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　決算関係書類並びに会計の帳簿及び書類の閲覧及び謄写等の整備、前倒し組合における
　　事業計画の決定手続の変更について（平成17年度法律改正）
　　　　　…………………………………… 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課…８（88）
　中心市街地活性化のための今後の取り組みについて
　　　　　…………………………………… 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課…９（46）
　民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を
　改正する法律の施行に伴う政令及び省令の改正について
　　　　　…………………………………… 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課…10（77）
　平成17年度における地方道路交付金事業の運用改善について
　　　　　…………………………………… 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課…11（69）
　保留地予定地に係る権利関係の明確化について
　　　　　…………………………………… 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課…12（60）

Ⅵ　寄稿文等

ほりゅうち

　PTA会長として見た少子社会とまちづくり	………………………… 水　沼　義　陽…１（50）
　「私が暮らした街の景色」………………………………………………… 保　科　　　学…２（47）
　街づくりの移り変わり…………………………………………………… 宮　本　忠　明…３（45）
　通勤事情雑感……………………………………………………………… 小　沢　　　裕…４（39）
　わがまち　さいたま市…………………………………………………… 野　沢　由　一…５（79）
　ペリー国リマ市　出張での印象………………………………………… 服　部　卓　也…６（28）
　まちとぼうさい…………………………………………………………… 藤　井　利　幸…７（57）
　ケム川のまち……………………………………………………………… 多　田　治　樹…８（81）
　まつり「ふくおか」	……………………………………………………… 野間口　　　毅…９（42）
　「都市計画の母」から「まちづくりの母」へ	………………………… 中　山　久　憲…10（72）
　通勤電車…………………………………………………………………… 男　山　倫　夫…11（64）
　「被爆60周年を迎えて」…………………………………………………… 高　井　　　巌…12（54）

ひろば

　古代ロマンと文化発信　長吉東部のまちづくり……………………… 神　村　俊　輝…２（50）
　歴史と暮らしの交わる街・橿原………………………………………… 森　川　匡　道…３（47）
　海洋文化交流拠点を目指した都市づくり……………………………… 間　宮　　　孝…４（41）
　坂出駅周辺のまちづくり………………………………………………… 竹　内　　　博…５（81）
　共に支え、未来に育む、新しい都心近郊型の生活を提案する札幌のモデルタウン
　　東雁来第2土地区画整理事業	………………………………………… 熊　谷　輝　男…６（30）
　魅力あるまちづくり　茨城県の市街地整備事業	………………………… 人　見　一　教…７（60）
　盛岡市の土地区画整理事業……………………………………………… 小野寺　　　哲…８（84）
　「市町合併に伴う新市街地整備と課題、今後の対応施策について」… 秋　山　幸　男…９（44）
　県南地区のニュータウンを目指して－高萩越名土地区画整理事業－	…… 高　瀬　　　一…10（75）



　新幹線新駅（仮称：上越駅）周辺のまちづくり……………………… 山　野　雅　生…11（67）
　地方都市における中心市街地の再生　生活・文化が交流する区画整理事業
　　　　　…………………………………………………………………… 黒　木　正　一…12（56）

知恵袋

　地域連携住宅による宅地分譲の活性化の試み　茨城県「常陸樹の家」・埼玉県「県産木材活用の家」
　　　　　……………………………………………………………… 高田禮子、粟野健夫…１（54）
　物理探査による埋蔵文化財調査の合理化について…………………… 今　岡　和　也…２（56）
　人と人の出会いと交流を促進する「まちの駅」	……………………… 遠　藤　あおい…３（51）
　都市再生機構における土地区画整理士の活用について
　　　　　……………… 独立行政法人都市再生機構　ニュータウン業務部区画整理課…４（45）
　特定街区と組合わせた敷地整序型土地区画整理……………………… 加　部　稔　之…５（87）
　地図混乱の解消を進める「地籍整備型土地区画整理事業」～地図混乱地区の都市再生を目指して～
　　　　　…………………………………………………………………… 舟　山　光　雄…６（37）
　取消訴訟の提起に関する事項の教示について
　　　　　………… 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課市街地整備制度調整室…７（66）
　景観法の全面施行～景観地区の特徴～	…………………………………… 岸　田　里佳子…８（90）
　土地区画整理事業と沿道まちづくりの連携
　　土支田中央土地区画整理事業と都市計画道路補助第230号線及び周辺整備
　　～地下鉄大江戸線延伸の早期実現をめざして～	…………………………… 阪　田　真　司…９（48）
　「田端のまちづくり」……………………………………………………… 三　上　　　学…10（79）
　お初天神の参道空間を継承した敷地整序型土地区画整理……… 梅垣春記、大西正英…11（72）
　親水公園を活かした景観まちづくり－東京都江戸川区－	……………… 上　山　　　肇…12（65）

海外まちづくり事情

　コウハウジングについて－アメリカ人の新しい住まい方－	……………… 折　戸　真　美…１（56）
　インドネシアのまちづくり事情………………………………………… 河　野　俊　郎…２（62）
　インド洋大津波被害復興まちづくりの現場から……………………… 三　上　　　学…３（56）
　ボゴタ（コロンビア）の都市事情とインフラ整備事情……………… 浅野敬広、奈美…４（47）
　モスクワの都市・生活　雑感…………………………………………… 阿　部　賢　一…５（90）
　ベトナム・ハノイの都市開発事情……………………………………… 菊　森　佳　幹…６（43）
　イギリスのテムズゲートウェイ計画にみるサステイナブル・デベロップメントについて
　　　　　…………………………………………………………………… 中　田　俊　也…７（69）
　「千の丘の国」の国づくり～ルワンダ・内戦からの復興～	……………… 湯　澤　将　憲…８（98）
　北スマトラ沖地震津波災害後のバンダアチェ市のまちづくり……… 佐　藤　秀　樹…９（54）
　フィリピン・メトロマニラにおける都市開発の現状………………… 田　中　祥　夫…10（84）
　都市づくりとモノレール………………………………………………… 石　川　正　和…11（78）
　タイ王国事情、バンコク都市事情……………………………………… 新　屋　千　樹…12（68）



わだい

　愛知万博開幕と中部国際空港開港を目前にして……………………… 高　野　昌　彦…１（60）
　那覇新都心の竣工とDFSギャラリアの立地について	……………… 上運天　一　也…２（68）
　愛・地球博線の新交通システム「IMTS」	 …………………………… 林　田　理　恵…３（62）
　タイ国の区画整理法について…………………………………………… 日　野　祐　滋…４（52）
　関西の都市再生をリードするまちづくり－大阪駅北大深東地区土地区画整理事業－
　　　　　…………………………………………………………………… 河　合　智　明…５（96）
　岐阜駅周辺整備事業について…………………………………………… 小　島　正　和…６（47）
　企業誘致による地域経済活性化と雇用創出計画
　　～パーキングエリアを活用した組合土地区画整理事業～	………………… 池　田　弘　人…７（74）
　農ある暮らしで地域再生　まちづくりに新たな潮流	…………………… 山　本　雅　之…８（102）
　太秦東部地区の新しいまちづくりの推進－土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行手法
　　による事業化－	…………………………………………………………… 山　下　　　等…９（59）
　「海洋堂フィギアミュージアム黒壁がオープン」……………………… 髙　橋　　　潤…10（88）
　汐留土地区画整理事業における官民協働のまちづくり～汐留シオサイト５区イタリア街～
　　　　　…………………………………………………………………… 森　雪　　　拓…11（87）
　「安心・安全都市づくり」みなとみらい21中央地区土地区画整理事業における共同溝整備
　　　　　……………………………………………………………… 菊田昭治、枝広茂樹…12（73）

談論風発

　土地区画整理事業の去来………………………………………………… 吉　川　竹治郎…１（65）
　土地区画整理事業と私のかかわり……………………………………… 吉　村　隆　尚…２（72）
　区画整理の思い出………………………………………………………… 入　江　浩　一…３（66）
　土地区画整理組合事業の問題点………………………………………… 平　田　勇　夫…４（60）
　私と区画整理……………………………………………………………… 三　宮　満　雄…５（99）
　土地区画整理事業に思う………………………………………………… 山　口　　　務…６（50）
　区画整理事業を回想して………………………………………………… 中　山　國　人…７（78）
　国分寺町「街づくり」回顧録…………………………………………… 戸　田　瑞　夫…８（104）
　土地区画整理事業に携わって…………………………………………… 渋　谷　雅　康…９（66）
　杜の都仙台市の街づくりについての想い……………………………… 畑　中　　　稔…10（91）
　区画整理の街・“なごや”………………………………………………… 安　東　良　夫…11（89）
　区画整理と共に歩いた私の道…………………………………………… 小　銭　幸　雄…12（81）

書評

　「小規模区画整理のすすめ－これからの街なか土地活用」を読む	……… 石　井　和　夫…９（68）



Ⅶ　実務問答

保留地の処分金に対する課税
諮問事項がない場合の審議会の開催
土地区画整理組合が行う直接施行
清算金の延滞金の発生時期
駐車場の減少に伴う補償
審議会委員の地方公務員の兼職………………………………………………………………… ８（96）
再築工法における浄化槽の補償
現存する自然林の補償
地盤沈下に関するＰＬ法の適用
確認測量における計算結果の表示単位………………………………………………………… ９（53）
抵当権設定の物権の移転補償
審議会委員の候補者数
曳家工法における土地の二重使用
異なる用途地域への換地と照応の原則………………………………………………………… 10（83）
直接施行に伴う検討事項
区画整理法第98条第2項の法律に定められた事項
土地区画整理審議会の公開・非公開…………………………………………………………… 11（77）
直接施行に関する書類
審議会への委任を受けたものの出席
市町村合併後の換地計画の変更
移転補償の進め方………………………………………………………………………………… 12（83）

Ⅷ　事例紹介

「地域の特性を生かした住みやすいまちづくり」
　日野都市計画事業　万願寺土地区画整理事業	…………………………… 榎　本　数　隆…１（66）
震災からの復興…… ｢せせらぎ｣ のあるまちづくり
　松本地区震災復興土地区画整理事業	……………………………………… 山　地　健　市…２（74）
「中心市街地の再生を目指して」
　～都城広域都市計画事業中央東部土地区画整理事業～	 ………………… 鳥　取　純一郎…３（69）
「一生安心して暮らせるまちを目指して」
　藤沢都市計画事業北部第二（二地区）土地区画整理事業	 ……………… 山　口　晴　正…４（62）
「新たなシンボル拠点地区の誕生」
　函館圏都市計画事業函館駅前土地区画整理事業	………………………… 植　田　　　豊…５（101）
自然と人間の調和した健康都市づくりの推進
　新座駅南口土地区画整理事業	 …………………………………………… 清　水　保　三…６（52）
「瀬戸内の交流拠点・活力とふれあいの坂出」《坂出駅周辺主要整備主要プロジェクト》
　【坂出都市計画事業坂出駅南口拠点整備土地区画整理事業】	 ………………… 中　村　信　秀…７（80）



震災からの復興　芦屋西部第二地区震災復興土地区画整理事業～住民と協働してまち再興を～
　　　　　…………………………………………………………………… 丸　尾　　　進…８（109）
「ホタルの飛び交う環境をめざしたまちづくり」
　横浜国際港都建設事業長津田特定土地区画整理事業	 …………………… 形　川　憲　二…９（69）
地域愛に根ざしたまちづくり　葛西土地区画整理事業（組合施行）	 …… 豊　田　　　明…10（93）
水と緑に囲まれた快適なまちづくりをめざして
　－豊田梅坪東土地区画整理事業－	………………………………………… 松　本　康　夫…11（91）
瀬戸内に輝く交流拠点都市を目指して
　～新倉敷駅南第一・第二土地区画整理事業～	 ……………………………… 佐　伯　督　郎…12（84）

Ⅸ　協会から

総会等

平成17年度臨時総会報告………………………………………………………………………… ５（６）
平成17年度通常総会報告………………………………………………………………………… ６（６）
残余財産寄贈式の開催…………………………………………………………………………… ９（６）

賛助会員研究会報告

　平成16年度賛助会員等研究会………………… 社団法人街づくり区画整理協会事務局…８（70）
　「地区分類別における土地区画整理事業へのアプローチ」…………… 小　野　　　均…８（71）
　「地方公共団体の問題解消ニーズと対応への研究」…………………… 蟹　井　　　進…８（77）

第40回組合区画整理研究会

　｢第40回組合区画整理研究会｣………………………………………………………………… 11（６）
　特別講演 ｢組合区画整理への期待｣	…………………………………… 竹　内　直　文…11（13）

第35回土地区画整理全国大会

　「第35回土地区画整理全国大会」……………………………………………………………… 12（６）
　特別講演 ｢区画整理事業に関する意識改革｣	………………………… 竹　内　直　文…12（12）
　特別講演 ｢神戸の都市づくり｣	………………………………………… 松　下　綽　宏…12（21）
　事例研究１　震災復興土地区画整理事業における事業の立ち上げと取り組み
　　　　　…………………………………………………………………… 丸　尾　　　進…12（31）
　事例研究２　中心市街地の活性化……………………………………… 大　畑　　　猛…12（40）
　事例研究３　土地管理会社を活用した土地有効利用と円滑な事業施行〈東海浅山新田地区〉
　　　　　…………………………………………………………………… 小　島　利　次…12（46）

土地区画整理事業における直接施行について………………………………………………… ８（106）

キ
リ
ト
リ
セ
ン


