
まちづくり教科書シリーズ(10勘
日本建築学会編 B5半 」 各100～ 120買 本 体価格1,800円嚇房り 発 行:丸善

◆2007年9月に第10巻「地球環境時代のまちづくりJ刊行
◆まちづくりに関する様 な々テーマを多くの事例を交えて具体的に解説
◆まちづくりに取り組むⅢ民から車PJ家を目指す人までまちづくりを理解し学ぶ実践教科書
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第1巻「まちづくりの方法J
ISBNOア34621074190 1200444舟 千い

「=ち■くりの方法Jの基本的な事項を解説.
く内容>まちづくりの原理を目標/「まちづくりJの生成と
歴史ンまちづくりの体常|のデザイン/=ち づくりの合意形
成のための支l_抵ィfr/まちづくりのフロセスのテサイン/
=ちづくりの字す方 (事例:上尾市 神戸市 世田谷区 ―

キ=問 二本松市 松江市 手)
(軌 を者>佐藤法 契庭伸ユか

第2巻「町並み保全型まちづくり」
ISBNOア●4521 074206  1200444月 千」)

歴史 的町笠 ユをそがかりとしたまちつくりの方法 について解

説

く内容 )町 並 ,保 全 型 まちづくりとよ/歴 史 的 環境保 全

常J度の変達 /町 並 み保 全 型まちづくりを実現 する仕 組 み

/伝 達地区制度|こ■本 文化迫産によるまちつくり 文化
追産の花用方法/町 並″保全型言ちづくり事例
(納 笙苦>菌 キ寸キ夫 茂守聴 同崎汽行 西山徳明ほ"

第3巻「参加による公共施設のデザインJ
ISgNO打 462■ 0ね210 (2004年 4月子け)

市民姿打]による公共健設産設の進め方や市民による運営
方法等につ|て 解説 市民をよじめ自治体職員や議員に
も伐立つ内容

(内 容>公 共施設とiち,〈リン公共施設のテサインとワ
ータショ′ブ/コ .ヽニティ計画|こわける市民を加/公 共ホ
ールの計画における市長会加/公 共施設づくりのための

行政と常J度/言 加型公共施設の現ltと課題/公 共進肇
■設計する進準家
(拙 喜者>卯 月盛英 伊57雅春 岩崎秀美身tわ

第4巻「公共建築の設計者選定方式」
●BN978 4 62■0742ユ0 (2oo4年4月千い

公其獲業の設計者送定の現状 4T■な送定方式とその,と
敏 住民ま加による選定手法や詰44国の亭制などを紹介
白治体報員に役立つ内容
て内書>者F市にち'ろ建壊の役省1/設 計者選定の現状
/設 計者退定方式に聞iるアンケート/:1二1料入|[によ
ち設計者選定の問題/設 計者進定方式/住 民春加型
PFM手 法/諸 41国にヽける公来発注と設計者選定
(執 争者>治 □首夫 J 山ヽ貢実進 脇田祥尚 まか

第5巻「発注方式の多様化とまちづくり」
ISBNO,84621 074506 (2004■ 9月ir)

よい産葉と燎境をつくるため 本さわしぃ発注方式をⅢうに

退定するわか宮要たが 指tCM方 式とPFに 焦点を当て

亭41を踏まえ解説 市民をはじめ自治体職員に3律立つ内
容

(内 容>cM方 式/PF方 式/cM PF方 式のまちつくり
ブロシェクトヘの活用/CM方 式とFFの 組み合わせによる

まちづくリンタ終十七する発注方式事例
(執宇キ)古 阪去三 全身隆 吉田蕪朗ほカ
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第6巻「まちづくり学習J
S B N Oア0 4も2 1 o 7 4 6 0 2 ( 2 0 0 4年0月刊〕

学校教古の場面で子ともたちを育ユ 地域社会て41民と「
まちJとの関わりを言J「まうづくり半習Jを「まちJを育てる
お術の普得という観点力う解説 自治体職長 控準家 者F
市計画コンサルタント地域住民 激師 公民館職員等に
向けた教科書
(内 寄)「=■■く,を学るJとぃうこと/「まち学宵Jの祝
点/1=■ 学習Jうち「=ちづくり学習|へ/ま ち学暫なまち
う(り字留宝薩レシじ(事1別)
(敬 筆者>Jと原啓司 浅野確 曲日言維 佐|「悼lbほか

第7巻「安全・安心のまちづくり」
ISSN9,B4621 075020  (2005■ 5月i,)

都市 空間 の人Fnnに対 する安 全 キ8市の生活 における安心

を確保 するためのまちづくりをテーマに 地 震 災書や火 央に

対する「防災J災 言わうの「復興JちB罪|こ対する「防犯J
のまちづくⅢの推進方策を解説.
(内 容>安 全 安心を基本にするまちつく化 す/ま ちの診
断 評価/防 災まちつくり/ね 果どちうくけ/防 犯=ちづく
り/責 遠安全とまちづくり/住 民参加による安全 安心 防
災まちづくり事l●↓
(執 筆者>中 林―相 スキ川中― 吉川仁 小林郁性ほか

第3巻「景観まちづくりJ
SBNOアa4621●75600(200547月 刊|

2004年つ景観法常J定により景額まちづくりは大きな転換
点を通過した 本書ては景観夜の仕fFfI,とその効果 可能
性を中心に景網まちづくけの各種キJ度について告地のま
'サととも十こ蕗説

く内容>景 硯まちづくりのこ義/景 観まちづくりの方法/
景観形成計画/景 観まちづくりと書力1ン景娘条「J/都市
計画と景観まちつて"/景 観法によう景観=ちづくり
て社筆者>キ 井校格 」ヽ市久子 出口敦 有賀rfほか

第9巻「中心市街地活性化とまちづくり会社J
ISENOア646a O,6194 (2005年 0局千い

中 b市街地をどのようこ活性イとするⅢ Ⅲ098年の Hrちうく
り三法市J定以降 各地て取り組まれてきた様々な事例を交
えて解説

て内容>をど中心市街地か とのようと活性化するか′部
市に中心が必要なわけ/商 店街の何わ1漂題わ/中 小小
売商業政米 中 心市街地政策をどう京むわ/中 心市街地
を社会01起業の塩としよう/事 例力ら学本中心市街地活
性十七/長 浜 里肇/高 松丸鷺町再開発
(殺 草言>福 川奄― 矢作弘 石原武敵 松島茂ほか

第10巻「地球環境時代のまちづくりJ
ISSNOお 4碑 1 07001 0  セOo7年9月末千J)

地球温暇十七による気候安動が安感される今 「地球源塩
時代にヽ十するまちつくりJの 理念といます姿を明確にlBど
実現に向けた方法誇を国内夕(つ先進事例を交えて解説。
(内 容>bど ■方向:基本的な視点 決のあるまち,〈リ
コツケヽクトなまち,くり 心地よいまちつくり/ま ちづくりの手
‖寓地域を壷み取る 分析からテーマの発見 統合化へ/

亭例:世界 日本のエコロジカルなまちづくり
(税 禁者>岩 十J和夫 糸長浩司 大野秀.IT梅千野晃ほか
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世界まちづくり事典
井上 繁 菩 A5判 ・544頁

定 価 1 5 , 7 5 0円 船 込) (本体1 5 0 0 0円十税)

iSBN 978 4 621 07859 4

0詳 細カタログ(PDF)が ダウンロードできます。

海外の優れたまちづくり120もの事例を、それぞれのまち

づくりのタイプを環境、歴史 文化 産業 イベント等10の

カテゴリーに分け 1事例を4ページで紹介。本音ではアジ

ア、中高米、オーストラリア等非常に珍しい事例を著者自

身の取材により掲載しているところが大きな特徴。魅カ

的なまちをつくる発想と手法 ヒントが満載。
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丸書株式会社 出版事業部 営発部

〒103324東 京都中央区日本橋 392

準社13入欄

Oこ 購入方法:下記 1 2の いすれかをこ選択ください。

□ 1ご 指定の書店でお受け取り。お支払い

行き  FAX.03‐ 3272‐ 0693

注文日:平成   年    月    日

まちづくり教科書 全 10善セット

1巻 まちづくりの方法
10'410

2巻 町並み保全型まちづくり
107420

3巻 参加による公共施設のデザイン
107121

4巻 公共建築の設計者選定
10,422

5巻 発注方式の多様化とまちづくり
10″4う0

定価(■と,

181900円

1,390円

1 , 3 9 0円

1,390円

1,890円

1,890円

注文数

冊

冊

冊

llけ

冊

冊

6巻まちづくり学習
1,7460

7巻 安全 求心のまちづくり
107502

8巻 景観まちづくり
107563

9巻 中心市衛tu活性化とまちづくり会社
10,610

10巻 地球環境時代のまちづくり
1,7や01

世界まちづくり,典
10,85,

定価(■4)

1,390円

1,390円

1 , 3 9 0円

1,390円

1,890円

15,750円

P i文数

十け

lll

冊

押け

1は

1‖

Xふ り'【な

米ご氏名 ‖fl払い(公針)/ 個 人払い(私費)

※お癌先生所!    ご 助務先(下記にもご記入ください)    ご 自宅 (いずれカヤこ〇印をおつけください)

米 i

※ご勤務先 (会社 学校等機関名ホ及び 部ヰ (誤)までご記入ください)

X TELI FAX:

E mal 】L善からの新千J牛の情報を希望しますか?

□c lnal □朝tF □どちらでも □ 不要

コメント抑くご市本苦範名等ご指定がございましたらご記入ください>

X必 ずご「3入ください

ご指定書店名
市

村

区

町
書 店

X書 店のご指定のない場合は丸善の本 支店にてお取り扱いさせていただきます。

□ 2代金ヨ限
ご注文をお受けしてから通常3～4日で宅配fFにてお屈けいたします。

商品受取の際に商品代 金と送村一律380円 m込 み)をお支払い下さい。

※注 文合計10000円 以 Lご注 文の場合は送料サービスとさせていただきます。

た)領収書は宅配業者の発行するものとなりますのでご了承願います。

個人情報のテJ用にあたり 商品のお届けに関わります事務ほか 上記情報提後の有無以外は使用いたしません。


