再開発コ一升本一矢5月26。発行第1号（隔月刊，

，986．創刊号．目次

2会誌発刊にあたって
会長 高山英幸
4【祝辞】

協会設立の記録

「再開発コーディネーター」

創刊を祝して
建設大臣 江藤睦美

【設立総会】
【社団法人の設立許可】
【設立祝賀会】
【設立までの経過】
【法人設立を支えた人々】

トピックス

5昭和61年度
都市再開発関係予算と
新規施策について
●一連設省都市局都市再開発評

10昭和61年度
都市再開発関係予算と
新規施策について
●一連設省住宅局市街地建築課

16借地・借家法改正

【寄稿】都市再開発コーディネーター養成講座を受講して

養成講座受講者より一言
●「

− 」 −一三菱信託銀行木原弘樹

受講雑感
●

野村不動産植松 丘

新潟からの報告

●▼−−

本間組坂井俊明

人と車と城下町

●￣− 伊藤則男

に関する意見書の提出
【タッチ】第1同

48編集後記

道楽（趣味）について（序論）
●叫
地域経済研究所なかむらひろし

News＆lnformation

再開発コーチイネTター
1986年7月25日発行第2号（隔月刊）

1986●第2号●目次

2【巻頭言】

コーディネーターの
能力開発を
●＋

東京理科大学教授 石原舜介

窪貿再開発コーディネーター協会

第2回通常総会

トピックス

3．山ARKHILLS 完成
6「都市再開発方針」について
壬＋建設省都市局都市再開発課 木下真

【連載第1回】再開発コーディネーター講座

再開発コーディネーターの登場①
●旦−】」里事 藤田邦昭

【連載第1回】わが街の再開発

再開発情報

神戸市からの報告

11西新宿浄風寺周辺地区

●

神戸市都市計画局再開発郡長 西村貿進

佐藤工業㈱ 上田園彦

23市街地再開発事業
進捗状況一覧

【寄稿】都市再開発コーディネーター講座から
養成講座を受講して
●＋三井信託銀行 田沼千明

55News＆Jnformation
64編集後記

受講雑感
●＋．鹿島建設㈱ 中川靖雄

8人の仲間との貴重な体験
●＋

㈱アイワ不動産 藤井嗣也

唄を贈ります
ARPA．K地域計画・建築研究所内村雄二

●＋

講師より一言
●＋

㈱国土評価研究所所長 伊藤親乗

【タッチ】第2回

●

COM計画研究所代表 高田昇

再開発コ一声佃トタ」
1986年9月25日発行第3号（隔月刊）

1986●第3号●目次

2【巻頭言】

「期待される再開発」
●一建設省住宅局長片山正夫

都における防災と都市再開発
●一乗京都都市計画局防災計画部長篠本勝美

トピックス

3昭和62年度予算要求概要
●＋

建設省都市局都市再開発課

●＋建設省住宅局市街地建築課

【連載第2回】再開発コーディネーター講座

コーディネーターの仕事業務の
進め方

再開発情報

理事藤田邦昭

●一

11守口市河原地区
●一守口市建設部次長野村宏正

【連載第2回】わが街の再開発

横浜市からの報告
71会員だより

73投 稿

75News＆Jnformation

● 、 横浜市都市計画局開発郡長小澤恵一

【寄行】
アメリカ紀行
●＋

日建設計小倉博治

80編集後記
【タッチ】第3回

●−アーバン・プランニンク研究所北条蓮英

再開発なんでも
Q＆A 調査研究委員会

再開発コーデーネTタ」
1986年11月25日発行第4号（l瓶月刊）

1986●第4号●日次

2【巻頭言】

再開発とまちづくり
●−建設省都市局長北村廣太郎

アメリカの都市再開発（上）
●＋

筑波大学社会工学系助教授日端康雄

トピックス

3水島駅前地区第」街区、第＝

【連載第3回】再開発コーディネーター講座

街区第一種市相聞発事業

コーディネーターの仕事の内容

の完成にあたって

と分担

●一都市設計連合理事長西脇顕正

●

再開発情報

【連載第3回】わが街の再開発

10北上駅前地区

理事藤田邦昭

福岡市からの幸辰告

社団法人再開発コーディネーター協会

●福岡市都市整備局都市開発部長岡部隆浩

事務局長松枝廉太郎
21市街地再開発事業
進捗状況一覧

【タッチ】第4回

●→

株式会社アイシー工ム企画代表取締役
飯村博

56会員だより

58投 稿

63News邑Info「mation
68編集後記

再開発なんでも
口＆A 調査研究委員会

再開発コー到ネTタ」
1987年1月25日発行第5号（隔月刊）

柑87●第5号●目次

2【巻頭言】

新春挨拶
会長高山英華

新春対談
−これからの都市再開発を語る−

3年頭の辞

高山英華VS小林与三次
建設大臣天野光晴

アメリカの都市再開発仲）
トピックス

6「新宿副都心3号地の2」
の土地信託について
●一乗京都財務局管財部総合調整課長
矢沢護

11古都金沢に新しい息吹が／
香林坊地区再開発事業完成
■㈱アール・アイ・エー建築綜合研究所
金沢支店長村田秀彦
再開発情報

●＋筑波大学社会工学系助教授日端康雄

【連載第4回】再開発コーディネーター講座

避けて通れない地元への
地価発表のテクニック
●−㈱谷汚総合鑑定所代表者谷三軍潤一

【連載第4回】わが街の再開発

札幌市からの報告
●一札幌市企画調整局開発部長石崎昌治郎

14新潟駅南口第一地区
●一新潟市都市開発部駅南開発事務所

所長坂井三司 技師田中守

【タッチ】第5回
●−−㈱斉藤邦彦アンド・アソシエイツ代表取締役

斉藤邦彦
70会員だより
72年賀状大集合

74News＆Jnformation
78編集後記

再開発なんでも
Q＆A調査研究委員会

再開発コ一升本一夕」
1987年3J125口先行第6号鵬月刊）

1987●第6号●目次

2【巻頭言】

再開発と地域社会の
再編成
●日本債券信用銀行顧問・副会長

再開発この一年

湯藤 宴則

トピックス

情報管理委員会・資料管理部会

アメリカの都市再開発（下）

3 大崎駅東口第1地区第1種

●＋筑波大学社会工学系助教授日端康雄

市街地再開発事業の完成に
あたって一新しい副都心にむけて−
●【大崎駅東口第1地区市街地再開発組合

事務局長勧業不動産社長室部長吉沢中

【連載第5回】再開発コーディネーター講座

避けて通れない地元への
地価発表のテクニック

12東京都の都市再開発方針
●一束京都都市計画局防災計画課長
土岐悦康

●¶㈱谷三軍総合鑑定所代表者谷汚潤一

【連載第5回】わが街の再開発

再開発情報

岡山市からの報告

19折尾駅前地区

●岡山市建設局都市整備部次長冨樫辰夫

●一北九州市都市計画局開発部再開発課長

青木正人
【タッチ】第6回

29市街地再開発事業

東京理科大学教授日笠端

進捗状況一覧

74会員だより

78News邑］nfo「mation
84編集後記

再開発なんでも
Q＆A調査研究委員会

再開発コ一声荷トタ」
1987年5月25日発行第7号（隔月刊）

1987●第7号●日次

【巻頭言】
【連載第6回】再開発コーディネーター講座

2都市再開発事業の

避けて通れない地元への

推進のために
●一財団法人都市計画協会会長
鶴海良一郎

地価発表のテクニック
●一㈱谷汚総合鑑定所代表者谷澤潤一

【連載第6回】わが街の再開発

トピックス

仙台市からの報告

3山形市中心商業地の復興を

●一−＝」山台市開発局都市開発部長大沼明

目ざして／

七日町第一ブロック市街地

【寄行】

再開発事業完成

再開発その後

●㈱アール・アイ・エー建築綜合研究所

本社計画部主任野久保洋

●一大阪府土木部都市整備局都市整備課

永石準二

6その風の街づくり
一綾瀬プルミL

【タッチ】第7回

●久米建築事務所都市開発室斉藤清弘

再開発情報

●−

㈱都市計画同人大谷昌夫

再開発なんでも

13所沢駅西口地区

Q＆A調査研究委員会

●一一−−−−−−㈱タカ八部市科学研究所取締役

西田邦夫
ひろば

30寝屋川市駅前地区
●＋ ㈱谷汚総合鑑定所再開発部長

私とワタシ

仲肥照焼
会員だより

39静内町みゆき通り商店街
●−−−㈱建築計画事務所和敬代表取締役

久保田安彦

News＆Jnformation
編集後記

再開発コーチ荷トタ」
1987年7月25日発行第8し」一（幅†川）

1987●第B号●目次

【巻頭言】

2マイタウン東京と
再開発
東京都知事鈴木俊一

昭和62年度都市再開発関係予算と
新規施策について

トピックス

建設省都市局・住宅局

3民間都市開発の推進に関する
特別措置法

社団法人再開発コーディネーター協会
第3回通常総会

建設省都市局都市再開発課
融資専門官中島正弘

81・4・1ピルの誕生

再開発事業における

一仙台市一番町四丁目第一地
区市街地再開発事業完成−
● ‥−‥ ・

【連載第7回】再開発コーディネーター講座

鹿島建設株式会社

商業計画のポイント
●一株式会社赤松店舗研究所代表赤松良一

建築設計本部開発計画部宮原博道
【連載第7回】わが街の再開発

倉敷市からの報告

再開発情報

10芦屋駅北地区（第2地区）

●−倉敷市建設局都市再開発部長末澤石助

株式会社環境再開発研究所
所長自国高弘

近頃話題のクアハウス
馬場英治

18下関市唐戸地区
●株式会社アール・アイ・エー建築綜合研究所

大阪支店 企画室長浅野和幸
24市街地再開発事業

【タッチ】第日回
●株式会社都市総合計画計画主管田辺博敏

進捗状況一覧

再開発なんでも

7D会員だより

Q＆A調査研究委員会

72News＆lnfo「mation

私とウタシ

78編集後記

ひろば

再開発コ一声佃トタ」
1987年9月25日発行 第9号（隔月刊）

1987●第9号●目次

【巻頭言】

【連載第8回】再開発コーディネーター講座

2再開発コーデイネTタ一

再開発事業における
商業計画のポイント

に期待する

㈱赤松店舗研究所代表赤松良一
住宅・都市整備公団
総裁丸山良仁
【連載第8回】わが街の再開発

金沢市からの報告

トピックス

金沢市都市建設部長油屋買三

3昭和63年度予算要求概要
【タッチ】第9回

㈱再開発計画技術高畑米明

住宅再開発

近頃話題のパッサージュ
1D再開発と住宅

馬場英治

●〜再開発コーディネーター協会編

14公団賃貸住宅にみる住宅建智
私とワタシ

幸業の現況
●

→灘都市開発研究所

ひろば

代表取締役平沼春樹

1g新宿西戸山再開発に参加して
新宿西戸山開発㈱
取締役企画開発部長庫山直也

43 News＆lnfo「mation
46 編集後記

会員だより

再開発なんでも
Q＆A調査研究実行委昌会

再開発コ一声佃トタ」
1987年11月25日究行第101川福月川）

柑87●第川号●目次

【巻頭言】

3 バートランド・ラッセル卿の
コーディネートは……

社団法人 日本都市計画学会会長

●←

川上 秀光

第四次全国総合開発計画
第四次全国総合開発計画と
都市再開発

トピックス

4 新しいまち つるおかマリカ

●一国土庁計画・調整局計画課長 春田 尚徳

鶴岡駅前地区第一種
市街地再開発事業完成

同

●一株式会社アール・アイ・エー建築総合研究所

課長補佐 田中 淳

都における都市再開発の方向
東京都都市計画局長 大崎 本−

東京支社計画部次長 朽木 忠

地方都市行政からの第四次
全国総合開発計画への対応

6 財団法人
「民間都市開発推進機構」発足

新潟市助役 長谷川義明

財団法人民間都市開発推進機構
企画調査部長 内藤 尚

第四次全国総合開発計画は
新たなトレンド・セッターに
なりうるか

再開発情報

株式会社UG都市設喜十代表取締役
楕i葦 忠雄

10山形市七日町（第一ブロック）
●株式会社アール・アイ・エー建築総合研究所

東京支社計画部主任 野久保 洋

【連載第9回】再開発コーディネーター講座

再開発事業における

15 市街地再開発事業

商業計画のポイント

進捗状況一覧

●一株式会社赤松店舗研究所代表赤松良一
52〔ケノチ〕第10回

【連載第9回】わが街の再開発

防災都市計画研究所 所長
村上 虚直

厚木市からの報告
●厚木市市街地再開発事務所長和田宏

53再開発なんでも

近頃話題のウオーターフロント

Q邑A調査研究委員会

馬場英治

54ひろば

会員だより

News＆lnfo「mation

56私と杖術
株式会社 計画技術研究所
柴田 正昭

編集後記

再開発コ一声荷トタ」
19銅年1JJ25廿発‖・第11しj一（帖拙＝り）

1988●第11号●目次

【巻頭言】

3 新春挨拶
会長高山英華

新春対談

4 年頭の辞

−これからの都市再開発を語る−
建設大臣越智伊平

トピックス

コ届山美章／大塚雄司
【連載第10回】再開発コーディネーター講座1

7 土地対策の動き

組合事業の初期活動
建設省都市局都市再開発課
課長補佐赤川淳哉

−あれこれ−
●＋

株式会社日建設計常務取締役

12建築基準法の

副会長 小倉侍治

一部改正について
建設省住宅局市街地建築課
課長補佐 佐々木 宏

【連載第10回】わが街の再開発

宝塚市からの報告
宝塚市都市再開発部長 平野 明

再開発情報

近頃話題の添・ウオーターフロント

16仙台市一番町四丁目第一地区

馬場英治

鹿島建設株式会社

開発計画部計画課長 宮原博通

22宝塚市逆瀬川駅前地区

〔タッチ〕第＝回

株式会社都市間題経営研究所

株式会社都市環境研究所

取締役 有藤 浩

土田 旭
再開発なんでも

A HAPPY NEW YEAR

QqndA

581988・年賀状大集合．〝
60ひろば

会員だより

64私とスキー
三菱地所株式会社

News＆lnformation

越谷正美
編集後記

再開発コ一升ネ一夕」
1988年3月25日発行 第12号（隔月刊）

1988●第12号●目次

【巻頭言】

3 依頼人不在のコーディネーター
株式会社日建設計常務取締役
副会長 小倉博治

海外者β市再開発事情調査団報告
東南アジア／シンガポール・バンコク

トピックス

●＋社団法人再開発コーティネ一夕ー協会

4 豊平川左岸にアメニティタウン誕生

事務局長 松枝廣太郎

札幌苗穂中央第2地区第一種市街地再開発事業完成

北海道住宅供給公社企画開発部
再開発課主査 田畑 博

【連載第11回】再開発コーディネーター講座 2

都市のストックとなる祷づくりを

6 メディア・シティ『ェスタ』ビル誕生

株式会社日建設計常務取締役
副会長 小倉借治

福島駅前B−ⅠⅠ南地区再開発事業完成

株式会社郡市環境計画
深田俊雄

8『ベルビア』オープン

【連載第11回】わが街の再開発

北九州市からの報告

ー茅野駅前第一種市街地再開発事業完成

北九州市都市計画局開発部
部長 川田茂夫

株式会社創都市設計

代表取締役 竹内修一

近頃話題の追伸ウオーターフロント
馬場英治

再開発情報

10鶴岡駅前地区

〔タッチ〕第12回

●株式会社アール・アイ・エー東京支社計画部

株式会社計画技術研究所
柴田正昭

次長 朽木 忠

16市街地再開発事業
再開発なんでも

進捗状況一覧

QqndA

48ひろば

会員だより

News＆lnfo「mation

50私と包丁
株式会社アイシー工ム企画
飯村 博

61再開発コーディネーター総目次
昭和62年発行分（第5号〜第10号）

協会の動き
編集後記

再開発コ一期←ター
1988年5H25日発行＋第13号（脂＝刊）

1988●第13号●目次

【巻頭言】

3 協会設立三周年にあたって
●一通産大臣・自由民主党都市再開発議員懇談会

会長 田村 元
昭和6拝度都市再開発関係予算と新規施策について

建設省 都市局・住宅局

トピックス

4 都市再開発法及び建築基準法の

一部を改正する法律案について

昭和63年度『まちづくり月間』の実施について
●＋建設省都市局都市政策課・住宅局市街地建築課

建設省 都市局・住宅局
8 再開発に関る不動産関係税制改正について

●＋公認会計士・税理士 嶋田靖彦

【連載第12回】再開発コーディネーター講座 3

コーディネーターの職能は確立するのか

株式会社日建設計常務取締役
副会長 小倉偉治

14 ≠アベニュー音羽誕生〃
一書羽二丁目地区第一種市街地再開発事業完成

財団法人首都圏不燃建築公社
再開発部長 榎本正幸

【連載第12回】わが街の再開発

船橋市からの報告

16川の手あらかわの開発の核≠ウェストヒル町屋〝

●一株武舎社日本設計事務所都市言茹十部
新屋安正

船橋市建設局都市部長 増岡福三

近頃話題のショッピングモ「ル
馬場英治

18アーバンハイツ春日部
一春日部駅東口第暗区第一種市街地再開発事業完成

秩式会社アイテック計画
取締役計画本部長 村田芳郎
20木更津駅西口に「アインス」完成

一木更津駅西口地区第一種市街地再開発事業完成
株式会社タカハ都市科学研究所
第二建築計画室次長 佐藤正幸

大学の悪から
−北海道の農村市街地・その変動要因と整備課題
＝ヒ海道大学工学部建築工学科助教授 上田陽三

〔タッチ〕第ほ回
●株式会社アール・アイ・エー大阪支社 有賀正晃
再開発なんでも

QqndA

22 シティープラザC−1ビル完成
一御殿場駅前B−1．C−1地区第一種市街地再開発事業
壬
株式会社l．軋ん薪建築研究所
企画部長 千綿敏充

ひろば

私と自転車

再開発情報

●株式会社アール・アイ・エー九州支社 岩岡文彦

24 戸塚駅東口地区
株式会社 アール・アイ・エー
東京支社計画部長 宮原義昭

会員だより

News＆lnfo「matjon

30 出戸駅前地区
● 、 株式会社 日本都市開発設計事務所
設計室長矢崎建夫

編集後記

再開発コ一声荷トタ」
1988年7H25口発行 第14号（隔月刊）

1988●第14号●目次

【巻頭言】

3 再開発コーディネーターに
期待する
建設省都市局長 木内啓介

社団法人再開発コーディネーター協会
トピックス

第4回通常総会

4 まちの再生 三条昭栄パルム
一昭栄地区（A．B−1）街区第l種市街地再開発事業完成

株式会社タカハ都市科学研究所
第2建築計画室長 杉田 節

【連載第13回】再開発コーテンネ一夕一講座l

コーディネーターの川箇条
株式会社アール・アイ・エー
代表取締役社長・理事 近藤正一

6 立町第4ブロック完成
一新湊立町第4地区第l種市街地再開発事業

株式会社建築計画事務所和敬
常務取締役北陸支社長 石川 薫

【連載第】3回】わが街の再開発

尼崎市からの報告

B 小諸市古城地区再開発完成
株式会社創都市設計

尼崎市都市開発局長 川野 弘
近頃話題のショツピンク・モ「ルそのZ

代表取締役 竹内修一

10世界の人の心に映る街づくり
一浜松駅前12街区第l種市街地再開発事業完成
●一株武舎社善本コンサルティンクオフィス
代表取締役 善本忠男

12瀬戸大橋と共に生まれた
「桃太郎プラザ」
岡山駅前本町地区再開発事業完成

都市設計連合理事 舞田 力

馬場英治

大学の窓から
魅力ある都市の空間（まちの宝）を探す

●−工学院大学工学部建築学科教授 中嶋 泰
〔タッチ〕第用回
●株式会社都市間題経営研究所 吉田和正
再開発なんでも

Q andA

再開発情報
ひろば
14 プロムナード中町 松阪市中町A地区
＋松阪市中町A地区第卜種市街地再開発事業
株式会社郡市環境研究所
松阪事務所長 五十子 修

20 市街地再開発事業
進捗状況一覧

私と千石船
壬＋株式会社都市間題経営研究所 藤田邦昭

会員だより

News＆lnformation
編集後記

再開発コ一升本−ケー
1988年9月25日売れ・第15号（隔月fll）

1988●第15号●目次

【巻頭言】

3再開発の促進をめざして
社団法人 全国市街地再開発協会

●

会長 石川六郎

ウオーターフロント再開発

トピックス

東京湾開発の課題と展望

4札幌駅前の新たな顔「アスティ45」
一札幌駅前北4西5北地区第一種市街地再開発事業
●＋

北；毎道開発コンサルタント株式会社

会長高山美章氏に聞く
ウオータフロントにおける民活型事業の展望
株式会社まちづくりエ房
代表取締役 大橋南海子

建築・都市部長 市村一志

6新青函時代の新しい顔
「函館ツインタワー」誕生

欧米のウオーターフロント開発に学ぷ
株式会社都市間題経営研究所
所長 藤田邦昭

一函館駅前南地区第一種市街地再開発事業
●一株式会社環境開発研究所北海道事務所
所長 篠原嘉都三

【連載第14回】再開発コーディネーター講座2

日「ツイン雲井」オープン
ー雲井通lT目地区第一種市街地再開発事業

コーディネーターの10箇条
株式会社アール・アイ・エー

株式会社環境再開発研究所
阪下 明

10昭和64年度予算要求概要
建設省 都市局都市再開発課
住宅局市街地建築課

17地価と土地対策の動き
建設省都市局都市再開発課
課長輔佐 赤川淳哉

再開発情報
22大崎駅東口第l地区
第一種市街地再開発事業
●

勧業不動産株式会社事業企画部長
大崎再開発ビル株式会社 取締役社長室長
吉亨華中

28牛久駅西口地区
第一種市街地再開発事業

代表取締役社長・理事 近藤正一
再開発なんでも

QqhdA

【連載第14回】わが街の再開発

新潟市からの報告
新潟市都市開発部長 坂井規正

近頃話題のアルファ・トマム そのl
馬場英治
大学の窓から

東洋大学における不動産科学科構想
●−東洋大学工学部建築学科教授 牛見 章
ひろば

●一株式会社総合不動産鑑定コンサルタント

代表取締役不動産鑑定士 菊池洋三

78会員だより

80News＆lnfo「mation
84編集後記

〔タッチ〕第15回

大阪大学法学部教授 大久保昌一

株式会社都市建築研究所 弦木 健

再開発コ一升ネTター
1988年11月25日発守j■ 第16号（隔月刊）

1988●第16号●目次

【巻頭言】

3 昭和64年度建設省
予算概算要求について
建設省住宅局長 伊藤茂史

再開発と地域性

トピックス

●一社団法人 再開発コーディネーター協会

4 福岡市千代地区に
「パピヨン24」誕生
福岡都市計画千代地区第一種市街地再開発事業
●一株式会社環境開発研究所九州事務所

【連載第】5回】再開発コーディネーター講座3

コーディネーターの川箇条
株式会社アール・アイ・エー

取締役所長 梅本正妃

代表取締役社長・王里事 近藤正一

6 美濃太田駅前に
「シティホテル美濃加茂」完成
美濃太田駅前第l地区第一種市街地再開発事業

【連載第15回】わが街の再開発

堺市からの報告

美濃加茂市役所
駅前再開発課長 平田利幸

堺市都市開発部 部長 小林 修

近頃話題のアルファ・トマムその2
再開発情報

馬場英治

日 札幌苗穂中央第2地区
第一種市街地再開発事業
●肝北海道住宅供給公社企画再開発部再開発課

事業第二係長 田畑 博
16 池田駅前南地区

大学の窓から
不動産を科学に 建築学科「企画経営コース」
日本大学理工学部建築学科 小嶋勝葡

●→

〔タッチ〕第一帽
●

建設省都市局都市再開発課 伊藤明子

第一種市街地再開発事業
株式会社環境開発研究所

再開発なんでも

大阪事務所副所長 有光友興

Q andA

24市街地再開発事業
進捗状況一覧

74 News邑Info「mation

ひろば
私と海釣り
株式会社大京 相澤義包

80編集後記

再開発コ一升本一夕」
1989年1月25日発行 第17号（隔月刊）

1989●第17号●目次

【巻頭言】

3 新春挨拶
会長 高山美挙
新春対談

4 年亘頁の辞

会長

建設大臣 小此木彦三郎
トピックス

B 福岡市高宮地区に「ピア高宮」完成
一福岡市都市計画高宮地区第一種市街地再開発事業

幣京ガス稗式会社社長

高山英華／渡辺 宏

都市再開発法及び
建築基準法の改正
建設省都市局都市再開発課
課長補佐 赤川淳哉

株式会社三島設計事務所
代表取締役 三島庄一
10豊田市駅西口に「くらしの駅」登場
＋豊田市駅西口地区第一種市街地再開発事業
株式会社アイテック計画
事業部再開発課第2課主任 太田滋幸

【連載第16回】再開発コーディネーター講座

再開発における人間考
株式会社環境再開発研究所
所長 白国高弘
【連載第16回】わが街の再開発

12「長岡の新しい顔」
一長岡駅前城内地区第一種市街地再開発事業完成
株式会社環境企画設計
代表取締役 北村吉−

富山市からの報告
富山市企画部再開発堂 上杉俊男
再開発なんでも

QqndA

再開発情報

14 岡山駅前本町地区
協同組合都市設計連合
理事 舞田 力

近頃話題の志賀高原
馬場英治
大学の窓から

68〔タッチ〕第17回
●株式会社市浦都市開発建築コンサルタンツ富安秀雄

海とコンピュータ
●束京大学工学部総合試験所（都市工学科）
助教子受 山田 学

69 News＆lnformation
私と家庭菜園

72 編集後記

● 1 株式会社空間経済計画センター 中元三郎
ひろば

再開発コ一声府トタ」
1989●第18号●日次

1989年3月25日発行 第18号（隔月刊）

【巻頭言】

3 民活による
インナーシティ再開発
神戸市長 宮崎辰雄

市街地住宅の

トピックス

供給と再開発

4「緑ゆたかな未来都市へ」
旧永山邸周辺地区第一種市街地再開発事業完成

●∴一＋

再開発研究会

●北海道住宅供給公社市街地再開発事業

本部長 今枝克敏

6 難産だった中心街活性化の核

【連載第17回】再開発コーディネーター講座 2

再開発における人間考
株式会社環境再開発研究所

「岩見沢ポル久オープン

代表取締役社長 自国高弘

岩見沢市中心街B地区第一種市街地再開発事業完成

株式会社熊谷組建築本部
建築企画部次長 石原当市

8 歴史を今に生かす街

【連載第17回】わが街の再開発

久留米市からの報告
●

「アリオ」オープン
国鉄伊丹駅前地区第一種市街地再開発事業
株式会社建築計画事務所和敬
取締役都市開発郡部長 嶋出 理

10 山形市七日町商店街の活成
「TAN・6・SQUARE」オープン

、

久留米市都市建設部長 北御門義廣

近頃話題のオランダ村
馬場英治

大学の悪から
専門教育の新しい問題から
●ル

大阪工業大学建築学科教授 光崎育利

山形市七日町第一ブロック南地区第一種市街地再開発事業
●一株式会社ジャパンヒロコーボレーション
代表取締役 広本 忠

12 市街地再開発事業
進捗状況一覧

54News＆lnformation
56編集後記

ひろば

私と演劇
ラウム計画設計研究所 永野和邦

再開発コ一朝←タ」
1989年5月25日発行 第19号（隔月刊）

1989●第19号●目次

【巻頭言】

再開発情報

3 都市再開発と市町村

Ⅰ事例紹介

●自治大臣 自由民主党都市再開発議員
懇談会事務局長

香林坊109．香林坊アトリオ
株式会社アール・アイ・エー金沢支社
計画室長 木島一宜

坂野重信

厚木東部第一地区

トピックス

株式会社再開発計画技術
谷川 董

4 京成町屋駅前に
「イーストヒル町屋」完成
町屋駅前東地区第一種市街地再開発事業
●一棟式会社日本設計事務所都市計画部
主任技師猪瀬征芳

ⅠⅠ道路法改正案

道路と建築物の一体利用再開発
●−−一∵

再開発研究会

北出康幸，矢野敏幸，大塚正宏
III再開発関係税制の改正

6 インテリジェント・ビル

再開発関係税制の改正について

「高崎イーストタワー」の完成

再開発研究会

高崎駅東口第二地区第一種市街地再開発事業
株式会社ADD計画研究所

代表取締役浅見正明 主任研究員田中敏夫

8 川西能勢口駅前に

【連載第18回】わが街の再開発

池田市からの報告

「アステ川西」オープン

池田市土木部長 中井利幸

川西能勢口駅南地区第二種市街地再開発事業
●一−一株式会社環境開発研究所大阪事務所

プロジェクトチーフ 森澤五郎

大学の悪から
「人間力」のあるコーディネーター
熊本大学教授 延藤安弘

10神戸の東部副都心の核づくり
「フォレスタ六甲」完成

〔タッチ〕第18回

神戸国際港都建設事業
六甲道駅前地区第一種市街地再開発事業

●株式会社安井建築設計事務所 椚座正信

●神戸市都市計画局再開発部六甲再開発事務所

藤井和夫

私と落語
●仙株式会社アーバン・プランニング研究所
北条蓮英

47 東西南北

52 図・書・紹・介

55News＆lnformation
58編集後記

再開発なんでも

QqndA

再開発コ一声府トタ」
1989●第28号●目次

1989年7月25日発行 第20号（隔H下り）

【巻頭言】

3 新たな再開発の
展開をめざして
建設省都市局長 真嶋一男

『平成元年・第5回通常総会』
トビソクス

平成元年度都市
再開発関係予算と
新規施策について

4 津山らしいまちづくりを目指して
「アリコベール南新座」オープン
津山市南新座地区第一種市街地再開発事業

●

建設省都市局・住宅局

西脇設計・都市開発研究所
小県系健一

6「Lty932オープン」

【連載第18回】再開発コーデーネ一夕一講座 3

再開発における人間考
株式会社環境再開発研究所
代表取締役社長 白国高弘

草津駅前A地区第一種市街地再開発事業

株式会社東畑建築事務所
星 忠甫

【連載第19回】わが街の再開発

8「A地区再開発ビル」完成
丸亀駅前第一種市街地再開発事業
一大建都市開発練武会社
再開発担当 渡辺直行

函館市からの報告
函館市都市建設部長 米田正賓

大学の悪から
若い人材をコンサルタントの世界へ

10再開発情報

一都立大学助教授 高見沢邦郎

茅野駅前地区

第一種市街地再開発事業
株式会社創都市設計
代表取締役 竹内修一

16 市街地再開発事業
進捗状況一覧

〔タッチ〕第柑回
●＋株式会社環境整備センター 石関宛夫

私とラグビー
●−アルパック株式会社地域計画・建築研究所
尾関利勝

65 News＆Jnfo「mation
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東西南北
図・書・紹・介
再開発なんでも

QqndA

再開発コ一期←タ」
1989●第21号●目次

1989隼1川25l一発寺f・第21ぢ・（帖吊l二Il）

【巻頭言】

2 21世紀への再開発
●＋財団法人 都市防災研究所理事長

グ

入澤 恒

【追悼】

『さまがわりする再開発①』
糸乗貞喜

3 湯藤副会長のご逝去を悼んで
副会長 小倉博治

トピックス

平成2年度
再開発関係予算要求概要

トビソクス

4 千葉市中心商店街に

建設省・都市局都市再開発課

「千葉中央ツインビル」完成
千葉中央地区第一種市街地再開発事業
●−−− −−− 一1一株式会社都市総合計画
（株式会社日建設責十）計画主管 友野邦莫

計画主管 田連博敏

住宅局市街地建築課
大都市地域における

住宅宅地供給策について
●＋

建設省住宅局・市街地建築課 熊 建夫

6 都心部の活性化を期して
「市営駐車場」が完成

再開発情報

宮山市総曲輸2丁目地区

第一種市街地再開発事業

宮山市企画部再開発室

札幌駅前の新たな顔
『アスティ45』

北海道開発コンサルタント株式会社
建築・都市部長 市村一志

（アドバイザー）株式会社建築計画事務所和敬

常務取締役北陸支社長 石川 薫
8 人・食・遊・車の出合い

【連載第19回】再開発コーディネーター講座l

「アミューズ」竣工

再開発コーディネーターの役割について

富山駅前桜町地区第一種市街地再開発事業
●＋株式会社建築計画事務所和敬
常務取締役北陸支社長 石川 薫
10 御殿場駅前に
「シテ†一プラザBE−ONEビルオープh
御殿場駅前B−l、C−1地区
第一種市街地再開発事業施設建築物工事完了
株式会社l．N．A．新建築研究所
企画部長 千綿敏充

株式会社環境企画設計
代表取締役］㍍寸言−
【連載第20回】わが街の再開発

福島市からの報告
福岡市都市開発部長 斉藤 虞
大学の窓から
都市開発コーディネーターとアカデミズム
●→
芝浦工業大学工学部 建築学科教授
石黒哲郎

62〔タッチ〕第20回
● 、 株式会社アール・アイ・エー 村田秀彦

東西南北

63 再開発なんでも

図・書・紹・介

Q andA

News＆lnformation

64 私と手づくり
●＋株式会社都市計画同人代表
大熊喜昌

編集後記

再開発コ一升ネTター
1989イl・1川2511発け＋節22り・川端‖川）

1989●第22号●目次
【巻頭言】

3 都市再開発への願い
住宅金融公庫理事 越智福夫
トピックス

『さまがわりする再開発②』

4 芦屋駅北に

再開発とゼネコン

「ラリーブ」誕生

国鉄芦屋駅北地区第一種市街地再開発事業
【連載第20回】再開発コーディネーター講座

（第3地区）

株式会社昭和設計都市計画部
主管 小川秀一郎

再開発コーディネーター
の職能について

6JR加古Jll駅前に

株式会社環境企画設計

「カピル2l」完成

代表取締・役 北村吉−

加古川駅前第二地区第一種市街地再開発事業
●

加古川市都市計画部
再開発課長 橘 一宏

【連載第2個】わが街の再開発

福山市からの報告
福山市都市部長 岡田 実

8 文化と商業の大規模複合施設
「大井町再開発ビル」完成

大学の窓から

大井町駅東口第一地区第一種市街地再開発事業
●一株式会社環境開発研究所実景事務所
所長代理 田中端男

東京大都市圏の交通問題を考える
明星大学教授 広瀬盛行
〔タッチ〕第2個

10 再開発情報

福岡市千代地区
第一種市街地再開発事業
●一株式会社環境開発研究所九州事務所
取締役所長 梅本正妃

17 市街地再開発事業

●い株式会社国土評価研究所 伊藤規男
再開発なんでも

Q andA
私と書

株式会社境経営研究所 境 重信

進捗状況一覧

64 News＆Info「mation
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東西南北

図・書・紹・介

再開発コ一升ネTタ」
1990年1月25日発行 第23号（臨月刊）

1990●第23号●目次
【巻頭言】

3 新春挨拶
会長 高山美章

新春対談

4 年頭の辞
建設大臣 原田昇左右

会長

阪急電鉄株式会社社長

高山英華／小林公平

トピックス
『さまがわりする再開発⑧』

8 生まれ変わる浄心
「浄心ステーションピノh全工区完成

金融業における再開発

浄心第一種市街地再開発事業
●一株武舎社アール・アイ・エー名古屋支社
浅野春樹
18 名鉄前後駅前に

㌧ヾルネス前後」完成
豊明前後駅第一種市街地再開発事業
●¶こ一住宅・都市整備公団中部支社
専門役 野口哲夫
12新時代を先取りした

都心の創造「プリオ」オープン

【連載第2】回】再開発コーディネーター講座

再開発コーディネーターの
職能について
株式会社環境企画設計
代表取締役：闇寸書−
【連載第22回】わが街の再開発

鶴岡市からの報告
鶴岡市建設部次長 石塚義春

豊川市諏訪地区第一種市街地再開発事業
●一株式会社アール・アイ・エー名古屋支社
計画室企画主任 石井桂治

大学の窓から
商業施設計画の調査研究活動

京都工芸繊維大学教授 池田有隣

14 再開発情報

豊田市駅西口地区

第一種市街地再開発事業
株式会社アイテック計画
事業部再開発課第2課主任 太田滋幸

株式会社竹中工務店 高津彦太郎

東西南北 、年賀状大集合一

69 News＆lnformation
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〔タッチ〕第22回

株式会社環境企画設計 谷川 登

再開発コーチ荷トタ」
1990年3月25日発行 第24号（隔月刊）

1990●第24号●目次
【巻頭言】

3 再開発による住宅供給の推進
日本住宅協会会長 平岩外四
トピックス

『さまがわりする再開発④』

4「ユニベール宝塚」竣工

再開発とデベロッパー

宝塚駅北地区市街地整備事業
佳良再開発建築物整備促進事業
−＋

兵庫県住宅供給公社

建設部都市整備室長 門田至弘

【連載第2Z回】再開発コーディネーター講座

都市再開発の経済分析

6 富山市総曲輪西地区に
「富山市民プラザ」完成

一都市開発の経済採算1一
日本開発銀行 総務部
調査役 大岡 哲

大手町6番地区価良再開発建築物整備促進事業

●一宮山市企画部再開発室主査 橋本 豊
【連載第23回】わが街の再開発

8 呉駅前に
「呉駅前西再開発ビル」完成

呉駅前西地区第一種市街地再開発事業
株式会社都市間題経営研究所
天野哲夫

10 再開発地区計画制度の活用状況
一建設省住宅局市街地建築課
真鍋 純

大阪市からの報告
・大阪市都市整備局

計画開発部再開発課長 東口登喜雄
大学の窓から
これからの再開発コーディネーターヘ
●＋
横浜国立大学工学部教授 村上虚直
私とダイビング

19 市街地再開発事業

●一株式会社市浦都市開発建築コンサルタンツ
富安秀雄

遣手封犬況一覧

東西南北 一第25回養成講座に参加して

24 再開発情報

福岡市高宮地区
第一種市街地再開発事業
株式会社三島言支計事務所

国・書・紹・介
〔タッチ〕第23回

代表取締役 三島庄一
31再開発なんでも

QqndA

野村不動産株式会社 植松 丘

News＆lnformation
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再開発コーチ佃トター
1990年5月25日発行 第25号（臨月刊）

1990●第25号●目次
【巻頭言】

3 都市再開発とは
●椚財団法人日本建築センター理事長
澤田光英
『さまがわりする再開発（弘
トピックス

再開発とコンサルタント

4『音羽町の再成』
音羽二丁目第2地区第一種市街地再開発事業
●一財団法人首都圏不燃建築公社再開発部

技術課長 玉井 強

6 西神戸の商業の拠点

再開発情報

」R伊丹駅前地区

第一種市街地再開発事業
株式会社建築計画事務所和敬

『サンド」ル長田』の完成
神戸国際港都建設事業
長田地区第一種市街地再開発事業
●一皿−−

神戸市都市計画局再開発部

長田再開発事務所長 茅原一誠

取締役都市開発郡長 嶋出 王里

大津湖南都市計画
草津駅前第一種市街地再開発事業
株式会社東畑建築事務所

8『戸塚駅東口地区』完成
戸塚駅東口第一種市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・エー

東京支社計画部長 宮原義昭

取締役技術開発室長 星 忠甫
【連載第23回】再開発コーディネーター講座

都市再開発の経済分析

10河内長野の新しい玄関口

都市開発の経済採算2−
日本開発銀行総務部

リバティながの』完成
河内長野駅前第一種市街地再開発事業
株式会社東畑建築事務所
技術開発室次長 河上隆志

【連載第24回】わが街の再開発

墨田区からの報告
62再開発技術情報
住宅・都市整備公団 青木竜一

●

墨田区役所都市整備部長 浅川敏克

〔タッチ〕第24回

64東西南北

株式会社熊谷組 石原当市

66 図・書・紹・介

私とヨット

68News＆lnformation

●＋住宅・都市整備公団関東支社再開発課
尾山芳弘

70編集後記

再開発コーデーネ一夕」
1990年 7J」25日発行 第26号（帖月刊）

1990●第26号●目次
【巻頭言】

3 地区外に移転する人々
●社団法人日本補償コンサルタント協会会長

渕上 臣

『平成2年・第6回通常総会』
トピックス

書＋株式会社アール・アイ・エー大阪支社

平成2年度都市
再開発関係予算と
新規施策について

計画部次長 中川長継

●＋

金沢駅前第二地区
第「種市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・エー金沢支社
計画室長 木島一室

『さまがわりする再開発⑥』

再開発と公団・公社
ー

6『ヴィサージュ』オープン

ー建設省都市局・住宅局

座談会

，

天神橋七丁目第一地区第一種市街地再開発事業

「

4『グレーシイ天神橋』オープン

【連載第25回】わが街の再開発

8『ビオルネ』誕生
枚方岡本町地区第一種市街地再開発事業
株式会社商業開発研究所
第二指導部 北浦靖夫

千葉市からの報告
千葉市都市計画部長 村田政雄
【連載第24回】再開発コーディネーター講座

10再開発情報

都市再開発の経済分析

川西能勢口駅南地区

第二種市街地再開発事業

都市開発の経済採算3−
日本開発銀行国際業務部副長
大岡 菅

●一株式会社環境開発研究所大阪事務所
専門課長 森澤五郎

16 市街地再開発事業
進捗状況一覧

84東西南北
88 図・書・紹・介
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〔タッチ〕第25回
●＋

株式会社澤田計画事務所 澤田秀一

再開発技術情報②
●一一任宅都市整備公団都市再開発部 青木竜一

私とオートバイ
財団法人国土開発技術センター
柳沢 厚

再開発コーデーネ一夕ー
1990年9月25「】ヲ芭寺1■ 第27け（帖J川l）

1990●第27号●目次

【巻頭言】
3 市7圭地再開発の新たな展開について

建設省住宅局長 立石 真
トビソクス

『さまがわりする再開発（孔

4『ウエスト・ワン・凸レ』と『市営駐車場』

総集編
【座談会

高崎駅西口第一地区第一種市街地再開発事業
●一株武舎社アール・アイ・エー東京支社
取締役副支社長 川崎 活

6『旭ノーl宮下7』の再開発について
旭川宮下7地区第一種市街地再開発事業

再開発情報

御殿場駅前B−l、C−1地区

第一種市街地再開発事業
株式会社l．N．A．新建築研究所

株式会社北海道日建設計
代表取締役社長 大竹昭三郎
設言十主管 吉田 宏

企画部長 千綿敏充
【連載第25回】再開発コーディネーター講座

8『サンシテで』オープン
雲井通6丁目地区

第一種市街地再開発事業完成
株式会社吉田武藤建築研究所
代表取締役 武藤殖也

都市再開発の経済分析
都市開発の経済採算4−

日本開発銀行国際業務部副長
大岡 哲

10『セトル中之郷』完成

押上二丁目地区第一種市街地再開発事業
株式会社都市建築研究所

●一一膚・

〔タッチ〕第26回
●一

株式会社ナックプランニング 成田長英

取締役 黒田征ニ

12 り〈ラシホ完成
姫路駅南地区第一種市街地再開発事業
協同組合都市設計連合
理事 馬越健一

62 東西南北

【連載第26回】わが街の再開発

名古屋からの報告
名古屋市建築局民間再開発課長
松永 猛

再開発技術情報③
住宅・都市整備公団都市再開発部

66 私と謡曲

68 図・書・紹・介
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青木竜一

松枝廣太郎事務局長
長い間有難うございました

株式会社都市問題経営研究所所長
藤田邦昭

再開発コ一升ネ一夕」
1990年11月25日発行 第28号（臨HFり）

1990●第28号●目次
【巻頭言】

3 再開発に期待する
建設省都市局長 市川一朗

『商店街と再開発』①

トビソクス

4『バレール川崎』誕生
川崎都市計画東田町8番地地区

第一種市街地再開発事業
株式会社都市計画同人
大谷昌夫
米沢 章

6『ラ・メルセ』オープン
高崎駅西口第二地区
第一種市街地再開発事業
株式会社再開発計画技術
代表取締役 木戸恒男

8『西街区第2地区』完成

【連載第27回】わが街の再開発

新宿区からの報告
東京都新宿区都市整備部

基本構想、基本計画策定調査費等
助成業務のご紹介
財団法人民間都市開発推進機構
【連載第26回】再開発コーデーネ一夕一講座

都市再開発の経済分析
一都市開発の経済採算5−

宮山駅前西街区第2地区

日本開発銀行国際業務部副長
大岡 哲

第一種市街地再開発事業

株式会社建築計画事務所和敬
常務取締役北陸支社長 石川 薫
10 都市計画法、建築基準法の一部改正
建設省住宅局市街地建築課

東西南北
私とオーディオ

26 再開発情報

津山市南新座地区
第一種市街地再開発事業
協同組合都市設計連合
小県系健一

32 市街地再開発事業
遣手封犬況一覧
63〔タッチ〕第27回
●一社団法人北海道都市再開発促進協会
小松邦彦

図・書・紹・介
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再開発コーデーネ一夕ー
1991年1月25日発行 第29号（帖月刊）

1991●第29号●
【巻頭言】

3 新春挨拶
会長 高山英華

4 年頭の辞

新春対談
建設大臣 大塚雄司

会長

北九州市長

高山英華／末吉興−

トピックス

8『ァトレ』オープン
川越駅東口第一種市街地再開発事業

『商店街と再開発』②
一俵村 博

【株式会社佐藤総合計画
都市開発・計画長 川窪繁雄

●−−

再開発情報

10『成増アクト』完成
成増駅北口地区第一種市街地再開発事業
＋＋−一
株式会社日本言茄十

千葉中央地区
第一種市街地再開発事業

都市計画部 岡田栄二

株式会社日建設言十

副部長 友野邦美
計画主管 田透博敏

12 栃木県宇都宮『西口ビル』完成

宇都宮駅西口第一地区
第一種市街地再開発事業
一株式会社アール・アイ・エー
計画部主任 田中和人

14『北長野駅前再開発ビル』完成

【連載第27回】再開発コーディネーター講座

大規模再開発事業における施設管王里・
運営の立案から実施について（り
勧業不動産株式会社

北長野駅前B3地区

第一種市街地再開発事業
再開発システム株式会社
代表取締役 高井 亘

都市開発部 吉沢 中
【連載第28回】わが街の再開発

姫路市からの報告

16『西国分寺レガ』オープン
西国分寺駅南口地区
第一種市街地再開発事業
住宅・都市整備公団東京支社
西国分寺駅前再開発事務所

18『サリ7㌔オープン
●＋

久喜駅前西口第一種市街地再開発事業
セントラルコンサルタント株式会社

姫路市都市再開発課 福尾隆重
私と盆栽
東西南北−ヨーロッパの都市再開発−
一年賀状大集合一
回・書・紹・介

都市開発事業部計画部長 町田安章
〔タッチ〕第28回

81News邑Information
82 編集後記

●株式会社∑開発計画研究所 高須喜久男

再開発コ一升木一夕」
1991●第30号●

拍刑隼3∩㌘ll代行・葦㍑郎封l瓶Il川I

【巻頭言】

3 これからの再開発に
望まれること

社団法人建築業協会 竹中統一

●

トピックス

4『リベル』完成
出屋敷駅北地区第一種市子主軸再開発事業
●

尼崎市都市局
局長 片岡 昇

7従前地評価と権利変換 前軋
● ・
再開発情報

加古川駅前第二地区
第一種市街地再開発事業
株式会社都市問題経営研究所

6 情報発信地『原町田三丁目』

有藤 浩
北 敏弘

原町田三丁目地区第一種市街地再開発事業
●一株式会社アール・アイ・エー東京支社
計画部長 宮原義昭

8『ポートブラザビル』の完成
築地地区第一種市街地再開発事業

【連載第28回】再開発コーテンネ一夕一講座

大規模再開発事業における施設管理・
運営の立案から実施について（2）

名古屋市築地総合整備事務所
所長 越野良一路
10 いま起る『市』の街

上市町西中町第一種市街地再開発事業
株式会社創計画研究所
取締役 川口 宏

12『長町駅前地区』完成
長町三丁目地区第一種市街地再開発事業

仙台市都市整備局都市開発部
都市再開発課長 及川四郎

18 市街地再開発事業
進捗状況一覧

ー勧帯不動産株式会社
都市開発部 吉沢 中
【連載第29回】わが街の再開発

高崎市からの報告
高崎市開発部副部長 小嶋庄二
東西南北
私と木工

積水ハウス株式会社 高橋 徹

図・書・紹・介
〔タッチ〕第29回

三井不動産株式会社 林洋太郎

News＆Jnfo「mation
編集後記

再開発コーディネーター
1991年5月25日発行 第31号（隔月刊）

1991●第31号●

【巻頭言】

2 再開発に対する
市民のコンセンサス形成を
●＋

社団法人不動産協会 坪井 東

平成3年度都市再開発
関係予算等について

トピックス

建設省都市局・住宅局

イズム

4 FISM浜松』オープン
松菱通りCフロック芳一種市街地再開発事業

F従前地評価と権利変換 後編』

株式会社賛同人建築研究所
所長 大澤 稔
再開発情報

6 Fアトレ焼津』オープン
本町五丁目地区第一種市街地再開発事業
●＋

株式会社協同設計事務所TAG
所長 八木利幸滞

名古屋・浄心地区
第一種市街地再開発事業
●一株式会社アール・アイ・エー名古屋支社
計画部長 粟井哲哉

日『浜脇』新しいシンボル完成
浜脇A街区第一種市街地再開発事業

株式会社佐藤総合計画
都市開発・計画長 川窪繁雄

【連載第30回】わが街の再開発

浜松市からの報告
浜松市都市計画部次長 中村 障

10 Fオクタビア・ヒル』完成
中山道l地区第一種市街地再開発事業

株式会社象地域設計
取締役 三浦史郎

【連載第29回】再開発コーディネーター講座

大規模再開発事業における施設管理・
連営の立案から実施について（3）
勧業不動産株式会社

48 東西南北
56 図・書・紹・介

都市開発部 吉沢 中
（タッチ）第30回

北九州市建築局長 社本孝夫

61News＆lnformation

私と山登り
鹿島建設株式会社 宮原博道

68 編集後記

再開発プランナー
資格制度について
●＋

社団法人再開発コーディネーター協会
理事 北村吉−

再開発コーディネーター
1991●第32号●

1991年7月25日発行 第32号（隔月刊）

【巻頭言】

2 再開発による豊かで
うるおいのあるまちづくり
建設大臣 大塚雄司

平成3年
『第7国道常総会』

トピックス

4 Fパレットくもじ』オープン
久茂地一丁目地区第一種市街地再開発手篭

壬＋株式会社アール・アイ・エー

【連載第31回】わが街の再開発

岡谷市からの報告
岡谷市都市開発部企画開発課
主幹 小口福三郎

企画室長 謝花寛営

6 F工ルト桜井』竣工

壬

大和都市計画桜井駅前地区
第一種市帯地再開発事業
協同組合♯市野計暮含
常務理事 柴田昌司

再開発情報

【連載第30回】再開発コーディネーター講座

再開発と税務（1）
公認会計士・税理士
藤浪洋介

再開発プランナー

8 大井町駅東口第一地区
株式会社環境開発研究所
東京事務所副所長 田中端男

14 市街地再開発事業
進捗状況一覧

資格制度について
●T社団法人再開発コーディネーター協会

理事 大谷昌夫

私と海釣り
●−セントラルコンサルタント株式会社
町田安章

62 図・書・紹・介
東西南北

64 News＆lnformation
68 編集後記

（タッチ）第31回

住宅・都市整備公団 木村光弘

再開発コーディネーター
1991●第33号●

1991年9月25日発行 第33号（隔月刊）

【巻頭言】

2 土地の計画的利用と
再開発推進
手＋日本不動産鑑定協会 川崎誠一

『大店法改正と商店街活性化』
トピックス

4 F板宿クリ「ンタウン』完成

【連載第32回】わが街の再開発

板宿平田町＝丁目地区

文京区からの報告

第一種市街地再開発事業
傷間出合糖市野計■合
理手 中井節夫

手

文京区まちづくり公社再開発郡
森 宜明

「ノバF一、＿／1

6 F壱番舘』オープン

再開発と税務（2）

塩竃中央第一種市帯地再開発事業

壬

【連載第31回】再開発コーディネーター講座

株式会社久米■♯研究所

公認会計士・税理士
藤浪洋介

都市開発皇課長 斎藤清弘

8 FSPICA』完成

私とジャズ

下館駅前地区第一種市帯地再開発事業

壬

鹿島建設株式会社
竹村寛重

株式会社♯市棚先帝
取締役 高山 恵
東西南北

再開発情報
図・書・紹・介

10『ノバティながの』
河内長野駅前地区
第一種市街地再開発事業
株式会社東畑建築事務所
都市開発部長 河上隆志

ニ．二F（タッチ）第32回
森ビル株式会社 山本和彦
t

三ノNews＆Info「mation

罠ま編集後記

再開発コーディネーター
1991年11月25日発行 第34号（隔月刊）

1991●第34号●

【巻頭言】

2 21世紀のまちづくりへむけて
横浜市長 高秀秀信
トピックス

『権利変換手法の動向』前編

4 優良再開発建築物整備
促進事業の概要

市街地再開発事業

建設省住宅局市街地建築課

進抄状況一覧

8 北緯430のFロジェ・セラ』から発信
壬

再開発情報

旭川市地区
旭川市■投局部市■発部
都市開発課長 結城康俊

『同潤会中之郷アパート』
押上＝丁目地区第一種市街地再開発事業

株式会社都市建築事務所
取締役 黒田征二

10 Fクリーンエステート西洋ビ肌完成
函館市五稜郭本町17地区

株式会社環境開発研究所

【連載第32回】再開発コーディネーター講座

プロジェクトチーム 小塩重俊i

再開発と税務（3）

12 F水戸京成パーキングプラザ』完成．

公認会計士・税理士
藤浪洋介

水戸市五軒町2丁目地区
●＋

水戸市都市計画部都市計画課
主幹 礎部利男

旦ユ〔 【連載第33回】わが街の再開発

川崎市からの報告

14『十五番館』完成

●川崎市都市整備局計画部地域整備計画課

川崎駅前本町15番地地区

主査 菅原 等

川崎市建築局住宅部
住環境整備課長 江森一雄

16 FWe‖pulazaYUMEX』完成

制

私と剣道
野村不動産株式会社
植松 丘

豊橋広小路地区
●一

株式会社タカ八都市科学研究所
第二事業計画室次長 高見一郎

「l

■ 一・（タッチ）第33回

株式会社アール・アイ・エー
宮原義昭

18『景観形成型』完成
大曾根西地区
●一名古屋市建築局住宅部民間再開発課

東西南北

20『ビッグボックスJtl西』完成
川西中央地区
株式会社環境開発研究所
専門課長 森澤五郎

図・書・紹・介
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再開発コーディネーター
1992●第35号●

1992年1月25日発行 第35号（隔月刊）

【巻頭言】

2 新春挨拶
会長 高山美章

3 年頭の辞
建設大臣 山崎 拓

会長

衆議院議員

高山英華／大塚雄司

トピックス

8『キヤスパ』

『権利変換手法の動向』（後編）

姫路駅西地区第一種市街地再開発事業
●＋株式会社アール・アイ・エー
大阪支社計画部 井藤雅晶
1ロ F岡山シンフォニーピル』の完成

岡山市表町一丁目地区
第一種市街地再開発事業

寺＋株式会社アール・アイ・エー

再開発情報

川崎東田町8番地地区
第一種市街地再開発事業
株式会社都市計画同人
代表取締役 大谷昌夫
米沢 章

大阪支社計画第一室長 宇野勝久

12『チトセピア』オープン
長崎千歳地区第一種市街地再開発事業
株式会社環境開発研究所
指導役 梅本正紀

【連載第33回】再開発コーディネーター講座

再開発と駐車場
社団法人日本駐車場工学研究会
代表理事 一瀬哲雄

14『レバンテ垂水2番館・3番館』
神戸国際港都建設事業
垂水駅東第1地区
第＝種市街地再開発事業
●一神戸市都市計画局垂水再開発事務所

【連載第34回】わが街の再開発

東京都港区からの報告
東京都港区都市環境部
部長 土岐悦康

所長 中村雅行

16『川口そごう』オープン
川口駅東口第三工区
第一種市帯地再開発事業
株式会社再開発計画技術
代表取締役 木戸恒男

84 Nevvs艮Informal：ion
88 編集後記

私とスキー
株式会社都市環境計画研究所
伊藤 洋

東西南北 一地方晃一
一年賀状大集合一
図・書・紹・介
（タッチ）第34回

中小企業診断士 境 重信

再開発コーディネーター
1992●第36号●

1992年3月25日発行 第36号（隔月刊）

【巻頭言】
2 再開発コーディネーターに期待する
●−財団法人不動産適正取引推進機構
理事長 大津留 温

平成4年度再開発関係

トピックス

4『プレノ長田』オープン

予算等（案）の概要

長田商店街1丁目東地区

建設省都市局・住宅局

第一種市帯地再開発事業
協同組合♯市投射凛合
宮田幸和

壬

『女性と街づくり』

6 Fリバーフロント靴の創出を目指して
豊平橋南第1地区
●一

再開発情報

第一種市街地再開発事業
株式会社ナック・プランニンク
成田長英

『宇都宮駅西口第一地区』
宇都宮駅西口第一地区
第一種市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・エー
計画部 田中幹人

8『シティタワー』完成
仙台市花京院1丁目第3地区

第一種市街地再開発事業
財団法人日本不動産研究所
システム開発部 小林信夫

【連載第35回】わか街の再開発

広島市からの報告

10 F24時間息づく街・CiC』が誕生

●−広島市市街地再開発課長 岩本順郎

青山駅前街区第一種市街地再開発事業
協同組合都市設計連合
再開発部長 猪阪泰夫

私と油絵
●1社団法人再開発コーディネーター協会

専務理事 山田 寛

20 市街地再開発事業
進捗状況一覧

（タッチ）第35回
●一株式会社石田建築研究所 石田綽男

60 東西南北
72 図・害・紹・介

74 News邑lnform∈柑On
78 編集後記
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再開発コーディネーター
1992年5月25日発行第37号（隔月刊）

1992●第37号●

巻 頭 言再開発プランナー資格制度に期待する

全国市街地再開発協会 大田敏彦 2

トピックス茂原「サンヴ工ル」オープン

茂原駅南口地区第一樫市街地再開発事業
株式会社都市計画同人 小原 満 4
「アルーサ北与野」完成
北与野駅北口第一種市街地再開発事業
北与野駅南口第一種市街地再開発事業

一株式会社ラウム計画設計研究所 計画第5部長 佐々木隆一 6

再開発情報新し‖歴史をつくるまち姫路「パラシオ」
姫路駅南地区第ナ種市街地再開発事業
協同絹合都市設計連合 本玉千晃 TO

特 集 再開発事業誌の紹介

情報管理安貞会 丁6

再開発事業における借家人の扱‖調査研究委貞会 27
【連載第56回】わが街の再開発

川口市からの報告一

川口帝都市整備部次長 村上逸郎 60

私と能

株式会社谷澤総合鑑定所 谷澤潤一

囲・苦・宿・介

ーー ハn︶

News＆lnformation

肇

原 藤

〔タッチ〕第56回

尺じ 只U n∂ 00
5 仁じ
只U
70
0

【連載第54回】再開発コ←デイネ一夕一講座

再開発ビルの建築計画（り株式会社日本設計 伊丹 膠

00
00

編集後記

■■発コーディネーター1992●第37号 1

再開発′コーデイネー
柑92年7月25日発行第38号（隔月刊）

1992●第38号●

巻頭言 何故再開発が必要なのか
再開発コーディネーター協会 副会長 藤田邦昭 2

トピックス浜松にコミュニティプラザ誕生

鍛冶町三丁目地区第一種市街地再開発事業

株式会社大林組 神田幸雄 4

千里丘駅前ビル完成
千里丘駅前第一種市街地再開発事業
株式会社安井建築設計事務所 6

再開発情報 成増アクト
成増駅北口地区第一種市街地再開発事業
株式会社日本設計 岡田栄二 8

市街地再開発事業進捗状況一覧
丁
4

特集 平成4年「第8回避常総会」

0

懇親会

2
ヮ∂

優秀論文賞を受賞して

4

高山賞受賞者座談会
【連載第57回】わが街の再開発

川西市再開発部 横島 毅 62

川西市からの報告

東京都中央区都市整備部 吉田不曇

東西南北

7 良U

多摩大学教授 望月照彦

〔タッチ〕第57回

一一︹U

私と薪馬

00 nU nロ

【連載第55回】再開発コーデイネ←タ一講座

再開発ビルの建築計画∽ 株式会社日本設計 猪瀬征芳

2

7

図書紹介
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日本商環境設計家協会 理事長 武石 馨2
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ヒックス
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アレツクシティおやかた完成
福井市御屋形地区第ナ種市街地再開発事業
三和測量建設株式会社 井幡 禎 4

天童パルテオープン
天童駅東口地区第←種市街地再開発事業
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再開発ビルの計画例

株式会社日本設計 猪瀬征芳
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磯部裕幸
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〔タッチ〕第58回

再開発コーディネーター
1992年11月25日発行 第40号（隔月刊）

柑92●帯4D号●

巻頭言

再開発の新たな展開
建設省都市局長 鹿島尚武 2

トピックス

アコスオープン
草加駅東口地区第←種市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・エー 中村 茂 4

ルミネウイングオープン
大船駅東口第J地区第←種市街地再開発事業
株式会社谷渾総合鑑定所 仲肥照暁 6

ホテルニューオータニ熊本完成
熊本駅前北地区第一種市街地再開発事業
大成建設株式会社 森瀬清博 8
都市計画法及び建築基準法の一部改正につ‖了
超設省住宅局市街地建築課 2丁
再開発情韓

薪る『市』の街「カミール」
0

宏亨

口田
川石

上市町西中町第一種市街地再開発事業
株式会社創計画研究所

市街地再開発事業進捗状況一覧

特L集転換期にぎた再開発の塀状と課題（2）

引

【連載第57回】再開発コーディネーター講座

再開発事業とホテル（り株式会社観光企画設計社柴田陽三 26
【連載第59回】わが街の再開発

小樽市からの報告

小樽市建築都市部 大野 肇 48

再開発プランナー試験を終え了
私と健康法株式会社近代マネジメソトビユ←ロー 高橋敏夫 62
〔タッチ〕第59回

株式会社コンセプト 砂川 肇 7丁

東西南北

64

図・書・招・介

72

News＆（nfbrmation

74

編集後記
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25

四
書

華郎

英

痙設大臣

年頭の辞

トピックス「リプレ川口」完成

山村
高中

一会長

巻頭言‡新春挨拶

′

川口駅西口地区第一種市街地再開発事業
住宅・都市整備公団 中山良之 8
「麹町クリスタルシティ」誕生
麹町四丁目地区第一種市街地再開発事業
株式会社アイテック計画 赤坂 泉 TO

「束蔚第一ホテル魚津」オープン
魚津駅前若鳥地区第一種市街地再開発事業
三四五建築研究所 小山正弘 丁2

再開発惜托 ニ 「パレットくもじ」
那覇市久茂地一丁目地区第一種市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・エー 謝花東宮 丁4
特集新香対談
季長高山英華／長銀総合研究所理事長竹内宏2丁

転換期にきた再開発の現状と課題（5）
一連載弟58回】再開発コーディネーター講座
再開発事業とホテル（2）株式会社観光企画設計社 柴田陽三 49

私とトライアスロン
ト

株式会社ピーエーコーデイネ←ターズシステム 岩岡文彦 54
【連載第40回】わが街の再開発

東京都中央区からの報告東京都中央区都市整備部吉田不曇 57

東西南北
図・書・紆・介
〔タッチ〕第40回

株式会社コンセプト 蒔田芳文 76
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再開発．コーディネーター

1993年5月15日発行 第43号（隔月刊）

19g3●帯43号●

巻 頭 言

再開発の原点
財団法人日本ビルヂング経営センター 救仁郷 斉 2

トピックス

「MYM（マイム）」オープン
水戸駅北口地区第一種市街地再開発事業
株式会社環境開発研究所 宮武隆雄 4
「谷琢コリーナ」完成

谷塚駅東口地区第一種市街地再開発事業
しみつ
株式会社アイテック計画 渦 和夫 6
再開発情報

「チトセピア」

長崎都市計画千歳地区第一種市街地再開発事業
倖式会社環境開発研究所 梅本正妃 8

特 集 転換期にぎた再開発の項状と課題（5）

丁6

【連載第42回】わが街の再開発

吹田市からの朝眉仁一ー

吹田市都市整備部 里 宗一郎58

【連載第4一回】再開発コーディネーター講座

再開発事業と防災（り一横浜国立大学教授 村上虞直44
私とコルフ

株式会社アイテック計画 曽根伸穂 52

東西南北
図・菖・宿・介
〔タッチ〕第42回

馬場正人 56

News＆Jnfbrmation
編集後記
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再開発コーディネーター
柑93年7月15日発行第44号（隔月刊）

19g3●第44号●

巻 頭 言 世代を越え了住みやす‖街ブくりを
財団法人都市みら‖推進機構 前田光嘉

トピックス 「中山道ト2」完成
中山道Ⅰ−2地区第一種市街地再開発事業

上尾帝都市整備部 石川裕唯
「センシティ」完成

千葉新町地区第一種市街地再開発事業
千葉市都市計画部 遠藤優美
「ウイング・口←ド」オープン

塩尻大門一番町地区第一種市街地再開発事業
株式会社再開発計画技術 吉元圭祐

再開発情報 「シック」
富山駅前街区第一種市街地再開発事業
協同組合都市設計連合 猪阪泰夫

特 集 市街地再開発事業進捗状況一覧
4
2
0
4

平成5年「第9回避常総会」

5
4

懇親会

転換期にぎた再開発の現状と課題（6）
【連載第42回】再開発コ←デイネ←タ一講座

54

再開発事業と防災（2）一横浜国立大学教授 村上虞直
【連載第45回】わが街の再開発

徳島市開発部長 中財達夫

徳島市からの報告

中山裕登

〔タッチ〕第45回

60
65

私とワタシー株式会社ユーデーコンサルタンツ掌野前悪道

66

栄西南北

68

図・書・招・介

72
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74

再開発プランナー登録者につ‖了

76
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再開発コーディネータ」
t993年9月15日発行 第45号（隔月刊）

1993●第45号●

巻 頭 言 地方都市における再開発

新潟市長 長谷川義明 2

トピックス

「グリーンペル27」完成

沼田南下之町地区第一種市街地再開発事業
株式会社都市環境研究所 横山共生 4

「センシティ・／トクプラザ」竣工
千葉新町第2地区第一種市街地再開発事業
株式会社タカハ都市科学研究所 西田邦夫 6

「日火江戸川橋ピル」完成
関水地区第一種市街地再開発事業

株式会社J．N．A新建築研究所 宮木秀彪 8
再開発情報 「ビッグボックス川西」

川西市中央地区優良再開発建築物整備促進事業
株式会社環境開発研究所 森澤五郎

特 集 複合用途における管理運営と合意形成調査研究委員会

転換期にきた再開発の現状と課題（7）
【連載第42回】再開発コーディネーター講座

再開発事業と防災（3）一棟浜国立大学教授 村上慮直
宇都宮市からの報告【宇都宮市都市開発部 香坂貞夫
株式会社赤松店舗研究所 森田俊亮

0

私と．1ルフ

4

【連載第44回】わが街の再尉発

59

2 4 5

東西南部ト
〔タッチ〕劉4回
図・吾・紹・介 【

編集後記
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再開発コーディネーター
柑93年11月15日発行 第46号（隔月刊）

1993●第46号●

巻 頭 言

まちブくりの原型
財団法人民間都市開発推進機棒 大塩洋一郎

トピックス

「プララSUGJm」オープン
杉田駅東口地区第一種市街地再開発事業
株式会社シグマ建築企画 山田隆文
「浜松Aピル」完成
松菱通リ八一丁ブロック第一種市街地再開発事業
株式会社賛同人建築研究所 大澤 稔
「小浜白髪再開発」完成
小浜市白髪地区第一種市街地再開発事業
協同紳合都市設計連合 鹿田利彦

再開発情報

「アレツクシティおやかた」
福井市御屋形地区第一種市街地再開発事業
三和測量建設株式会社 井幡 禎

TO

市街地再開発事業進捗状況一覧

T6

特 集 再開発事業と地区計画等揃編）

22
58

弟2回再開発プランナー試験を終え了
【連載第44回】再開発コーディネーター講座

都市再開発と住宅（り住宅・都市整備公団 木村光宏

4こ）

【連載第45回】わが街の再開発

山形市からの報告−
私と少年野球

山形帝都市開発部都市整備課
株式会社新都建設事務所 後藤岩夫

48
56

東西南北

65

囲・喜・招・介

66

〔タッチ〕第45回

細野和雄

69

News＆lnformation

70

編集後記

76
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再開発コーディネーター
柑94年1月15日発行 案47号（隔月刊）

1994●第47号●

巻 頭 言

会長 高山 美章 2
建設大臣 五十嵐広三 4

新春挨拶
年頭の辞

トピックス

「コトニジョイフルプラザ2・1」完成
JR琴似駅南口地区第一種市街地再開発事業

ノR琴似駅南口地区市街地再開発絹合 門 宏超 6

「アーバンテラヌー周館」オープン
水戸見川2丁目地区第一種市街地再開発事業
水戸市都市計画部都市計画課 磯部利男 8
「高石駅西」完成

高石駅西地区第一種市街地再開発事業
高石帝都市整備部再開発課 大西六郎 TO

再開発情報 「泉佐野センタービル」
泉佐野駅上西地区第一種市街地再開発事業
株式会社国際技術コンサルタント 河本茂樹 丁2

特・集 新春対談

会長 高山英華／掛川市長 榛村純一 丁9

再開発事業と地区計画等（後編）
【連載第46回】わが街の再開発

52

守口市からの報告一守口帝都市整備部街ブくり室長大塚幹夫

2

ハn︶ 良じ

【連載第44回】再開発コーディネーター講座

私の地蔵

0 7 4

都市再開発と住宅（2）住宅・都市整備公団 木村光宏
株式会社和敬 長崎博之

ごU 7

東西南北
囲・書・招・介

7

7

7

News＆lnformation

ハhU 7

良 和

宮
幡

〔タッチ〕第46回
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■■舞コーディネーター1994●第47号 1

∩ロ

平成5年度再開発プランナー試験問題

再開発］−デイネ一夕ー

柑9挿3月15日発行割8号（隔月刊）

柑94●第48号●

巻 頭 言 都市再開発とはなにか

社団法人都市開発協会 理事長 利光達三 2

トピックス 「N・E・O C汀Y MlmKA」オープン
三鷹駅南口地区第一種市衝地再開発事業
都市科学エンジニアリング株式会社 佐藤正幸
有楽土地株式会社 関口博治

「ペイスクエアよこすか」完成
横須賀都市計画汐入駅前地区・汐入駅前第2地区

第一種市街地再開発事業
住宅・都市整備公団関東支社 石井秀雄
「ゆめニティまつばら」オープン
河内松原駅前南地区第一種市街地再開発事業
河内松原駅前南地区市街地再開発組合 中野良夫
再開発情報

市街地再開発事業進捗状況一覧
「亀戸・大島・小松川地区」

J6

亀戸・大島・小松川地区第二種市街地再開発事業
東京都建設局再開発部
高木省三／清水孝之／小川茂樹／池田珠樹

25

特 集 土地区画整野菜と市街腑開発事業の同時施行（前編）
調査研究委貞会
【連載第45回】再開発コーディネーター講座

都市再開発と住宅（5）住宅・都市整備公団木村光宏 58
42 50

【連載第47回】わが街の再開発

京都市からの報告叫

京都帝都市整備局 山下 等

東西南北
5

私とパイク一株式会社環境文化総合研究所 舞田 カ
図・書・府・介

News＆lnformation
再開発コーディネーター総目次
J川7 5 只じ だU

〔タッチ〕第47回 株式会社ミサワホーム総合研究所三木富士夫

平成5年度再開発プランナー試験問題
74
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■■弗コーディネーター1994●第48号 1

1

十∵小∵

再開発コーディネータ」

1994年5月15日発行勤9号（隔月刊）

柑94●第49号●

巻 頭 言

ニューコミュニティ再開発の推進
建設省都市局長 黒川 弘 2

トピックス

「シンフォニア高崎城祉」完成
高崎市城址地区第一種市衝地再開発事業

株式会社松田平田 梶原清市 4
「蕨市マリ工」誕生

中央三丁目桜橋地区第一種市街地再開発事業

株式会社アイテック計画 赤坂 泉 6
「ひばりが丘アリエビル」オープン
ひばりが丘駅南口地区第一種市街地再開発事業
住宅・都市整備公団東京支社 金井潤一 8

「アス西早稲田」オープン
西早稲田地区第一種市街地再開発事業
株式会社アイテック計画 太田滋幸 TO

再開発情報

「大阪市 阿倍野地区」
阿倍画地区第二種市衝地再開発事業
大阪市阿倍野再開発事務所 丁2

柑95年度再開発関係制度等改正一覧

20

特 集 再開発この丁年座談会rT99昨を顧み了」

22

土地区画整埋事業と市街地再開発事業の同時施行腰編）

調査研究委貞会 4丁

平成6年度再開発関係予算等（案）の概要
建設省都市局・住宅局 55
【連載弟46回】再開発コーディネーター講座

再開発計画技法（り−−一乗京工業大学教授深海隆恒′ 甜
下関市からの報告一下関市商工観光部商工課 安成童
東西南北
わたしと私−一株式会社不動産鑑定コンサルティソグ佐藤勝利
図・否・府・介
〔タッチ〕第48回
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■■発コーディネーター1994●第49号

朗7576相即別朗

r連載第48回】わが街の再開発

再開発コーデイネ「ター
1994年7月15日発行 第5ロ号（隔月刊）

柑94●第50号●

巻 頭 言

再開発への期待

住宅・都市整備公団 総裁 豊蔵 一 2
トピックス

「スクマスト関口」オープン
関口一丁目地区第一種市衝地再開発事業
株式会社日本設計 猪瀬征芳
「野方l〝JZ」オープン

野方五丁目地区第一種市街地再開発事業
株式会社日本設計 安田 功
「小倉そごうビル」オープン
小倉駅前東地区第一種市衝地再開発事業
小倉駅前東地区市街地再開発組合 川田茂夫

再開発情報

特 集

「ウイング・ロード」

塩尻大門一番町地区第一種市街地再開発事業
株式会社再開発計画技術 吉元圭祐

TO

市街地再開発事業進捗状況一覧

柑

平成6年「第一O回避常総会」

22

懇親会

56

高山賞受賞者座談会

59・

会＃50号記念特集

歴代編集長よリ

48

r連載第47回】再開発コーディネーター講座

再開発計画技法（2）一束京工業大学教授 深海隆恒

52

一連載第49回】わが街の再開発

西宮市からの報告＋

西宮市都市開発局 永田幸治

56

東西南北

62

柴田正昭ざんを偲んぞ

66

菊と私

財団法人首都圏不燃建築公社 榎本正幸

68
70

囲・書・招・介

原 昭夫

〔タッチ〕第49回

72
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75
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■■莞コーディネーター1994●第50号 1

再開発コ一升ネ一夕」
19日描9月ほ日発行第51号（隔月刊）

1994●第51号●

巻 頭 言

地域振興整備公団の地方都市再開発
地域振興整備公団 副総裁 北村廉太郎 2

トピックス

「カーサロブレ・ロブレ652」完成
小山中央第一地区第一種市街地再開発事業
株式会社久米設計 宇田典弘 4

リR小山駅前RO仁王LE」オープン
小山駅前西地区第一種市街地再開発事業
株式会社ラウム計画設計研究所 霜村寿雄 6
「浜松ビオラ田町」完成
浜松田町地区第一種市街地再開発事業
株式会社善本コンサルティングオフィス 善本忠男

8

「ポルテ金沢」オープン
金沢駅前第一地区第一種市街地再開発事業

株式会社松田平田 和田信昭 TO
再開発情報

「麹町クリスタルシティ」
麹町四丁目地区第一種市街地再開発事業
千代田区住宅都市整備部 伊藤正喜 丁2

事業進捗地区月別一覧表（平成5年丁月〜丁2月）一 柑

特 集 「再開発と合意形成」に関する座談会
調査研究委員会 20

宮西悠司 57

〔タッチ〕第50回
r連載第48回】再開発コーディネーター講座

再開発計画技法（5）一束京工業大字教授 深海隆恒 58

草加市からの報告
私と詩吟

草加市財政課 中村 卓
清水建設株式会社 山田膠康

囲・書・招・介

東西南北
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一連載第50回】わが街の再開発

再開発コーディネーター
柑94年Il月15日発行 第52号（開局刊）

1994●第52号●

l関西特集号t
巻 頭 言

関西国際空港全体構想の推進と都市格の向上を廟う

大阪商工会議所 会頭 大西正文 2
トピックス

「グレーシイ天神橋ピル2号館」完成
天神橋七丁目第二地区第一種市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・エー大阪支社 大池 実 4
「ポルタス堺」誕生
堺駅西口地区第一種市街地再開発事業

株式会社ユーデーコンサルタンツ 森沢広昭 6
「アルザ泉大津」の創生
泉大津駅東地区第一種市衝地再開発事業
株式会社環境開発研究所 仲川邦俊 8

「アミング潮江イースト」完成
JR尼崎駅北第一地区第一種市街地再開発事業
nU

T

2

住宅・都市整備公団尼崎潮江再開発事務所
アルパック株式会社 地域計画建築研究所 馬場正哲

00

事業完了地区一覧表
座談会「関西流まちブくり手法っ了何やねん」
関西特集号編集委貞 20

関西におけるユニークなまちブくり事例−

T

特 集

l

事業進行状況一覧表・事業進捗数一覧表

一■■ll

nJ

再開発情報 市街地再開発事業進捗状況一覧

59

【連載第引回】わが街の再開発

東大阪市からの報告一乗大阪市都市整備部 渡辺一彦 引
【連載弟49回】再開発コーディネーター講座
再開発計画技法番外偶西技法編）東京工業大字教授深海隆恒

わたしと私

ホーリーランド 池田陽子

72
76

図・書・招・介

78

東西南北

80
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85

編集後記

90

表新イラスト（テーマ：大阪の今と苦の融合）川田満成
一イラストレーションM主宰（大阪出身の大阪にこだわるイラストレークー
として活躍、「マンスリーよしもと」の表紙を13年間担当）

■■発コーディネーター1994●第52号 l

再開発コーデーネ「タ」
1995年1月15日先行 第53号（隔月刊）

1995●第53号●

会長 高山 美章 2
建設大臣 野坂 浩貿 4

巻 頭 言 新香挨拶

年頭の辞

トピックス

リOPPAL」完成
弘前駅前地区第一種市衝地再開発事業

株式会社和敬東京支社 宮山 浩 6
「ピコテイ」完成

北小金駅南口地区第一種市街地再開発事業

株式会社赤松店舗研究所 小野島 潤 8
「エクセルワード静岡ピル」
御幸町第一種市衝地再開発事業

株式会社佐藤総合計画 江口 潔 JO

再開発情報 「リプレ川口」
川口駅西口地区第一種市街地再開発事業
住宅・都市整備公団関東支社 田中弘道 J2

特 集 新春対談
−一副会長 伊藤 滋／㈱横浜みなとみら‖2丁社長 高木文歴 20
【連載第52回】わが街の再開発

長崎市からの報告長崎市都市整備課企画係長 椎木恭二 引
【連載弟50回】再開発コーディネーター講座

再開発計画技法（4）一束京工業大学教授 深海隆恒 58
東西南北
株式会社日建設計 川本裕夫

囲・書・紆・介

畠中智子

〔タッチ〕第5丁回
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■■舞コーディネーター1995●第53号 l

5 ハhU 7

●

再開発コーディネータ」
1995年3月15日発行案54号（隔月刊）

柑95●第54号●

巻 頭 言 水を上手に蓄える街ブくり「コミュニティタンク構想」
東京電力株式会社 常務取締役 外門一直 2

阪神大震災緊急報告
トピックス 「リヴアージュ2I」完成
厚木都市計画事業東部第二地区第一種市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・エー東京支社 上田伸二 8

「厚木パークピル」完成
厚木中町二丁目B地区第一種市街地再開発事業

株式会社環境企画設計 北村吉一

TO

「広島金座街本題共同ビル」完成
広島市金座街地区第一種市街地再開発事業
株式会社谷渾総合鑑定所 関本 潔 丁2

市街地再開発事業進捗状況一覧
再開発情報 「MYM（マイム）」
ト 水戸・勝田都市計画水戸駅北口地区第一種市街地再開発事業
株式会社環境開発研究所 東京事務所 宮武隆雄 20

特 集 座談会「定期借地権と再開発事業」
一連載第55回】わが街の再開発

59

千代田区からの報告一千代田区住宅都市整備部 山崎芳明
【連載第引回】再開発コーディネーター講座

東西南北
林 のり子

〔タッチ〕第52回
わたしと私−

株式会社再開発計画技術 高畑米明

図・書・招・介
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平成6年度再開発プランナー試験問題
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■■発コーディネーター1995●第54号 1

62 朗 66

再開発コーディネーター総目次

49 59 60

45

再開発計画技法（5）一束京工業大学教授 深海隆恒

再開発コーラ林一夕ー
柑95●第55号●

柑95年5月15日発行 第55号（隔月刊）

巻 頭 言 再開発事業の新し‖展開

建設省住宅局長 橋野捷一郎2

トピックス・「田町センタービル」竣工、開店
田町駅前西口地区第一種市街地再開発事業
有限会社東京再開発センター 中野侮彦4

「ツインタワーすみとし」完成
住吉・毛利地区第一種市街地再開発事業
株式会社都市建築研究所 黒田征二6

再開発情報 都市再開発法等の一部を改正する法律につ‖了9
「日火江戸川楕ピル」

関水地区第一種市街地再開発事業
株式会社J．N．A新建築研究所 宮木秀雄TT

特 集 再開発この一年座談会「闇4年を顧み乙一丁7
阪神・淡番犬震災塀確からの報告
株式会社環境開発研究所 有光友興55

分讃マンションの復興相談につ‖了
平成6年度2次補正に係る制度拡充等の概要 55
【連載第54回】わがまちの街ブくり

越谷市からの報告一越谷市開発部再開発課 九法桂二58
わたしと私
社団法人再開発コーディネータ←協会 塩原敏男65
r連載第52回】再開発コ←デイネータ一講座

都市再開発政策の理念と方法第1回
〜ヨーロッパの都市再開発に関連しア〜

慶應義塾大学教授 日端康雄68
東西南北
囲・書・招・介
【タッチ】第55回

結城登美雄82

News＆lnformation
編集後記

再■莞コーディネーター1995●第55号

据勲程瑞勅裾盟

コーデーネ一夕ー
1995年7月15日発行 第56号（隔月刊）

「コミュニティーとまちブくり」
社団法人日本青年会議所 会頭 山本 潤 2
「新宿アイランド」完成
西新宿六丁目東地区第一種市街地再開発事業

株式会社アール・アイ・エー 野久保洋 6

「UNIXピル」完成
福島駅前B一丑北地区第一種市街地再開発事業

株式会社不動産鑑定コンサルティング 佐藤勝利 8

市街地再開発事業進捗状況一覧
「苔塚コリーナ」
7
2
ZJ

平成7年「第一一回通常総会」

4

「川周年を迎え了」一株式会社日建設計 顧問 小倉博冶

4
7

高山賞受賃者座談会
阪神・淡路大震災の体験からの報告
株式会社環境再開発研究所 自国高弘55

阪神・淡爵大震災復興に関する提言
参議院建設委員会報告
【連載第55回】わがまちの街づくり

相模原市からの報告
相模原帝都市整備部市街地整備課 中島伸幸66
一連載第55回】再開発コーディネーター講座

都市再開発政策の理念と方法第2回
慶應義塾大学教授 日端康雄77
わたしと私一株式会社エイデイデイ計画研究所 望月宣典82

東西南北
図・書・招・介

News＆lnformation
【タッチ】第54回

2

4

表彰受賞者紹介

ハ0

4

協会設立川周年記念祝貿会

︻′∂

谷塚駅東口地区第一種市街地再開発事業
株式会社アイテック計画 さ劉

天

猫揖批難仰敷居

瑠硯㍑ル必

住宅・都市整備公団東京支社 須藤誠治 4

「なかのサンクオーレ」完成
中野四丁目東地区第一種市街地再開発事業

南部繁樹94

編集後記

再開発コーディネーター1995●第56号 1

肯丹古⊥し叫．小≠

塩澤

コーデイネ「ター
1995年9月15日発行 第57号（隔月刊）

「歴史の見える街を」

社団法人新日本建築家協会 会長 鬼頭 梓 2
「アイ・タウン完成」
西新宿六丁目西第5地区第一種市街地再開発事業

株式会社ー．N．A新建築研究所 高橋功次 4
「ルリ工本厚木」完成

厚木都市計画事業寿町三丁目地区第←種市街地再開発事業
株式会社再開発計画技術 渡辺博雅 6
「アスタ」完成

田無駅北口地区第一種市街地再開発事業

株式会社久米設計 草壁 章 8

．・．圭鵠⁚

「アトレ」
川越駅東口第一種市街地再開発事業
株式会社都市計画同人 大谷昌夫・小原 満 ‖

座談会「都心居住をめぐる課題」（前編）−−一
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阪神・淡爵大震災現地からの報告
協同組合都市設計連合 西脇顕正 28
【連載56回】わがまちの街ブくり

八戸市からの報告
八戸帝都市開発部都市計画課 後村 勉 54
r連載弟54回】再開発コーディネーター講座

都市再開発政策の理念と方法第5回
慶應義塾大学教授 日端康雄
わたしと私＋

財団法人日本不動産研究所 福本 泰

東西南北

木戸恒男 65

【タッチ】第55国
図・苦・招・介
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巻 頭 言 「東京・飯田橋」
財団法人都市計画協会 会長 升本達夫 2
トビウクス 「ツインタワー広瀬川・春厨」誕生

河原町一丁目西地区第一種市街地再開発事業
株式会社山下設計東北支社 飯田太郎 4
「川崎駅前タワーリバーークl完成

川崎駅北口地区第丁街区第一便市街地区開発事業
株式会社アール・アイ・工一横浜支社 中田伸一 6

「アクトシティ浜松」完成
浜松駅東街区開発事業

株式会社UG都市設計 鈴木崇英 8
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座談会「都心居住をめぐる課題」（後編）

阪神・淡爵大震災現地からの報告
株式会社ジオ・アカマツ 赤松良一 24
一連載57回】わがまちの街ブくり

大官市からの報告
大宮市事業局西口開発部開発課 駒津光男 52
【連載55回】再開発コーディネーター講座

不況下ぞの都市再開発 第一回
明海大学不動産学部長 石原舜介 58

高井 亘 45

【タッチ】第56回
わたしと私一

株式会社COM計画研究所 広沢真佐子 44

東西南北
図・書・招・介
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