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「新都市」令和３年第75巻総目録

令和３年１月号
特集１　屋外広告物を活用した景観まちづくりと地域活性化
特集２　2021 年度予算概算決定の概要　　　　　　　　  　

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 原田　保夫 3

特集１　屋外広告物を活用した景観まちづくりと地域活性化
○日本の屋外広告物行政と今後の展開
･････････････････････････････ 東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科教授 山畑　信博 5
○屋外広告物を活用した景観まちづくり
　～景観デザインの捉え方と事例から学ぶ担い手づくり、しくみづくりの必要性～
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････富山大学理事・副学長 武山　良三 11
○屋外広告物と景観まちづくり
････････････････････････････････株式会社カラープランニングセンター代表取締役 屋外広告士 田邉　　学 15
○屋外広告物を活用した地域活性化の取組みについて
･･･････････････････････････････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 21
○景観と安全に対する屋外広告業者・業界団体の取組み
･･･････････････････････････････････････････一般社団法人日本屋外広告業団体連合会常務理事 倉本　　卓 26
○『未来の東京』に向けた東京都の屋外広告物行政
･･･････････････････････････････････東京都 都市整備局 都市づくり政策部 屋外広告物担当課長 山﨑美樹子 30
○住民のまちづくり活動を契機とした屋外広告物の特別規制の導入
　～先斗町（ぽんとちょう）における取組～
･････････････････････････････････････････････京都市都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課 34
○民間広告を活用したデジタルサイネージの設置について
･･･････････････････････････････････････････････････････ 船橋市建設局都市計画部都市計画課景観係 38
○プロジェクションマッピングを活用した夜間の賑わい創出について
･･････････････････････････････････････････････････････青森県弘前市役所観光部観光課 主事 山形　健登 41
○エリアマネジメント広告を用いた地域のにぎわい創出について
･･････････････････････････････ 浜松まちなかにぎわい協議会／浜松まちなかマネジメント（株） 47
○アジア諸国での屋外広告物による地域活性化事例
････････････一般社団法人近畿屋外広告美術組合連合会 会長／ 2018 年度アジア広告連合会 会長 髙見　　徹 52

特集２　2021 年度予算概算決定の概要
○国土交通省関係予算の概要･･･････････････････････････････････････････国土交通省大臣官房会計課 56
○都市局関係予算の概要･･････････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局総務課 58
○下水道事業における 2021 年度予算の新規事項
･･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局下水道部 95

《都市計画協会だより》
○令和２年度まちづくりセミナー（倉敷市会場）の中止について････････････････････････････････ 99

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 99
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令和３年２月号
特集１　公共交通とまちづくり　　　　　　　　　　　　
特集２　自治体等におけるスマートシティ関係事業の取組

巻頭言
まちづくりにかかせない公共交通のために･･･････････････････････横浜国立大学 教授 中村　文彦 3
我が国におけるスマートシティの展望
･･････････････････････････････株式会社日本総合研究所プリンシパル /大阪府立大学 特認教授 東　　博暢 5

施策紹介
まちづくりのデジタルトランスフォーメーションに向けた取組について
～Project PLATEAU～････････････････国土交通省都市局都市政策課再構築政策企画係長 松原元太郎 9

特集１　公共交通とまちづくり
○都市と公共交通の統合的政策のために　～公共交通にPSO制度の導入を～
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････関西大学経済学部教授 宇都宮浄人 16
○多様なモビリティを活かしたまちづくり
･････････････････････････････････････････････････ 東急株式会社 執行役員 渋谷開発事業部長 東浦　亮典 22
○ Beyond コロナ時代のMaaS とプライシング
･･････････････････････････････ 一般財団法人計量計画研究所 理事兼企画戦略部長 博士（工学） 牧村　和彦 28
○東京BRTの位置付けと効果･････････････････････････東京都都市整備局都市基盤部交通企画課 31
○利用しやすい公共交通を目指して　～大阪府公共交通戦略～
･･････････････････････････････････････････････････････････大阪府都市整備部交通道路室都市交通課 36
○富山市における路面電車事業の概要と今後の展望
････････････････････････････････････････････････････････････ 富山市活力都市創造部路面電車推進課 41
○新潟市におけるBRT導入と路線再編の現況について
･････････････････････････････････････････････････････････････････････新潟市都市政策部長 栁田　芳広 47
○コミュニティバス「おーバス」の利用促進とまちづくり
　～超クルマ社会へ挑むモビリティ・マネジメントの取り組み事例～
･････････････････ 栃木県小山市都市計画課 都市交通推進室 新交通・コミュニティバス推進係長 池田　　司 52

特集２　自治体等におけるスマートシティ関係事業の取組
○「未来都市うつのみや」をめざして　～スマートシティの実現に向けた取組～
･････宇都宮市総合政策部政策審議室 スマートシティ推進室長（Ｕスマート推進協議会事務局長） 小室　　崇 57
○西新宿エリアでのまちづくり・スマートシティの取組み
･････････････････････一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員会 西新宿スマートシティTF 村上　拓也 62
○羽田イノベーションシティにおけるスマートシティの取組
　～グリーンフィールドにおけるテストベッドとしてのスマートシティ形成～
･･･････････････････････････････････････････････････ 鹿島建設株式会社 開発事業本部 事業部 加藤　篤史
･ ･ 田中　宏幸
･ ･ 忽那　知輝 67
○岡崎市が目指す「スマート×まちなかウォーカブル」
･････････････････････････････････････････････････････････････････岡崎市総合政策部企画課 鈴木　昌幸 74
○加古川市におけるスマートシティの取り組みについて
･････････････････････････････････････････････････････････加古川市企画部情報政策課副課長 多田　　功 79
○半導体のプロが独自視点でスマートシティに挑む、マネタイズのヒントは IPビジネスにあり
･･････････････････････････････一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会 代表理事 豊崎　禎久 87
○自治体と連携した小田急電鉄のMaaS の取り組み
･･････････････････････････････････････････････････････････小田急電鉄株式会社 経営戦略部 藤垣　洋平 92
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○前橋市における ICT技術の活用による交通ネットワークの再構築に向けて
　～MaaS 環境構築への取り組み～･････････････････････････････････････ 前橋市政策部交通政策課 96
○大津市版MaaS 実証実験を通じた官民「ONE TEAM」での地域活性化への挑戦
････････････････････････････････････････････････････････大津市建設部地域交通政策課 主査 長谷川祐介 102

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 109

令和３年３月号
特集　東日本大震災から 10 年　～復興まちづくりの軌跡とこれから～

特集　東日本大震災から 10 年　～復興まちづくりの軌跡とこれから～
〈総論〉
○東日本大震災から 10 年
････････････････････････････････（一財）計量計画研究所 代表理事 日本大学理工学部 特任教授 岸井　隆幸 3
○これまでの 10 年をどう次につなげるか　～震災復興から平時の都市計画へ～
･･･････････････････････････････････････････････････････････弘前大学大学院地域社会研究科 北原　啓司 7
○復興の諸制度の改正と今後のまちづくりの取組みについて
････････････････････････････････････････････････････････復興庁インフラ構築班 参事官補佐 岩崎　　健 11
○東日本大震災による津波被害からの市街地復興
･･･････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市安全課宅地耐震化係長 松岡　里奈 17

〈東日本大震災からの復興まちづくりの軌跡〉
○岩手県の復興まちづくり
･･･････････････････････････････････････････岩手県県土整備部都市計画課 技師（東京都派遣） 横山　朋大 24
○災害に強いまちづくり宮城モデルの構築
･･････････････････････････････････････････････････宮城県土木部復興まちづくり推進室 室長 山田　智志 30
○福島県における東日本大震災からの復興まちづくり
･･････････････････････････････････････････････････････福島県土木部まちづくり推進課 課長 鈴木　勝徳 37
○東日本大震災からの復興支援におけるUR都市機構の取り組み
･････････････････････････････････････････････独立行政法人都市再生機構　震災復興支援室長 草場　優昭 43
○宮古市における復興まちづくり
････････････････････････････････････････････････････････････宮古市都市整備部建設課 課長 去石　一良 49
○被災市町村における復興まちづくり　～名取市
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････名取市建設部長 三浦　　仁 53
○いわき市における復興まちづくり
･･･････････････････････････････････････････････････いわき市都市建設部次長兼総合調整担当 永井　吉明 57
○建設コンサルタントとして携わった多様な復興まちづくりについて
　～民間の視点からみた東日本大震災からの復興まちづくり～
･･････････････････････････････････････････････株式会社オオバ東北支店 執行役員東北支店長 赤川　俊哉 64
○住民主導の住宅再建とコミュニティの再生　～集団移転団地“あおい地区”の取り組み～
･･･････････････････････････････････････････････････････ 宮城県東松島市復興政策部復興都市計画課 69

〈都市の事前復興に向けた取組〉
○全国における復興事前準備の取組状況
････････････････････････････････国土交通省 都市局 都市安全課 都市防災対策企画室 課長補佐 池田　　亘 74
○四国地方の災害に強いまちづくりと事前復興の取り組み
････････････････････････････････国土交通省四国地方整備局建政部都市・住宅整備課 課長補佐 横田　直紀 77
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○東京都の事前復興に関する取組　～コロナ禍での復興訓練等におけるDXの推進～
････････････････････････････ 東京都都市整備局 市街地整備部企画課 復興企画担当（課長代理） 島村　亮太 81
○香南市における事前復興計画の策定
　～南海トラフ巨大地震による死者「ゼロ」と被災後の創造的復興を本気で考える自治体を目指して～
････････････････････････････････････････････････････････････香南市消防本部 予防課長補佐 久保　雅裕 86

寄稿　「認定都市プランナー制度」の国土交通省登録資格制度の登録
　　　及び令和２年度認定審査結果等について

･････････････････････････････････････････････････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制度運営委員会委員長 佐伯　　直 91
《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 94

令和３年４月号
特集　熊本地震から５年

グラビア
熊本地震から５年･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････グラビア 1

巻頭言
熊本地震から５年･･･････････････････････････････････････････････････････････熊本県知事 蒲島　郁夫 3
熊本地震からの復興まちづくり つむぐ・ととのう・つなぐ
･･････････････････････････････････････････････････････熊本大学大学院先端科学研究部 教授 田中　智之 8

特集　熊本地震から５年
〈被災地域の取組状況〉
○熊本地震からの創造的復興････････････････････････････････熊本県土木部道路都市局都市計画課 13
○熊本地震から５年目の春　～熊本城の取り組み
･･･････････････････････････････････････････････熊本市 文化市民局 熊本城総合事務所 副所長･ 濱田　清美 21
○益城町における復興まちづくり･･･････････････････････････益城町役場総務課町長公室 福住　聡志 29
○ましきラボを通じた復興支援の継続状況
･･･････････････････････････････････ 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 33
○益城町における「民間による復興まちづくり」の取組
･･･････････････合同会社じもとビークル研究所 代表社員（益城町復興まちづくりアドバイザー） 中村　　哲 38

〈国の取組状況〉
○宅地災害からの復旧・再度災害防止のための取組
･･････････････････････････国土交通省 都市局 都市安全課 都市防災対策企画室 液状化対策係長･ 山科　　望 44
○九州地方整備局における被災地支援の取組
･････････国土交通省 九州地方整備局 建政部熊本復興まちづくり・住まいづくり支援チーム 49

施策紹介　都市行政の最近の動き
○「デジタル化の急速な進展やニューノーマルに対応した都市政策のあり方検討会」
中間とりまとめ（概要）･･････････････････････････国土交通省都市局都市政策課課長補佐 内山　裕弥 53
○令和２年度のテレワーク人口実態調査結果を公表しました
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市政策課 59
○国土交通省都市局参考資料集･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局 80

寄稿　都市計画コンサルタント優良業務登録事業（ejob 事業）令和２年度の実施状況について
･･････････････････････････････････････････････････････････････ ejob 事業運営委員会事務局 涌村　亮輔 91

新都市12月 2021 .ind    110 2021/12/09   22:2 : 9



SHINTOSHI  Vol.75 No.12 2021  111

《都市計画協会だより》
○都市計画協会　2021 年発行書籍のご案内･････････････････････････････････････････････････････････ 94

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 95

令和３年５月号
特集　New Normal Green & Park Life　～新しいみどり・公園の楽しみ方～

巻頭言
子ども・思春期の子どもを身体・心理・社会的（biopsychosocial）に育む社会を目指して
･････････････････････････････････････････････････････････国立成育医療研究センター理事長 五十嵐　隆 3

特集　New Normal Green & Park Life　～新しいみどり・公園の楽しみ方～
〈コロナ禍におけるオープンスペースの魅力・価値〉
○新型コロナウイルス感染症拡大と公園・緑の社会的役割
　～公園・緑の力を「新しい日常」へ～　･･････････････ 国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 6
○コロナで明らかになった公園に求められる地域連携のありかた
････････････････････････････特定非営利活動法人NPO birth（都立武蔵国分寺公園指定管理者） 中倉美奈子 11
○Well-being を目指したGenki 空間® 研究の取り組み
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････トヨタ自動車株式会社 池内　暁紀 17
○新しい生活様式の下で身近な運動・スポーツを
･･････････････････････････････････････････････････････スポーツ庁健康スポーツ課 課長補佐 吉野　賢一 22
○コロナ禍の区立公園での新たな取り組み
　～隅田公園そよ風ひろばにおける公共空間利活用促進「ジブンチノニワ」プロジェクト～
･････････････････････････････････････････････････････墨田区 都市整備部 立体化推進課 課長 戸梶　　大 28
○今こそ、誰もが遊べるインクルーシブな遊び場づくりへ
････････････････････････････････････････････････････一般社団法人TOKYO PLAY代表理事 嶋村　仁志 33
○大深町公園（うめきた２期）の整備にかかる基本計画の策定について
････････････････････････････････････････････････････････････････････ 大阪市建設局公園緑化部調整課 38

〈屋外空間である都市公園の官民連携によるさらなる魅力向上〉
○民間事業者から見た公共空間としての【公園・広場等】の社会的効用
･･･････････････････････････････････････････････････ 大和リース㈱ 民間活力研究所 専任部長 反町　雅史 44
○木伏緑地の再整備から見た都市の経営
･･････････････････････････････････････････････････････盛岡市都市整備部公園みどり課 技師 宮田　大睦 51
○栄地区の活性化に向けた久屋大通の再生　～名古屋市初のPark-PFI 事業～
･･････････････････････････････････ 名古屋市住宅都市局リニア関連都心開発部都心まちづくり課 56
○「イケ・サンパーク」公園整備事業と都市の回遊性、費用対効果検証
･････････････････････････････････････････㈱日比谷アメニス　コミュニティビジネス企画部長 助川　　靖 60
○南町田グランベリーパーク　～郊外市街地におけるパークライフの拠点づくり～
･････････････････････････････････････････････････････町田市都市づくり部都市政策課・公園緑地課 69
○道の駅・宿泊施設と一体となった都市公園　～ぎふ清流里山公園～
･･･････････････････････････････････････････････････････岐阜県都市建築部都市公園整備局長 湯澤　将憲 73
○横浜市における公民連携による公園の魅力アップ
･･･････････････････････････････････････横浜市環境創造局公園緑地部公園緑地管理課担当係長 今村　　隆

横浜市環境創造局公園緑地部動物園課担当係長 柴田壮一朗
横浜市環境創造局公園緑地部南部公園緑地事務所担当係長 松岡　美樹 77
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〈グリーンインフラ大賞の受賞について〉
○第１回グリーンインフラ大賞の概要
･･･････････････････････････････････････････････････京都産業大学生命科学部産業生命科学科 西田　貴明

東京農業大学地域環境科学部造園科学科 福岡　孝則 83
○仙台ふるさとの杜再生プロジェクト
･･････････････････････････････････････････仙台ふるさとの杜再生プロジェクト連絡会議 会長 佐藤　　修 85
○茨城県守谷市における官民連携による戦略的グリーンインフラ推進プロジェクト
････････････････････････････････････もりやグリーンインフラ推進協議会 福山コンサルタント 長谷川啓一

もりやグリーンインフラ推進協議会 守谷市 南崎　慎輔 90
○中間支援組織がつなぐ狭山丘陵広域連携事業
････････････････････････････････････ 特定非営利活動法人NPO birth パークコーディネーター 礒脇　桃子

特定非営利活動法人NPO birth まちづくりコンサルタント 亀山　明子 95
○Marunouchi Street Park 2020
　～都心部のグリーンインフラのあり方提案に向けたエリアとしての取り組み～
･･･････････････････････ Marunouchi Street Park 実行委員会 三菱地所株式会社 都市計画企画部 竹田　瑛里 102
○「コウノトリ野生復帰」をシンボルとした自然再生
･･･････････････････････････････豊岡市コウノトリ共生部コウノトリ共生課コウノトリ共生係長 兵藤　未希 108

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 112
《都市計画協会だより》
○第 73 回都市計画全国大会（群馬県高崎市）のご案内･･･････････････････････････････････････････ 113

令和３年６月号
特集　まちづくり月間

グラビア
第 39 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
市民が担う街づくり･･････････････････････････････････････････････名古屋都市センター長 奥野　信宏 3
静岡市草薙駅周辺地区のまちづくり
･･･････････････････････ 静岡市都市局都市計画部 清水駅周辺整備課 課長補佐兼駅周辺計画係長 細野　　剛 6

特集　まちづくり月間
○第 39 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 10
〈各賞紹介〉
○第 39 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 13
○第 10 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 17
○第３回コンパクトなまちづくり大賞並びに第３回先進的まちづくり大賞について
･･･････････････････････････････････････････････････････････････コンパクトなまちづくり推進協議会

一般財団法人都市みらい推進機構 18

新都市12月 2021 .ind    112 2021/12/09   22:2 : 9



SHINTOSHI  Vol.75 No.12 2021  113

○第 16 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 25
○第 23 回（2020 年）まちづくり・都市デザイン競技　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
○令和３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

〈最近の動向〉
○盛岡市における「景観からのまちづくり」　～潤いと彩のあるまちの風景づくり～
････････････････････････････････････････････････････盛岡市 都市整備部参事兼景観政策課長 加藤　英樹 43
○第５回まちづくり法人国土交通大臣表彰
　【まちの活性化・魅力創出部門】を受賞した「ふらのまちづくり㈱」現状とその後の活動状況
････････････････････････････････････････････････ふらのまちづくり株式会社 代表取締役社長 西本　伸顕 47
○姉小路界隈を考える会 26 年間の活動について
･･････････････････････････････････････････････････････････姉小路界隈を考える会 事務局長 谷口　親平 52
○ガーデンシティ舞多聞みついけプロジェクト地区　「都市景観大賞」受賞後の活動状況
･･････････････････････････････････････････････････一般社団法人舞多聞エコ倶楽部 代表理事 橋本　恒一 58
○象の鼻テラスの活動　─都市景観大賞　国土交通大臣賞受賞後の活動について
････象の鼻テラス アートディレクター スパイラル／株式会社ワコールアートセンター シニアキュレーター 岡田　　勉 66
○都市再生推進法人制度等の紹介･･･････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課 73

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 77
《都市計画協会だより》
○第 73 回都市計画全国大会（群馬県高崎市）のご案内･･･････････････････････････････････････････ 77

令和３年７月号
特集　水災害対策とまちづくりの連携

巻頭言
水災害対策とまちづくりの連携について･････････東京工業大学環境・社会理工学院教授 中井　検裕 3

特集　水災害対策とまちづくりの連携
〈総論〉
○気候変動時代のまちづくりの方向性
･････････････････････････････････････東京大学生産技術研究所教授／社会科学研究所特任教授 加藤　孝明 5
○まちづくりに水災害対策を組み込む上で大事なこと　～河川技術者の視点から～
･･･････････････････････････････････････････････公益財団法人 河川財団 河川総合研究所 所長 藤田　光一 9
○土砂災害対策を通して見る防災まちづくり
････････････････････････････････････････････････････････････････政策研究大学院大学 教授 小山内信智 14
○あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換
･････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局 河川計画課 河川計画調整室 課長補佐 松山　芳士 19
○特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（流域治水関連法）の概要について
････････････････････････････････････････国土交通省水管理・国土保全局水政課 法規第一係長 降籏　涼介 25
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〈水災害リスクを踏まえた防災まちづくり〉
○「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン」について
･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課 矢吹　　愼 29
○水災害リスクを踏まえた防災まちづくり
･･････････････････････････････長岡市都市整備部都市政策課 都市防災まちづくり担当課長補佐 小林　　司 35
○防災まちづくりの取り組み／南富良野町　～水害からの復旧・復興、そして将来に向けて～
････････････････････････････････････････････････････････････南富良野町 防災マネージャー 林　　隆峰 40
○江の川水系における流域治水対策について
･････････････････････････････････････国土交通省 中国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課長 浜田賢太郎 46
○災害に強い首都「東京」の形成に向けた高台まちづくりの推進について
･･････････････････････････････東京都都市整備局市街地整備部企画課課長代理（防災調整担当） 石井　　威 51
○立地適正化計画における防災指針について
･･････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局都市計画課 企画専門官 小林　　侑 55
○圏域を支える安心・安全のまちづくり　～圏域を支えるコンパクトな「中心」市街地～
････････････････････････････････････････････････････････秩父市地域整備部都市計画課 主査 小林　一行 59
○防災指針をいかした都市づくり　～リスク分析と防災・減災対策～
･･･････････････････････････････････････････････････････････････厚木市まちづくり計画部都市計画課 65
○防災指針を活用した災害対応型まちづくりの推進にむけて
･･･････････････････････････････････････････････････････････････倉敷市建設局都市計画部都市計画課 70
○水災害対策への災害危険区域制度の活用について
･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省住宅局建築指導課 大島　英司 75
○名古屋市臨海防災区域建築条例の制定経緯と現状について
･･･････････････････････････････････････････････････････ 名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 79
○防災集団移転促進事業の活用について･････････････････国土交通省都市局都市安全課 榎田　一則 85

特別寄稿　都市計画法に「都市計画」が無かった話
････････････････････････三菱地所（株）顧問・元国土交通省大臣官房技術審議官（都市局担当） 廣瀬　隆正 89

《都市計画協会だより》
○第 73 回都市計画全国大会（群馬県高崎市）のご案内･･･････････････････････････････････････････ 93

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 93

令和３年８月号
特集　新型コロナがもたらす「ニューノーマル」に対応したまちづくり

巻頭言
ニューノーマルに対応した新たな都市政策への期待
･･････････････････････････････････････東京大学大学院新領域創成科学研究科 研究科長・教授 出口　　敦 3

特集　新型コロナがもたらす「ニューノーマル」に対応したまちづくり
〈総論〉
○ニューノーマルに対応した新しいまちづくりに関する調査結果
･･･････････････････････････････････････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課 7
○新型コロナ生活行動調査からみる活動の変化
･････････････････････････････････････････････国土交通省 都市局 都市計画課 都市計画調査室 森　　英高 13

〈都市アセット利活用の推進〉
○オープンスペース編成の計画技術･･･････････大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 武田　重昭 17
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○都市アセット利活用の具体化に向けて
　～イギリスのパブリック・レルムの取組み～･･･････････････････東京都市大学教授 坂井　　文 22
○ Beyond コロナの交通行動と都市アセットを考える：ニュードライブがもたらした影響から
･･････････････････････････････････････････････････筑波大学 システム情報系社会工学域教授 谷口　　守 27
○ニューノーマル時代の鍵となるパブリックスペースのあり方
･･･････････････････････････････････････ 株式会社日建設計 取締役常務執行役員 都市部門統括 奥森　清喜 31
○複数の都市アセットを使った福井市中心市街地の取組　～魅力向上に向けた現状と課題～
･･････････････････････････････････････････････････････まちづくり福井株式会社 代表取締役 岩崎　正夫 36
○前橋市アーバンデザインによる官民連携のまちづくり
･･･････････････････････････････････････････････････････････前橋市都市計画部市街地整備課 纐纈　正樹 42
○道路空間活用を日常の景色に　－実践者から見る「ほこみち制度」解説－
･･･････････････････････････････････････････････････････････国土交通省国土交通政策研究所 梶原ちえみ

関東地方整備局　都市整備課 今　佐和子 47
〈デジタル化を踏まえたまちづくり〉
○ニューノーマルに対応したスマートシティに求めたいもの
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････千葉大学大学院 村木　美貴 53
○「データを活用したまちづくり－取組のヒントと事例－」の公表
･････････････････････････････････････････････国土交通省 都市局 都市計画課 都市計画調査室 森　　英高 57
○予防医学・公衆衛生の視点から捉える健康都市・空間デザインとデータの活用可能性
･･･････････････････････････････････････････････････････････････千葉大学予防医学センター

千葉大学デザイン・リサーチ・インスティテュート 花里　真道 61
○エッジAI による画像解析を用いた“データを活用したまちづくり”
･･･････････････････････････････････････････････ニューラルポケット株式会社事業戦略部理事 一言　太郎 67
○スマート・プランニングをエンジンとしたクリエイティブシティの実現
････････････････････････････････新潟市スマートシティ協議会 代表企業 株式会社NTT ドコモ

株式会社ドコモCS新潟支店 法人営業部SE担当課長 鎌田　勇紀 72
○藤沢市におけるデジタル化を踏まえたまちづくり
　～ウィズコロナ、ポストコロナを見据えた観光地づくり～
･･･････････････････････････････････････････････････････････････藤沢市 経済部 観光課 課長 木村　嘉文 76
○スマートシティガイドブックとスマートシティの今後の展望について
　～次世代に引き継ぐ都市と地域づくりに向けた官民連携の取組～
････････････････････････ 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局（スマートシティ担当） 81
○スマートシティ化に関する地方公共団体と企業への意向調査の結果について
･･･････････････････････････････････････････ 国土交通省 国土技術政策総合研究所 都市研究部

都市計画研究室　室長 勝又　　済
主任研究官 熊倉　永子

都市施設研究室　室長 新階　寛恭 87
〈まちづくりへの多様な関係者の参画〉
○マネジメントの担い手の実態と展開
　―「貢献」を枠組みとしたマネジメント手法に着目して
･････････････････････････････････････････････････････････････････････駒澤大学法学部教授 内海　麻利 92

《都市計画協会だより》
○第 73 回都市計画全国大会（群馬県高崎市）のご案内･･･････････････････････････････････････････ 99
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令和３年９月号
特集１　「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり　～取組の拡大に向けて～
特集２　新しいまちづくりに取り組むモデル都市　　　　　　　　　　　　　　

特集１　「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり　～取組の拡大に向けて～
〈総論〉
○ウォーカブルな都市空間の形成
･････････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授 浅見　泰司 3
○日本の都市が真のウォーカブルシティになるために必要なこと
　－「居心地が良く歩きたくなるまちなか」推進に向けて－
･････････････････････････日本大学理工学部建築学科助教・一般社団法人ソトノバ共同代表理事 泉山　塁威 8

〈都市アセット利活用の推進〉
○「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりの取組の拡大に向けて
･･･････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局 まちづくり推進課 企画専門官 坂本　光英
･･････････････････････････････････････････････････････････街路交通施設課 二輪駐車場係長 浦井　和弘 14
○「居心地が良く歩きたくなるグランドレベルデザイン」の活用に向けて
･････････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局 まちづくり推進課 政策係長 諏訪　　巧 19
○「一体型滞在快適性等向上事業に基づく税制特例の活用に関するガイドライン」の
　活用に向けて･･･････････････････････････････国土交通省都市局まちづくり推進課 課長補佐 渡邊　隼人 23
○「ストリートデザインガイドライン」について
･･････････････････････国土交通省都市局街路交通施設課 街路交通施設企画室駅まちづくり係長 松岡　里奈 27
○まちづくりと連携した駐車場施策の促進について
･････････････････････････････････････国土交通省 都市局 街路交通施設課 駐車場安全対策係長 梶原安希子 31
○「まちづくりと一体となった都市公園のリノベーション促進のためのガイドライン」
　の活用に向けて･･･････････････････････国土交通省都市局公園緑地・景観課公園利用推進官 秋山　義典 34
○「歩行者利便増進道路」（通称：ほこみち）制度の活用に向けて
･････････････････････････････････････････････国土交通省 道路局 環境安全・防災課 計画係長 坂ノ上有紀 38
○「まちなかの居心地の良さを測る指標（案）」の活用に向けて
･････････････････････････････････････････ 国土交通省都市局 まちづくり推進課 まち再生係長 濵﨑　真二 40
○都心・三宮再整備での「人が主役のまち」「居心地の良い歩きたくなるまち」に向けた取組
　～阪急神戸三宮駅北側エリアの取組を中心に～
･･･････････････････････････････････････ 神戸市 都心再整備本部 都心再整備部 都心三宮再整備課 44
○「あちてらす倉敷」（倉敷市阿知３丁目東地区市街地再開発事業）における官民連携による
　ウォーカブルなまちづくり･･･････････････倉敷市建設局まちづくり部市街地開発課 主任 萩原　良平 48
○熊本市における「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりの取組について
･････････････････････････････････････････････････････熊本市 都市建設局 都市政策部 市街地整備課 53

特集２　新しいまちづくりに取り組むモデル都市
○新しいまちづくりのモデル都市について････････････････････ 国土交通省都市局 市街地整備課 57
○むつ市の「新しいまちづくり」の取組について
････････････････････････････････････････････････････むつ市都市整備部都市計画課 主任主査 八戸　啓介 60
○つかってつくる！ 三河安城駅周辺パワーアップ再生プロジェクト
･････････････････････････････････････････････････････安城市都市整備部都市計画課専門主査 前田　晃佑 65
○持続可能で 日常生活に密着した居心地の良いエリアへの転換を目指す
　～苦い経験を踏まえた善通寺市の新しいまちづくり～
･･････････････････････････････････････････････善通寺市都市整備部土木都市計画課 課長補佐 本庄　　勉 70
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○和歌山市における「新しいまちづくり」への挑戦　～まちづくりの現在とこれから～
･･･････････････････････････････････････････････････････ 和歌山市都市建設局都市計画部都市再生課 79
○都市再生整備計画（旧まちづくり交付金）関連事業 概説
　～都市再生整備計画事業・都市構造再編集中支援事業・まちなかウォーカブル推進事業～
･･････････････････････････････････････････････国土交通省 都市局 市街地整備課・街路交通施設課 85

特別寄稿　住民運動と訴訟
････････････････････････（株）三菱地所 顧問・元国土交通省大臣官房技術審議官（都市局担当） 廣瀬　隆正 94

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 98
《都市計画協会だより》
○第 73 回都市計画全国大会（群馬県高崎市）のオンラインによる開催のお知らせ････････････ 98

令和３年 10 月号
特集１　第 73 回都市計画全国大会（群馬県）
特集２　持続的な下水道事業を支える技術　

グラビア
第 73 回都市計画全国大会（群馬県）････････････････････････････････････････････････････････グラビア 1

特集１　第 73 回都市計画全国大会（群馬県）
〈巻頭挨拶〉
○第 73 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 原田　保夫 4
○第 73 回都市計画全国大会を迎えて････････････････････････････････････群馬県知事 山本　一太 5
○第 73 回都市計画全国大会を迎えて･･････････････････････････････････････高崎市長 富岡　賢治 7

〈観光 PR〉
○極上の「温泉王国」ぐんま･･･････群馬県産業経済部戦略セールス局観光魅力創出課 課長 相川　章代 10

〈群馬県の都市計画・まちづくり〉
○群馬県の都市計画･･･････････････････････････････････群馬県県土整備部都市計画課 補佐 寺内　久夫 13
○群馬県の汚水処理事業･･････････････････････････････群馬県県土整備部下水環境課 補佐 成澤　篤史 24

〈高崎市の都市計画・まちづくり〉
○高崎市の駅周辺整備事業･････････････････････････････････････高崎市都市整備部 次長 清水　博幸 29
○高崎市の都市公園事業･･････････････････････････････高崎市都市整備部公園緑地課 課長 小渕　嘉春 35
○高崎市の産業団地造成事業･･･････････････高崎市都市整備部産業・流通基盤整備室 室長 笠原　伸益 39
○高崎市の下水道事業･･･････････････････････････････････････高崎市下水道局総務課 課長 中曽根哲哉 42

〈群馬県内各都市の特徴あるまちづくり〉
○アーバンデザインを基に広がる前橋版リノベーションまちづくり
･･････････････････････････････････････････････････････前橋市都市計画部市街地整備課 主任 田中　隆太 46
○前橋市における 6社共同経営によるまちなかバス利便性の向上
･･････････････････････････････････････････････････････前橋市未来創造部交通政策課 副主幹 南雲　貞人 51
○桐生市のまちづくり　～歴史的環境や景観を活かしたまちづくりの推進～
････････････････････････････････････････････････････桐生市都市整備部都市計画課 課長補佐 上波　幸生 55
○整備したハードの上にソフトを載せて空間を輝かせる伊勢崎駅周辺に人を呼び込む
まちなかの賑わいづくり
･･････････････････････････････････伊勢崎市都市計画部中心市街地整備事務所都市開発課 課長 中野　　厚 59
○太田市のまちづくり　～まちの「顔」・中心市街地と都市機能の更新～
････････････････････････････････････････････････････････太田市都市政策部都市計画課 係長 久保田康弘 63
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○沼田市中心市街地土地区画整理事業の推進と歴史資源を活かしたまちづくり
････････････････････････････････････････････沼田市都市建設部都市計画課街なか対策室 室長 松井　照晃 67
○館林市の「まちなかにぎわい再生」に向けた取組　～ウォーカブルなまちづくりの始まり～
････････････････････････････････････････････････････････館林市都市建設部都市計画課 係長 相澤　健夫 71
○渋川市の都市づくり　～集約型都市の実現を目指して～
････････････････････････････････････････････････････渋川市建設交通部都市政策課 計画係長 荒井　啓充 75
○旧公立藤岡総合病院跡地に整備予定の複合施設について
････････････････････････････････････････････････････････藤岡市都市建設部都市計画課 係長 梅澤　秀夫 79
○富岡市の無電柱化と官民連携無電柱化支援事業
･･････････････････････････････････････････････富岡市建設水道部都市計画課 課長補佐兼係長 佐俣　幸伸 83
○安中市みんなで磨いて未来へつなぐ景観まちづくり
････････････････････････････････････････････････････････････安中市建設部都市計画課 主任 中里　初美 87
○みどり市景観計画の策定と今後の景観まちづくりについて
･･････････････････････････････････････････････････････みどり市都市建設部都市計画課 主査 稲川　雅樹 91
○持続可能なまちづくりの推進　～吉岡町を取り巻く開発と特定用途制限地域の活用～
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････吉岡町建設課 主任 高野　　享 95
○甘楽町の歴史的資源を活かしたまちづくり･････････････････････甘楽町建設課主事 土屋　和樹 99
○草津町の付加価値を高めるまちづくり････････････････草津町愛町部企画創造課 主事 田中芙由美 103
○東吾妻町のまちづくり　～上信自動車道の開通を見すえて～
････････････････････････････････････････････････････････････････････東吾妻町建設課 補佐 加部　貴宏 108
○邑楽町の市街化調整区域におけるまちのまとまり
･･････････････････････････････････････････････････････････････････邑楽町都市建設課 主任 小林　弘幸 112

〈民間団体の取り組み〉
○住宅会社がプロデュースするカフェ　くつろぎの時間と空間を提供 ｢HYGGE TIMES｣
　～公募設置管理制度（Park-PFI）を活用～
････････････････････････････････････････････････････株式会社ヒロミヤ住建 代表取締役社長 宮下　宏巳 116
○前橋中心市街地におけるエリアマネジメントのめぶきと官民連携
･･････････････････････････････････････････一般社団法人前橋デザインコミッション 企画局長 日下田　伸 120
○想いの描けるまちづくり･･････････････････････UNIT KIRYU株式会社 代表取締役社長 川村　徳佐 123
○つなカンらしい町民主体のまちづくり
･･････････････････････････････････････一般社団法人つなぐカンパニーながのはら 事務局次長 小此木哲雄 127

特集２　持続的な下水道事業を支える技術
〈総論〉
○持続可能な社会を支える下水道技術の開発　～B-DASHプロジェクト～
･････････ 国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 下水道企画課 下水道国際・技術室 課長補佐 西郷　進也 131

〈各論〉
○下水道共通プラットフォームを活用したマネジメントサイクルの確立と実践
････････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 末益　大嗣 136
○感染症適応社会を実現するリアルタイム下水監視システムの構築
･･･････････････････････････････････････････････････････････････東北大学大学院工学研究科 佐野　大輔 141
○下水道事業の広域化・共同化における ICT活用の検討
････････････････公益財団法人 日本下水道新技術機構 研究第一部（現 メタウォーター株式会社） 高牟禮　綾 146
○ AI を用いた焼却炉煙道閉塞抑制技術の開発
･････････････････････････････････････････････････････東京都下水道局計画調整部技術開発課 松並　　亮
･ ･ 藤江　正樹
･ ･ 一色　充也 150
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○AR（拡張現実技術）で見えない下水道を魅せる
（下水処理場の再構築に合わせた「かわさき下水道広報施設　～ワクワクアクア～」の整備）
･･･････････････････････････････････････････････････川崎市上下水道局 下水道部 施設課 課長 清水　成利 154
○京都市下水道における人口データを活用した長期課題の検討
･･････････････････････････････････････････････････････････････････京都市上下水道局下水道部計画課 158
○下水処理場やポンプ場を一元的に監視するシステム
　『FORViS（フォルヴィス）』の構築について･･････････････福岡市道路下水道局下水道施設部 163
○熊本市型アセットマネジメントシステム構築に向けた共同研究の取組み
･･･････････････････････････････････････････････ 熊本市上下水道局 維持管理部 水道維持課長 志水　隆司 167

《新刊紹介》･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 171

令和３年 11 月号
特集　都市インフラ海外展開の取組みとコロナ後の方向性

特集　都市インフラ海外展開の取組みとコロナ後の方向性
〈総論〉
○都市インフラの海外展開の経緯と取組について
･･･････････････････････････････････････････････････････国土交通省 都市局 総務課 国際室長 石田　康典 3

〈今後のあり方〉
○政府および国土交通省のインフラシステム海外展開に関する取り組みについて
･･･････････････････････････････国土交通省 総合政策局 海外プロジェクト推進課 国際協力係長 木村　颯希 7
○スマートシティの海外展開の今後にむけて
････････････････････････････････････････････････････････東京大学大学院工学系研究科 教授 加藤　浩徳 11
○ ASEANにおけるスマートシティの実現に向けて　～SmartJAMPの取組～
･･････････････････････････････････････････国土交通省 総合政策局 国際政策課（グローバル戦略） 15
○パンデミックが導く新たな都市政策のパラダイム
･･････････････････････････････････････････････････････････････経済協力開発機構（OECD） 松本　　忠 19
○新興国・都市におけるリープフロッグ型発展の状況と考察
･･･････････････････････････････････････････････ 国土交通省 国土交通政策研究所 主任研究官 中山　裕一 25

〈具体的な取組み〉
○UR都市機構における海外展開支援の取組み
･･････････････････････････････････････････････独立行政法人都市再生機構 海外展開支援部長 青山　一麿 31
○海外不動産業官民ネットワークを通じた我が国不動産企業の海外展開支援
･･･････････････････････････････････国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課 国際企画係長 平田　　良 36
○海外における近年の都市開発と日本企業の取組　～ JOIN の取組事例を中心に～
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