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「新都市」平成30年第72巻総目録

平成 30 年１月号
特集　持続可能なまちづくり、都市のエネルギーの効率化

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･ 竹歳　　誠･ 3
巻頭言
持続可能なまちづくりに関する今後の展望･･････････････････････････千葉大学大学院･ 村木　美貴･ 5
特集　持続可能なまちづくり、都市のエネルギーの効率化
○コンパクトシティ形成に併せた面的エネルギー利活用の推進
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 8
○下水道資源のエネルギー利用の現状と国の取組
　･･･････････････････････････････････････ 国土交通省･水管理・国土保全局･下水道部･下水道企画課･ 12

〈Ⅰ　都市開発・まちづくりを契機としてエネルギー施策と連携した取組事例〉
○地域社会と「共に考え、共に未来を創る」
　～堺市鉄砲町地区における下水再生水複合利用事業～
　････････････････････････････････関西電力株式会社･地域エネルギー本部　地域エネルギー部長･ 岡村　　修･ 17
○市庁舎の整備に併せたエネルギー供給サービス事業の導入
　～「アオーレ長岡」における事例の紹介～
　･････････････････････････････････････････････長岡市中心市街地整備室まちなか政策担当課長･ 相田　和規･ 20
○市庁舎の建替を契機とした官民一体におけるES･方式導入
　･･･････････････････････････････････････････････････････････小諸市環境水道部下水道課課長･ 牧野　　稔･ 24
○露橋水処理センターの全面改築を契機としたまちづくり
　～高度処理水の活用と水処理センターの上部空間整備
　･･････････････････名古屋市上下水道局技術本部計画部　下水道計画課主査（合流式下水道改善）･ 山田　高嗣･ 28
○まちづくりとエネルギー政策について
　･･･････････････････････････････････････････････････浜松市産業部エネルギー政策課　副主幹･ 松野　英男･ 32
○区画整理事業と連携した地域熱供給の事例
　･････････････････････････････････････沖縄県浦添市都市建設部土地区画整理組合指導室　室長･ 仲西　広光･ 37
○コンビナート電力及び水素を活用したまちづくり
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 周南市政策推進部企画課･
　･ 周南市経済産業部商工振興課
　･ 周南市中心市街地整備部中心市街地整備課･ 41

〈Ⅱ　まちづくりの担い手とエネルギーマネジメントの担い手が一体化している取組事例〉
○地産地消のエネルギー活用と地域コミュニティ施策の一体的な取組
　･･･････････････････････････････････････････みやまスマートエネルギー株式会社　代表取締役･ 磯部　　達･ 45
○日本初、市民出資を軸にした大規模なエネルギーの地産地消への挑戦
　･･･････････････････････････････････････････････おひさま進歩エネルギー株式会社　執行役員･ 谷口　　彰･ 50
○環境やエネルギーに配慮し、安心と防災力を高め、自立したコミュニティをめざしたまちづくり
　･･･････････････････････････････････････大和ハウス工業（株）･大阪都市開発部　企画室　主任･ 濱崎　孝一･ 54
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○みんなの未来区BONJONO
　～ゼロ・カーボンを目指した全員参加型のタウンマネジメント
　･･･････････････････････････････････････････････北九州市建築都市局整備部区画整理課　主査･ 宮本　義久･ 59

特別寄稿　秋田県の都市計画史　
　･･･････････････････････････････････････････････････････････秋田県　建設部　都市計画課長･ 竹村　　勉･ 63

特別寄稿　山口県の都市計画史　
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････山口県土木建築部都市計画課･ 71

特別寄稿　香川県の都市計画史　
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････香川県土木部都市計画課長･ 都村　　仁･ 83

特別寄稿　「認定都市プランナー」平成 29 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･ 93

平成 30 年２月号
特集　融合する「官」と「民」 ～地方都市における官民連携まちづくり～

巻頭言
普通の市民が公共を担う･･･････････････････････････････････････名古屋都市センター所長･ 奥野　信宏･ 3

特集　融合する「官」と「民」 ～地方都市における官民連携まちづくり～
○特集の趣旨　これからの官民連携まちづくり　～自立するまちづくりを目指して～
　･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局まちづくり推進課･市街地整備課･ 7
○特別企画〈座談会〉
　これからの官民連携まちづくり　～自立するまちづくりを目指して～
　･･･････････････［コーディネーター］　首都大学東京都市環境科学研究科都市システム科学域教授･ 饗庭　　伸
　･ ･オガールベース株式会社・オガールプラザ株式会社代表取締役、一般社団法人公民連携事業機構理事･ 岡崎　正信
　･ 株式会社富山市民プラザ代表取締役専務、前富山市都市整備部長･ 京田　憲明･ 8
○まちづくり活動の担い手のあり方に係る検討について
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市政策課･ 15
○「官民連携まちづくり祭　in･WAKAYAMA」の開催レポート
　～「つくる」まちづくりから、「使いこなして、育てる」まちづくりへ～
　････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･官民連携推進室･ 21
○関東地方整備局における「公共資産利活用入門スクール」の取組
　･･･････････････････････････････････････国土交通省　関東地方整備局　建政部　都市整備課長･ 川﨑周太郎･ 26
○公務員リノベーションスクールの取組について
　･････････････････････････････････････････新潟県産業労働観光部商業・地場産業振興課　主査･ 佐々木　優･ 32
○全国エリアマネジメントネットワークの紹介
　･･････････････････････全国エリアマネジメントネットワーク事務局（株式会社フロントヤード）･ 長谷川隆三･ 36
○まちに開かれた団地リノベーションの取組み（小田急電鉄・ホシノタニ団地）
　･･･････････････････････････････････小田急電鉄株式会社　生活創造事業本部　開発推進部課長･ 滝島　敬史･ 40
○多様な文化を支える地域協創モデルを目指して
　～ミサワホームと長沼町（北海道）の包括連携協定の取組み～
　･･･････････････････････････････ミサワホーム総合研究所　フューチャーセンター市場企画室長･ 富田　晃夫･ 45
○福井駅前のエリアマネジメントの取組みについて
　～官民の役割分担と連携によるまちづくり～
　･････････････････････････････････････････････････････まちづくり福井株式会社　代表取締役･ 岩崎　正夫･ 50
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○ダウンサイジング型再開発事業により街の再生を図った「片町きらら」
　･････････････････････････････････････････株式会社　アール・アイ・エー金沢支社　担当部長･ 木島　一宣･ 57
○地方都市における持続可能な再開発の実現に向けたコーディネーターの取組み
　･･･････多賀城駅北地区第一種市街地再開発事業　株式会社　アール ･アイ ･エー東北支社　次長･ 金原　　信･ 62
○森ビル都市企画が進める地方創生・まちづくり事業
　･･･････････････････････････････････････････森ビル都市企画株式会社　調査企画部　部長補佐･ 三輪　恭之･ 66
特別寄稿　仙台の都市計画史
　･････････････････････････････････････････････････････仙台市都市整備局計画部都市計画課長･ 京谷　寛史･ 72
特別寄稿　和歌山県の都市計画史　
　･････････････････････････････････････････････････････和歌山県･県土整備部･都市住宅局･都市政策課･ 82
特別寄稿　北九州市の都市計画史　
　･･････････････････････････････････････････････････北九州市建築都市局計画部･都市計画課長･ 松本　　進･ 93
特別寄稿　宮崎県の都市計画史　
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････宮崎県　県土整備部　都市計画課･ 104

《都市計画協会だより》
○寄贈図書紹介　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 120
○「新都市」ホームページのご案内　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 121

平成 30 年３月号
特集　都市のスポンジ化への対応

巻頭言
ヴォイドの計画論と計画制度･･････････････････････東京工業大学環境・社会理工学院教授･ 中井　検裕･ 3
特集　都市のスポンジ化への対応
〈総　論〉
○都市計画基本問題小委員会中間とりまとめ「都市のスポンジ化への対応」
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 5
○都市のスポンジ化対策･～都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の概要～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 11
○空き家問題に関する施策と課題
　･･････････････････････････････････････････････････国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室･ 16
○既存住宅・空き家等の流通促進に関する施策動向
　･･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省土地・建設産業局不動産業課･ 20
○所有者不明土地問題への対応について
　･････････････････････････････････････････････国土交通省土地・建設産業局企画課企画専門官･ 益本宇一郎･ 24

〈先行事例〉
○駐車場活用広場「新栄テラス」　～土地利用の交換による地域価値の向上～
　･･･････････････････････････････････････････････････････福井市都市戦略部都市整備室　主事･ 城地　泰正･ 28
○長野市のもんぜん地域の賑わい創出に向けて　～ぱてぃお大門の取組み～
　････････････････････････････････････株式会社まちづくり長野･常務取締役タウンマネージャー･ 越原　照夫･ 31
○ランド・バンク事業によるまちの再編と次世代に向けたまちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････鶴岡市建設部都市計画課都市計画係　専門員･ 五十嵐　展･ 36
○空き家・空き地の活用等による「まちなか再構築（防災に強いまちづくり）」
　～「高岡市まちなか地区」の取組みについて～
　･･･････････････････････････････････････････････････････高岡市都市創造部都市計画課　主任･ 鷲田　　潤･ 39
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○密集市街地における低未利用空間の活用手法について
　～まちなか防災空地事業の制度紹介～･･････････････神戸市住宅都市局計画部まち再生推進課･ 42
○地域提案型空き家活用事業　～空き家・除却跡地をコミュニティで利用～
　･･････････････････････････････････････････････････････････新潟市建築部住環境政策課住環境整備室･ 46
○まちづくりは終わらない　～低未利用地の集約で賑わい空間を創出～
　････････････････････････････････････････････････彦根市都市建設部副参事（市街地整備担当）･ 久保　達彦･ 49
○みんなの未来区BONJONO･／ボン・ジョーノ　～シェアタウンのまちづくり～
　･･････････････････････････････････････････北九州市建築都市局区画整理課･施設計画担当係長･ 川合　浩治･ 52
○飯田まちづくりカンパニーによる空店舗活用　～「並木横丁いこいこ」について～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････飯田市建設部地域計画課長･ 遠山　広基･ 55

〈特別寄稿〉
○公共空間の暫定利用とスポンジシティの未来
　･･････････････････････････････････････････････････株式会社ワークヴィジョンズ･代表取締役･ 西村　　浩･ 58

特別寄稿　富山県の都市計画史　
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 富山県･土木部･都市計画課･ 62

特別寄稿　浜松の都市計画史　
　･････････････････････････････････････････････････････････････浜松市都市整備部都市計画課･ 早津ルミ子･ 74

特別寄稿　「歴史と文化のまち 堺」の都市計画の変遷　
　･････････････････････････････････････････････････　堺市建築都市局都市計画部都市計画課長･ 休場　理夫･ 85

海外報告　EAROPH 地域セミナーに参加して　
　･･････････････････････････････････････････（一社）国土政策研究会専務理事・EAROPH･理事･ 小浪　博英
　･ （公財）都市計画協会業務執行理事・EAROPH･評議員･ 平岡　孝夫･ 96

《都市計画協会報告》
○第 47 回まちづくり拝見研修会の報告（長崎市）･･･････････････････公益財団法人都市計画協会･ 98

《都市計画協会だより》
○寄贈図書紹介･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 100

平成 30 年４月号
特集　平成 30 年度予算の概要

特集　平成 30 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･ 3
　第１　平成 30･年度予算のポイント
　第２　平成 30･年度予算の概要
○都市局関係予算の概要　･･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局総務課･ 6
　Ⅰ．平成 30･年度都市局予算のポイント
　Ⅱ．平成 30･年度･都市局関係予算総括表
　Ⅲ．平成 30･年度･都市局関係予算主要改正事項等
　　１．コンパクトシティの推進、地方都市の再生
　　２．歴史、景観、緑を活かしたまちづくり
　　３．都市の国際競争力の強化、海外展開
　　４．都市の防災、安全対策等
○下水道事業における平成 30･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･ 23
　（１）下水道総合地震対策事業の延伸
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　（２）下水道広域化推進総合事業の創設
　（３）下水道民間活力導入促進事業の創設
　（４）下水道エネルギー・イノベーション推進事業の創設

特別寄稿　近代下水道の辿った道程
　････････････････････････････････････････････････････････公益社団法人日本下水道協会･顧問･ 曽小川久貴･ 26

特別寄稿　川崎市の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････川崎市まちづくり局都市計画研究会･ 33

特別寄稿　福井県の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 福井県土木部都市計画課･ 45

特別寄稿　名古屋市の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課･ 56

寄稿　トランジットモールがまちの賑わいにもたらす効果
～富山市型コンパクトシティの進化を支えるLRT･での社会実験～
　･････････････････････････････････････････････　富山市活力都市創造部路面電車推進課副主幹･ 吉川　賢一･ 67

寄稿　都市計画コンサルタント優良業務登録事業（ejob 事業）
平成 29 年度本格実施初年度の状況について･････････････ ejob 事業運営委員会事務局･ 北本美江子
･ ･ ･ 佐々木智英･ 73

書評　コンパクトシティ実践ガイド
―･医療・福祉・子育て連携！―････････････････････････内閣府地方創生コンシェルジュ･ 大島　英司･ 75

《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・寄贈図書紹介････････････････････ ･ 76

平成 30 年５月号
特集　まち × 夜

巻頭言
「夜の都市計画」への問い････････････････東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻准教授･ 中島　直人･ 3

特集　まち × 夜
○特集の趣旨「夜の視点からのまちづくり」
　･････････････････････前・国土交通省都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室　企画専門官･ 髙桒　宏之
　･ 国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進室　課長補佐･ 橋口　真依
　･ 国土交通省都市局都市計画課　課長補佐･ 山田　大輔･ 6

〈総　論〉
○新たなライフスタイル変化に対応する都市経営と地域経済
　～観光産業だけに偏らない、ナイトタイムエコノミーの可能性～
　･･･････････････････････････････････････一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス･ 木下　　斉･ 7
○魅力ある日本のナイトタイムエコノミー活性化に向けて
　････････････････････････････････････････････････････････････････観光庁･観光地域振興部･観光資源課･ 13
○夜の都市計画とセンシュアス・シティ
　･･･････････････････････････････････････････株式会社LIFULL、LIFULL･HOME'S･総研所長･ 島原　万丈･ 17

〈ビジョン〉
○渋谷における「ナイトアンバサダー」導入の試み
　･･･････････････････････････････････････････一般財団法人渋谷区観光協会　企画広報部　部長･ 堀　　恭子･ 23
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〈公共交通〉
○都市公共交通における終夜運行の意義と課題
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････流通経済大学経済学部教授･ 板谷　和也･ 28

〈場づくり〉
○風俗営業法改正とクラブ営業への影響･････････････ニューポート法律事務所　弁護士･ 斉藤　貴弘･ 33
○国家戦略特区を活用した「エンターテイメントシティ歌舞伎町の再生」
　･･･････････････････････････････････････････新宿区　都市計画部　景観・まちづくり課　課長･ 中山　祐一･ 39
○街の外と内の結節点「歌舞伎町ブックセンター」（インタビュー）･････････････････････････････ ･ 42

〈夜間景観・照明〉
○長崎市の景観まちづくり　～夜間景観の刷新による長崎創生～
　･････････････････････････････････････････････････長崎市　まちづくり部　景観推進室　技師･ 平山　広孝･ 45
○照明デザインの役割　～公園照明の新たな取り組みを通して～
　･････････････････････････････････････････････トミタ・ライティングデザイン・オフィス代表･ 富田　泰行･ 50
○夜間景観を演出する新たな屋外広告物と景観誘導
　･････････････････････････････････････････････････名古屋市住宅都市局都市計画部都市景観室･ 清水　直樹
　･ ･ 髙橋　優佳･ 54
○大地が魅せるパノラマ・イルミネーション　～国営讃岐まんのう公園･夜の横顔～
　･････････････････････････････････････ 国土交通省四国地方整備局･建政部･都市・住宅整備課長･ 塚本　　文･ 58

〈公共空間・イベント〉
○都市における「暗黒資源」としての水辺利用
　～都市河川におけるライティング・シップ社会実験の試み～
　･･･････････････････････････････････････････････････････ミズベリング・プロジェクト事務局･ 滝澤　恭平･ 61
○住道エリアプロデュース戦略　～住道エリアを拠点とした地域再生戦略～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････大東市地方創生局･ 宮本歌奈子･ 65

〈星空の活用〉
○星ふるさと　阿智村　～日本一の星空と花桃・昼神温泉郷～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････阿智村長･ 熊谷　秀樹･ 70

〈番外編〉
○夜の金沢･･･････････････････････････････････金沢市都市政策局担当部長（兼）企画調整課長
　･ （前・国土交通省都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室･企画専門官）･ 髙桒　宏之･ 72
特別寄稿　京都府の都市計画史　
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････京都府建設交通部都市計画課･ 74
特別寄稿　島根県の都市計画史　
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 島根県土木部都市計画課･ 85

《まちに集
つど

えば》
○銭湯ぐらし　～銭湯を活用したまちづくりとコミュニティの実践～
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････銭湯ぐらし主宰･
　･ 一般社団法人･最上のくらし舎･代表理事･

　･ Open･A/･公共 R･不動産･ 加藤　優一･ 97
《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会（毛呂山町）のご案内・理事会の開催について
　第 70･回都市計画全国大会（宮崎県宮崎市）のご案内・寄贈図書紹介
　「まち×夜」関連著書紹介･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ･ 101
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平成 30 年６月号
特集　まちづくり月間

グラビア
第 36･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
産官学民連携「下妻まちづくり物語」･･･････････････････････････････････････下妻市長･ 菊池　　博･ 3
特集　まちづくり月間
○第 36･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･ 8

〈各賞紹介〉
○第 36･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･ 12
○第７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
○第 13･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･ 18
○コンパクトシティ大賞（第２回）の選考結果
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････公益財団法人都市計画協会･ 23
○第 13･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･ 26
○第 20･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･ 30

〈最近の動向〉
○平成 30･年度都市景観大賞の結果概要
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････「都市景観の日」実行委員会･ 39
○盛岡市における景観形成啓発事業　～次世代へ魅力あるまち並みを～
　････････････････････････････････････････････････････････盛岡市都市整備部景観政策課･主事･ 清水　友博･ 43
○第２回全国まちづくり法人国土交通大臣表彰
　【まちの安全・快適化部門】を受賞した街づくり会社㈱ジェイ・スピリットの進化
　･････････････････････････････････････････････････････････････株式会社ジェイ・スピリット･ 中山雄次郎･ 47
○最近の日向市駅周辺地区の取り組み
　･････････････････････日向市役所　建設部市街地整備課中心市街地活性化推進室街なか整備係長･
　･ 兼　総合政策部新庁舎建設課建設推進係長･ 大﨑　雅彦･ 52
○都市再生推進法人に関するデータ等の紹介
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課･ 58
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○最近の景観行政を巡る状況
　～プロジェクションマッピング実施の環境整備の推進について～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････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･ 60
特別寄稿　千葉県の都市計画史　
　･･････････････････････････････････････････････････････････千葉県県土整備部都市整備局都市計画課･ 64
特別寄稿　神戸の都市計画史　
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････神戸市住宅都市局計画部都市計画課･ 74

《まちに集
つど

えば》
○知的創造拠点　武蔵野プレイスの取り組みについて　
　･･･････････････････････公益財団法人･武蔵野生涯学習振興事業団･プレイス事業部･調整担当課長･ 坂本　　聡･ 85

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会（毛呂山町）のご案内
　定時評議員会の開催について・寄贈図書紹介　･･････････････････････････････････････････････････ ･ 89

平成 30 年７月号
特集　コンパクト・プラス・ネットワーク最前線

　～個性ある都市づくりを実現するヒントが分かる！～

巻頭言
コンパクトなまちづくり
推進協議会の設立に当たって－松山市のコンパクトシティへの取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････松山市長･ 野志　克仁･ 3
特集　コンパクト・プラス・ネットワーク最前線
　　　～個性ある都市づくりを実現するヒントが分かる！～
〈立地適正化計画に見る都市づくりの理念と具体の取組〉
○コンパクト・プラス・ネットワークの取組に関する最近の動向
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課･ 6
○健康寿命延伸都市を目指す松本市　･････････････松本市建設部都市政策課　課長補佐･ 柳澤　　均･ 9
○立地適正化計画をベースに関連まちづくりを組合せた都市
　･････････････････････････････････むつ市都市整備部都市計画課コンパクトシティ推進室　主幹･ 黒澤幸太郎･ 14
○黒部市立地適正化計画の概要･～地元民間企業との連携によるまちづくりを目指す都市～
　･････････････････････････････････････････････････････････黒部市都市建設部都市政策課主査･ 富川　　篤･ 20
○北九州市のコンパクトシティへの取組み　～北九州市立地適正化計画～
　･････････････････････････････････････････････････････････北九州市建築都市局都市計画課長･ 上村　周二･ 25
○安全 ･安心 ･快適、そして元気に住み続けられるまちづくりを目指して
　･････････････････････････････････････････････････････････三原市都市部都市開発課計画係長･ 奥広　淳一･ 30

〈コラム　～都市のスポンジ化対策の現場～〉
○岡崎市乙川リバーフロント地区の「康生通り」における駐車場再配置への取り組み
　･･･････････････････････････････････････････････ 岡崎市　都市整備部　乙川リバーフロント推進課･ 36

〈実務者必見！　コンパクト・プラス・ネットワークを支える新ツール〉
○支援制度全体像･････････････････････････国土交通省･都市局･都市計画課･集約都市企画係長･ 佐藤　大介･ 38
○都市構造可視化計画ウェブサイトについて
　･･･････････････････････････････････････公益社団法人日本都市計画学会･都市構造評価特別委員会･ 41
○都市モニタリングシートを使ってみませんか？
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　～みなさんの都市の強み・弱みを「簡単操作」で「分かりやすく」把握できるツールのご紹介～
　･････････････････････････････国土交通省　都市局都市計画課　都市計画調査室　評価分析係長･ 山田　賢吾･ 46
○まちの活性化を測る歩行者量調査のガイドラインの策定　
　～新技術を活用して「にぎわい」を測る～
　･･･････････････････････････国土交通省　都市局　都市計画課　都市計画調査室　都市機能係長･ 村上　卓大･ 49
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《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・寄贈図書紹介･････････････････････････････････････････････ ･ 141

平成 30 年９月号
特集　復興・防災対策のいま

巻頭言
熊本地震からの復興に向けて････････････････････････････････････････････････西原村長･ 日置　和彦･ 3

特集　復興・防災対策のいま
○平成 30･年７月豪雨の被災状況と復旧に向けた取組　･････････国土交通省都市局都市安全課･ 8

〈東日本大震災〉
○東日本大震災からの復興まちづくりの現状･････････････････････････････復興庁インフラ構築班･ 10
○東日本大震災津波からの復旧・復興に向けて
　～岩手県大槌町における復興まちづくり～･････････大槌町　復興局　復興推進課長･ 中野　智洋･ 14
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○宮城県南三陸町における復興まちづくり
　･･･････････････････････････････････････････････････宮城県南三陸町復興推進課区画整理係長･ 遠藤　和美･ 20
○町の再生に向けて（東日本大震災と原子力発電所事故からの復興）
　･････････････････････････････････････････････････････････ 福島県･富岡町役場･拠点整備課長･ 竹原　信也･ 24
○新たな東北をマルチセクターで支え続ける
　･･････････････････････････一般社団法人RCF（兼）京都府久御山町地方創生政策アドバイザー･
　･ （兼）茨城大学社会連携センター顧問･ 山本慎一郎･ 29
○いざ被災した時に、復興に取りかかるための準備はできていますか
　～復興事前準備の必要性に気づき、自ら取り組むためのガイドラインを策定～
　･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局都市安全課･都市防災対策企画室･ 31

〈熊本地震〉
○熊本地震からの創造的復興まちづくりに向けた取り組みについて
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････熊本県土木部道路都市局都市計画課･ 34
○「住み続けたいまち、次世代に継承したいまち」を目指して
　～熊本県益城町　平成 28･年熊本地震からの復興の取組み～
　･････････････････････････････････････････････････････････････････････････熊本県益城町長･ 西村　博則･ 36
○熊本地震の教訓を踏まえた全国宅地耐震化の推進ガイドライン
　～全国の宅地耐震化と被災時の宅地復旧に向けて～
　･････････････････････････････ 国土交通省都市局都市安全課･都市防災対策企画室･宅地防災係長･ 山下　雄史･ 39

〈糸魚川大火〉
○糸魚川市駅北大火からの復興まちづくり
　･････････････････････････････････････････････････新潟県糸魚川市産業部復興推進課復興係長･ 渡辺　　茂･ 43
○糸魚川大規模火災の経験を踏まえた、今後の復興まちづくり計画の考え方
　･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市安全課　都市防災対策企画室･ 47

〈九州北部豪雨〉
○朝倉市における復興まちづくりについて
　･････････････････････････････････････････････････････朝倉市総務部復興推進室復興推進係長･ 日野　清宝･ 50

〈ICT 技術を活用した防災対策〉
○ビーコンを活用した夜間津波避難訓練　～観光防災まちづくりを目指す伊豆市の取り組み～
　･･･････････････････････････････････････････････････静岡県伊豆市　総務部防災安全課　主幹･ 山口　雄一･ 54
○津波避難タワー安否確認システム・つながっタワーの構築
　～「つながる」から始まる南国市の防災～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････南国市危機管理課係長･ 野村　　学･ 59
○浸水対策と ICT･の導入
　･･･････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付課長補佐･ 宮本　豊尚･ 64

特別寄稿　都市計画における公園緑地法制度の展開
　･･･････････････････････････････････････････････公立大学法人宮城大学　事業構想学群　教授･ 舟引　敏明･ 68

特別寄稿　千葉市の都市計画史
　････････････････････････････････････････････････････････････････････ 千葉市都市局都市部都市計画課･ 82

特別寄稿　新潟県の都市計画史
　･････････････････････････････････････････････････････････新潟県土木部都市局都市政策課長･ 吉田　芳郎･ 90

特別寄稿　岐阜県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････岐阜県都市建築部都市政策課･ 100

特別寄稿　福岡市の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････福岡市住宅都市局都市計画部都市計画課･ 山王　孝尚･ 112
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特別寄稿　大分県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････ 大分県土木建築部都市・まちづくり推進課･ 119

《まちに集
つど

えば》
○復興バーという試み･･･････････････････････････一般社団法人 ISHINOMAKI2.0･代表理事･ 松村　豪太･ 129

《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（長岡京市）の予告･･･････････ ･･ 134

平成 30 年 10 月号
特集　第 70 回都市計画全国大会　宮崎県

グラビア
第 70･回都市計画全国大会（宮崎県）････････････････････････････････････････････････････････グラビア･ 1

特集　第 70 回都市計画全国大会　宮崎県
〈巻頭挨拶〉
○第 70･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 70･回都市計画全国大会を迎えて････････････････････････････････････宮崎県知事･ 河野　俊嗣･ 4
○第 70･回都市計画全国大会を迎えて･･････････････････････････････････････宮崎市長･ 戸敷　　正･ 6

〈観光 PR〉
○「日本のひなた宮崎県」に、ひなたの恵みを食べにこんね！
　･･･････････････････････････････宮崎県商工観光労働部観光経済交流局オールみやざき営業課長･ 髙山　智弘･ 8

〈宮崎県の都市計画〉
○宮崎県の都市計画　････････････････････････････････宮崎県県土整備部都市計画課　課長･ 米倉　昭充･ 10
○愛着と誇りを持てる美しい宮崎づくり
　･････････････････････････････････宮崎県県土整備部都市計画課美しい宮崎づくり推進室　室長･ 森　　英彦･ 20

〈宮崎市の都市計画〉
○宮崎市の都市計画　････････････････････････････････････････････宮崎市　都市整備部長･ 甲斐　　勇･ 24

〈宮崎県内各都市の特徴あるまちづくり〉
○次世代型図書館を核とした拠点施設の整備について
　･････････････････････････････････････････････････････都城市商工観光部商工政策課　副課長･ 横山　哲英･ 38
○延岡市駅前複合施設　エンクロス　～人と人との縁が交差する場所～
　･････････････････････････延岡市商工観光部　商業・駅まち振興課　課長補佐兼駅まち振興係長･ 持原　康弘･ 42
○日南市のまちづくり　～油津の都市再生と飫肥のまちなみ再生～
　･･･････････････････････････････････････････････････････日南市　総合政策部　総合戦略課長･ 黒岩　保雄･ 45
○小林市のまちづくり　～中心市街地の活気を取り戻すために～
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････小林市　建設部長･ 永野　宗敏･ 48
○日向市の全市緑花推進事業について　～ヒュー！日向。ビュー！日向～
　･････････････････････････････････････････････日向市建設部市街地整備課　公園街路係　主査･ 岡本　朋宏･ 50
○串間市のまちづくり　～旧吉松家住宅周辺活性化～
　･････････････････････････串間市東九州道・中心市街地対策課景観推進担当主幹兼施設整備係長･ 谷山　貴慶･ 53
○西都の歴史を活かしたまちづくり　～記紀の伝承をつなぐ道～
　･･･････････････････････････････････････････西都市商工観光課　課長補佐兼都市デザイン係長･ 浜砂　　勝･･ 57
○えびの市都市再生・京町温泉郷の魅力と賑わいを再生するまちづくり
　･･････････････････････････････････････････････････えびの市役所･建設課　建設係　主任技師･ 原内　　迅･ 59
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○三股町のまちづくり　～みまたんえき（JR･三股駅）周辺の賑わい再生を目指して～
　･････････････････････････････････････････････････････三股町都市整備課　都市計画係　係長･ 河野　藤吉･ 61
○高原町の都市計画　～新燃岳噴火対策について～
　･････････････････････････････････････････････････････････････････高原町農村建設課　主査･ 下村　健一･ 64
○国富町のまちづくり　～古墳とともに暮らすまち～
　･･･････････････････････････････････････････････････国富町　都市建設課　都市計画係　主査･ 武田　真吾･ 66
○照葉樹林都市「綾」を基調としたまちづくり　････････････････綾町建設課　主幹･ 佐藤　道彦･ 68
○高鍋町における南海トラフ地震防災対策
　･･･････････････････････････････････････････････････高鍋町建設管理課　建築・都市計画係長･ 田上　篤志･ 71
○新富町における津波避難対策について
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○南国リゾートの空港造り･･････････････････････宮崎空港ビル株式会社　代表取締役会長･ 長濵　保廣･ 86
○風景を磨き活かす　～サイクルツーリズムで地域を繋ぐ～
　･････････････････････････････････････日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会　事務局･ 工藤登紀子･ 89
特別寄稿　都市高速道路の計画
　･･･････････････････････････････････････････一般財団法人　計量計画研究所　シニアフェロー･ 近藤　秀明･ 92
特別寄稿　群馬県の都市計画史
　･･････････････････････････････････････････････････････････････････群馬県　県土整備部　都市計画課･ 97
特別寄稿　滋賀県の都市計画史
　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････滋賀県土木交通部都市計画課･ 108
特別寄稿　大阪市の都市計画史
　･････････････････････････････････････････････････････大阪市都市計画局計画部都市計画課長･ 西江　　誠･ 117

《都市計画協会だより》
○まちづくり拝見研修会のご案内・まちづくりセミナーのご案内････････････････････････････････ ･ 130

平成 30 年 11 月号
特集　まちづくりと官民連携／まちづくりに役立つ金融支援

巻頭言
学校を核にしたPPP･まちづくり･･･････････････････････････････････････････東洋大学･ 根本　祐二･ 3
特集 1　まちづくりと官民連携
〈政策動向〉
○インフラをめぐるPPP/PFI･の最近の動向について
　･･･････････････････････････････････････国土交通省総合政策局社会資本整備政策課　課長補佐･ 山下　庸介･ 5
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○･PARK-PFI･の最近の動向について
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○虎ノ門ヒルズエリアにおけるエリアマネジメントと官民連携
　･････････････････････････････････････････････････････森ビル株式会社取締役常務執行役員／
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　･････････････････････････････････････････････････････････････････株式会社横浜DeNA･ベイスターズ･ 47
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平成 30 年 12 月号
特集　歴史まちづくり法 10 周年

～地域活性化の取組と歴史文化資産の創造的活用～

巻頭言
歴史まちづくり法施行 10･周年を迎えて　三重県亀山市の事例･････････亀山市長･ 櫻井　義之･ 3

特集　歴史まちづくり法 10 周年　
～地域活性化の取組と歴史文化資産の創造的活用～
○歴史まちづくり法の歩み　･･････････････････公立大学法人宮城大学　事業構想学群教授･ 舟引　敏明･ 7

〈国における歴史まちづくりの取組〉
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