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　絵本の世界が息づくセントラルパーク………………………………… 北　川　純　平…11（41）

　　　　～人のつながりがまちを変える～みんなでつくる　学びと笑顔あふれる

　コウノトリも住めるまち……………………………… 野田市建設局都市部都市整備課…12（36）

知恵袋
　糸魚川市駅北大火からの早期復興……………………………………… 形　川　憲　二…７（41）

海外まちづくり事情
　ミャンマーのまちづくり事情～ヤンゴンのインフラと法制度を中心に～

　　　　……………………………………………………………………… 田　中　成　興…１（33）

　アホック：異端の元ジャカルタ特別州知事とまちづくり…………… 畑　中　太　郎…３（51）

　地震国トルコで進められる都市再編…………………………………… 岡　本　直　剛…５（35）
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　ジャカルタ首都圏の交通、都市開発事情とインドネシアの土地区画整理事情について

　　　　……………………………………………………………………… 加　納　潤　吉…７（45）

　タイ概況…………………………………………………………………… 崎　谷　唯比古…９（49）

　インド高速鉄道と駅周辺整備…………………………………………… 秋　村　成一郎…11（45）

わだい
　富山駅周辺のまちづくり…………………… 富山市都市整備部富山駅周辺地区整備課…１（39）

　稲城市　稲城南多摩駅周辺土地区画整理事業

　　　　～連続立体交差事業と土地区画整理事業～…………………… 鈴　木　伸　雄…２（51）

　JR寺家新駅周辺のまちづくり

　　　　～寺家地区土地区画整理事業～………………………………… 台　信　達　観…３（57）

　「大和川左岸（三宝）土地区画整理事業」

　　　　～高規格堤防と阪神高速大和川線との一体的なまちづくり～

　　　　………………………… 独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部�　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��堺都市再生事務所事業調整課…４（33）

　天辰第一地区土地区画整理事業

　　　　～古から次世代に繋がる土地区画整理事業…………………… 樋　口　武　士…５（39）

　用地買収方式と区画整理方式を活用した沿道整備街路事業

　　　　～神戸市大池駅前沿道整備街路事業～………………………… 吉　田　匡　利…６（51）

　札幌圏都市計画事業　東雁来第２土地区画整理事業の換地処分を迎えて

　　　　………………………………………………………………… 齊藤　剛・佐孝　司…７（55）

　宮城県岩沼市　矢野目西地区　土地区画整理事業

　　　　～経済復興の礎となる物流拠点を目指して～………………… 菅　原　伸　浩…８（47）

　東部丘陵線公園西駅周辺のまちづくり

　　　　………………………………… 長久手市建設部区画整理課公園西駅開発推進室…９（54）

　京田辺市　三山木地区特定土地区画整理事業

　　　　－区画整理事業による鉄道２線の限度額立体交差化まちづくり－

　　　　……………………………………………………………………… 太　田　武　之…10（56）

　うめきた２期区域のまちづくり

　　　　…………………………………………… 独立行政法人都市再生機構西日本支社��　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��都市再生業務部うめきた都市再生事務所…11（49）

　高崎都市計画事業　上中居土地区画整理事業

　　　　～減価補償金制度による先行買収から換地処分まで～……… 武　井　俊　和…12（42）
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談論風発
　土地区画整理とまちづくり……………………………………………… 宮　田　　　晃…１（41）

　区画整理事業の思い出…………………………………………………… 山　本　浩　隆…２（54）

　街づくり事業の想い出…………………………………………………… 疋　田　躬　矩…３（59）

　豊橋柳生川南部土地区画整理事業の思い出…………………………… 遠　藤　讓　一…３（61）

　「少しの熱いこころ」……………………………………………………… 上　島　則　彰…４（36）

　土地区画整理事業をかえりみて………………………………………… 桐　林　粂　雄…４（37）

　土地区画整理の思い出…………………………………………………… 石　塚　正　春…５（41）

　区画整理の思い出………………………………………………………… 鈴　木　宜　廣…６（54）

　私と区画整理……………………………………………………………… 佐　藤　英　男…７（58）

　四半世紀を振り返り……………………………………………………… 阿　部　智　一…８（49）

　区画整理閑話……………………………………………………………… 石　井　恒　利…９（58）

　「震災復興と区画整理」…………………………………………………… 青　木　利　博…10（58）

　土地区画整理事業と街づくりに携わって……………………………… 田　湯　俊　行…10（59）

　密集市街地区画整理に挑戦して………………………………………… 早　川　惠　司…11（51）

　区画整理で考える、区画整理を考える。……………………………… 沖　広　秀　則…12（45）

寄稿文
　全国土地区画整理事業推進協議会の活動について…………………… 沖　広　秀　則…２（45）

Ⅶ　実務問答

換地計画の縦覧期間について…………………………………………………………………… １（42）

審査請求や訴訟の継続中の組合解散の認可について

機能を停止した組合の指導について

認可を取り消した場合の既処分の有効性について

無効な行政処分通知の取り消しについて

死者に対する換地処分通知について

差押え登記と換地処分通知について

保留地の換地処分通知について

土地信託と換地処分について

清算結了した法人に対する換地処分通知について

解散法人に対する換地処分通知について

返送されてきた換地処分通知について

権利変動に伴う換地処分取消通知について
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換地処分変更の効果について

清算金は売主に帰属する特約について………………………………………………………… ２（55）

土地の売買と清算金の帰属について

清算金債務引受の手続きについて

重畳的債務引受の要件について

権利者の死亡と徴収精算金の納付義務について

権利者の死亡と清算金の供託について

抵当権・賃借権と交付清算金の供託について

調停による相続について

保存登記がないときの清算金の処理について

清算金の端数処理について

清算金の分割徴収の利率について

仮清算の実施について

督促手数料の請求について

分割徴収の場合の督促について

差押えと時効の中断について

組合からの滞納処分の申請について

滞納処分の義務について

共有者への仮換地指定通知について…………………………………………………………… ３（62）

代表者選任と仮換地指定通知について

複数筆対複数筆の仮換地指定について

仮換地の一部の使用収益開始について

使用収益の停止とは

仮換地指定の変更の性格について

従前地を分筆しない仮換地の分割について

従前地の分筆の費用負担について

仮換地指定の取り消しについて

換地処分を控えて仮換地指定を省略できるか

委任状の効力について（１）

委任状の効力について（２）

仮換地に関する証明について

仮換地の裏指定が必要な場合について

到達しない仮換地指定通知について
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公示送達と効力発生の日について

行方不明者と移転補償契約について…………………………………………………………… ４（38）

現に居住する法定相続人との契約について

別居している夫婦との契約について

弁護士を代理人とする契約について

墓地の移転補償契約について

法76条違反建築物の移転補償について

地区外の道路に設置された物件の補償について

換地不交付の私道に対する補償について

仮住居補償の追加補償について

埋蔵文化財の発掘調査について

浄化槽の補償について

火災で焼失した建物の補償について

営業廃止の補償について

借地人の転出と地代補償について

農業休止補償と法101条補償について

協議に応じない農地の法101条補償について

地代未払いと借地権申告について……………………………………………………………… ５（42）

賃貸借関係の解消について

借地権の登記について

転貸借関係について

実態のない借地権の消滅について

権利の混同による借地権の消滅について

認知症の権利者との移転補償契約について

土地が共有の場合の同意について

代表者選任の方法について

高圧送電線の廃止について

地役権の制限内容の緩和について

地役権の変更に係る補償について

換地不交付と地役権について

地役権が消滅することへの補償について

要役地の表示変更の登記について
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解散法人への換地処分通知について…………………………………………………………… ６（55）

事業途中での換地処分について

筆界確認が得られない地区界の扱いについて

受領拒否による公示送達について（１）

受領拒否による公示送達について（２）

相続放棄と公示送達について

高齢者消除について

公示送達の「効力発生の日」について

公示送達の書類が到達したとみなす日について

公示送達の手続きの省略について

仮換地指定を受領していないとの主張について

換地計画認可後の権利変動について

換地処分と公正証書の巻き直しについて

換地処分後の組合の指導・監督について

事業完了後の公園面積の縮小について

共有の建物に関する移転補償契約について…………………………………………………… ７（60）

認知症の母親との移転補償契約について

委任による移転補償契約について

斜線制限にかかることとなる建物について

法76条違反の建物と補償について

地耐力不足への対応について

抵当権と補償金の供託について

破産手続開始と移転補償契約について

差押えと移転補償金について

土留め擁壁の補償について

換地不交付と建物の補償について

借地契約の解除と法101条補償について

賃料減収補償の遅延損害金について

虚偽の申告に基づく移転補償契約について

移転補償契約の不履行について

法76条許可に対する不服申立について………………………………………………………… ８（50）

行政不服審査法の改正について

瑕疵担保責任期間について
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境界確定訴訟の当事者適格について

出訴期間等の数え方について

公示送達をしたときの出訴期間等について

処分があった日とは

入札者が１人のとき……………………………………………………………………………… ９（60）

保留地の財産区分について

保留地売買契約の解除について

保留地売買の性格について

保留地買受人の死亡と所有権移転登記について

保留地買受人の死亡と相続の争いについて

保留地の所有権移転登記と登録免許税について

譲渡担保契約に伴う手続について

事業の完成による組合の解散について………………………………………………………… 10（60）

組合の解散と特別議決について

清算人の権限について

清算人の地位の承継について

裁判所の監督権の範囲について

土地の売却と清算人の資格について

清算人は新たな処分ができるか

債権申出の催告は必ず必要か

組合の解散と事業の終了について

新駅開設の影響の評価について………………………………………………………………… 11（53）

地区外に開設される新駅の影響の評価について

新駅開設の遅れと土地評価について

借地権の権利価額割合の定め方について

減価買収に係る土地評価について

私道の評価について

産業廃棄物と土地評価について

法84条の「換地計画に関する図書」とは……………………………………………………… 12（47）

換地計算書の開示請求について

認可権者に対する図書の閲覧請求について
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⑯かくし

換地処分後の法84条備付簿書の閲覧請求について

換地処分後の法74条関係簿書の閲覧について

裁判所からの文書送付嘱託について

保留地台帳の公開について

共有者の住所・氏名の開示について

Ⅷ　事例紹介

　さいたま都市計画事業

　　　　大宮西部特定土地区画整理事業（Liv-Field�西大宮）�………… 楢　舘　孝　志…１（46）

　つくばエクスプレスと一体的なまちづくり

　　　　～三郷中央一体型特定土地区画整理事業～………………………………………… ２（59）

　“東京周辺区部における市街地整備

　　　　～花畑北部土地区画整理事業～………………………………… 中　谷　吉　博…３（66）

　福岡県飯塚市・本町東地区……………………………………… 川畑　周平・亀口　豪…４（42）

　　　　ささしまライブ24地区の開発について………………………… 渡　辺　伸　二…５（46）

　大和都市計画事業　渋谷（南部地区）土地区画整理事業の取組みについて

　　　　………………………………… 大和市街づくり計画部渋谷土地区画整理事務所…６（59）

　浸水被害の無い安全・安心な市街地をつくる

　　　　～岡富古川土地区画整理事業～………………………………… 甲　斐　慎一朗…７（64）

　「魅力あるまちづくりを目指して」

　　　　武雄都市計画事業　武雄北部土地区画整理事業……………… 川　内　　　聡…８（52）

　「嬉野温泉駅周辺地区のまちづくりについて」

　　　　嬉野都市計画事業�嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業� ……… 古　川　保　則…８（56）

　圏央道インターチェンジ周辺のまちづくり

　　　　「いぶきの丘�阿見東」　～阿見吉原土地区画整理事業～� …… 大　島　正　明…９（62）

　地域住民が安心・安全に暮らせるまちづくり

　　　　－谷山第二地区土地区画整理事業－…………………………… 宮　園　秀　二…10（62）

　暮らしの豊かさを実感できる「歩きたくなる」まちを目指して

　　　　－福井市　福井駅周辺土地区画整理事業－…………………… 龍　﨑　俊　和…11（55）

　夢つなぎ　ひときらめく未来創造都市　いちはら

　　　　～市原都市計画事業姉崎駅前土地区画整理事業～…………… 黒　川　博　正…12（49）
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Ⅸ　協会から

定時社員総会
　平成30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（７）

区画整理と街づくりフォーラム2018
　「区画整理と街づくりフォーラム2018」

　　　　……………………………… 区画整理と街づくり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　コンパクトシティと地方都市再生の推進………………… 徳　永　幸　久…12（12）

　「区画整理と街づくりフォーラム2018」第１分科会の報告�………… 川　辺　隆　浩…12（21）

　「区画整理と街づくりフォーラム2018」第２分科会の報告�………… 櫻　井　邦　夫…12（25）

　「区画整理と街づくりフォーラム2018」第３分科会の報告�………… 加　塚　政　彦…12（28）
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