････････国土交通省住宅局総務課民間事業支援調整室･金融企画係長･ 牧野　弥生･ 50
○コンパクトシティの推進に係る支援（地方財政措置）について
　･････････････････････････････････････････････････････････････総務省自治財政局調整課主査･ 眞木　伸浩･ 52
特別寄稿　民間都市開発の推進に関する特別措置法について
　･････････････････一般財団法人都市みらい推進機構理事長、全国仮設安全事業協同組合常務理事･ 矢野　進一･ 53
特別寄稿　神奈川県の都市計画史
　･･････････････････････････････････････････････････････････神奈川県･県土整備局･都市部･都市計画課･ 57
特別寄稿　三重県の都市計画
　･･･････････････････････････････････････････････････････････三重県県土整備部都市政策課長･ 枡屋　　武･ 68
特別寄稿　長崎県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････長崎県土木部都市計画課長･ 池田　正樹･ 78

《都市計画協会だより》
○まちづくりセミナー開催のお知らせ・まちづくり拝見研修会（柏市）のご案内･････････････ ･ 89

平成 29 年 10 月号
特集　都市の中の新技術

巻頭言
粒子化する都市･･････････････････････････････････東京大学工学系研究科社会基盤学専攻教授･ 羽藤　英二･ 3
特集　都市の中の新技術
○特集の趣旨･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 5
○ 20 年後を見据えた都市づくりとイノベーションへの期待
　･･･････････････････････････････････････ 東京建物株式会社･都市開発事業部･事業推進グループ･ 吉澤　慶太
　･ 東京建物株式会社･ビル事業企画部･まちづくり推進室･兼･都市政策室･ 藤井　顕司
　･ 東京建物株式会社･ビルエンジニアリング部･建設グループ･ 東　　　努
　･ 東京建物株式会社･都市開発事業部･事業推進グループ･ 沢　　俊和
　･ 東京建物株式会社･企画部･経営企画グループ･ 櫻井慎一朗･ 6

〈第Ⅰ部　都市行政を発達させる技術〉
○ ICTを活用した盛土施工の品質管理
　･･･････････････････････････････････････････････ 安藤ハザマ･技術本部･技術研究所土木研究部･ 永井　裕之･ 10
○地域エネルギーマネジメントシステムの現状と展開可能性
　･･･････････････････････････････････････東京ガス　エネルギー企画部エネルギー計画グループ･ 笹本　太郎･ 15
○下水道法改正後の大規模な地域全体の下水熱を利用するエネルギーサービス事業
　～民間事業者が考える下水熱の可能性～･･････ 株式会社シーエナジー･技術部･設計課･ 柘植　康司･ 20
○都市緑化技術の新しい展開
　～都市の暑熱緩和効果の改善に向けた都市緑化技術の開発・普及に向けた取り組み状況
　･････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市緑化機構研究部･ 今井　一隆･ 25
○バリアフリーに貢献するバスの正着性向上の取組について
　･･･････････････････････････････････株式会社ブリヂストン　生産財ソリューション技術開発部･ ･

　･ 生産財ソリューション技術開発ユニット　ユニットリーダー･ 田村　大祐･ 31
〈第Ⅱ部　近未来の都市の変革につながる新技術〉
○さあ今すぐ始めようスマート・プランニング！【実践編】
　･････････････････････････････････国土交通省･都市局都市計画課･都市計画調査室･都市交通係長･ 岩舘　慶多･ 35
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○交通ビッグデータを活用したまちづくり
　･･･････････････････････ 株式会社ナビタイムジャパン･交通コンサルティング事業部･事業責任者･ ･

　･ 和歌山大学　国際観光学研究･センター　客員研究員･ 野津　直樹
　･ 株式会社ナビタイム･ジャパン･交通コンサルティング･事業部マネージャー･ 永森枝里子･ 40
○ AI を活用した映像解析技術による都市の見える化
　･･･････････････････････････････ 富士通株式会社（Fujitsu･Limited）TC･フロンティアセンター･ 長部　　大･ 47
○ VRを活用した未来の都市の見える化
　･･････････････････ パナソニック株式会社　エンジニアリングセンター　都市・空間VR･推進課･ 長濱龍一郎･ 53
○シビックテックとオープンデータによる新たな「まちづくり」
　･･･････････････････････････････････････････一般社団法人コード・フォー・ジャパン事務局長･ 陣内　一樹･ 58
○モビリティから考える新しい街づくりの可能性
　････････････････････････････････････････････････････････ 株式会社 rimOnO･代表取締役社長･ 伊藤　慎介･ 62
○自動運転の現状と展望～「どこでもドア」実現の方策とそのインパクト～
　･･･････････････････････････････ 株式会社日本総合研究所･創発戦略センター･シニアマネジャー･ 井上　岳一
　･ SB･ドライブ株式会社･渉外部･部長･ 石川　晃之･ 68
○コニカミノルタジャパンの「働き方改革」の取り組み
　･････････････････････････････････コニカミノルタジャパン株式会社　取締役　経営企画本部長･ 鈴田　　透･ 74
特別寄稿　生産緑地制度の創設と変遷
　･････････････････････････････････････････････････････････････元建設省都市局都市計画課長･ 林　　桂一･ 78
特別寄稿　北海道の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････ 北海道建設部まちづくり局都市計画課･ 83
特別寄稿　さいたま市の都市計画
　･･･････････････････････････････････････････････････････ さいたま市･都市局･都市計画部･都市計画課･ 93
特別寄稿　静岡市の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････静岡市都市局都市計画部参与兼都市計画課長･ 梶山　　知･ 104

平成 29 年 11 月号
特集　第 69 回都市計画全国大会（岩手県）

グラビア
第 69 回都市計画全国大会（岩手県）････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1
特集　第 69 回都市計画全国大会（岩手県）
〈巻頭挨拶〉
○第 69 回都市計画全国大会の開催にあたって･･････公益財団法人都市計画協会　会長･ 竹歳　　誠･ 3
○第 69 回都市計画全国大会を迎えて････････････････････････････････････岩手県知事･ 達増　拓也･ 4
○第 69 回都市計画全国大会を迎えて･･････････････････････････････････････盛岡市長･ 谷藤　裕明･ 6
○「黄金の國、いわて。」さ、はまらいん！･･･････岩手県政策地域部地域振興室　主任･ 小笠原伸也･ 8

〈岩手県の取り組み〉
○岩手県の特徴と取組の概要････････････岩手県県土整備部都市計画課　計画整備担当課長･ 澤田　　仁･ 9
○岩手県の都市計画････････････････････岩手県県土整備部都市計画課　計画整備担当　主査･ 小野寺　理･ 12
○岩手県の景観行政･･････････････岩手県県土整備部都市計画課　まちづくり担当　主任主査･ 田原　俊嗣･ 15
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