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　不撓不屈のまち　釜石…………………………………… 釜石市産業振興部商工観光課…９（60）

　文化と歴史に彩られたまち　甲賀市………… 甲賀市役所産業経済部観光企画推進課…10（35）

　殿町国際戦略拠点「キングスカイフロント」について

　　　　……………………………………… 川崎市臨海部国際戦略本部国際戦略推進部…11（48）

　鉄道を活かした中山間地域の賑わいづくり　～芸備線は地域の宝じゃけぇ～

　　　　……………………………………… 広島市道路交通局都市交通部交通対策担当…12（54）

　

■知恵袋
　柏市内の土地区画整理事業地区内での公園緑地に関する取り組みについて

　　　　……………………………………………………………………… 岡　崎　萌　香…２（45）

　都市と農地が共生するまちづくりの実現に向けた公社の取組み

　　　　～多摩地域における都市農地の保全・活用方策の検討～…… 若　月　純　子…５（65）

　区画整理事業におけるICT活用について ………………… 遠藤　浩司・岩崎　孝夫…６（47）

■海外まちづくり事情

　インド洋に浮かぶ小さな島の素敵な街　コロンボ…………………… 長　井　隆　幸…１（35）

　ミャンマーのまちづくり事情　～地方都市編～……………………… 田　中　成　興…３（49）

　キルギス共和国・首都ビシュケク市のまちづくり…………………… 山　本　洋　敬…５（59）

　シドニー大都市における開発戦略

　　　　～オーストラリア・NSW州～ ………………………………… 吉　田　正　喜…７（53）

　中華人民共和国におけるスマートシティ……………………………… 平　山　翔　吾…９（67）
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　ブータンの土地区画整理 ………………………………………………… 越　智　武　雄…11（56）

■わだい
　新市街地地区一体型特定土地区画整理事業

　　　　～地域住民と協働のまちづくりで人口急増中の街へ～……… 関　井　千　尋…１（40）

　九州大学箱崎キャンパス跡地のまちづくり…………………………… 木　部　夏　海…２（49）

　熊本市桜町・花畑地区のまちづくり

　　　　…………………………… 熊本市　都市建設局　都市政策部　都市整備景観課…３（54）

　SAKURA MACHI DATA Project …………………………… 大屋　誠・宮崎　光世…３（58）

　新たな時代へ向けた札幌の都心まちづくりの取り組み

　　　　……………………………… 札幌市 まちづくり政策局 都心まちづくり推進室…４（65）

　山の辺の緑につつまれた住環境とにぎわいと交流のまち

　　　　～桑名都市計画事業桑名駅西土地区画整理事業～…………… 中　村　誓　章…７（50）

　中野駅周辺のまちづくり………………………………………………… 分　藤　　　憲…８（35）

　箕面新町（水と緑の健康都市　特定土地区画整理事業）

　　　　～誰もがいきいきと暮らせる「３共生」のまちづくり～…… 南　　　健　志…９（65）

　SDGsの推進＝「世界に輝く静岡」の実現 …………………………… 大　石　祥　代…10（39）

　『緑あふれる環境を備えた快適なまち』を目指して

　　　　～秋田県秋田市　秋田駅西北地区土地区画整理事業～

　　　　…………………………………………… 秋田駅東地区土地区画整理工事事務所…11（53）

■談論風発
　まちづくりの思い出－京都府京田辺市におけるまちづくり－……… 石　井　明　三…１（42）

　和歌山市への派遣について……………………………………………… 熊　渕　淳　司…２（52）

　大切にしたい現場力……………………………………………………… 山　田　　　潤…３（61）

　組合区画整理の回想……………………………………………………… 松　下　秀　夫…３（62）

　これまでを振り返って…………………………………………………… 森　　　　　典…４（68）

　区画整理をふり返る……………………………………………………… 牧　野　達　次…４（69）

　地方都市大分の取り組み………………………………………………… 長　野　保　幸…５（69）

　区画整理事業と土地利用計画…………………………………………… 中　山　雅　夫…６（50）

　土地区画整理事業の経験を振り返って………………………………… 二　口　祥二郎…７（58）

　焼津南部と共に…………………………………………………………… 細　田　和　寿…８（38）

　まちの発展を夢見て。…………………………………………………… 山　田　都　照…８（39）

　区画整理事業に思うこと………………………………………………… 塚　田　　　浩…９（72）

　区画整理事業とまちづくり……………………………………………… 太　田　譲　二…10（41）
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　これからの「仙台のまちづくり」に期待すること…………………… 佐　藤　良　一…11（62）

　協働と参画のまちづくりに思う………………………………………… 宮　崎　辰　夫…12（59）

Ⅶ　事例紹介

姫路駅周辺地区総合整備事業「キャスティ21」への取り組み

　　　　…………………………………………………… 姫路市都市局まちづくり推進部…１（44）

千葉都市計画事業東幕張土地区画整理事業　―事業の進捗及び今後について―

　　　　……………………………………… 千葉都市計画事業東幕張土地区画整理事業…２（53）

福岡市東部地域の新たな拠点　～香椎駅周辺土地区画整理事業～

　　　　……………………………… 福岡市住宅都市局　香椎振興整備事務所　計画課…３（63）

地区計画を活用した中心市街地におけるコンパクトで機能的なまちづくり

　　　　……………………………………………………… 長与町建設産業部都市計画課…４（72）

多治見市における土地区画整理事業……………………………… 多治見市市街地整備課…５（70）

東静岡駅周辺土地区画整理事業　～貨物駅跡地を活用した新都市拠点の整備～

　　　　…………………………………………… 静岡市都市局都市計画部市街地整備課…６（51）

高知広域都市計画事業下島土地区画整理事業　～高知県高知市（高知市施行）～

　　　　…………………………………………………… 高知市都市建設部市街地整備課…７（59）

金沢八景駅東口地区土地区画整理事業と金沢八景駅周辺のまちづくり

　　　　……………………………… 横浜市都市整備局市街地整備部市街地整備調整課…８（40）

町民が待ち望んだ矢幅駅前地区土地区画整理事業の竣工

　　　　～民間活力の導入による区画整理～…………………………… 川　村　　　学…９（73）

市の北部玄関口としてのまちづくり　～堅田駅西口土地区画整理事業～

　　　　……………………………………………………………………… 村　田　康　行…10（42）

万福寺土地区画整理事業　「人」「緑」「文化」を継承・発展させるまちづくり

　　　　……………………………… 川崎市まちづくり局市街地整備部地域整備推進課…11（63）

「安佐市民病院の移転による広島市可部地域の新たな拠点の形成」

　　　　―広島市荒下土地区画整理事業―

　　　　……………………………… 一般財団法人 広島県まちづくり土地区画整理協会…12（60）

広島市立安佐市民病院の移転事業　―広島市荒下土地区画整理事業との連携―

　　　　……………………………………………… 地方独立行政法人 広島市立病院機構…12（65）
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Ⅷ　協会から

定時社員総会
　令和２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（６）

　新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえた土地区画整理事業手続に関するＱ＆Ａ

　　　　……………………………………………… 公益社団法人 街づくり区画整理協会…７（47）

区画整理と街づくりフォーラム2020
　「区画整理と街づくりフォーラム2020」概要 ……………………………………………… 12（６）

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

　基調講演「市街地整備2.0とニューノーマルに対応した街づくり」

　　　　…………………………… 国土交通省都市局市街地整備課長　菊　池　雅　彦…12（12）

　「区画整理と街づくりフォーラム2020」第１分科会の報告 ……………………………… 12（20）

　「区画整理と街づくりフォーラム2020」第２分科会の報告 ……………………………… 12（31）

　「区画整理と街づくりフォーラム2020」第３分科会の報告 ……………………………… 12（41）
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