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1996●常59号●
．巻 頭 言

会長 高山英華 2

新春挨拶

建設大臣 森 善朗 4

年頭所感
「アーニス」完成

トピックス
L

登別市中央町4丁目地区第一種市街地再開発事業

株式会社アーレックス 杯 秀樹 6

「GAZA」オープン
豊田市駅東地区第一種市衝地再開発事業
財団法人豊田市都心整備公社 川澄健一 8

建築物の耐震改修の促進に関する法律につ‖了

再開発情報

建設省住宅局建築指導課TO

市街地再開発事業進捗状況一覧
「グリーンペル2T」
沼田市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 横山実生20

新香対談

埠ご集

「安全ぞ住みよ‖こころ豊かなまちブくりを
目指して」一 会長 高山英華／兵庫県知事 貝原俊屈28
阪神・淡路大震災塀地からの報告
阪神・淡路大震災支援本部 専門相談員 山田耕二58
【連載第58回】わがまちの街づくり

世田谷区からの報告
世田谷区都市開発室長 岡沢充雄44
【連載第56回】再開発コーデイネ←夕一講座

不況下ぞの都市再開発第2回
明海大学不動産学部長 石原舜介52
l

わたしと私

企業組合針谷建築事務所 中村 衛56

東西南北
‡￣

図・書・招・介
沖村陽一76

【タッチ】第57回

News＆（n†bmatfon

平成7年度再開発プランナー試験間暦
一贋知識及び守門知識
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1996年5月15日発行 第61号

（隔月刊）

＋

「変革期における紆てブくクJ
社団法人日本ビルヂンク協会連合会会長 高木丈太郎 2
「七尾新藤にパハリア」超埜
七尾駅前第「地区第一摩市街地再願発事業
株式会社アール・アイ・エー金沢支社 木島一宣 4

「ヴュル・ノール布慮ノ誕生

布施駅北口第一地区第一産市街地再開発事業

株式会社

ーチーコンヴルタンツ 土＃ 鳳／β

「グランデュオ五β帝都瀞」完成
五日市駅北口地区第一摩市街地再開発事業
株式会＃アール・アイ・ユー大原支＃ 奥村謄− β

「プラタ杉田J

杉田駅東口地区第一摩市街地再開発事業

株式会社

シグマ建築企画 山田贋文Jβ

再原発この一年 座炭会月上汐5年を顧みて」−Jβ

虜会の事業活動等についてのアンケ

ート粛査鮭果

34
J耕運裁夢J回J再屏発実務あれこれ

「全貞同意であれば何でもで

きるア」
再徴発実務研究会3β

J連載夢甜回Jわがまちの好づくり

長野好からの却昔
長野市都市原発都市街地整備局 南〉貫紺−44
5〃

屠西南北

原本潔朗

Jタッチノ弟59回

財団法人日本不動蜜研究所 河野虞β2
わたしと彪＋

・書・席上介

囲
β4

ββ

♪砧耶＆九鬼Ⅷ8日oJl

乃
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「会屑に威圧LてJ
社団法人再開発コーディネーター協会孟宗 伊紆 粛 g

「札頗スカイタワーJ完成
蔚顔中座業昔東側痙誘」腰市街他市筒渾畢巽

東周ほく亡んブラニニノダセニ′ター耕式会社
漂帯照一、田宮暦− ヰ

Ⅲ訂

「サン任割オープン
住吉β密街区第一暦市街地闇若君欝
牒武豊憩アール・アイ・エーカ州貢挫 大腰樹剋 β

辞衛塘市原発車罪避捗状況一屠
「小辟辞自邸旭区＿／

小渚市白男育地区弟￣一席市街楷再開発賓著
脇同鱈合都市吉葺計磨苫・眉唾間眉＝同

平成β年J灘2何題常厨会ノ
腰鼎桑
発揮安男■者粛介

牌讃倉「抒原発畢菜の新た密フレームを求めてJ
粛碧研究委胃会射

JタッチJ君軌コ厨

屠場正哲d7

囲将身柑J何Jわが富ちの貯ヴく申

町田静からの揮曹
町宙市市街健脚 耕 昏行4β
相場鼎g何J再帰虎男冴あ九こ叔

「甜茸ず臓ばどこへいくのかJ
再開発寿訝研究会岳す

わたLと戯
牒武舎社郡市マネジメントき講郵肝荒肝 遁醇 層樹甜
囲・粛・臍・舟

庁g

粛西原北

尉

脾w占鹿一血丘打Ⅵ拍f血刀

β4

席凝廊厨

タロ
胃需発コーディネーター1弼●射さ2骨 1

ー

再開発コーデイネTタ
社団法人日本住宅協会会長 名＃正夫 2
「公・営住宅法の改正と再原発J

「ラビオイ、教」顔埋

一暦市街地再開発事業
株式会社タカハ都市習字研究所＝ 眉井鉱実 4

「三高駅東地区再原発ビル」完成
三高駅東地区第一産市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・エー名古屋支￣社 本川一躍 β

「子男センシティJ
干葉新町地区、干葉新町第二地区第一産市街地再開発事業
株式会社タカノし都市科学研究所 西田邦夫 β

再原発事業への定期借地膵の導入のす鹿任に
ついて（中間＃告ノ
再常発定朝窟地膚研究会J4

JタッチJ第6ト回

J連載弟彪回ノわがまちの街づくり

中村摩俊ガ

感固辞からの＃芹

盛周市館芳摘発企画課長 中村和夫2β
J連載夢3回ノ再原発劣者あれこれ

「再ノ静発事業における借家人対応についてJ
再常発実務研究会32

わたLと戯
＋

社団法人再常発コーディネーター協会腰間 小倉偉冶3β

東西粛北
囲・音・蔚・介
♪わⅣざ＆血丘）r皿8日on

農兵顔忍
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1996年11月15日発行 案64胃（隔月刊）

「これからの再一野発 これからの虜会ノ
社団法人 再殿発コーディネーター協会 副会長 近藤正一 2
「パルロード赤軋完成

⁝博⁝

罵へ

赤羽駅西口地区第「摩市街地再願発事業（第∬期ノ

都市再開発株式会社 吉崎 賞 4

串黒弱盤根

「リリオ」完成
貞有断簡′コ地区第一産市街地再滞発事業
住宅・都市整錯公団 東京支社烏有駅南口再静芳書務所

細山 卓β

辞街地再原発事業遜捗状況一度
「ベイスクエアよこすかJ
汐入併願地区・汐入新前第2地区第一市街地再開発事業

住宅・都市整備公団厨東支社・横須賢市街地整備事務所
石＃秀雄Jβ

住宅・都市整備公団の再併発への祝戯み
住宅・都市整備公団再願発・改善部 特定市街地再常発課長
岡田摩臣 倣24
J連載弟63回ノわがまちの好一ブくり

西都好からの＃告
西都市商工露光諜 商工振興係長 吉野私人4β
J題裁弟4回J再併発実務あれこれ

「再ノ静発事業の題超禰償について」
再原発実務研究会54

わたしと粛

協同潜合都市設計連合 虞田剤夢β〃

東西席北
囲・書・詔・介

Jタッチノ第6a回

大頗 署6β

∧七Ⅳ5＆血丘）ma〟01l

平成β年度再原発プランナー試験合超者一畳一打
廃業虜記
胃胃発コーディネーター1996●第64号

コーデイネTタ
新容顔拶

一

会長 伊藤腰 2
塵設大宮 卓＃静香 4

年虜所感

「日本膚潜崎ビル・β本膚潜崎シティノ、イブ」完成
箱崎地区第一暦市街地再開発事業

株式会社不動産砦定コンサルティンク 佐甜利 β

「センターまちや再原発ビル」完成
町屋駅前中央地区第一産市街地再開発事業
株式会社日本設計 濃蘭征芳J〝

「ECO屈肌1JJ完成
猫土工駅北口第7地区第一膚市街地再開発事業
株式会社タカノし都市科学研究所 松本好史J2
「アス西早廊田」

西宇宿田地区第一産市街地再開発事業
株式会社アイテック計画 太田滋幸J4
新春対顔「これからのまち〉ブくりJ
財団法人東京都歴史文化財団 腰賃長金平輝子

∴

／／／／会長 伊藤 滋2〝

J遭載第朗回Jわがまちの紆づくり

渋谷区からの却苦

渋谷区都市整錯部都市再開発言葉長 秋葉芽敏32

仙台市都市再願発課長 伊藤 屠40
わたしと彪

J遷都第百回J

再原発劣務あれこれ

康膚南北
「樫卿変顔計画書に膠する諸問題」一再殿発実務研究会42

47
Jタッチノ第63回

過甜裕朗

囲・舌・蔚・介

β2

♪わⅣ5＆血血r皿∂打0月

β4

平成β年度再原発プランナー試炭何題卜殿知識及び専門知劇乃

廊柴後記
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「静粛再屏発の新たを展鳳／
屠設省都市局長 木下博夫 2
「アルコットニ俣／／／」完成
二俣／／修得出コ地区第一膚市街地再開発事業

株式会社不動産鑑定コンケルティンク 佐藤撰堺／4

「ヴュルミ＿尤辟山都瀞」塵埋
大雄山新前地区第一産市街地再開発事業
株式会社ヱイデイデイ計画研究所 小林清適 β

「プリメール御岳」完成
墨田区債／／／五丁苫地区第一産市街地再ノ常芳書業

株式会社都市建築研究所 干葉蓑胤Jβ

平成9年度再併発厨係予算殿要
ヾ︑∴﹂．予

有紆地再周桑事業進捗状況一畳
「田町センタービル」
田町新前西口地区第一産市街地再常芳書業
中野再常発コンウルタンツ株式会社 中野俊夢3β

∴∵∴

座J誇会「自粛型再併発研究J

謂蒼研究委責会3β

J連載弟郎回ノわがまちの紡づくり

腐膚区からの却告
康信区再願発課長 宮地厘彦5β
J連載弟β回ノ再屏発実務あれこれ

「共何ビル方式の膵刹変顔の諮問劇一再殿発実務研究会彪
わたしと彪

三菱地所株式会社 斉木幹男ββ

鹿西庸北

Jタッチノ努朗厨

保坂文彦乃

囲・書・厨・介

再屏発コーディネーター廊月次
平成β年度発行分〔夢別号〜弟ββ号ノ

平成β年度再原発プランナー真皮試靡周題一

血m血
ニ

ニ、・∴裏鉱虐記 予、Jヾ1
、ぐ、こ

胃円舞コーディネーター1997●第66号
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ー

「住宅・都市整備公団と再併発J
社団法人再開発コーディネーター脇会副会長 虐茂原明 2

「府中フォレストサイドウオーク」完成
府中新傍Jコ第二地区第一摩市街地再原発事業
株式会社タカハ都市科学研究所＝ 腰＃克■己 4

「シャンテノ／／軋完成
小花新町地区第一産市街地再開発事業
株式会社赤松菅野建築讃封書務所 野付裕二 β

「アプリ甲東ノ完成
早東園駅前地区優良建築物等整席亭業
株式会社ユーデーコングルタンツ 山口信− β

平成夕年度潔新事業苛一度

J〃

ニナー世紀を展望し、産済＃会の変化に対応
した新たを塵築行政の在り方に膠する答申

崖築
審議会J2

「ポルテ金沢J

金沢駅前第

一地区第一膚市街地再開発事業
株式会社松田平田 君田扁脛7Jタ

再併発このJ年 座誘会月99β年を顧みてノ−2β
J連載弟甜団Jわがまちの紆づくク

掛／JJ好からの蔀苦

摩周禦劇川市都市建設部市j敷地整備課前企画借穿係長
．

内田定男4〃

J達哉弟7固J再併発克彦あれこれ

／「共有床についてJ

株式会＃フジタ 小泉紺54

わたしと忍
東西粛北
J好運裁J

再激発実務祈究会4β

5β

再原発に

ひとこと

弁譜士 坂村幸平β〃
府草野包朗

Jタッチノ第65回

β2

囲■昏■蔚・介

尉

1わ耶＆血血ma亡fo爪
腐柴炭厨

ββ

再開発コーディネーター19卯●第67号

コーデイネ「ター
／￣潜在のまちてブくクと再屏発J
長崎紹′こl大学数好 一蓄ケ腰廟守：2

「与野駅西口藤和地区ノ完成

与野駅西口

再開発事業

画讃厨■ 召／／／

磨こ 4

「宇都宮葡生存屏発ビル」誕生
宇都宮招宴地区第■一摩市街地再開発事業

株式会社ユイディディ

計画研究所 望月宣典 β

「大型願事場ノ完成
富山駅北・奥田新町地区第一摩市街地再原発事業

株式会社 和

好 石川 ■ β

㈱ 辞紆遡再屏発事発進捗蹴一度
「小倉そごうビルJ

川

北九州市

・小農新前東地区第■一産市街地犀簡発事業

株式会社都市閻経営研究所 斉藤 虐Jβ

平成9年「昇J3回題辞藤倉J

封

腰劇会

gβ

42
J連載都7回Jわがまちの紆づくク
表彰受昔者粛介

那覇好からの＃芳

郎貯市部市計画部都市再殿芳課長 松田 好44
J連載弟β回ノ再原発劣虜あれこれ

「再棚倉の定款についてノ−

わたしと彪
J連載弟2固J

再滞発実務研究会5〃

株式会社都市計画同人 栗原進56
粛

再原発にひ

弁慶士坂村孝平β5

とこと
囲・善・蔚・介

ββ
平澤春樹甜

JタッチJ第66回

♪砧Ⅳ5＆血血m8

7け
日o月

腐弟炭記

〃
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1997年9月15日発行 第69胃（隔月刊）

「静粛の中の新しいアートJ
−アー トフロントギャラリー 代表抑 北ノ〃プラム 2
「伽台パークビルヂングソ完成

国分町三丁旨第一地区
株式会社アイテック計画 玉田節雄 4

「生まれ変わる中野坂上J

中野坂上本町二丁目地区第一膚市

街地再原発事業
株式会社都市訂卵人 轍原利府 β

「メロード吹田」完成
JR吹田駅北口地区第一産市街地再開発事業

株式会社谷渾紆

合鑑定所 仲肥照靡 β

「アルザ兵＿大津J

●￣
燕酔据甑澤
、．′．

株式会社環境

屏発研究所 仲川邦俊J〃

の脛
庇幸市新都市殿発推進部新都市殿乾課
∵・・∴ビ

・、・、

．苦言≡∴．と砕こトこ■t 、・∴÷．叛
．ヽ1．

J遊戯那刷再併発実務あれこれ

．Jl ご＝ ■− し∴l′，＼1▲・ ・1、・ −ハ・r・・＼■ぺ
中野坂上本町7丁目地区市街地再願発潜合 前田寛治44

再開発コーディネーター19卯●第69号

コーデイネTター
1997年11月15日発行 第70号（隔月刊）

「タウンマネージメントの思想と展屏J
多摩大学教好 望月眉毘夢 2

「新顔刀3街区再併発ビル」完成
新湯新原∠コ第四地区ロ3街区第一産市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・エー東京支￣卍 朽木 思 4

「スウィングノ完成
武蔵境配船コ地区第一産市街地再願発事業

株式会社日本讃計 小顔敏夫 β

「サウスポソト静周ノ完成
摩周駅南口廣一地区第■「暦市街地再殿発事業
模式会社都市ぶろ計画事務所 小原 満 β

「アピカ西脇」完成
西脇中央地区第一産市街地再開発事業
協同虐合都市設計連合 宮田手乗りβ
．

車⁚・⁝
第責

．

十

∴

平成Jβ年度再膠発厨擁予算要求頗安値粋ノJ2
「ポルクス堺J
堺駅西口地区第一産市街地再開発事業
株式会社ユーデーコンヴルタンツ 森沢躇Jβ
「東京オペラシティプロジェクトの戯要」
株式会社都市計画設計肝究屏 〃虜善夫24
「再原発と靡車場∬」一朗場からの抒昏−

「中心辞鋳：彪の活性化を考える」第J回
J遭裁夢β9回ノわがまちの街・ブくり

贋本好からの＃告
厳木市部市整∠撮局熊本駅／罫辺整備部願芳書業諜

課長補佐 高田 晋62
J連載屏Jβ回ノ再併発実務あれこれ

「初劫期における実務処理の寛辟り
再殿発実務折究会ββ

わたしと粛

株式会社シオ・アカマツ 赤松貞一74

東西席北

JタッチJ第6β回

宮木秀雄β4

J題戯男■4回J

再併発にひとこと

弁窟士 坂村幸平β5

囲・書・蔚・介

脱Ⅳ5＆血丘）ma〟oJl

平成9年度再原発プランナー試廃合彪者一度¶92
廃業後記
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株式会社不動産鑑定コンサルティンク 佐腰勝利 β

／ソt王子スクエアビルノ完成
ノし王子駅北口地区第一摩市街地再開発事業
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株式会社爺軍岩手合鑑定所 仲肥照膀Jβ
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「ナティ」題些

■

＿上±町・虐横町地区第一産市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・ユー東京支社 ＃藤推晶J2

．し
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「アントレいこまノ完成

■

・ヽ−＼しL

中野遡再原発事業進捗状況一畳
ン ヨ ツ バ ル

l

〃OPPAJ」
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弘前駅前地区第一産市街地再開発事業
︑

株式会社番了教東京支社 屠山 ノ若22

新春対顔「これからのまちづてりJ
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豊艶斬新北口第一地区第一産市街地再開事業
牒式会社谷ブ軍紆合鑑定所 腰旨J4

踵卓農耕者 膚原￣ 拓／／／／会長 伊藤 滋3β
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「中心有街遡の活性化を考える」弟2回＋
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鹿児島市窟設局都市計画部 都市再殿発課長 成下芳村42
J遭裁第JJ何J再併発実務あれこれ

「初劇期における実務処産の真贋∬」
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「美しい待避易をり
東京大学名誉教好 芦原弄信 2

「ステイシア高崎」完成
高崎駅西口贈釘西地区第一産市街地再開発事業
株式会社創造社 前田保孝 4
「人周ショ∵ツビングプラザ・サイオス豊周パークビル」
豊周第一北地区第■一存市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・ヱ「東京支社 永澤明彦 β

「リファーレ」完成
金沢駅武蔵北地区第五ユ区第一摩市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・エー東京支社 米沢佳人 β

小津藁叫⁝

予告㌔ゴ

平成畑年度再併発厨店子算等の鹿穿
好街地再原発事業題捗状況一畳
「をかのサンクオーレJ
中野四丁目東地区第一産市街地再原発事業
株式会社アール・アイ・エー東北支社．野犬保洋2β

狸 座談会頂輝等監急時にお ナる再併発コーディネーター
題会の文題宿効のあり方に膠する座談会J
調書研究委買会32

イネ￣タ￣船の
虐讃省住宅局住宅脚産霹専門官 座脚54
J連載夢〃回Jわがまちの好づくり
−士静粛からの却昔

土浦市原発椰課 事業推進係長 金子茂正55

「中心辞待避の店任化を着える」夢3回
J連載夢J2回J再原発男顔あれこれ
偶滞発車君における幸彦局の段割とコーディネーターJ
再滞発実務研究会β4

わたしと戯一株式会社都市整備プランニンク 庄吉倫平和
射J町J凱此
J達哉夢β回J

再屏発にひとこと

弁彦土 成裾7幸平乃

囲・昏■粛・介

脱Ⅵ唱＆血ゐma存oJl

JタッチJ第70回

中村 倍β4

廃業慶記
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1998年5月15日発行第73胃（隔月刊）

「まちづてクの＿主役ば女性」

ジャーナリスト 森野美原 2

「ノクティ」オープン
膚口駅北口地区第一産布教地再殿発事業
株式会社アール・アイ・ユー榛東支社 山口資更 4

「エルガーラ」完成

︑

り小黒心．心＼丹

天神地区第■一層市街地再殿発事業
株式会社谷澤紆合題居所九州支所 田代摩虜 β

「ツインタワー住軋

ヽJ∵♪
一：．り

一r㌧ノ

ヾてハユヽゝ

りハト恒∴．1

住吉・毛利地区第一摩市街地再開発事業
株式会社都市建築研究所 票田征二 β

＼

バ

︑⁚︑．

ヾ

再膠発このJ年 座談会月997年を顧みてノ＿J4

ヽ

「中心辞街彪の瘡佳化を着える」夢4固
ノソティンガム辞のタウン・センター・マネージメントについて
株式会社タカノし都市科学研究所 古ノ／備史ガ

米国のタウンマネージメント
株式会社UG都市建築．鈴木崇芽35
中心前衛他店任化タウンマネージャーの派遣尉度について−4β
／遭戯第乃回ノわがまちの紆づくり

浦舟好からの顛告
席軒市都市整備部都市整備課主幹兼課長衛佐 斎藤庄次42
J連載第7回J

再屏発にひとこと
社団法人再願発コーディネーター協会啓穿．北村吉−47
J遷都弟J3回J再原発実務あれこれ

／「俸刹変顔粂件の約束（超示ノについてJ
再殿発実務研究会4β

わたしと彪

●

十
＝詳

ll
・
︐

購．

＼

l−ヽ︑︑ヽ−㌧∵

︑．Jべト㌧㍉⁚︑叶

＼−
．ヽヽ︑ ト

：、≡

キ宗吾⁚
二王

琵芯；歳事
、ナj

︑二・ご

；

‡

．、、、
． L・、こ、＼一■＼t・．．

璧・∴

︑

∴

−：

−

∴

︑ Jに
∴こ：︑︑︑

亘∴

協同宿合都市設計虐合 席題膵−54

東西南北 再常発だより

5β
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高山男華基金寄付者一度

7け

JタッチJ第77回一屠設省都市局区画監理課加藤永乃
廃業彦記
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1998年7月15日発行 第74胃（隔月刊）

個人の意欲やカ、夢の劣るまちてブくクをJJ
株式会社ケーピー代表抑 森下慶子：2

「グランパーク」オープン
甲府国母南地区第■一摩市街地再原発事業
株式会社都市環境研究所 高山 虐￣ 4

「パニエ」完成
磁口町β丁目地区第一産市街地再凝芳書業
株式会社アール・アイ・エー神戸支社 屠蘇彰屋 β

辞街遡再屏発事業進捗状況一度
〃JJ櫛静タワー・リバークJ
ノ／／錯節北／コ地区第■7街区第一産市街地再開発事業

等

株式会社アール・アイ・ユー債東支社 中田伸一J5

平成川年慨4回題常総会」
腰虜会
表彰受賞者彪介
「中心有待避の活性化を考えるノ界吉回

申心有紆地膚任化と遡方静粛に内在する原題点
株式会＃アール・アイ・エー 村田秀夢4β
J連載夢乃回Jわがまちの好づてク

北区からの＃苫
北区都市整備部都市計画課長 長周章礎4β
J連載弟J4回J再辟秀男彦あれこれ

「行成と鹿合魔行再併発J
再開発実務≠肝究会54

投裔「フランスの元克を遡方都市ノ
ー財団法人虎周㈲市開発紡彗頗膚都市研究センター 票田言責ββ
J連載粛β回J

再原発にひとこと
株式会社都市借即宮研究所 藤田邦野β5
わたしと戯＋

株式会＃プラン・ネクスト 藤山三冬ββ

ββ

東西南北 Qの会好芳一
再願発だより
レマン92「β年目の集い．■膚＃鼠／

7P
72

囲・書■廟巨介

乃

脱Ⅳざ＆血血m8日oJl

76

JタッチJ君72回−ランドブレイン株式会社折田荷作β〃

凝集虜記
胃■発コーディネーター1998●第74号

鞘横罫コーデイ車空
「土地対農についてJ

−社団法人再開発コー

ディネーター協会副会長 脇付典夫 2

「ヰテ

ネ」完成
株式会社アーレックス 月招滞弘 4

手抑・4物区第一膚市街地再開発事業

／￣長野駅前ウエストブラザビル」完

長野駅前月−2地区第■一膚市街地再願芳書業

成

木戸恒男・松本敏夫 β

一株式会＃再常男計画技師

／￣北長野駅藤引地区再併発事業ノ完成
北長野駅前β7地区第一暦市街地再常発事業

再願芳システム株

式会社 席＃ 亘 β
「ツインタワー広靡〃J・春原＿／
潤一丁目西地区第一産市街地再原発事業

株式会＃山下鮒比定牡 鹿f五大邸Jβ
働をとクいれたまちづくク裁許＿／を題案−Jβ

「中心辞街彪の店陛化を着える」夢

β回

申心有紆彪の店任化に扁戯し
再屏発草餅

ナデイアパークの原発とその顔の周辺事情
模式会社地朗醇築研究所 屠尉和好ガ
／連載農夕刷

再屏発にひとこと

株式会＃都市閻宙経営研究屏 康田う明野35

J遵戯粛〃回Jわがまちの街づくク 密江好からの蔀告 」批正市部 費厨部中
J連載夢J5回J再原発実務あれこれ

心市幹也曹館長 題部 伊3β

「事業資金の粛遭について」

再常発案冴研究会4〃

わたしと彪

株式会社願計画事務所鹿夢和弘4β
亜

東西南北 平成70年虐待別シンポジウム綬告

海外だより
再常発だより
再願発コーディネーター養成歳堕を鮎←−β3

52
57
β〃

囲■音・蔚・介
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JタッチJ第73回−MHS／／株式会社剋田平田ノ勅勘削ぎ〃

編集俊訂
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コーデイネTター
1998年11月15日発行 第76号（隔月刊）

「また訝れたいまちJ
社団法人日本青年会議所7998年度会厨 新田ハ朗 2

「リピエール栄町ノ靡些
ノ川コ第5工区北第一膚市街地再願発事業

株式会社アイテック謂 赤冴 泉 4
「アイティ」完成
豊新第7地区第一摩市街地開発事業
協同盾合都市設計虐合 長周 茂 β

「エスプラッツ」完成
佐貫中央第7地区第一産市街地再開発事業

株式会社三葛歳計事務所 三島訂一 β
／￣紫／几序鰐ビル」オープン
紫ソ／席借地区第一産市街地再開発事業

株式会社都市聯営研究所 有産 浩J〃

竜洋塁苦

平成川年Jβ月の厨急住宅対岸における「住宅金顧公庫ノの
再原発における励資御慶の拡寿について

辞街遡再併発事業進捗状況一畳
「ヴュル■ノール布慮J
布頗駅北口第一地区第一産市街地再開発事業
株式会社ユーデーコンサルタンツ 土＃ 閻22
．ニ・：ミ≡

弟J回析虎参加のまちてブくり

「市民参加と再ノ野発についてJ
会藷委貞会 藤山三冬J猶
住宅・都市磨備公団土地有効利用事業推避の顧慮みについて
住宅・都市整備公団待命憲芽役付謂査役 鈴木甜3β

再併発プランナー法定化についで
J連載弟乃固ノわがまちの好づくり

大津好からの抒告
大津市都市計画郡市街地勢最深長 森年初轟44
J連載弟Jβ回ノ再併発秀彦あれこれ

「工事完ア等に伴う子鹿きについてJ
再開発美原研究会4β

わたLと粛

麒谷正黄54

村仲J軋此
／遵朝倉相国J

再原発にひとこと
株式会社都市闇経営研究所 原田邦贋■62

JタッチJ第74回

安田信託康行 為国書冶β3

囲・書・府・介

♪砧Ⅳざ＆血ゐma〟0月

平成川年度再屏発プランナー試廃合勝者一度−β9
廊柴後記
胃R発コーディネーター1998●第76号
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開発′コーデイ夜空
大阪市立大学生活科学部助教厚 顔田 忍 2
「まちづくり屋台村とエコマネーJ

「めむろ−とり完成

芽室新前地区第一産市街地再禰莞事業

株式会社

アーレックス 絡枕澤− 4

「リリオ」完成
中釘粛空地区第一摩市街地再開発事業
株式会社アール・アイ■エー 本川一躍 β
「刀？奈良新藤再屏発粛Jビル」完成
JR奈哀新原辺地区〔第7j翫区）第一摩市街地再願芳書業
脇同船合都市訝計連合 勝野葬夫＝ β

平成〃年度再原発即席予算等の厳君

Jけ

前徳＝地再即発事業進捗状況一昔

20

「【／ガA⊥A けララノJ

土浦駅前地区第一産市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・ユー東京支社．矢野 学2β

「震災等厨急時における
の文題店劫のあり方に関する座誘会∬磯原り

3J

「静粛の宗麟保全二日本ではをぜ再原発との両立
が囲瀞をのかアJ
明海大字不動産学部教好 ＃上 宿49
J連載蔚77団ノわがまちの紆づくり

人間面からの＃告

一㍉ん闇市区画整野部豊周第一沿道区画整督事務所 杉田 清54
J連載夢Jβ回ノ抒併発実務あれこれ

「身近を問題ご一周一答J

再殿柳究会朗

財団法人日本不動産研究所 石田 武ββ

わたしと彪＋
ロの会密告
海外だより

7り

乃

／￣子どもを対褒とする美挽狩な京ちブ＜り学資方法

を考ズるワークショッフノ参加＃告

7尋

し．

探

宣下昔

．工∴←′王−ニ」 ・￣：・ナ㌻・ブ こ J：こ‥1 こ≡1： 二1項「t†∴■rミー圭」図・晋・彪r・介

−t■・

卜

式会社都市長瀞苦節究屏 藤田邦厨76

■−

乃

再開発＝トデイネ一夕ー19錮●第78号

コーデイ車空
働併発の必要性」
千葉大学濃厚学部教汐 見山菜有 2

価セントラルプラザソ完成
棍駅東口∈街区第一地区第一膚市街地再開発事業
株式会社／．ルA．新建築研究所 荷票雅ち7 4

「甲府中央4E地区」オープン
甲府中央4E地区第一産市街地再開発事業
襟式会社野市照庸研究席＝ 層址／雇F β

「アルネ・津山」オープン
岸山市中央街区第■一産市街地再開発事業
協同密会都市設計連合 小原摩− β

静粛屏労資金の貸付けに膠する法伊等の一部を

改正する法伊

川

ラクト

／￣克ACTO山科」のまちびらきを迎えて
山科新前地区第一産市街地再原発事業
京都市費殿局部市野借方拠点雷席課24

厨窟「ヘドニツクアプローチによる前節地再原発
事業の費厨便益分析＿／一

束京工業大学数好．肥鱈野穿3β

J遭裁夢指図ノわがまちの好づくク

必静粛からの却昔

弘前市企画部企画課 腰田猟人3β

J連載男■J9固ノ再原発実務あれこれ

「管朋約と管朝倉についてノー再殿発実務研究会封
わたしと彪
株式会社澤田計画責務所
東西粛北第6回技術研究会躇告

J連載弟J3回J

小野寺仁5〃

52

ロの会邸告
ノ防災まちブ＜り教育ワークショップ顛吉＋

59

再閻だより

β2

慮外だより

朗

5β

再屏発にひ

とこと

束京工業大学教授 深海摩恒ββ

囲・舌・蔚・介
Jタッチノ第77回−1財団法人日本不動産研究所小林信実β7

ββ

♪わⅣざ＆血ゐma〟0月

7P

廃業炭忍

乃

再開発コーディネーター19錮●第79号

ⅣPO法で「まちてブくりノの仕事は変わるか
日本NP（〕センター事務局長 山脚 2

「アクロスシティ中野坂上ノ完成
中野坂上中央−γ旨西地区第一産市街地再開発事業

株式会社／．ルA．新建築研究所 石松喜典 4
武政静和駅第2街区第一産市街地再開発事業

株式会社アイテック計画 赤好 泉 β
有紆地再原発事業進捗状況一度

β

／「多摩の玄原口立／J／灰の線路上空にグランデェオ

とサザンがオープンり
立川断簡口第一地区第一産市街地再開発事業

株式会社不動産鑑定コンクルティンク 山岸正志J4

Jg
32
34

平成J1年「軌5回題常賠会ノ

′津山市部市費訝邸 白＃一臣3β

どう廣り超えているかノ
再殿晃実務研究会44
三菱地所株式会社 糸屠一邸4β

粛啓南北dの会蔀告

5け

封
J諺

森畑ん株式会＃ 二似／／清59

東京工業大学顛揮 深海産恒β〃

62
朗
ββ

再開発コーディネーター19錮●第紬号

再開発コーデイネ丁夕二
盾J〟井草二先生こ二者去

J

／￣静己、朋＿／一棟式会社蹴栄産物代表倭腐倭礎長＝ 高圧7多嘉夫 2

「アプリ

＿打OGA」完成

古ブ可所産汀コ第一地区第一膚市街二勉再屍脛妻業
株式会社久瀬軌計」愚説／／居丈 イ
「ア ミ：戸イ・西ソ／／」オープン

周山市平和即づ番地屡讃一産市街地再開発事業
抹式会社都市全店脚 メ碧欠＃雅也 β

「ベルポール」完成

．．
尾道新属地区≠斧−j曹市街地聯事業

メ

−ニ．−

丁 二 ∴

「シーズ・ポート」扁瞥生

千代田釘

二二「目5音節地区第一屠市街地覗管事業
株式会＃不動産盛居コンクルティンク 佐藤勝禾／J〃

世界j野市√京劇の多彩を鋳：づ■くク手法御

願将兵をまとめてJ

J4

儲診2潮・虎ノ脚こついてノ
見斉≠動堅忍局珊芳部首業化担当言葉長 石川 遭J7
「江東二噛区j亨上野三野j計画と実1賂ノ伏戊りについて

東京都選炭局層儲肇却

一計摩扇巨長角田 勲、二担当係長高塚摩一、超当プ寮長宮／／／腰扶22
「ゆるやかをガイドラインJ

一大ヂ町■鬼のJ勺・有栗咽ノ才まちづてり

脚郡市計画局産築j瞥導蔀相葉長 佐藤敬造30
＋

J題裁第2

J何Jj亨閉発芽務あれこれ

／聯についてJ

再勝野研究会34

J連載j許J5何J
東京工業大手甥腰 湯ジ夢摩垣39
再周「発にひとこと＋

わたしと粛

千代田都市鑑定株式会社 土内岩紀4β

42

東西j有北男■2回技師研究会邸告
都市再照男ゼミナール常吉

4β

Qの会藷菖
痴列ノごよウ

54
57

再肝よク

∠諺
β〃

囲・音・1紆・介

Jタッチノ男7

9回

横式会＃フジタ 打田正邦β2
1対
β7

〃eⅣ5＆血血∫Ⅵ1a〟oJl

新顔記

宰′コーデイネTタ

ー

1999年11月15日発行 第82胃（隔月刊）

都直穿冴における「花押呑夢劇固着」脚気辟と実行
社団法人全日本土地区画整産土会会長 腰部輿四郎 2
「凡才ウイングソ完成
中央西第73・74地区第■一存市街地再開発事業

株式会社再撒発計画技術 吉元圭佑 4
「西都宿パークサイドタワー・西新宿三井ビルディングソ靡生
西新宿六了￣冒西第7地区第一産市街地再開発事業
株式会社不動産鑑定コンサルティンク 佐藤勝革／β

辞紆地再原発事業避捗状況一質
J草餅節介J

憫発と保全による庸含有紬の再生共何事業による再併発事業ノ

永田町二了￣日劇区再願発地区計画
扁水運讃株式会社 仙石思量Jβ

都辞基盤整備公団の設立
一座設ぎ住宅局都市碁盤整備公団監督官室 都市局都市政策課22
ナlヽ

「防炎をとりいれたまち−ブくり教育」の題案rその2ノ 25

題倖高山英華発生を好んで
東京Qの会「再原発探￠」
J連載靡如何ノわがまちの紆づくり
立／JJ好からの胡苫

ヱノ／／市部石彫発邸再願発課44

J連載弟Jβ何J

再原発にひとこと＋

東京工業大字教好 深海摩恒53

J連載弟22何ノ再併発男顔あれこれ

「住宅型再膠発事業の周蔵庶ノ ー再殿発案粛研究会54
わたしと粛＋

財団法人日本不動産研究所．飯田恭一β〝

東西南北 再願発だより
ノ毎舛だより
ロの会顛苫

JタッチJ第βロ回

東京都財務局 菊地秀之β9

囲・書・蔚・介

脱Ⅵ侶＆血血m8日oJl

平成JJ年度再原発プランナー試廟合腰者一度一乃
廃業後記
協会ホームページ http：／／WVVW．UrCa．Or．jp／
再開発コーディネーター1999●第82号
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2000年1月15日発行 第83号（隔月刊）

会長 伊藤 滋 2

新春疾拶

屠設大臣 中山正膠 4

年頗所感

∴

∴∵∵︑守∴㍉．︑t︑

「たいはっくる」藤生
長野新前第一地区第一産市街地再開発事業
株式会社欠米設計 粛落着弘 β

「ゲイルヌーブタワー瀞沢J
野沢四丁目地区第一膚市街地再開発事業
株式会社西洋」賢嬉殿発 金 緻浩 β

麿済新生対農による戯澄御慶改正のお知らせ
住宅金顧公庫Jβ

新春対顔乃J媒につを デるまちてブくりノ
ー社団法人不動産協会理事長 田中臍一助／／／芸長 伊藤 滋JJ
ぶ≠甑心≠

釈届冊皿撞湘ぷ
1
・
︑
︑

山肌証湖根粒・肌用洗無理刷

コーデイネTター

カ0の会からのリポート

「宿何ぼ元気ナウソアホントア」
J遭戯御J回ノわがまちの紆づくり

窟／J／区からの＃告
J避戯弟ガ団J再原発実務あれこれ

「再併発事業における登記ノ ー
わたしと粛一

再開発実務研究会3β

株式会社アール・アイ・エー 村田秀彦42

東西粛北署5回仔肺肝究会＃菖
Qの会＃告

再原発プランナー試験に合宿して
再願発だより
ノ毎舛だより

ll

h．・
∴

㌧

J連載男■J7J射

再屏発にひとこと

東京工業大学教好 深海摩恒57

囲・書・彪・介

∵

JタッチJ第8掴
東京都都市計画局多摩東部建築指導事務所．鈴木髪膚β〝

こ・︑・r

ⅣeⅣ5＆血ゐma正01l

平成〃年度再屏発プランナー試験問題
（学科試験忍び実臓

廃業俊忍
協会ホームページ http：／／www．urca．or．jp／
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荒／／／区街ブ＜り推進部再願芳書業諜 宇部山智幸29

コーデイネTター
2000年3月15日発行 第84号（隔月刊）

／￣凡才4月互gT7ⅣGATダ択5TU
地僻席公団 副紆裁 三井蘭書 2
「於憂慮クβ−2ビル」完成
松菱通りβ−2ブロック第一摩市街地再願発事業

廃粗方都市計画郡部市脚 加藤市之戯7 4
「エールエールA戯ノ完成

広鳥駅南口月ブロック第

一産市街地再願発事業
株式会社貰境願発研究所広二島事務所 森本伸倍 β

「中町再原発ビルノ完成
一 ヱ￣東北敢斬保洋儲曹淵β

轟端
部山中打算一地区第一産市街地再原発事業

蒜7こて訂

￣円／／茄地区・下川嵐東地区第一摩市街地再殿芳書業

株式会＃都市未来イ

l＜おか 中村明人JJ

平成J2年度再原発厨廊予算厳君
辞錯地再原発単票題捗状況一畳

Jβ
2β

「環虜に魔窟した再併発の課題と展望ノ

環頻発生と再原発

筑波大学教好 大村謙二邸32

：￣1

ニーl：i：−、、・∴・−、、∴■、、、‥・−い．．．∴・− ・・・■ −・
ヽl

．了J

再殿発だより

56
三＃不動産株式会＃ 虐僑正也ββ

．

●′

、√l

協会ホqムページ http：／／WWW．UrCa，Or．jp／
再開発＝トデイネ一夕ー 2000●第別号

蕪辞

亜測道岬甜叢甘い詔勅贈
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2000年5月15日発行 第85胃（隔月刊）

麒家と「まちてブくりJ
社団法人日本建築家協会 会長 付置成文 2
いぎない 「ツインクルJ37＆ラポール′東区役所藤ノ誕生

北73東7地区第一産市街地再滞発事業
株式会社アーレックス 廣谷雅剋 4

「ゲイータ空麒麟ケ丘」完成
空廣桜ケ丘駅南地区第一産市街地再開発事業
株式会社都市計画同人 栗原 進 β

「ピピアめふ」誕登
売布■神社駅前地区第二暦市街地再願発事業
株式会社コーデーコングルタンツ山口信一 β

座誘会／セJ陛彪に／利ナての静粛再併発ノ＋

J4

儲資産館の藤樹しを財源とした再併発マネジメンり
ミルクオー幸一市の¶F事業．■リパ」ウオーク・ピアーライン地区

居島・マーシャル・デザイン事務所津島腐生
パサージュ都市研究所 内藤英治3β
「まちてブくり」とⅣPO
特定ヲF営利活動法人 新小岩屠辺紆ブ＜り2ロ07年の会
荒木 清三邸3β

わたしと彪一一

株式会社竹中工務店 高貴彦太郎4β
2
4

東西南北 君7回技術研究会報告
Qの会邸告

再開発だより
虐列だより
J連載爵J9回J

再屏発にひとこと
慶應義塾大学教好 日蹴5β
Jタッチノ第83回一株式会社助成計画建築研究所屠蘇佑男59
囲・書・蔚・介

♪ねⅣ5＆血血ma〟oJl

協会ホTム′ヾ−−ジ http：／／www．urca．or．jp／
再開発コーディネーター 2000●第85号
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2000年7月15日発行 第86号（隔月刊）

「世界静粛・金沢＿／のまちづてり

・

漸踊柚岬帖咄鼎阿漕

栗付

君本

金沢市長 山出 保 2
／富山帝大手町地区ノ誕生
黒：産地帯大手町地区第一産市街地再開発事業
株式会社三四五経薬事務所 小山正弘 4

「エル・パセオノ完成
高ノ野市御旅屋西通り地区第一産市街地再開発事業
株式会社劇計画研究所 ノ／／口 宏 β

「新原遡β丁β東地区」完成
新野地β丁日東地区第一産市街地再殿発事芽
一條式会社C（〕M計画研究所 山本英夫 β

帝鋳地再原発事業進捗状況一度価2年鯛3柑弟劇−J〃
平成J2年「夢Jβ回避倉掛会J

表彰受賞者紛
腰顔会
／連載夢彪固Jわがまちの街づくク

祝手好からの蔀昏
靡幸市都市整錯部西口都市整備事務所 染谷岩雄39
J遭裁昇彷固J再原発寛務あれこれ

「都市計画決定に膠する子鹿きについてJ
再原発実務研究会44
J連載第2β固J

慶應義塾大学教好日刷5J

再屏発にひとこと一

わたしと彪

株式会社よかネット 糸束貞書52

東西南北 さいたま新教仁、シンポジウム＃告
第7回技術研究会＃吉

54
5β

再殿発た−より

β4

虐列だより

ββ

囲・書・彪・介

乃

Jタッチノ第朗画一株式会社都市雪原研究所近藤光綺乃
地方分膚膠屏法改正にかかる都和事併発法の改正新郎僻 詔

♪砧Ⅳざ＆血ゐm8日oJl
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「厨居辟感ノ

ー社団法人再開コーディネーター協会副会長近藤一彦 2

1

≠︹

リリり出直いぶ甘居い⁚

「本八幡キャピタルタワー」誕生
本ノし幡ロー7地区第⊥膚市街地再願芳書業

株式会社創造社 前田保孝 4

潤昔
︑いへい．h．リ
ト∴−り・．ヾ′

「サウスフロントタワー町田」完成
原町田四丁目地区第一産市街地再殿発事業
原町田四丁目地区市街地再開発潜合 木村摩之 β
「手ヤンセ」イ手ヤンセ靡卓場」完成
西鹿児島′駅東口6▲ 7〔フ番街区第■一層市街地再開発事業

叫⁚

株式会社ラウム計画設計研究所 藤田耕一 9
／￣北仙台節男■一地区夢一層市街地再屏発事業J
仙台市都市整備局都市再開発諸 子賞精一邸J2

∵十．ハ︑へ

対顔「再屏発で庇えるか不労塵厨券化J」
野村不動産株式会社 藤松 丘
ゴールドマン▲グックス証券会社 村山利栄Jβ

薄 鱒革弟2掴J再鱒琴要務あれこれ

「零紗棒御者対策についてノ ー

再願発実務研究会32

わたしと粛
社団法／八房殿発コーディネーター協会 佐藤啓二3β
慶療養塾大学割安 目端康雄4β

手玉モ玉ミミ
東西南北君3回技術研究会邸告
1・

ブィ一夕聖廣桜ケ丘裾察都合
米国都市再撒発事情調査団辞苦
再殿芳だより
，海外だより
＼ ヽ

昔

V ▲ヽ

畠

て．

Qの会＃苦

■

。囲・卦紗介

叶11＼

Jタッチノ第β5回一

協同宿合都市謀計連合 初相好ββ

♪ねⅣ5＆血丘）madoJl
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会長 例酵 滋 2

新春顔拶

国士交通大臣 扇■ 干景 4

年頗所感

「ツインモールプラザソ藤生
北上市本通り地区第一産市街地再開発事業
牒式会社都市計画同人 併原罰ノ厨 β

「ベルマージュ堺」完成
堺市駅前地区芳一産市街地再開発事業
株式会社願西都市整備センター 中西 学 β
新春対顔／セJ世紀に何βナた都心の紆てブくり」

・

丹

東京都郡部要 吉山 俊／／／去長 伊藤 威J〃

■▼

東京都都市計画冒給合計画部 遠藤正宏2J
J連載弟23固J

′

︑

▲
1L．﹁∵㌧．・﹁＼

︑
・

n

ベトト

慶應義塾大学教好 日腐康雄ガ

再原発にひとこと＋
J連載弟胡珂J再膵発実務あれこれ

／￣謄刹変換計画諾すと卿ナ渡し、工事の着手についこノ

．

． ・︑阜㌧・√J ∵
㌧
﹁Jし吊＼べ︑へ

uヾ

■−メ．一・・−︑一＼．1I

−「東京都の静粛計画の劇伸一

虜京が首指す2J世厨の都辞像について

再開発実務研究会2β

株式会社日産讃常 男岸俊彦32

∴

わたしと彪

東西南北 埼玉禦僻まちゴ＜りワークショップノ密告−34

端

F・■＼︑︐

︑

J

︑．．・ぺ︑l／

Qの会邸告

3β

再開発た■より

42

ノ毎舛だより

▲JJ

再殿発プランナー孟勝に倉荷して

4β

段 藤一

北イタリアの旧都静座家をめくちて＋

越谷正美4β

JタッチJ第β7回株云絵社脚市整備センター山鹿勝利5J
囲・書・府・介
♪わⅥ甥＆血羞）ma〟oJl

平成J2年度再併発プランナー試験周題
．1．ト＼↓∵

（学科孟旗邑及び実妨式敷）
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再開発コーデイネTク

ー

「まちてブくクと公庫戯腰J
住宅金厨公庫戯裁 望月■茸 2

働C北J2条ビル」完成

礼辟市北72西23地区第一摩市街地再開発事業

「プラッツ粛」

クス戸菓宣媚 4

株式会＃アーレッ

完成

裾師谷大蔵駅／有地区第一産市街地再開発事業
株式会社ア⊥ル・アイ・エー 石＃雅彦 β

辞紆地再屏発車業避捗状況一畳価2年㍑月3相成劇 −

β

J4

平成帯年度再原発厨店子男概要
「住宅金戯公庫のまちづく鋸こ対する戯資御慶についてJ
住宅金融公庫2J

丁寧槻介J 佗J世厨に輝くベイエリアの薪軌庶オル柑コノ、マ誕生J

新子安駅西地区第

一産市街地再開発事業
ルティンク ノ圏 革／祐■24
「神戸新鮮辞場の中心腰づくク新しい個性の誕生J

虜ノ／／中央周辺地区第「産市街地再開発事業

株式会社ジーコ一計
画研究所
「再屏発事業促避のためのあれこれ」

株式会

後藤祐介ガ

〜信託・足鼎借地脛の店用〜

牒式会＃再願発計画技師．木戸恒男34
J遊戯弟29回J再屏秀男務あれこれ
「来賓何者対応についてノ＋

わたしと威

再殿発責務研究会43
三菱地所株式会社 三武庫芳4β
5β

52
東西南北 海外だより

再謄賢だより

J連載弟24回J

再屏発にひとこと＋

慶磨義塾大学数好 日備康雄55
三好

囲・音・蔚・介
JタッチJ第β8回

空抑センター 中元三郎5β
♪わ耶＆血丘）∫Ⅶa亡わ刀

5夕

顔柴超克

6β
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再開発コーディネーター
2001N0．9l
2001年5月15日発行 第91号（隔月刊）

まちづくり

「都市開発プロジェクトの活性化に向けて」
日本政策投資銀行 総裁 小村 武

2

新しいまちがはじまる…

橋本駅北口地区第一種市街地再開発事業
有限会社中村茂都市計画事務所 中村 茂

平井駅南口地区都心共同住宅事業
株式会社アルファプランニンクシステム 戸辺和美
特 集

都心の再開発事業とディベロッパー一再開発、森ビルの取り組み

10

インタビュー 森ビル株式会社 代表取締役社長 森 稔
森ビル株式会社 専務取締役

山本和彦

再開発実務あれこれ（連載第30回）

26

「全員同意型から縦覧型への権利変換方式の変更について」
再開発実務研究会

30

海外だより 地域活性化「RegionalMarketing」幸陪1
株式会社都市構造研究センター 南部繁樹
まちかど通信「須坂市のまちおこし」再開発システム株式会社 高井 萱

32

再開矧こひとこと「春陽夢想」川西市再開発部 横島 毅

33

ねっとわーく「熊野フアン」株式会社都市問題経営研究所 村上顕生

34

Qの会報告 東京Qの会講演会「市街地再開発事業に係る税務について」
株式会社都市ぶろ計画事務所 伊藤泰明

35

NEWS＆lNFORMAT［ON

36
42

編集後記

本号より誌面をA4判化リニューアルいたしました。
新しい紙面に対するご意見、ご要望や、各地の再開発・
まちづくりの話題などの情朝をどしどしお寄せ下さい。

協会ホ．ムページ http：／／www．urca．0r．jp／

TEL：03−3437−0261 FAX：03−3432−8908

E−maiI：info＠urca．or．jp
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2001N0．92
2001年7月15日発行 第92号（隔月刊）

まちづくり
「市民力を育むまちづくり教育・学習」東京学芸大学教授 小貫紀美子

2

新しいまちがはじまる…

晴海一丁目地区第一種市街地再開発事業 株式会社日建設計 大村高広

4

「再開発専門技術者のあり方等についての有識者懇話会」議事概要

9

市街地再開発事業進捗状況一覧（平成13年3月31日現在）

14

特 集

座談会「再開発に聖域なき改革を」調査研究委昌会

20

再開発にひとこと

34
35

「再開発をすると街がなくなる」株式会社都市環境研究所土田 旭
密集市街地での小規模再開発コーディネーター業務に関するアンケート調査より
再開発実務あれこれ（連載第31回）

「事業進捗段階に合わせた合意形成について」再開発実務研究会

38

5毎外だより

4
4

英国都市再開発事情調査団 報告
「最近のマンチェスクーついて」GlON企画 祇園松寿郎

7
4

「マンチェスクーで感じたこと」株式会社アール・アイ・エー 中田伸一

︵XU
4 5

樹
繁

地域活性化「RegionalMarketing」幸陪2株式会社都市構造研究センター

南

「イギリスと日本の再開発」株式会社不動産鑑定コンサルティング 宮崎克彦

O

まちかど通信
部

「権利床を含む特定建築者制度について」株式会社アール・アイ・エー 竹内達也 52
「岡山市本町地区のまちづくり」株式会社都市生活研究所 津久井雅也

53

「なんとすばらしき再開発ワールド」株式会社都市ぶろ計画事務所 大谷昌夫

54

Qの会報告 関西Qの会講演会

「10〜3月の下半期報告／平成12年度総括」株式会社乗畑建築事務所 宮原賢二 55
投 稿

「TMOのNPO化について」NPO新小岩周辺街づくり2001年の会 荒木清三郎 61
平成13年「第17回通常総会報告」

fi6

表彰受賞者紹介

76

ねっとわーく「あおざめる00君」株式会社ミキシンク 池田陽子

77

NEWS＆lNFORMAT10N

78
82

編集後記
協会ホームページ
前号より誌面をA4判化リニューアルいたしました。新しい紙面に対するご意見、ご要
望や、各地の再開発・まちづくりの話題などの情朝をどしどしお寄せ下さい。
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2001年9月15日発行 第93胃（隔月刊）

まちづくり

「当協会の課題と展望」
社団法人再開発コーディネーター協会 副会長 伊丹 勝

2

新しいまちがはじまる…

弓木町4丁目地区第一種市街地再開発事業

Lt

株式会社アール・アイ・エー 暫藤彰良

再開発プランナーヘのアンケート実施結果の概要について

10

特 集

「晴海のまちづくり」晴海習ランド計画2001

13

インタビュー「晴海をよくする会」事務局長 落合唐人
中央区役所郡市整備部長

吉田不曇

再開発実務あれこれ（連載第32回）

「再開発組合の解散について」

30

再開発実務研究会

再開発にひとこと

35

「デフレ経済下の経済的視点と将来展望」
財団法人日本不動産研究所 飯田恭一
海外だより

地域活性化「RegionalMarketing」幸陪3

36

都市再生の新しい動向（l）「アーバン・リジェネレーション・カンパニー LiverpooIVision 」38

株式会社都市構造研究センター 南部繁樹
まちかど通信

「住民が作った地域活性化計画」
再開発システム株式会社 高井 萱

42

「集合住宅と病院及び社会福祉施設との合築の再開発事業の報告」43
福井市三の丸地区市街地再開発組合 高橋八州太郎

ねっとわーく「あれから6年、もう6年」株式会社梓設計 那須 浩

45

Qの会報告 東京Qの会「晴海アイランドートリトンスクエア」視察会報告

46

住友不動産株式会社 福田浩一−

NEWS＆INFORMAT10N

48
52

編集後記

協会ホームページ
91号より誌面をA4判化リニューアルいたしました。新しい紙面に対するご意見、ご要
望や、各地の再開発・まちづくりの話題などの情報をどしどしお寄せ下さい。
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まちづくり

「都市づくり雑感〜魅力ある都市とは〜」
社団法人日本不動産鑑定協会 会長 安曇哲郎
新しいまちがはじまる・・・

郡山市・郡山駅西口第一種市街地再開発事業

4

株式会社アール・アイ・エー東北支社 野久保洋 金原 信
市街地再開発事業進捗状況一覧（平成13年8月31日現在）

g

駐車場に関する「やむを得ない事情」の適用について

14

株式会社東京マネージメントコンサルティンク 嶋田靖彦

特 集
17

「これからの再開発事業を考える」
一関西再開発研究会メンバーとのシンポジウム一 関西再開発研究会
再開発にひとこと

37

「再開発」に想うこと 株式会社飯田善彦建築工房 飯田善彦
再開発実務あれこれ（連載第33回）

「施設建築物の段階施行について」再開発実務研究会

38

海夕曜より 地域活性化「RegionalMarketing」報告4

42

株式会社都市構造研究センター 南部繁樹

まちかど通信

「再開発地区計画に基づくまちづくり」
株式会社アール・アイ・エー神戸支社 上田伸二

「大手町四丁目1番地区」事業計画決定の報告
株式会社アール・アイ・エー広島支社 浅野和幸

Qの会報告 東北Qの会
47

「秋期見学研修会」開催報告 財団法人日本不動産研究所仙台支所 二谷一雄
ねっとわーく
「世界遺産の屋根葺きボランティア」三重大学工学部建築学科助教授 浅野 聡

48

平成13年度 再開発プランナー試験に合格して

49

書籍紹介

50

「日本のコモンとボンエルフ」

NEWS＆lNFORMAT10N
平成13年度再開発プランナー試験問題（学科試験及び実技試験）
編集後記

協会ホームページ
91号より誌面をA4判化リニューアルいたしました。新しい紙面に対するご意見、ご要
望や、各地の再開発・まちづくりの話題などの情報をどしどしお寄せ下さい。
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2002年1月15日発行 第95号（隔月刊）

まちづくり

新春挨拶 会 長

伊藤 滋

年頭所感 国土交通大臣 扇 干景
新しいまちがはじまる…

与野駅西口寿町地区第一種市街地再開発事業

6

株式会社アイテック計画 渕 和夫

特 集
新春対談「丸の内の再開発と都心活性化」
三菱地所株式会社 取締役社長 高木 茂／会長 伊藤 滋

21世紀のビジネスセンターへと変貌する丸の内

19

一丸の内再開発計画の全容紹介
≡菱地所株式会社 取締役 丸の内開発企画部 部長 長島俊夫
再開発にひとこと

抜本的な転換を迫られる「商業型再開発」手法

29

ジャーナリスト 森野美徳
再開発実務あれこれ（連載第34回）

「権利変換計画の変更について」再開発実務研究会

30

海タITeより 地域活性化「RegionalMarketing」幸陪5

35

株式会社都市構造研究センター 南部繁樹
まちかど通信

「長野県飯田市・伊那市のまちづくり計画」
再開発システム株式会社 高井 萱

「県都福井市の中心市街地の活性化に新たな流れが」
株式会社熊谷組 北陸支店 高橋八州太郎
ねっとわーく
「神秘的なきらめきを求めて……」財団法人名古屋都市センター 藤井由佳

41

再開発等の初動期等情報の掲載について

42

再開発関連情報

「都市再開発法施行令の一部を改正する政令案」について

45

NEWS＆lNFORMAT10N
編集後記
▲

91号より誌面をA4判化リニューアルいたしました。新しい紙面に対する完妄：三妄竜協会ホームページ http〟www．urca．or．jp／
望や、各地の再開発・まちづくりの話題などの情朝をどしどしお寄せ下さい。
TEL：03−3437−0261FAX：03−3432−8908 E−mail：info（寧urca．0（．jp（会報委員会宛）

再開発コーディネーター2002N0．9511

再開発コーディネーター
2002 N0．96
2002年3月15日発行 第96号（隔月刊）

まちづくり

大阪都市圏の再生を目指して 大阪府知事 太田房江
特別記事

藤田邦昭氏を偲ぶ

4

株式会社アール・アイ・エー 近藤正一／株式会社ジオ・アカマツ 赤松良一
新しいまちがはじまる‥・

北越谷駅東口A街区第一種市街地再開発事業

6

株式会社タカハ都市科学研究所 内田 忠
特 集

NPOとまちづくり

9

再開発実務あれこれ（連載第35回）

29

「参加組合員について」再開発実務研究会

投 稿
「再開発コーディネーター」の実像を求めて
株式会社都市問題経営研究所 有藤 浩

34

ねっとわーく

「少子化時代に対する独り言」

36

株式会社地域計画建築研究所 錮持干歩
まちかど通信

「大阪府における密集市街地整備の取り組みについて」
株式会社アール・アイ・エー 大阪支社 宇野勝久

「西荒神地区第一種市街地再開発事業」
株式会社アール・アイ・エー 広島支社 新熊まき子

海外だより 地域活性化「RegionalMarketing」報告6

41

株式会社都市構造研究センター 南部繁樹

市街地再開発事業進捗状況一覧（平成13年12月31日現在）
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54

特別記事 再開発プランナー試験

55
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再開発コーディネーター 2002N0．96

再開発コーディネーター
2002 N0．97
2002年5月15日発行 第97胃（隔月刊）

まちづくり

個の集合がまちを創る 滋賀県立大学 柴田いづみ

2

新しいまちがはじまる…

橋本駅北口C地区第一種市街地再開発事業

4

株式会社日建設計 長井健治

特 集
座談会マンション建替え円滑化法制定を控えて
−マンション建替えの現状とこれからの展望−

8

再開発実務あれこれ（連載第36回）

20

「施設建築物工事の発注について」再開発実務研究会
再開発にひとこと

26

「中性子爆弾被爆後の街」づくり？
流通経済大学 原田実生
ねっとわーく

「国際都市イスタンブールで見たこと、驚かされたこと」

27

−ボケ日本人の道中記一
戸田建設株式会社 羽石邦夫
まちかど通信

「まちづくり、活性化の取組み」
再開発システム株式会社 高井 亘

「北陸におけるまちづくりの現況」
株式会社熊谷組 高橋八州太郎
書籍紹介

「容積率媛和型都市計画論」

32

NEWS＆］NFORMAT10N

34

編集後記

40

≦91号より誌面をA4判化リニューアルいたしました。新しい紙面に対するご意見、ご要

協会ホームページ http：／／www．urca．0r．jp／

…望や、各地の再開発・まちづくりの話題などの情報をどしどしお寄せ下さい。
∃TEL：03−3437−0261FAX：03−3432−8908 E−mail：info＠urca．or，jp（会報委員会宛）

再開発コーディネーター 2002No．9711

再開発コーディネーター
2002 N0．98
2002年7月15日発行 第98号（隔月刊）

まちづくり

当協会の課題と展望

2

社団法人再開発コーディネーター協会副会長 横田武美
新しいまちがはじまる…

愛知県東海市・東海横須賀本町地区第一種市街地再開発事業

4

株式会社都市計画同人取締役 柳原利昭

特 集
インタビュー「住宅密集地区整備 短期推進の秘訣とは」

7

株式会社増田組工務店代表取締役社長 田村文男
再開発実務あれこれ（連載第37回）

13

「従前評価（概算）はどんな点に留意すべきか」再開発実務研究会
再開発にひとこと

18

「巨大再開発事業は都市を呑み込む」
株式会社都市総合計画 司波 寛
海外だより

19

「パタノスター・スクエア再開発」≡菱地所株式会社 海外事業部
ねっとわーく
「勇壮な山車祭りが残るまち」株式会社都市研究所スペーシア 村井亮治

22

まちかど通信

「阪神西宮駅南第一地区第一種市街地再開発事業」
株式会社アール・アイ・エー大阪支社 本川一雄

「岡山市駅元町地区第二種市街地再開発事業」
株式会社アール・アイ・エー広島支社 新熊まき子

市街地再開発事業進捗状況一覧（平成14年3月31日現在）

28

平成14年度「第18回通常総会報告」

34

表彰受賞者紹介

45
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協会ホームページ
91号より誌面をA4判化リニューアルいたしました。新しい紙面に対するご意見、ご要
望や、各地の再開発・まちづくりの話題などの情報をどしどしお寄せ下さい。
TEL：03−3437−0261FAX：03−3432−8908 E−mail：info＠urca．or．jp（会幸艮委員会宛）
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再開発コーディネーター 2002N0．98

再開発コーディネーター
2002 N0．99
2002年9月15日発行 第99胃（隔月刊）

まちづくり

時代の変化と都市づくり

2

住友商事株式会社代表取締役社長 同 素之
新しいまちがはじまる…

東五反田二丁目第1地区第一種市街地再開発事業

4

三井不動産株式会社 石川通美

特 集
「再開発会社施行制度」その概要と展望

8

21

「従前・従後評価と鑑定士の役割」中元三郎
再開発実務あれこれ（連載第38回）

22

「事業協力者について」再開発実務研究会
再開発にひとこと

26

「都市再生」を市街地東新の好機にすべき
明治大学政治経済学部教授 市川宏雄
ねつとわーく

27

「夏が来ると思い出すこと」財団法人日本不動産研究所 恒川雅至
まちかど通信

「個性的なまちづくりへ 宮城県仙台市」
株式会社アール・アイ・エー東北支社 金原 信

「まちづくり、活性化の取り組み」
再開発システム株式会社 高井 萱

投 稿

「NPO奮闘記」NPO新小岩周辺街づくり2001年の会 荒木清≡郎

32

書籍紹介

「なぜ日本の街はちぐはぐなのか」越谷正美

37

「再開発プランナー制度及び協会会員制度等の充実、改善について」

39
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協会ホームページ
91号より誌面をA4判化リニューアルいたしました。新しい紙面に対するご意見、ご要
望や、各地の再開発・まちづくりの話題などの情報をどしどしお寄せ下さい。
TEL：03−3437−0261FAX：03−3432−8908 E−mail：info＠urca．or．jp（会朝委員会宛）

http：〟www．urca．0r．jp／

再開発コーディネーター 2002No．991】

再開発コーディネーター
2002 N0．100
2002年11月15日発行 第100号（隔月刊）

まちづくり
「まちづくり・歩行空間の再考」
建築家 長谷川逸子

2

新しいまちがはじまる…

上目黒二丁目地区第一種市街地再開発事業

4

株式会社澤田計画事務所 藤澤和弘
再開発にひとこと

「2015年間題一首都圏を襲う不可避の構造変化」

7

日本政策投資銀行 藻谷浩介

特 集

会報『再開発コーディネーター』100号刊行に寄せて

畠

再開発実務あれこれ（連載第39回）
14

「保留床処分方策について」再開発実務研究会
ねっとわーく

「世界で唯一独自の地域通貨WIR」株式会社都市環境研究所 五十子 修

22

まちかど通信

「岡山市駅元町地区第二種市街地再開発事業」
株式会社アール・アイ・エー大阪支社 青木 卓

「室町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・エー広島支社 滝田憲作

Qの会報告 東京Qの会
「中目黒GT見学会」報告 清水建設株式会社 中村卓也
市街地再開発事業進捗状況一覧（平成14年8月31日現在）
3 ︵XU 9 2
3 3 5 6
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平成14年度再開発プランナー試験問題（学科試験及び実技試験）
平成14年度再開発プランナー試験に合格して
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協会ホームページ
91号より誌面をA4判化リニューアルいたしました。新しい紙面に対するご意見、ご要
望や、各地の再開発・まちづくりの話題などの情朝をどしどしお寄せ下さい。
TEL：03−3437−0261FAX：03−3432−8908 E−mail：info＠urca．or．jp（会報委員会宛）

http：〟www．urca．or．jp／

再開発コーディネーター 2002N0．100

再開発コーディネーター
2003 N0．10l
2003年1月15日発行 第101胃（隔月刊）

まちづくり

新春挨拶 会 長

伊藤 滋

年頭所感 国土交通大臣 扇 干景
新しいまちがはじまる…

六本木一丁目西地区第一種市街地再開発事業
株式会社日建設計 横山 寛・川原伸朗

お城本町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 村上顕生

15

特集 新春対談「都市再生一魅力ある都市づくりに向けて」
株式会社三井物産戦略研究所 所長 寺島実郎／会長 伊藤 滋
再開発実務あれこれ（連載第40回）

「補助要領をじっくり見ると…」再開発実務研究会

23

再開発にひとこと 再開発とリーダーシップ 弁護士 村上愛≡

29

ねつとわーく
距離と時間を乗り越えたコミュニケーションが開く21世紀 弁護士 日置雅日昌

30

海外だより ニュー・アーバニズム・デザインの潮流

31

株式会社アール・ディー・デザイン 池澤 寛
まちかど通信

北海道・札幌都心の再開発とまちづくり計画
株式会社北三毎道日建設計 本間寿幸

北海道地方都市のまちづくりについて
株式会社アーレックス 濱谷雅弘

Qの会報告 金沢市の再開発事業と中心市街地活性化事例視察

39

株式会社熊谷組北陸支店 高橋八州太郎
台湾視察報告 株式会社新都 中 正人／株式会社タカハ都市科学研究所 古川靖史 40

再開発等の初動期等情報の掲載について

47
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協会ホームページ
91号より誌面をA4判化リニューアルいたしました。新しい紙面に対するご意見、ご要
望や、各地の再開発・まちづくりの話題などの情報をどしどしお寄せ下さい。
TEL‥03−3437−0261FAX＝03−3432−8908 E−mail：info＠urca．or．jp（会報委員会宛）

http：〟www．urca．0r．jp／

再開発コーディネータェ 2003N0．10l

再開発コーディネーター
2003 N0．102
2003年3月15日発行 第102号（隔月刊）

まちづくり

台湾の「都市更新」とその可能性、基金会の果たす役割

2

財団法人都市更新研究発展基金会 理事長 張 隆盛
新しいまちがはじまる…

復原中央東地区第一種市街地再開発事業
株式会社アイテック計画 荒川一広

月島駅前地区第一種市街地再開発事業
株式会社ポリテック・工イディデイ 望月宣典

特 集
13

再開発事業への資金調達一現状の課題と今後
再開発実務あれこれ（連載第41回）

調査設計計画費の予算化について

28

再開発実務研究会

再開発にひとこと

都市再生への挑戦一都市型商業と再開発事業で創出するには

34

社団法人日本商環境設計家協会 理事長 野村武彦
ねっとわーく

35

これから良い世の中になりますよ。協同組合街づくり総合研究所 村山和彦
まちかど通信

緑井駅周辺地区第一種市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・エー広島支社 新熊まき子

高石駅東B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 赤尾光司
海外だより

TaxIncrementFinanclng
一米国地方政府による都市再開発のための資金調達手法一

40

日本政策投資銀行 ロサンゼルス駐在員事務所 西山健介
書籍紹介

『密集市街地のまちづくり』

43

『スラムダンキング・ウオルマート』

44

市街地再開発事業進捗状況一覧（平成14年12月31日現在）
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特別記事 再開発プランナー試験

協会ホームページ
91号より誌面をA4判化リニューアルいたしました。新しい紙面に対するご意見、ご要
望や、各地の再開発・まちづくりの話題などの情報をどしどしお害せ下さい。
TEL：03−3437−0261FAX＝03−3432，8908 E−mail：info＠urca．or．jp（会朝委昌会宛）

http：〟www．urca．or．jp／

再開発コーディネーター 2003N0．102

再開発コーディネーター
2003 N0．′l03
2003年5月15日発行 第103号（隔月刊）

まちづくり
「再開発ワールド」と大学・大学院教育日本大学理工学部長 小嶋勝衛

2

新しいまちがはじまる…

高石駅東B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 宇野勝久／赤尾光司

神保町一丁日南部地区第一種市街地再開発事業
株式会社都市ぶろ計画事務所 米澤 章

特 集

再開発、新たな時代を切り拓く！

12

投 稿

再開発事業の円滑なファイナンスのために日本政策投資銀行 中村直幸

25

再開発実務あれこれ（連載第42回）

再開発事業の主体と事業リスクについて再開発実務研究会

28

再開発にひとこと

相互主観性を大切にした再開発を再開発事業地区周辺住民自主懇談会（西木 葦）35
ねつとわーく
「三国志」に魅せられて！株式会社友希都市建築計画事務所 久保田哲史

36

まちかど通信

川崎駅北口地区第3西街区第一種市街地再開発事業

37

株式会社アール・アイ・エー横浜支社 朽木 忠

わが町の街づくり

川口駅東口周辺のまちづくりについて川口市都市整備部都市整備課

40

海外だより

TaxIncrementFinanclng一第2回：TIFBondの発行手法−

43

日本政策投資銀行 ロサンゼルス駐在員事務所 西山健介

海外視察報告

都市・地域開発事業の国際見本市（MIPIM）2003報告
地方分権下でのフランスの都市づくり
株式会社ジオ・アカマツ 野村武彦、協同組合都市設計連合 向曽光生、
株式会社都市構造研究センター 南部繁樹
Qの会報告

六本木一丁目西地区第一種市街地再開発事業視察会

5イ

大成建設株式会社 中村典之
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91号より誌面をA4芋川：リニューアルいたしました。新しい紙面に対するご意見、ご要

協会ホームページ http：／／w＼〝．urCa．Or．jp／

望や、各地の再開発・まちづくりの話題などの情報をどしどしお寄せ下さい。
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再開発コーディネーター
2003 N0．104
2003年7月15日発行 第104号（隔月刊）

まちづくり

再開発、この広大なフロンティア森ビル株式会社 代表取締役社長 森 稔

2

新しいまちがはじまる…

六本木六丁目地区第一種市街地再開発事業
森ビル株式会社 六本木ヒルズ運営本部 辻 慎吾

福井市三の丸地区第一種市街地再開発事業
株式会社サンウコン 廣瀬逸天

野田共同街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 斉藤 博
再開発にひとこと

エコロジーと歴史に基づく地域デザイン法政大学工学部教授 陣内秀信

16

特 集

元祖マンション建替え

17

一都市再開発法による旧同潤会アパートの建替え−
再開発実務あれこれ（連載第43回）

32

身近な問題：都市再開発法の規定再開発実務研究会
まちかど通信

北陸地域でのまちづくりNPOの活動経過

38

ふくい路面電車とまちづくりの会 高橋八州太郎
海外だより

TaxIncrementFinanclng

40

−第3回：ロサンゼルス市地域再開発公社TIF担当者インタビュー一
日本政策投資銀行 前ロサンゼルス駐在員事務所 西山健介
海外視察報告

フランスのSEMと都市再開発

43

株式会社都市構造研究センター 南部繁樹
ねっとわーく

休日の過ごし方／お好み焼きの作り方大成建設株式会社 山田浩明

50

書籍紹介
『都市再開発事業』一権利変換と鑑定評価の理論と実務−
市街地再開発事業進捗状況一覧（平成15年3月31日現在）

00
0

藤田記念まちづくり企画支援事業 結果発表
平成15年度「第19回通常総会報告」
表彰受賞者紹介
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再開発コーディネーター 2003N0．104

再開発コーディネーター
2003 N0．105
2003年9月15日発行 第105胃（隔月刊）

まちづくり

再開発は新しい歴史の創造
神保町1丁目南部地区市街地再開発組合 理事長 川越輝二
新しいまちがはじまる…

菅原町地区第一種市街地再開発事業
株式会社東畑建築事務所 丸一育夫／株式会社オーユーアール都市開発機構 福井基之

北条駅周辺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 真鍋昌雄

特 集
座談会

「都市再生のための市街地再開発事業の推進について」

11

再開発実務あれこれ（連載第44回）

22

再開発事業における補償実務
再開発実務研究会
再開発にひとこと

ちょっとした相談こそ、恐ろしい 住宅・都市デザイン研究所 青葉憲明

27

まちかど通信

手寄地区第一種市街地再開発組合の設立認可される
株式会社熊谷組 高橋八州太郎

進む名古屋の民間再開発
株式会社都市研究所スペーシア 村井亮治
ねっとわーく

タイでのゴルフ事始め記
株式会社総合不動産鑑定コンサルタント 菊池洋三

書籍紹介

『Q＆Aマンション建替えの実務』
4 7 0
3 3 4

平成16年度再開発関係予算概算要求概要
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再開発コーディネーター
2003 N0．106
2003年11月15日発行 第106胃（隔月刊）

まちづくり

都市の魅力向上のために

2

財団法人大阪観光コンベンション協会 会長 津田和明
新しいまちがはじまる…

本八幡D−2地区第一種市街地再開発事業
有限会社創造フォーラム 前田保孝

西新宿六丁目南地区第一種市街地再開発事業
株式会社日建設計 堀口浩一

特 集
12

座談会「大阪フォーラムを終えて」
再開発実務あれこれ（連載第45回）

22

再開発におけるファイナンス再開発実務研究会
再開発にひとこと

変身経済時代の都市再開発 関西大学工学部建築学科 教授 丸茂弘幸

28

ねっとわーく

家族旅行の変遷と昨今の列車からの景色

29

株式会社環境開発研究所 宮武隆雄
海外だより

ポートランド、シアいレ、パサデナの街づくりリポート

30

株式会社アール・デイー・デザイン 池澤 寛
Qの会報告

おっとり、やんわりから垣間見る、
情熱と実行力のまちづくり、手塩にかけたまちづくり
株式会社石本建築事務所 田中淳也

街づくりフォーラムin福岡
株式会社谷澤総合鑑定所 田代隆康
市街地再開発事業進捗状況一覧（平成15年8月3柑現在）
2 6 ︵XU 2
4 4 4 6
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平成15年度再開発プランナー試験に合格して
平成15年度再開発プランナー試験問題（学科試験及び実技試験）
編集後記

−

協会ホームページ http：〟wv．urca．0r．jp／

・

＝二 ＿∴ ‥ ‥
し車重≠華−＿．き重工車重主二
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再開発コーディネーター
2004 N0．107

2004年1月15日発行 第107号（隔月刊）

まちづくり

2004年をむかえて 会長 伊藤 滋
年頭所感 国土交通大臣 石原伸晃
新しいまちがはじまる…

与野駅西口旭町地区第一種市街地再開発事業
株式会社アイテック計画 原仲泰三

藤自台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 岡本健一

特 集

新春対談「次世代につなげるまちづくり」

15

ジャーナリスト 幸田シヤー三ン／会長 伊藤 滋
再開発実務あれこれ（連載第46回）

再開発事業における登記実務 再開発実務研究会

25

ねっとわーく

29

北京電影学院と北京駅−『北京ヴァイオリン』を追った旅−
坂和総合法律事務所 弁護士 坂和幸平
再開発にひとこと

再開発と区画整理の接近 財団法人都市計画協会 西 建吾

30

まちかど通信

えちぜん鉄道を核とした公共交通の活性化によるまちづくり調査

31

ふくい路面電車とまちづくりの会 高橋八州太郎

再開発プランナー資格制度の改正について

34

再開発等の初動期等情報の掲載について

37

NEWS＆］NFORMAT10N

41
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再開発コーディネーター
2004N0．108
2004年3月15日発行 第108胃（隔月刊）

まちづくり

オンリーワンのまちづくり 富山県知事 中沖 豊

2

新しいまちがはじまる…

西千石町13番街区第一種市街地再開発事業

4

株式会社≡島設計事務所 河野哲裕

特 集

都市再生・施策の現在
再開発実務あれこれ（連載第47回）

20

低地価における評価と補償 再開発実務研究会
再開発にひとこと

人の温もりを大切に！NHK解説主幹 斎藤宏保

別

ねっとわーく

いつの日にか個展を？ 全国市町村再開発連結協議会 横島 毅

25

まちかど通信

長野中央地域のまちづくりについて
長野市都市整備部 丸山文昭

特定業務代行方式による市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・エー 宇野勝久
海外だより

30

イギリス・都市再生事業の新スキーム
株式会社都市構造研究センター 南部繁樹
投稿

旧同潤会鷺谷アパートの建て替え問題一倍家人の立場から一
驚谷アパート借家人組合長 渡邁義明
1 8 9
5 5 5
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2004年5月15日発行 第109号（隔月刊）

まちづくり

本格的まちづくりの時代
社団法人日本ショッピンクセンター協会 会長 岩崎雄一
新しいまちがはじまる…

西大井駅前南地区第一種市街地再開発事業
株式会社パシフィック総合開発研究所 伊藤恭二／佐藤工業株式会社 村岡孝夫

JR高槻駅北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 北 敏弘

特 集

（続）都市再生・施策の現在

12

再開発実務あれこれ（連載第48回）

特殊な権利の権利変換 再開発実務研究会

24

再開発にひとこと

再開発とTMOを繋ぐ原点
跡見学園女子大学マネジメント学部 非常勤講師 小原耕治
まちかど通信

民間病院の建替えを契機に始まった再開発事業が進捗中

30

〜山形県・酒田中町三丁目地区一
株式会社アール・アイ・エー 渡邁 岳

岡山市中心部の再開発動向
株式会社アール・アイ・エー 青木 卓
ねっとわーく

週末ガーディナーは行く

封

立命館大学政策科学郡教授・株式会社COM計画研究所代表 高田 昇
海外だより

イギリス・都市再生事業の新スキーム

35

株式会社都市構造研究センター 南部繁樹
投稿

市街地整備と「地区計画」
NPO新小岩周辺街づくり2001年の会 荒木清三郎

41

Qの会報告

川崎駅北口地区第3西街区第一種市街地再開発事業視察会

49

大成建設株式会社 星 武志
市街地再開発事業進捗状況一覧（平成16年3月31日現在）

50
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再開発コーディネーター
2004 N0．110
2004年7月15日発行 第110胃（隔月刊）

まちづくり

当協会の課題と展望
社団法人再開発コーディネーター協会 副会長 本田泰三
新しいまちがはじまる…

室町一丁目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 小島和彦

北千住駅西口地区第一種市街地再開発事業
株式会社谷澤総合鑑定所 川藤 等

特 集
座談会「全国都市再生にどう取り組むか」

12

再開発実務あれこれ（連載第49回）

再開発事業における従前権利の確認について 再開発実務研究会

22

再開発にひとこと

J−REITの再開発事業への関与について
29

株式会社東京リアルテイ・インベストメント・マネジメント 埜村佳永
ねつとわーく

紀の国・湯浅と祖父、又従妹のこと 株式会社オフィス・ドゥ 堂野前忠道

30

まちかど通信

桜新町グリーンハイツマンション建替事業
株式会社UG都市建築 金子光良

岐阜市における都市再生
岐阜市まちづくり推進部 まちづくり事業室 河島和博

北陸地方のまちづくりの動向
株式会社熊谷組 北陸支店 高橋 八州太郎
海外だより

イギリス・都市再生事業の新スキーム
株式会社都市構造研究センター 南部繁樹

4
4

『サステイナブル・コンバージョン』

『不動産開発事業のスキームとファイナンス』
4 6 6

藤田記念まちづくり企画支援事業の選考結果について
「日本の「わがまち」を再生するシンボルマーク」作成経過の報告について

NEWS＆lNFORMAT10N
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平成16年度「第20回通常総会報告」
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再開発コーディネーター
2004 N0．11l

2004年9月15日発行 第111号（隔月刊）

まちづくり

独立行政法人都市再生機構発足にあたって
独立行政法人都市再生機構 理事長 伴 裏
新しいまちがはじまる…

島田本通三丁目地区第一種市街地再開発事業
株式会社再開発計画技術 高畑米明

吉原町地区第一種市街地再開発事業
株式会社シグマ開発計画研究所 田中 研

上田駅お城口地区第二種市街地再開発事業
株式会社アール・アイ・エー 矢野 学

特集

スタート！都市再生機構
都市再生機構における再開発事業への取り組み
独立行政法人都市再生機構 大山雄二郎

東京都中央区におけるまちづくりの取り組み
独立行政法人都市再生機構 栗原 徹

中の町A地区第一種市街地再開発事業（中の町ミュージックタウン）について 28
沖縄総合開発事務所 再開発課
再開発実務あれこれ（連載第50回）

土地の明渡しについて 再開発実務研究会

30

再開発にひとこと

市街地再開発組合の計算書類について
35

株式会社東京マネージメントコンサルティンク 嶋田靖彦
ねつとわーく

36

鯉の町一広島 株式会社オーク計画研究所 奥野道郎
まちかど通信

JR長岡京駅西口地区市街地再開発事業について
株式会社アール・アイ・エー 奥村雅一

八幡駅前地区第一種市街地再開発事業の現場から
株式会社谷澤総合鑑定所 田代隆康
海外視察報告

フランス・都市整備クラブの内容と今日的都市整備の動向

42

株式会社都市構造研究センター 南部繁樹
Qの会報告

46

品川シーサイドフォレスト 株式会社タウンプランニンクパートナー 横山朋紀

平成17年度再開発関係予算概算要求のポイント
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再開発コーディネーター

まちづくり

2004年11月15日発行 第112号（隔月刊）

樹木の文化にこだわる地方都市の実験
掛川市長 榛村純一
新しいまちがはじまる…

千代田区丸の内一丁目地区再開発事業
三菱地所株式会社 大野郁夫

王寺駅前久度地区中央街区第一種市街地再開発事業
王寺町久度地域整備室 北 義次

特 集
東京都都市整備局発足

11

東京都都市整備局市街地整備部 砂川俊雄
再開発実務あれこれ（連載第51回）

18

行き詰った再開発事業の再構築について 再開発実務研究会
再開発にひとこと

自然と歴史の景観再生 東京農業大学長 進士五十ハ

24

ねっとわーく

25

妻に引かれて趣味の世界へ 株式会社谷澤総合鑑定所 仲肥照暁
まちかど通信

26

再開発とLRT（エル・アール・テイ）

株式会社熊谷組 北陸支店 高橋 八州太郎
さ毎外だより

29

イギリスでBID法制定 株式会社都市構造研究センター 南部繁樹
海外視察報告

パリ／フォーラムデアールの再々開発着手 有限会社PACLFICA 広岡裕児 32
（参カロ報告）株式会社ジオ・アカマツ 野村武彦

協同組合都市設計連合 向雷光生
Qの会報告

J−REITの現状と展望 株式会社石本建築事務所 田中淳也

41
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まちづくり

2005年をむかえて 会長 伊藤 滋
年頭所感 国土交通大臣 北側一雄
新しいまちがはじまる…

北8西3地区第一種市街地再開発事業
株式会社日建設計 藤山三冬

明治安田生命ビル街区再開発事業
明治安田生命保険相互会社／株式会社≡菱地所設計

特 集

新春対談「都市再生のみらい」

13

独立行政法人都市再生機構 理事長 伴 裏／会長 伊藤 滋
23

全国都市再生モデル調査の概要報告（平成15年度当協会実施）
青森県弘前市 TMO弘前
岩手県花巻市 たて坂通り街なか再生事業推進協議会
再開発実務あれこれ（連載第52回）

再開発コーディネーターってどんな仕事ですか 再開発実務研究会

29

再開発にひとこと

マンション・この疑問だらけの建築物 財団法人マンション管理センター 村井忠夫 35
ねっとわーく

3G

囲碁の面白さ 株式会社エス・ジー都市経営 嶋出 理
まちかど通信

千里あかしや住宅建替事業の概要（豊中市新千里東町）
株式会社都市問題経営研究所 藤原三恵子

細江地区12街区第一種市街地再開発事業について
株式会社アール・アイ・エー 広島支社 滝田憲作

40

韓国再開発事情視察報告
株式会社東日本エンジニアリンク 阿部忠宏／株式会社シティコンサルタンツ 新木隆司／

大野木総合会計事務所 真田敏日召

日韓再開発事情を比べてみると 鹿島建設株式会社 原 義胤

47

書籍紹介『Q＆Aわかりやすい景観法の解説』

49

Qの会報告

50

札幌駅周辺開発視察・講演会 清水建設株式会社 市川和邦
市街地再開発事業進捗状況一覧（平成16年9月30日現在）
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