
全国市街地再開発協会 

広報誌「CITY in CITY」掲載内容一覧  

No. 
年

度 
特集テーマ 鼎談等 事例ルポ その他 

33 2021 

『ニューノーマル時代の

働き方とまち』 

ウィズコロナにおける働

き方の変容と魅力的なま

ちづくり 

（馬場正尊、山崎満

弘、泉山塁威） 

ニューノーマル時代の働き方とまち 

東京・神田スクエア/愛知・なごのキャンパス 

徳島・神山町/長野・塩尻市、富士見町 

REPORT 

海外視察ダイジェスト（これま

での渡航先、視察テーマ等） 

INFORMATION 

再開発マップのご案内等 

32 2020 

『木でまちを育む』  木材の活用によって地方

と都市を結ぶ新しいまち

づくり 

（小林博人、石川静、岩

岡孝太郎） 

木でまちを育む 

西粟倉村(岡山県)/日向市(宮崎県)/名古屋

市(愛知県)/FLATS WOODS 木場(東京都江

東区) 

REPORT 

海外視察ダイジェスト 

NEWS 

再開発マップの使い方 

31 2019 『観光による地域再生』  観光産業と都市計画の

連携 

（川原晋、梅川智也、大

谷和弘） 

観光による地域再生 

青森県八戸市/兵庫県丹波篠山市/島根県

松江市/大分県別府市 

REPORT 

ヨーロッパの再開発に学ぶ豊

かな都市づくり 

※ 2018 都市再開発法制定及び全国市街地再開発協会設立 50 周年記念号発行のため 2018 年度の CIC 発刊は無し 

50 周年記念誌として「時代を画した再開発事業 都市再開発法制定 50 周年記念」、「50 年のあゆみ 設立 50 周年記念」等を

発刊、及び HP へ掲載 

その他、50 周年記念事業の紹介として、「50 周年記念講演 講演録」、「50 周年記念シンポジウム 基調講演」、「地方公共団

体における再開発のあゆみ」、「再開発マップ」等を HP に掲載 

30 2017 『にぎわいの場をつく

る』  

公共空間のデザインとマ

ネジメント 

（出口敦、山下裕子、小

野寺康） 

にぎわいの場をつくる 

長野県飯田市・りんご並木周辺/岐阜県多

治見市・虎渓用水広場/奈良県天理市・天理

駅前広場コフフン/愛媛県松山市・ロープー

ウェー街 大街道・銀天街 花園町通り/福岡

県久留米市・久留米シティプラザ 六角堂広

場 

REPORT 

ドイツ諸都市における産業構

造の転換に対応した都市・地

域再生について 

29 2016 『まちなか公共施設』 まちなか公共施設の可能

性と展望 

（野澤千絵、工藤和美、

菅原靖雄） 

まちなか公共施設 

秋田県大仙市・大曲ヒカリオ/長野県小諸

市・こもろプラザ/長崎県長崎市・長崎市立

図書館 

REPORT 

再開発による都市機能更新事

例 

28 2015 『まちを運営する』 大都市都心部におけるエ

リアマネジメント 

（小林重敬、青山公三、

廣野研一） 

まちを運営する 

宮城県仙台市・仙台駅東エリアマネジメント

協議会/千葉県佐倉市（ユーカリが丘）・山万

㈱/東京都品川区・旧東海道品川宿周辺ま

ちづくり協議会/京都府京都市・姉小路界隈

を考える会/福岡県福岡市・博多まちづくり

推進協議会 

REPORT 

米国の BID によるエリアマネ

ジメント事例 

27 2014 『進化する集住体』 集住体のいま 

（木下庸子、渡辺真理、

井関和朗、高木栄一） 

進化する集住体 

福岡県福岡市・ネクサスワールド/熊本県熊

本市・もやい住宅 M ポート/大阪府大阪市・

大阪ガス NEXT21/兵庫県神戸市・真野ふれ

あい住宅：久二塚西ふれあい住宅 

REPORT 

欧州視察・「新」＋「旧」で都市

の魅力を高める 



全国市街地再開発協会 

No. 
年

度 
特集テーマ 鼎談等 事例ルポ その他 

26 2013 『歩きたくなるまち、歩

けるまちをつくる』 

優れた車対応都市の街

中で、歩いて暮らせるま

ちづくりを考える 

（海道清信、北原理雄、

羽根田英樹） 

歩きたくなるまち、歩けるまちをつくる 

北海道旭川市・旭川平和通買物公園/愛知

県碧南市・大浜地区/山口県宇部市・中央町

三丁目地区/鹿児島県鹿児島市・路面電車 

REPORT 

米国視察・アメリカの歩きたく

なるまちづくり最新事例 

25 2012 『地域を育む商店街』 

－創客と集客－ 

地域を育む商店街 

（石原武政、藤田とし子、

東朋子） 

地域と連携し活性化する商店街 

千葉県千葉市・稲毛せんげん通り商店街/

愛知県刈谷市・刈谷駅前商店街/大阪府八

尾市・八尾ファミリーロード/山口県岩国市・

岩国中通り商店街 

REPORT 

欧州視察・環境共生と持続可

能な都市再生 

24 2011 『まちを育てるリノベー

ション』 

まちを育てるリノベーショ

ン 

（松村秀一、清水義次、

馬場正尊） 

民間企業によるリノベーションとまちづくりへ

の関わり 

東京都渋谷区・THE SHARE／兵庫県宝塚

市・カルチェヌーボ宝塚逆瀬川／福岡県北

九州市・メルカート三番街／鹿児島県鹿児

島市・マルヤガーデンズ 

REPORT 

カナダ視察・地域特性に配慮

した民間誘導の手法による再

開発事例 

23 2010 『環境に配慮したまちづ

くり』 

環境共生と持続可能な

都市開発を考える 

地球環境時代のまちづく

り ―都市を耕す 

（岩村和夫、石川英輔、

進士五十八） 

環境に配慮したまちづくりへの取り組み 

東京都品川区／京都府京都市／熊本県熊

本市／沖縄県那覇市 

REPORT 

欧州視察・景観とデザインに

着目した都市再生事情調査 

22 2009 『文化・景観に配慮した

まちづくり』 

都市開発と街並みの調

和 

都市開発と文化・景観保

護 

（西村幸夫、岡部明子、

遠藤彬） 

文化・景観に配慮したまちづくりへの取り組

み 

大阪府大阪市・淀屋橋地区／島根県松江

市・南殿町地区／福岡県八女市・八女福島

地区／熊本県山鹿市・プラザファイブ 

REPORT 

欧州視察・新しい市街地の創

出 

21 2008 『元気な地方都市を目

指して』 

地域の個性・魅力を引

き出すまちづくり 

元気な地方都市を目指し

て 

（中井検裕、白石真澄、

杉浦榮、関幸子） 

元気な地方都市を目指した再開発とまちづ

くり 

北海道富良野市・富良野駅前地区／富山県

富山市・総曲輪通り南地区／山口県防府

市・防府駅てんじんぐち／福岡県北九州市・

室町一丁目地区 

REPORT 

米国視察・地元組織と公的機

関の連携による中心市街地活

性化 

20 2007 『経済・社会の新潮流と

これからのまちづくり』 

国際的な視点から見たこ

れからのまちづくり 

（大西隆、竹中平蔵、柏

木孝之） 

地域における創意工夫を生かしたまちづくり 

北海道札幌市・琴似駅周辺地区／石川県金

沢市・武蔵ヶ辻第四地区／大阪府堺市・北

野田駅前Ａ地区、Ｂ地区／沖縄県沖縄市・

中の町 A 地区 

REPORT 

欧州視察・イギリスの都市再

生 

19 2006 『誰もが暮らしやすく賑

わい続けるまちをめざ

して』 

地域性を活かしたコン

パクトシティ 

コンパクトなまちづくりを

考える／誰もが暮らしや

すく賑わい続けるまちへ 

（浅見泰司、加藤博、粂

原和代、西郷真理子） 

地域性を活かした中心市街地の活性化 

青森市青森駅前第二地区・第一地区／長野

市長野銀座 A-1・D-1 地区・もんぜんぷら座

／宝塚市中心市街地／熊本市新町・古町地

区 

REPORT 

米国視察・再開発を担う公的

機関の役割 
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No. 
年

度 
特集テーマ 鼎談等 事例ルポ その他 

18 2005 『身の丈にあった街の

再生』 

地域のポテンシャルを

活かした新たな再開発

の取り組み 

コラム 

中央区ブーム／地域の

ポテンシャルと再開発事

業／生活密着型・コミュニ

ティセンターの創造 

愛知県田原市田原中央地区／新潟県妙高

市朝日町中央地区／大阪府吹田市藤白台

地区／山形県酒田市酒田中町三丁目地区 

REPORT 

欧州の再開発事例 

17 2004 『暮らしたくなるまちづく

り』 

付加価値が創出する都

心居住の魅力 

暮らしたくなるまちの「要

素」 

（髙田光雄／阿曽香 

／落合庸人） 

都心居住による新しいまちの魅力 

静岡県三島市三島本町地区／兵庫県神戸

市舞子駅前地区・舞子公園駅北地区／富山

県富山市中教院東地区／大阪府高槻市 JR

高槻駅北地区 

REPORT 

米国の再開発事例 

16 2003 『個性豊かで魅力ある

街への再生』 

まちづくり戦略と再開発

の役割 

まちづくりビジョンの共有

に向けて 

（小林重敬／内海麻利 

／森下尚治） 

協働型まちづくりへの試み 

大阪府豊中市／石川県金沢市／長野県松

本市／大阪府箕面市 

REPORT 

欧州の再開発事例 

15 2002  

『駅からはじめるまちの

再生』 

駅・駅前広場そして生

活空間へとつながるま

ちづくり 

まちづくりと駅 

（日端康雄／藤井隆文 

／家田仁） 

生まれ変わる駅とその周辺 

佐世保市佐世保駅周辺地区／海老名市海

老名駅周辺地区／立川市立川駅周辺地区

／札幌市札幌駅周辺地区 

REPORT 

ポストモダン時代の商業空間

を考える 

14 2001  

『再開発から広がるま

ちづくり』 

再開発とまちづくり会社

がもたらす波及効果 

まちのトータルマネージメ

ントに向けて 

（福川裕一／石原武政 

／梅沢隆） 

持続するまちづくり活動への取組み 

七尾市七尾駅前第一地区／高岡市御旅屋

西通り地区／豊川市諏訪地区、諏訪地区Ａ

ブロック／神戸市新長田駅南地区 

REPORT 

キーテナント撤退からの再生 

13 2000 『賑わいのある都市へ

の 

再生を目指して』 

中心市街地における集

客施設のあり方 

まちを再生する 

（蓑原敬／橋爪紳也 

／宗田好史） 

「都市再生・起爆剤としての役割を担って 

小浜市白鬚地区／岡谷市中央町 A 地区／

小牧市小牧駅西地区 B 街区／尾道市尾道

駅前地区/長崎市千歳地区 

REPORT 

ニューヨークのマーケットを再

生する都市再開発 

12 1999 『ネットワーク型まちづく

り』 

中心市街地活性化 大

規模単体から機能分

担・連携へ 

街を「ネットワーク型」に

再構築する 

（大村謙二郎／西脇顕正

／石田東生） 

「ネットワーク型」都市への布石 

金沢市金沢駅武蔵北地区第 5 工区／豊田

市豊田市民センター地区／浜松市中央南地

区／岡山市平和町 5 番地区 

REPORT 

中心市街地の活性化に向け

て－ノッティンガム市の事例か

ら 

※ 1998 設立 30 周年記念号発行のため 11 号無し 

記念号に「CITY in CITY この 10 年」、「津山市のまちづくりと再開発」、「富山市のまちづくりと再開発」を掲載 

10 1997 『等身大のまちづくり』  

低容積型再開発・まち

の段階整備 

まちの活性化へのアプロ

ーチ 

（北村吉一／原田英生／

西郷真理子） 

多様な発想と地域の個性を活かして 

長野市長野駅前Ａ２地区／知立市中町銀座

地区／登別市中央町地区／下松市下松駅

南地区／寝屋川市東大利地区／秋田市大

町地区 

REPORT 

環境政策による中心市街地活

性化－フライブルグ市の事例

から 
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No. 
年

度 
特集テーマ 鼎談等 事例ルポ その他 

9 1996 『豊かさのデザイン』 

公共施設によるまちづ

くり 

再開発と公共公益施設 

まちの再生への知恵と仕

組み 

（佐藤滋／井上繁／村田

秀彦） 

豊かな地域社会を目指して 

横須賀市汐入駅前地区／八王子市八王子

駅北口地区／上市町西中町地区／世田谷

区三軒茶屋・太子堂四丁目地区／高浜市三

高駅西地区／大分県別府市浜脇 A 地区 

REPORT 

「市街地再開発事業における

公益施設導入の実態調査」に

関するアンケート結果報告 

8 1995 『高齢社会と都市居住』 

やさしさのまちづくり 

高齢社会のまちづくり、

施設づくり 思いやりから

の発想 

（堀田力／長島孝一／植

松紀子） 

「いきいきした高齢社会」に向けて 

守口市河原地区／横浜市上大岡駅西口地

区／中野区野方五丁目地区／長野市北長

野駅前Ｂ１地区／東京都中央区「マイホーム

はるみ」「マイホーム新川」／松山市総合福

祉センター・松山市ハーモニープラザ 

REPORT 

「再開発事業に関連する各省

庁の法制度に関する基礎的

研究」成果報告 

7 1994 『地域からのまちづくり』 

次の時代の再開発に

向けて PARTⅡ 

いきいきしたまちづくり 

（泉眞也／望月照彦／森

まゆみ） 

まちづくり・成功へのアプローチ 

広島市金座街地区／上尾市中山道沿道仲

町愛宕地区／文京区目白台豊坂グランドヒ

ルズ／中央区晴海一丁目地区／掛川市「城

下町風町並みづくり」／伊丹市宮ノ前地区 

REPORT 

「再開発事業の推進実態調

査」成果報告 

6 1993 『次の時代の再開発に

向けて』 

都市の魅力ルネッサンス 

（梅澤忠雄／コリーヌ・ブ

レ／深海隆恒） 

インタビュー 

再開発事業の課題と展望『こうなる？こうす

べきだ！再開発』 

REPORT 

欧米の都市計画・都市開発の

動向 

5 1992 『新・都市風土記』 「らしさ」と「にぎわい」－

都市の活力を考える 

（上田篤／塚本学／山崎

充） 

新たな街づくりこそ、活性化の核となる  

新潟県長岡市／北海道函館市／滋賀県長

浜市 

REPORT 

「地方中小都市における活性

化への取組み」 

4 1991 『新・都市集住論』 新たな都市集住の時代

に向けて 

（合田耕平／残間里江子

／隈研吾） 

人はなぜ都市に住むの

か（川添登／阿部謹也） 

都市型集合住宅の試み 

セトル中之郷／都住創／大阪府営吉田住宅 

REPORT 

高まる住宅再開発への期待 

「主に三大都市圏で住宅を供

給する再開発事業等の実態

調査概要」 

3 1990 『コンペ物語』 コンペティションは時代と

社会の変革装置 

（山口昌男／黒川紀章） 

コンペ物語 

理想の『環境自治』を住民コンペで手さぐり

中（世田谷区）／公有地の信託コンペで都市

型アミューズメントを創る「オーク 200」（大阪

市） 

テクニカルレポート 

南からの自由の風 コンペの

先進事例としての『坂本龍馬

記念館』構想設計協議 

2 1989 『都市あそび』 無用の用がつくる都市の

あそび 

（榮久庵憲司／日野啓

三） 

釧路フィッシャーマンズワーフＭＯＯ（釧路

市）／イムズ（福岡市） 

テクニカルレポート 

『都市あそび』（鈴木崇英） 
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1 1988 『新しい都市空間』 文化が街づくりの大きな

インパクトになる 

（山崎正和／荒井豊） 

完成から二年 アークヒルズが教えるこれか

らの街づくり 

東京都港区赤坂・六本木地区 

テクニカルレポート 

『複合開発の時代へ』（林泰

義）／『MXD について』（深海

隆恒） 

 


