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　八戸市の市街地開発事業についての雑感……………………………… 大志民　　　諭…11（45）

　富山市のまちづくりの現在地…………………………………………… 中　村　雅　也…12（55）

■ご当地自慢
　館林市の「“住む”里沼（SATO-NUMA）」�……… 館林市　都市建設部　区画整理課…２（39）

　ミズベリング信濃川やすらぎ堤………………… 新潟市都市政策部まちづくり推進課…３（37）

　堺市の都市拠点形成に向けた取組み…… 堺市建築都市局都市整備部都市整備推進課…４（44）

　東日本大震災10年�生まれ変わるまち�～宮城県気仙沼市～�………… 岩　下　　　聡…５（40）

　琉球王国の歴史は浦添から始まった！………………… 浦添市経済文化局観光振興課…６（47）

　豊かな自然と歴史に育まれた農村景観都市　山梨市�………………… 山　﨑　公　誌…７（43）

　豊後大野市のまちづくり　JR三重町駅前通りの活性化に向けて

　　　　………………………………………………… 豊後大野市建設課都市計画建築係…８（37）

　篠路　札幌始まりの場所………………………………………………… 平　塚　真　実…９（44）

　「サイクリング王国わかやま」……………………………… 和歌山県観光局観光振興課…10（42）

　心を揺さぶる文化の町へ�～横手市増田～� …… 横手市まちづくり推進部文化振興課…11（47）

　広島県三次市の概要…………………………………… 広島県三次市建設部都市建築課…12（57）

■知恵袋
　土地所有者の探索方法に関連する法改正……………………………… 山　田　猛　司…４（48）

　Web会議システムによる審議会の開催� ……………………… 日本測地設計株式会社…８（42）

　SDGsまちづくり実現のヒント�………………………………………… 山　口　幹　幸…10�（47）

　進化を続けるまち・境町　未来のまちづくりへ……… 茨城県�境町�企業立地推進室…12（62）

■わだい
　JR松山駅周辺のまちづくりについて� ………………………………… 神　野　　　誠…１（46）

　地方都市における官民連携まちづくりの在り方　～静岡市草薙地区にみる考察～

　　　　……………………………………………………………………… 中　山　裕　太…２（44）

　長野都市計画事業　長野駅周辺第二土地区画整理事業

　　　　～事業完了にむけたラストスパート～………………………… 北　澤　善　幸…３（39）

　富山県富山市　富山駅周辺地区土地区画整理事業

　　　　～土地区画整理手法を活用した拠点駅周辺整備～

　　　　…………………………………… 富山市活力都市創造部富山駅周辺地区整備課…５（44）

　「まちの賑わい創出に向けた柔軟な区画整理手法等の活用について」

　　　　～公益社団法人街づくり区画整理協会との共同研究～……… 若　月　純　子…６（51）
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区画整理　2021年（令和３年）

　広島県庄原市　庄原駅周辺地区土地区画整理事業

　　　　～庄原駅周辺地区を中心とした「まちづくり」の実現～

　　　　�…………………………………………………… 庄原市�環境建設部�都市整備課…７（47）

　健康が響き合う安心の街「ひびきのまち」

　　　　金沢都市計画事業　野々市市西部中央土地区画整理事業�…… 中　田　嘉　浩…９（53）

　旦過（たんが）地区における立体換地制度の活用について�………… 船　越　英　明…11（52）

■海外まちづくり事情
　フランスの中世都市　～宗教・戦争・交易～………………………… 菅　昌　徹　治…１（50）

　「フローの中のシンガポール　トランジット・シティーとしての在り方」

　　　　……………………………………………………………………… 森　下　　　修…３（42）

　韓国のスマートシティ政策……………………………………………… 三　輪　真　揮…５（46）

　ニューノーマルなまちづくりに役立つ海外まちづくり事例………… 阪　井　暖　子…７（50）

　ケニアの公共交通機関の発展とまちづくり…………………………… 勝　美　直　光…９（56）

　バングラデシュ人民共和国　ダッカのまちづくりとTOD� ………… 立　原　英里雄…11（54）

■談論風発
　「魅力あふれるまちの創造」……………………………………………… 田　邊　好　彦…１（56）

　「私の中の土地区画整理事業」…………………………………………… 芋　田　晴　夫…２（48）

　会長賞を受賞して………………………………………………………… 田　中　　　薫…２（49）

　眠れぬ夜を過ごして……………………………………………………… 加　藤　三　章…３（53）

　区画整理を振り返って…………………………………………………… 高　橋　保　雄…３（54）

　公共団体施行とともに…………………………………………………… 河　井　　　央…４（50）

　期せずして土地区画整理事業を担当して……………………………… 大　石　義　明…４（51）

　「都市計画の門番」として�……………………………………………… 宮　尾　総一郎…５（52）

　皆様に感謝………………………………………………………………… 六本木　康　弘…６（53）

　「まちづくりの仕事にめぐりあえて」…………………………………… 赤　川　　　勉…６（54）

　業務を振り返って………………………………………………………… 宮　脇　英　二…７（56）

　「歩いて暮らせる新しい街」……………………………………………… 土　屋　健　吾…７（57）

　長野駅東口の土地区画整理事業………………………………………… 大久保　好　弘…８（46）

　まちづくりを振り返って………………………………………………… 依　田　　　猛…９（61）

　「まちづくりにおける人との絆」………………………………………… 笠　間　良　一…10（50）

　公社で得た人生の宝物…………………………………………………… 武　内　正　夫…11（60）

　～区画整理礼賛～………………………………………………………… 座　間　　　充…12（66）

⑩かくし

� 月（頁）

22-01-171_000_総目次.indd   1022-01-171_000_総目次.indd   10 2022/01/31   午後 4:40:462022/01/31   午後 4:40:46



� 区画整理　2021年（令和３年）

Ⅶ　事例紹介

浜山地区　協働のまちづくり　神戸国際港都建設事業浜山地区土地区画整理事業

　　　　………………………………………………… 神戸市都市局市街地整備部業務課…１（57）

～中心市街地の活性化に向かって～　四ツ角周辺土地区画整理事業（群馬県渋川市）

　　　　……………………………………………………………………… 後　藤　侑　也…２（50）

～いつまでも、ずっと暮らしたい街高崎市～

　　　　高崎都市計画事業新保・日高土地区画整理事業について…… 善如寺　　　隆…２（53）

西野中野山土地区画整理事業　多様な「つながり＝LINK」があるまちづくり

　　　　……………………………………………… 新潟市都市政策部まちづくり推進課…３（55）

防災、公民協働のまちづくり　～大和川左岸地区、鳳駅南地域～

　　　　……………………………………… 堺市建築都市局都市整備部都市整備推進課…４（52）

災害に強いまちづくり　宮城モデルの構築

　　　　～宮城県内における被災市街地復興土地区画整理事業～…… 中　嶋　吉　則…５（53）

宜野湾市西海岸地域のまちづくり　～宇地泊第二土地区画整理事業～

　　　　……………………………………………………………………… 永　山　拓　朗…６（55）

～山梨市駅前土地区画整理事業～　甲府盆地東部（峡東地域）の拠点づくり

　　　　……………………………………………………………………… 深　澤　秀　史…７（58）

「100年に一度の大事業」大分駅南土地区画整理事業

　　　　………………………………………………… 大分市都市計画部まちなみ整備課…８（47）

～札幌市　清田通沿道土地区画整理事業～　個人施行による都市計画道路沿道の街区整備

　　　　……………………………………………………………………… 藤　井　真　一…９（62）

和歌山県橋本市の土地区画整理事業　―中心市街地第一地区土地区画整理事業―

　　　　………………………………………………………… 橋本市建設部まちづくり課…10（51）

交通拠点、景観に配慮した新たな顔づくりを目指して

　　　　～横手市三枚橋地区土地区画整理事業～…………… 横手市建設部都市計画課…11（61）

地域の活力をけん引する生活拠点づくり　～三次圏都市計画事業みらさか土地区画整理事業～

　　　　…………………………………………………… 広島県三次市建設部都市建築課…12（67）

Ⅷ　協会から

■令和３年６月号「定時社員総会」
　令和３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）

　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…９（49）

⑪かくし

� 月（頁）

22-01-171_000_総目次.indd   1122-01-171_000_総目次.indd   11 2022/01/31   午後 4:40:462022/01/31   午後 4:40:46



区画整理　2021年（令和３年）

■令和３年12月号「第43回土地区画整理全国大会」
　第43回土地区画整理全国大会報告�……………… 公益社団法人�街づくり区画整理協会…12（７）

　特別講演「最近の市街地整備に関する話題について」�……………… 菊　池　雅　彦…12（12）

　浜松城の歴史と都市形成の歩み�………………………………………… 鈴　木　一　有…12（25）

　静岡県内の土地区画整理事業について�………………………………… 佐　野　暁　義…12（37）

　総合特区制度を活用した工場用地の確保策及び都田川山土地区画整理事業について

　　　　……………………………………………………………………… 成　瀬　　　哲…12（43）

　浜松都市計画事業　中瀬南部土地区画整理事業について…………… 鈴　木　健　介…12（49）
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