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　　　　〜浜松市都市再生促進地区における建築物等及び

　　　　土地の適正な管理及び活用の促進に関する条例の施行について〜

　　　　…………………………………………………………………… 佐々木　　　豊�… ２�（55）

　人材育成と参加の場づくりによるまちづくり活動支援

　　　　〜NPO法人まちづくり学校� ………………………………… 山　賀　昌　子�… ３�（55）

　京島三丁目地区防災街区整備事業…………………………………… 伊　藤　　　司�… ４�（41）

　旧グランドプリンスホテル赤坂旧館　曳家工事について　【歴史的建築物の曳家】

　　　　……………………………………………………………… 小倉　学・佐瀬伸一�… ５�（33）

　公共団体施行における包括委託方式………………………………… 阿　部　英　和�… ６�（54）

　大阪市におけるエリアマネジメント活動促進条例の取り組み…… 辰　巳　康　夫�… ７�（32）

　被災市街地復興土地区画整理事業における土砂搬送施設を活用した造成工事について

　　　　…………………………………………………………………… 綿　谷　光　城�… ８�（36）

　被災地における土地区画整理事業の加速化に向けた工夫

　　　　―かさ上げ等の工事の早期着手のための「仮の仮換地指定」の活用―

　　　　…………………………………………… 国土交通省　都市局　市街地整備課�… 10�（34）

海外まちづくり事情

　エジプト�　〜混乱の地域大国の現状と日本の援助の話題〜� …… 大　川　宗　男�… １�（35）

　バングラデシュ・首都ダッカのまちづくり………………………… 佐々原　秀　史�… ３�（61）

　オランダの攻めたデザインによるまちづくり……………………… 伊　東　利　彦�… ５�（37）

　オートバイから都市鉄道へ

　　　　－ベトナム・ホーチミン市における公共交通を軸とした都市づくりへの取り組み－

　　　　…………………………………………………………………… 松　井　　　稔�… ７�（36）

� 月（頁）



　ラオス　〜首都ビエンチャンにおける土地利用規制・建築規制〜

　　　　…………………………………………………………………… 長谷川　知　弘�… ９�（41）

　インド　〜経済成長と都市開発の狭間で〜………………………… 会　田　裕　一�… 11�（55）

わだい

　土地区画整理事業と市街地再開発事業との一体的施行　〜恵庭駅西口地区〜

　　　　…………………………………………………………………… 松　永　　　恒�… １�（33）

　宮城県仙台市富沢駅西土地区画整理事業

　　　　コンサルタントの「業務代行」参入にあたり……………… 入　江　大　介�… ２�（59）

　道路空間を利用した津波避難タワーの建設………………………… 大　石　悦　正�… ３�（59）

　調布市の中心市街地まちづくり……………………………………… 齊　藤　　　宗�… ４�（46）

　登美ヶ丘地区住宅地開発の集大成『近鉄学研奈良登美ヶ丘住宅地』

　　　　〜「ひと、優先。」の街づくり〜�…………………… 近畿日本鉄道株式会社�… ５�（41）

　広島・二葉の里土地区画整理事業の竣工

　　　　〜動き始めた広島駅周辺のまちづくり〜…………………… 宮　川　良　彦�… ６�（58）

　「荒井東地区のまちづくりについて」………………………………… 佐　藤　泰　行�… ７�（40）

　環状２号線（新橋・虎ノ門間）開通と虎ノ門ヒルズ竣工

　　　　……………………………………………………… 東京都再開発事務所事業課�… ８�（40）

　田町〜品川駅間新駅設置とまちづくり…………………… 東日本旅客鉄道株式会社�… ９�（45）

　伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業の見直し……………………… 六本木　康　弘�… 11�（59）

　九州新幹線西九州ルート開業に向けた長崎県内のまちづくり動向

　　　　……………………………………………………………… 石原　剛・片山明俊�… 12�（48）

談論風発

　土地区画整理事業と歩んだ私………………………………………… 中　野　正　弘�… ２�（61）

　まだまだ旅の途中……………………………………………………… 川　村　祐　兒�… ４�（49）

　私の原点………………………………………………………………… 竹　内　直　佐�… ６�（60）

　思いでとひとりごと…………………………………………………… 瀬戸口　正　己�… ８�（42）

　区画整理との出会い…………………………………………………… 堀　　　智　彦�… 10�（38）

　まちづくりの合意形成の取組みについて…………………………… 松　田　邦　弘�… 12�（50）

Ⅶ　実務問答

法84条の簿書の取り扱い………………………………………………………………………… １�（39）

政令73条４号の取り扱い

� 月（頁）� 月（頁）



選挙人名簿の縦覧・閲覧の取り扱い

政令73条５号の取り扱い

法84条備付簿書の閲覧の取り扱い

換地計画の縦覧と謄写の請求

換地計画の縦覧と個人情報の保護……………………………………………………………… ２�（63）

耕作権の権利申告と仮換地の情報開示

組合員名簿の閲覧の取り扱い

政令73条２号と同条５号の取り扱い

個人情報の取り扱いに関する組合の立場と市の指導助言

仮換地情報に対する第三者への開示

組合解散後の書類の管理と情報公開

法84条２項におけるコピーの取り扱い

審議会委員等の選挙権・被選挙権の取り扱い………………………………………………… ３�（65）

保留地を定める場合の審議会の同意…………………………………………………………… ４�（51）

法93条３項に規定する審議会の意見の取り扱い

審議会委員の取り扱い

選挙人名簿と選挙権の行使

審議会委員選挙における成年後見人の投票権

審議会の開催と審議会委員当選人の公告

共同墓地の移転補償契約………………………………………………………………………… ５�（43）

土地区画整理事業損失補償基準案８条２項ただし書きの取り扱い

法101条補償の取り扱い

法114条の取り扱い

土壌が汚染された土地の取り扱い

借地権者の取り扱い……………………………………………………………………………… ６�（61）

仮差押え、仮登記のある土地に対する交付清算金の取り扱い

「講」が所有する土地の取り扱い�……………………………………………………………… ７�（42）

信託登記がなされている土地の換地処分

大街区化への集約換地の取り扱い

� 月（頁）



換地計画に基づかない仮換地指定

法87条２項の適用について

事業計画及び換地計画を縦覧する者

換地計画への意見書の取り扱い

分割希望がある共有土地における仮換地の取り扱い

登記地積の更生と土地評価……………………………………………………………………… ８�（44）

土地評価基準日以降の形状変更の取り扱い

換地計画変更の取り扱い

工区間とび換地における換地処分時期

地上権設定登記の取り扱い

法107条と所有者の住所変更の登記

保留地の取り扱い………………………………………………………………………………… ９�（47）

組合施行における法人の取り扱い……………………………………………………………… 10�（39）

理事の立候補者数の取り扱い

総会での議決における棄権の取り扱い

法90条と剰余金の取り扱い

登記簿の権利部に記載のない者の取り扱い

法32条５項で規定する「正当な理由」とは

市長は組合施行の選挙管理者になれるか

共有土地における代表者の委任状による議決

総代の選挙の取り扱い…………………………………………………………………………… 11�（63）

組合総会における議長の権限

理事会の運営

組合役員の任期中の改選

組合員としての共有者選任届

賦課金の減免

組合の解散認可と訴訟継続

相続登記が未了の場合における清算金の取り扱い…………………………………………… 12�（52）

清算金の供託の取り扱い

交付清算金の時効の取り扱い

� 月（頁）



換地不交付に伴う清算金算定の取り扱い

徴収清算金の欠損処理の取り扱い

徴収清算金と破産処理

墓地における清算金の取り扱い

徴収清算金と法定相続人の取り扱い

Ⅷ　事例紹介

　長吉東部地区土地区画整理事業を終えて…………………………… 岩　澤　美　雄�… １�（41）

　豊かに住まい・賑わい・学べるまちづくりを目指して

　　　　佐賀都市計画事業　兵庫北土地区画整理事業……………… 野　口　儀次郎�… ２�（65）

　清水三保羽衣土地区画整理事業〜組合施行における経営改善〜

　　　　………………………………………… 静岡市都市局都市計画部市街地整備課�… ３�（67）

　陸の玄関口（JR宮崎駅）と海の玄関口（宮崎港）をつなぐまちづくり

　　　　〜東部土地区画整理事業と東部第二土地区画整理事業〜… 野　村　建　蔵�… ４�（53）

　地域住民が安心・安全に暮らせるまちづくり

　　　　－吉野地区土地区画整理事業－……………………………… 新　留　　　勝�… ５�（45）

　つくばエクスプレス沿線地域のまちづくり

　　　　〜伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業〜…… 池　畑　直　美�… ６�（63）

　自然・活気・誇りにみちた人が輝くかえりたくなるまちづくりを目指して

　　　　〜福井市　市場周辺土地区画整理事業〜…………………… 山　本　浩　隆�… ７�（44）

　新駅による市内北部拠点のまちづくり

　　〜　野
やぎゅう

牛・高
たかいわ

岩土地区画整理事業　〜…………………… 白岡市　市街地整備課�… ８�（46）

　駅を中心とした中心市街地のまちづくり

　　　　〜矢幅駅西地区土地区画整理事業・矢幅駅前地区土地区画整理事業〜

　　　　…………………………………………………………………… 藤　井　　　祐�… ９�（49）

　東京湾アクアライン着岸地の千葉県の新たな玄関口金田地区土地区画整理事業

　　　　…………………………………… 千葉県県土整備部都市整備局市街地整備課�… 10�（41）

　東長崎のまちづくり

　　　　矢上地区、平間・東地区土地区画整理事業………………… 松　本　貴　義�… 11�（65）

　歴史・地域・人を結ぶ、魅力と活力にあふれた駅前空間を創出

　　　　木津駅前土地区画整理事業…………………………………… 生　抜　利　晃�… 12�（54）

� 月（頁）



キ
リ
ト
リ
セ
ン

Ⅸ　協会から

定時社員総会

　平成26年度定時社員総会報告………………… 公益社団法人街づくり区画整理協会�… ６�（４）

区画整理フォーラム2014　

　「区画整理フォーラム2014」………………… 区画整理フォーラム実行委員会事務局�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人街づくり区画整理協会… 12�（６）

　基調講演　「区画整理事業の歩みと今後の都市再興を迎えて」…… 望　月　明　彦�… 12�（13）

　「区画整理フォーラム2014」第１分科会の報告�…………………… 小　前　　　繁�… 12�（25）

　「区画整理フォーラム2014」第２分科会の報告�…………………… 原　　　和　義�… 12�（28）

　「区画整理フォーラム2014」第３分科会の報告�…………………… 諏　訪　正　信�… 12�（32）

　「区画整理フォーラム2014」第４分科会の報告�…………………… 加　塚　政　彦�… 12�（35）

　「区画整理フォーラム2014」第５分科会の報告�…………………… 宗　雪　正　和�… 12�（38）

� 月（頁）


