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　まちなか再生への取り組み�～優しく元気な唐津のまちなかを目指して～�… 坂　井　俊　之…７（46）

　�海と山の自然、歴史文化のかおるまち宗像市�

　　　　…………………………… 宗像市経営企画部経営企画課世界遺産登録推進室…８（77）

　清流の都・静岡…………………………………………………………… 石　橋　　　優…９（34）

　ひとっこっがまちを興す。……………………………………………… 櫻　井　正　人…10（46）

　�出かけよう旬のうまさに出会う旅へ　うまさぎっしり新潟�

　　　　……………………………………… 新潟県産業労働観光部観光局観光振興課…11（70）

　杜と水の都　歩いて楽しむまち「盛岡」�……………… 盛岡市都市整備部区画整理課…12（56）

知恵袋

　�土地区画整理事業における移転補償事務の改善について…………… 大　保　幸　男…１（49）

　スイスの環境モデル都市の構築…………………………………………�木　下　　　勇…２（47）

　最近の低炭素都市づくりの流れについて……………………………… 須　藤　富　平…３（46）

　インターネットを活用した詳細な事業情報の開示……………… 増井忠宏、池谷　悟…４（54）

　南千里丘土地区画整理事業における個人施行のメリットについて…寺　田　満　夫…�５（49）
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　�キャンパス・エコビレッジの挑戦／エコロジカルな居住地づくりのモデル実験�

　　　　…………………………………………………………………… 糸　長　浩　司…６（44）

　エコビレッジという持続可能でエコロジカルな居住地づくり……… 糸　長　浩　司…７（53）

　農村と集落の環境整備…………………………………………………… 楠　本　侑　司…８（83）

　路地をいかしたまちづくり……………………………………………… 小　泉　秀　樹…９（38）

　小規模区画整理の活用～道路改良との同時施行による交差点改良工事～�… 本　間　　　孝…10（49）

　�バーチャルリアリティ技術の活用によるまちづくりプロセスの革新�

　　　　…………………………………………………………………… 大　石　智　久…11（72）

　�今治新都市しまなみヒルズにおけるＶＲ（バーチャルリアリティ）の活用�

　　　　…………………………………………………………………… 長　門　信　彦…12（60）

　�まちづくりにおけるＶＲ（バーチャルリアリティ）の活用について�

　　　　…………………………………………………………………… 有　留　忠　明…12（62）

海外まちづくり事情

　世界のまちから・・、今日はアルマティの街を訪れます…………… 佐　藤　秀　樹…１（53）

　世界遺産イスタンブールの街づくりと交通計画……………………… 涌　井　哲　夫…２（51）

　湖上の実験都市（オランダアイブルグプロジェクト）�……………… 重　田　　　猛…３（51）

　タンザニア国ダルエスサラーム市総合都市交通体系策定調査……… 柴　田　純　治…４（58）

　ブラジル・クリチバにおけるまちづくり……………………………… 板　津　　　純…５（53）

　�草原の国モンゴルの首都ウランバートルの都市計画と参加型まちづくり�

　　　　……………………………………………………………… 長山勝英、阿部朋子…６（48）

　�ドイツ及びフランスにおけるCO2削減に対応したまちづくりの事例研究�

　　　　…………………………………………………………………… 大　谷　英　基…７（57）

　キルギスの街づくり……………………………………………………… 木　全　俊　雄…８（88）

　中国　蘇州における開発プロジェクト………………………………… 満　田　將　文…９（45）

　遷都450年を迎えるヴィエンチャンのまちづくり�…………………… 村　岡　和　満…10（53）

　カンボジア………………………………………………………………… 久保田　　　強…12（66）

わだい

　�原野商法の土地を大規模商業地に��『札幌圏都市計画事業�北広島市大
おおまがり

曲 幸
さいわい

土地区画整理事業』�

　　　　� …………………………………………………………………… 中　谷　　　淳…１（58）

　�小学生の提案を受けた調整池づくり“本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業での例”�

　　　　� ……………………………………………………………………�沼　波　　　宏…２（55）

　『沖縄都市モノレール“ゆいレール”と那覇市のまちづくり』……… 玉那覇　有　栄…３（57）
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　�みらい平地区における地域交流の取り組み�

　　　　『つくばみらい都市計画事業伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業』�

　　　　……………………………………………………………… 青木偉司、大科憲人…４（63）

　住民参画による『まちづくり事業』�…………………………………… 大　崎　隆　司…５（58）

　�西大宮駅開業と『Liv-Field西大宮』まちびらき�……………………… 船　塚　清　隆…６（52）

　�吹田操車場跡地のまちづくり…………………………………………… 松　本　竜　也…７（63）

　�土地区画整理事業の完了とこれからのまちづくり……………………�清　原　留　夫…８（94）

　�密集市街地における修復型の土地区画整理事業……………………… 功　刀　聖　史…９（49）

　蔵王みはらしの丘「みはらしガルテン」の取組み…………………… 形　川　憲　二…10（57）

　安全で快適なまちづくりをめざして…………………………………… 菅　野　悦　雄…11（76）

　汐留地区　区街４号線開通について―汐留の東西の街が結ばれる！―�… 庄　司　尚　弘…12（71）

談論風発

　お酒が飲めない私………………………………………………………… 磯　谷　英　一…１（61）

　街づくり区画整理協会会長賞を受賞して……………………………… 田　中　政　弘…２（60）

　受賞にあたって�～抹茶の思い出～� ………………………………………�兼　松　公　平…３（61）

　会長賞を受賞して………………………………………………………… 伊　藤　雅　都…４（68）

　公団と区画整理…………………………………………………………… 香　田　勝　利…５（61）

　『退職して10年、土地区画整理の思いで』………………………………�箙　　　紫　郎…６（55）

　今思い出すままに………………………………………………………… 髙　石　隆　吉…７（65）

　「やらまいか精神」とともに�……………………………………………�加　藤　市之助…８（97）

　街づくり区画整理協会会長賞を受賞して……………………………… 本　多　耕　作…９（53）

　街づくり区画整理協会会長賞を受賞して……………………………… 土　屋　貞　義…10（61）

　「魅力ある街づくり」……………………………………………………… 遠　藤　嗣　夫…11（79）

　受賞にあたって～都市計画の母と言われて～�……………………………… 泉　　　導　秀…12（74）
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Ⅶ　実務問答

　組合施行における業務代行者の保留地分譲の税制特別措置

　組合区画整理事業における理事の定数

　借地権の抵当権に対抗する要件……………………………………………………………… １（62）

　既存道路を施行区域界とする際の留意事項

　法第28条第9項の会計帳簿及び書類の閲覧

　「保留地管理法人」の税制上特例措置�……………………………………………………… ２（61）

　国庫補助金により先行取得した用地の一時利用

　組合事業における仮換地売買に伴う総会議決権

　道路構造変更（中央分離帯設置）に伴う営業補償

　分割徴収清算金の繰上徴収…………………………………………………………………… ３（62）

　法第72条による建築物等の調査への同意

　交付清算供託金の還付手続き

　換地計画認可後の権利変動に伴う認可申請書の取扱い

　換地処分通知の公示送達手続き方法………………………………………………………… ４（70）

　公共団体施行で市有地とした保留地の再譲渡

　訴訟中の組合の解散認可

　宅地土留擁壁の土地評価要因………………………………………………………………… ５（62）

　相続協議中の移転補償交渉

　清算金分割徴収納付者の破産に伴う不能欠損処理

　仮換地指定後の使用収益権停止宅地の第三者使用

　組合事業における残余財産の処理…………………………………………………………… ６（56）

　分割徴収清算金の期間延長

　賦課金徴収における時効の中断期間

　過小宅地の減歩緩和による清算金徴収時の不動産取得税

　権利者の所在が判明しない場合の建物移転補償…………………………………………… ７（66）
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　保留地の転売又は相続発生の際の所有権移転登記

　公図混乱地区における「基準地積決定基準（案）」の取扱い

　相続人が未定又は不明の際の賦課金徴収方法……………………………………………… ８（98）

　商業施設用保留地の処分方法

　賦課金等徴収権利の消滅時効起算日

　宅地造成時の地盤支持力の確保……………………………………………………………… ９（54）

　区画整理審議会選挙人名簿作成における留意事項

　組合による施行区域内用地の取得・所有の可否

　債権差押通知のあった土地の交付清算金の手続き方法…………………………………… 10（62）

　区画整理事業区域内における施行者以外が行う工事の可否

　送付先が不明の際の書類の送付にかわる公告方法

　施行区域界の既存道路への接続要件………………………………………………………… 11（80）

　未徴収賦課金の滞納処分

　物件移転補償における支障要件

　事業計画変更縦覧時の意見書の内容制限…………………………………………………… 12（75）

Ⅷ　事例紹介

　花のあるまちづくりと経営改善　＜文化の風・薫る街・エコールタウンこがね＞

　　　　　……………………………………………………………… 重本　徹、永江朔朗…１（63）

　ともに築く　希望あふれる　元気都市

　　　　　駅
えきなん

南のまちづくり―大分駅南土地区画整理事業―�……………… 姫　野　正　浩…２（62）

　野々市町の“新しい顔”づくり

　　　　　金沢都市計画事業野々市町中南部土地区画整理事業…… 　熊　谷　貴　秀…３（63）

　箕
みの

面
お

森
しん

町
まち

（水と緑の健康都市）建設事業について………………… 　田　中　伸　之…４（71）

　「世界遺産に学び、ともに歩むまち－なら」シルクロードタウン21

　　　　　ＪＲ奈良駅周辺土地区画整理事業…………………………… 村　田　　　茂…５（63）

　広域連携都市拠点を目指して�～湘南Ｃ－Ｘ（シークロス）都市再生プロジェクト～

　　　　　…………………………………………………………………… 長　瀬　光　市…６（57）

　九州の交流拠点を目指した鳥栖基山都市計画事業

　　　　　新鳥栖駅西土地区画整理事業………………………………… 成　冨　光　祐…７（67）

　駅を核とした新たな拠点地区の形成～花畑駅周辺土地区画整理事業～�… 笠　原　宏　喜…８（99）

　新たなまちの顔づくりに向けて

　　　　　ＪＲ清水駅周辺地区整備と土地区画整理事業……………… 林　　　裕　司…９（55）
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　文化・福祉施設を拠点とした新たな市街地の形成�～小林駅前土地区画整理事業～

　　　　　…………………………………………………………………… 舘　下　昌　幸…10（63）

　愛せるまち�誇れるまち�ふるさと新
し ば た

発田の創造　新発田駅前土地区画整理事業

　　　　　…………………………………………………………………… 川　瀬　孝　男…11（81）

　｢あそびごころ・ふれあいのまち｣ 盛岡駅西口地区都市整備事業�… 下　向　　　均…12（76）

Ⅸ　協会から

総会等

　平成21年度通常総会報告…………………………… 社団法人　街づくり区画整理協会…６（６）

賛助会員研究会報告　

　平成20年度�賛助会員研究会� ……………………… 社団法人　街づくり区画整理協会…８（62）

　�平成20年度�賛助会員研究会第一部会「IC周辺地区の整備手法の研究」�

　　　　～農地・緑地を含む小規模区画整理事業～�………………………… 増　田　　　勝…８（63）

　平成20年度�賛助会員研究会第二部会

　　　　　■人口減少局面における今後の市街地整備について

　　　　　■土地区画整理を活用した既成市街地の再生（その３）�… 松　村　謙　一…８（68）

第37回土地区画整理全国大会

　第37回土地区画整理全国大会………………………………………………………………… 11（６）

　駿府城と家康のまちづくり……………………………………………… 小和田　哲　男…11（11）

　市街地整備事業の現状と今後について………………………………… 望　月　明　彦…11（18）

　�貨物駅跡地を活用した新都市拠点の整備（東静岡駅周辺土地区画整理事業）�

　　　　…………………………………………………………………… 小長谷　　　淳…11（26）

　区画整理組合の役員29年を振り返って………………………………… 伊　藤　喜　隆…11（35）

　�万福寺土地区画整理事業の“まちづくり”について�

　　　　～まちづくりは100年の「時間（とき）」づくり～�………………… 津　金　義　永…11（39）

　�都市再生へのマネジメント～飯田市中心市街地活性化の取り組みから�

　　　　…………………………………………………………………… 木　下　巨　一…11（47）
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