下巻目次
第５編
第１章

その他の施設計画
港湾・運河

第１節 港湾関連法制の経緯 ……………………………………………………………… 1
第２節 港湾関連の上位計画等 …………………………………………………………… 6
第３節 名古屋港の計画 …………………………………………………………………… 14
第４節 名古屋港の整備 …………………………………………………………………… 38
第５節 運河の計画 ………………… ……………………………………………………… 43
第６節 運河の整備等 …………………………………………………………… ………… 51
コラム 名古屋港管理組合の発足 ………………………………………………………… 60
コラム 名古屋港における施設整備 …………………………………………… …………… 61

第２章

下水道

第１節 下水道関連法制の動向 …………………………………………………………… 62
第２節 下水道関連の上位計画 …………………………………………………………… 69
第３節 名古屋市の下水道計画 …………………………………………………………… 81
第４節 名古屋公共下水道の都市計画 …………………………… ……………………… 86
第５節 名古屋公共下水道事業 ……………………… …………………………………… 109
第６節 名古屋都市下水路の都市計画 …………………………………………………

129

第７節 名古屋都市下水路事業 …………………………………………………………… 139
コラム 下水道の歴史としくみ ……………………………………………………………… 144

第３章

その他の都市施設

第１節 都市施設の種類と記述の区分 …………………………………………………… 145
第２節 流通業務地区と流通業務団地 …………………………………………………… 146
第３節 卸売市場 ……………………………………………… …………………………… 164
第４節 ごみ焼却場およびごみ処理場 …………………………………………………… 175
第５節 一団地の住宅施設 ………………………………………………………………… 185
第６節 一団地の官公庁施設 ……………………………………………………………… 196

第６編
第１章

市街地開発事業等
土地区画整理事業

第１節 土地区画整理事業関連法制・事業制度の経緯 ………………………………… 205
第２節 土地区画整理事業による名古屋市の市街地形成過程概観 …………………… 215
第３節 公共団体等施行土地区画整理事業の計画 ……………………… ……………… 225
第４節 公共団体等施行土地区画整理事業の施行 …………………… ………………… 243
第５節 特定土地区画整理事業等の計画 ……………………… ………………………… 304
第６節 特定土地区画整理事業等の施行 …………… …………………………………… 317
第７節 組合等施行土地区画整理事業 ………………………………… …………… …… 329
コラム 戦災復興土地区画整理事業 ………………………………… …………………… 348
コラム 仮使用地、換地予定地、仮換地 ………………… ………………………………… 349

i

コラム 名古屋方式 ………………………………………………………………… ……… 350

第２章

都市再開発

第１節 都市再開発の概念と分類 ………………………………………………………… 351
第２節 都市再開発法制の動向 …………………………………………………………… 357
第３節 高度利用地区と再開発地区計画 ……………………… ………………………… 381
第４節 都市再開発基本計画と都市再開発方針 …………… …………………………… 390
第５節 市街地再開発事業の計画 ……………………… ………………………………… 403
第６節 不燃化・防災等に関する事業 ……………………………………………………

441

第７節 住環境整備に関する事業 …………………………………… …………………… 494
第８節 住宅供給に関する事業 …………………………………………………………… 501
コラム 改良、改造、改善、再開発 ……………………… ………………………………… 510
コラム まちづくりと国際会議 …………………………………………………………… …… 511

第３章

開発行為

第１節 開発行為制度制定経過と制度の概要 ……………………… …………………… 512
第２節 名古屋市における開発行為 ………………………………… …………………… 525

第４章

地区総合整備

第１節 地区総合整備への取り組み ……………………………… ……………………… 551
第２節 地区別の取り組み ………………………………………………………………… 563
第３節 地区総合整備が果たした役割 …………………………………………………… 628
コラム 「まちづくり」という用語 ……………………………………………………………… 637
コラム 金山南ビル ……………………………… …………………………………………… 638

第７編
第１章

都市計画関連施策等
都市景観・屋外広告物

第１節 都市景観関連法制等の経緯 …………………………………………………… … 639
第２節 名古屋市都市景観条例以前の都市景観施策 ………………………… ………… 650
第３節 名古屋市都市景観条例以後の都市景観施策 …………………………………… 664
第４節 屋外広告物法制の経緯 ……………………………………… …………………… 704
第５節 名古屋市における屋外広告物 ………………… …………………………………… 713
コラム 名古屋市市政資料館 ………………………………………………………………… 721

第２章

環境影響評価

第１節 環境影響評価制度の経緯 …………………………………………… …………… 722
第２節 名古屋市における環境影響評価 ………………………………………………… 743

第３章

都市防災

第１節 防災関連法制の経緯等 …………………………………………………………… 771
第２節 名古屋市の防災施策概観 ………………………………… ……………………… 787
第３節 臨海部防災区域建築条例 …………………………… …………………………… 790

ii

第４節 都市防災関係の計画 ……………………………………………………………… 800
第５節 都市防災関係の施策 ……………………………………………………………… 815

第４章

土地対策

第１節 総論 地価の動向等 ………………………………………………………………… 835
第２節 地価公示法 ……………………………………………………………… ………… 842
第３節 公有地の拡大の推進に関する法律 ……………………………………………… 845
第４節 国土利用計画法 ……………………………………………………………… …… 855
第５節 土地基本法 ……………………………………………………………… ………… 876
第６節 名古屋市における用地取得の概観および土地対策に係る組織 ………………… 878

第５章

町名・町界の整理と住居表示

第１節 町名・町界と住居表示関連法制の経緯 ……………………………………… …… 883
第２節 名古屋市における町名・町界に関する方針 ……………………………………… 901
第３節 町名・町界の整理と住居表示の実施 ……………………………………… ……… 905

名古屋都市センター
第１節 設立準備期 ……………………………………………………………………… … 921
第２節 始動期－金山南ビル移転まで …………………………………………………… 926
第３節 本格稼働期－金山南ビル移転以後 ………………………………………… …… 929
コラム 加藤 晃 ………………………………………………………………… …………… 933
コラム 西尾 武喜 ………………………………………………………………… ………… 934

索引

……………………………………………………………………

付
編集体制
編集・発行作業経緯
元都市計画史編集実行委員長 松尾稔先生を偲んで
あとがき

iii

索引 1 ～索引 20

上巻の目次
第１編

総論

序章 都市計画法全面改正の背景及びその後の主要改正の経緯 …… 1
コラム 大塩洋一郎
第１章 上位計画・関連計画 ………………………

31

コラム 首都機能移転
コラム 工場・大学の郊外移転
第２章 都市計画区域 ………………………………

62

コラム 都市計画の図書
第３章 都市計画制限 ………………………………

74

コラム 許可・特許・認可・免許

第２編

土地利用計画

第１章 都市計画におけるマスタープラン ………… 103
第２章 区域区分と整備・開発・保全の方針 ……… 110
第３章 地域地区 …………………………………… 140
コラム 地域地区等の照会対応
コラム 総合設計制度
第４章 地区計画等 ………………………………… 254

第３編

交通計画・交通施設計画

第１章 交通計画 …………………………………… 307
コラム 行政の縦割りの功罪
第２章 道路 ………………………………………… 372
コラム ひとつの道路に複数の名称
コラム 「保留｣と「留保」
第３章 駐車場・自動車ターミナル ………………… 513
第４章 鉄道・総合駅・駅前広場 …………………… 588

第４編

都市緑化

第１章 公園・緑地 …………………………………

723

第２章 墓園 ………………………………………… 816
第３章 都市緑化にかかる地域地区 ……………… 823

索引

…………………………………

iv

索引 1～索引 20

