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　ジャカルタ首都圏の今………………………………………………… 秋　村　成一郎�… 11�（33）

わだい

　大津駅西第一土地区画整理事業の取り組みについて……………… 谷　口　昌　史�… １�（36）

　東京都市計画事業田端二丁目付近土地区画整理事業について…… 斉　藤　　　哲�… ２�（45）

　いわき市の震災復興土地区画整理事業について

　　　　〜津波被災地の復興・創生に向けた取組み〜……………… 根　本　英　典�… ３�（42）

　開業　ＪＲ仙石線「石巻あゆみ野駅」�……………………………… 岡　　　　　浩�… ４�（42）

　相模原市�麻
あさ

溝
みぞ

台
だい

・新
あら

磯
いそ

野
の

第一整備地区土地区画整理事業について

　　　　〜被災地以外で初めて民間事業者包括委託方式を導入〜… 鈴　木　　　竜�… ５�（47）

　宮城県女川町の復興まちづくり〜女川駅前商業エリアの形成〜…� 山　田　康　人�… ６�（49）

　土地区画整理事業を活用した砺波市のまちづくり

　　　　組合施行の土地区画整理事業による商業地、住環境、道路網の整備

　　　　…………………………………………………………………… 中　田　健　治�… ７�（31）

　東武動物公園駅西口土地区画整理事業の竣工……………………… 廣　瀬　敦　子�… ８�（39）

　「住みよいまちづくり」　〜下
くだ

松
まつ

市中部土地区画整理事業〜……… 久保田　幹　也�… ９�（40）

　（公財）区画整理促進機構25周年特別講演会より

　　　　『「生涯活躍のまち」で描く地方創生』�……………………… 雄　谷　良　成�… ９�（42）

　（公財）区画整理促進機構25周年特別講演会より

　　　　三世代の自立・共生による「健康生活未来都市」を創る…� 笹　田　昌　孝�… 10�（45）

　大分駅周辺整備の事業効果…………………………………………… 武　安　高　志�… 11�（39）

　「神宮外苑のまちづくり」　〜霞ヶ丘町付近土地区画整理事業〜…� 村　上　清　徳�… 12�（38）

談論風発

　小路の魅力……………………………………………………………… 石　塚　八　起�… ２�（47）

　「金沢西部地区の県施行区画整理」の想い出�……………………… 西　　　建　吾�… ３�（44）

　水滴石穿　〜小さなことから一歩ずつ〜…………………………… 井　草　弘　行�… ４�（45）
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　平成27年度　土地区画整理組合活動を振り返って………………… 加　藤　　　鈞�… ４�（46）

　退職して想うこと……………………………………………………… 坂　東　啓一郎�… ５�（50）

　減価補償金地区で感じたこと………………………………………… 大　原　博　實�… ５�（51）

　城下町雑感……………………………………………………………… 松　村　　　昭�… ６�（51）

　土地区画整理事業に関わって………………………………………… 須　藤　明　夫�… ７�（33）

　心に残る事業…………………………………………………………… 青　木　　　浩�… ７�（34）

　「悔恨」…………………………………………………………………… 宮　本　俊　輔�… ８�（42）

　街づくりのための区画整理…………………………………………… 井　上　善　朗�… ８�（43）

　区画整理事業をふりかえって………………………………………… 守　屋　好　和�… ９�（46）

　私が歩んできた区画整理……………………………………………… 橋　本　義　仁�… 10�（49）

　退職して振り返る……………………………………………………… 西　郷　敦　司�… 11�（41）

　私のまちづくり………………………………………………………… 新　島　二三彦�… 12�（40）

Ⅶ　実務問答

組合施行における保留地処分規程の変更について…………………………………………… １�（40）

保留地の権利変動届の取り扱いについて

保留地が転売された場合の所有権移転登記について

付保留地を設定した換地の売買について

保留地売買契約者が死亡した場合における法定相続人の対応について

保留地予定地の貸し付けと使用料の徴収について

保留地のおける開発行為への対応について

組合設立認可時の保留地売買契約の締結について

付保留地を換地とした場合の対応について…………………………………………………… ２�（48）

保留地の売買契約者が所在不明となった場合の対応について

代金納入済みの保留地の差押えについて

保留地における登記原因となる売買の日付けについて

保留地の売買契約書所に施行者の瑕疵担保責任を２年間とすることについて

保留地の一部を自治体に寄付する場合は、特別議決が必要か

施行者である市に保存登記された保留地について、第３者が無償使用の覚書に基づき占有してい

る場合の取得時効について

土地区画整理審議会の委員選挙ならびに運営等について…………………………………… ３�（45）

� 月（頁）� 月（頁）



賦課金の滞納処分に対する不服申し立ての方法……………………………………………… ４�（47）

賦課金について余剰金が発生した場合の措置

清算金及び賦課金の支払い義務者について

事業施行期間中に土地が売買された場合における賦課金徴収議決の総会案内状について

賦課金決定後における組合員の自己破産について

清算金の滞納額の一部について納付があった場合の措置

賦課金の議決後に組合員が死亡し、相続人がいない場合の対応について

事業施行期間と清算金徴収期間について

登記簿に住所の記載が無い場合の交付清算金の供託について

合筆した場合の地番について…………………………………………………………………… ５�（52）

保存登記がされていない土地の換地処分に伴う登記について

権利部の登記について

誤った家屋番号を登記した場合の是正について

土地区画整理事業によって除却した建物の滅失登記について

無地番地の従前地の換地について

土地画整理事業の完了について

事業計画に定める事業施行期間が満了した場合の清算金の徴収権限について

土地区画整理事業に係る図書の開示請求等について………………………………………… ６�（52）

仮換地指定証明の交付について

裁判所からの図書等の送付嘱託があった場合の対応について

公共施設管理者の承認について………………………………………………………………… ７�（35）

前倒し組合設立後の事業計画を定める総会議決について

市街化調整区域における組合施行の土地区画整理事業について

政令指定都市が施行する土地区画整理事業の事業計画に係る意見書について

施行地区から除外してほしい旨の意見書の対応について

土地の種目別施行前後対照表変更について

事業計画の内容に該当しない意見書への対応について

意見書に提出に係る利害関係者の範囲の運用について

審査請求等に関することについて……………………………………………………………… ８�（44）
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共同住宅の移転に伴う駐車場の補償について………………………………………………… ９�（48）

コンクリートガラ等の地中障害物が見つかった場合の対応について

権利者が破産申告した場合の仮換地指定の送付先、移転補償契約の対応について

不法占拠となっている建物の移転補償について

土地の一時使用権に基づく建物に対する補償について

建物所有者と借家人との補償契約について

建物調査に係る所有者の同意について

土地所有者と永代使用権者が異なる個人墓地の補償と清算金について

所有者が死亡している未登記建物の補償について

実務標準に記載している仮換地指定通知書の様式の使い方について……………………… 10�（53）

仮換地の引き渡しが遅れる場合について

従前道路上の建築確認について

仮換地上に現存しない建物の登記が残っている場合の対応について

道路区域内の残る民有地の扱いについて

借地権申告がなかった建物の滅失後に元の所有者から借地権申告があった場合について

役員の任期と組合の解散について……………………………………………………………… 11�（42）

総代会の議決と総会の議決の重複について

組合施行の臨時総会の招集について

理事が４人になった場合の組合運営と総会の開催について

組合解散後の清算事務における債権申し出の催告について

総代の定数と法定数及び欠員について

宅地の共有者の取り扱いについて

移転補償金の支払いと業務代行者について

業務代行契約と建設業法の一括下請けについて

審議会委員の資格及び選挙について…………………………………………………………… 12�（41）

評価員の選任について

Ⅷ　事例紹介

　北部大阪都市計画事業�国際文化公園都市特定土地区画整理事業�

　　　　〜　みどりとみらいのみえる丘　〜

　　　　…… 独立行政法人都市再生機構　ニュータウン業務部　販売業務チーム　

　　　　…………………………………………………………………… 津波古　康　徳�… １�（42）
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　福岡市西部地域の新たな拠点　〜伊都土地区画整理事業〜

　　　　………………… 福岡市住宅都市局都市づくり推進部　伊都区画整理事務所�… ２�（50）

　〜住みよいまちづくりを目指して〜　元総社蒼海土地区画整理事業（群馬県前橋市）

　　　　…………………………………………………………………… 酒　井　淳　一�… ３�（47）

　まちづくりの基本構想に基づく土地区画整理事業　高崎駅周辺（西口）土地区画整理事業

　　　　…………………………………………………………………… 乗　附　真　二�… ３�（53）

　津駅周辺における密集市街地整備

　　　　津都市計画事業�津駅前北部土地区画整理事業� …………… 松　井　昭　道�… ４�（49）

　光あふれるまちづくり

　　　　〜�広島圏都市計画事業古新開土地区画整理事業�〜�……… 檜　垣　　　元�… ５�（54）

　夢にときめき、明日にきらめくまち水守

　　　　＝藤枝市　水守地区土地区画整理事業＝…………………… 池　谷　純　一�… ６�（54）

　個性とうるおいのあるまちづくり

　　　　〜大曲駅前第二地区土地区画整理事業〜………… 大仙市建設部都市管理課�… ７�（37）

　岐阜羽島駅周辺土地区画整理事業

　　　　〜活力とにぎわいのあるまちづくりをめざして〜………… 奥　村　聖　子�… ８�（46）

　浜松都市計画事業上島駅周辺土地区画整理事業

　　　　〜最高裁判例変更判決とその後の事業進捗〜……………… 酒　井　博　之�… ９�（50）

　相模原愛川ＩＣ周辺のまちづくり

　　　　〜�ゴールデンリングの一翼を担う拠点整備�〜�…………… 松　枝　裕　二�… 10�（55）

　沖縄都市モノレール延長と新駅周辺における開発………………… 兼　城　賢　治�… 11�（44）

　「住商共存の和風のまち」　海蔵寺地区沿道区画整理型街路事業…� 黑　田　常　夫�… 12�（43）

Ⅸ　協会から

定時社員総会

　平成28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）

区画整理と街づくりフォーラム2016

　「区画整理と街づくりフォーラム2016」

　　　　…… 区画整理フォーラム実行委員会事務局・（公社）街づくり区画整理協会�… 12�（７）

　基調講演　コンパクトシティの実現による魅力的なまちづくり… 廣　瀬　隆　正�… 12�（13）

　「区画整理と街づくりフォーラム2016」第１分科会の報告�……… 水　野　　　貢�… 12�（20）

　「区画整理と街づくりフォーラム2016」第２分科会の報告�……… 諏　訪　正　信�… 12�（25）

　「区画整理と街づくりフォーラム2016」第３分科会の報告�……… 加　塚　政　彦�… 12�（28）
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