
種類. 書名 著者 出版社 発刊日 コメント

1 資料・その他 新しい街路のデザイン イギリス都市計画協会 鹿島出版会 1985年5月 イギリス都市計画協会編の翻訳書

2 資料・その他 新しい都市づくりの視点 塩見譲 ぎょうせい 1987年2月 都市問題の入門書

3 資料・その他 アトリウム建築 リチャード・サクソン 鹿島出版会 1988年10月 アトリウムについての第一級の参考書・２００以上の事例集と豊富な図版

4 資料・その他 新たなる都市空間　21世紀の地方自治戦略７ 平本一雄 ぎょうせい 1993年8月

株式会社ぎょうせいの創業１００周年記念として企画した、地方自治関係者の実践と学習に役立

てられることを念頭に出版された本

5 資料・その他 ある蔵書化の書棚　斎藤吉之氏旧蔵資料調査報告書 千代田区教育委員会 千代田区教育委員会 2010年3月 ２０１０年千代田区教育委員会が編纂

6 資料・その他 いきいきマップ千代田１９９９　番町・和泉橋エリア 千代田区社会福祉協議会 千代田区社会福祉協議会 1999年3月 ボランティアが選んだ、障害者、高齢者にやさしい・うれしい便利情報

7 資料・その他 いきいきマップ千代田２０００　富士見・万世橋エリア 千代田区社会福祉協議会 千代田区社会福祉協議会 2000年3月 ボランティアが選んだ、障害者、高齢者にやさしい・うれしい便利情報

8 資料・その他 いきいきマップ千代田２００１　神保町・神田公園エリア 千代田区社会福祉協議会 千代田区社会福祉協議会 2001年3月 ボランティアが選んだ、障害者、高齢者にやさしい・うれしい便利情報

9 資料・その他

一丁目倫敦と丸の内スタイル　三菱一号館から始まる丸の

内の歴史と文化

三菱地所株式会社 2009年9月 三菱一号館から始まる丸の内の歴史と文化

10 資料・その他 いま揺れ動く、東京 アクロス編集室 PALCO出版 1989年月9月

「収縮と拡大という繰り返し運動から、分裂再編という組み換え運動へと、東京は今動き始め

た。」（あとがきより抜粋）

11 資料・その他 イラストによる都市景観のまとめ方 ディーター・プリンツ 井上書院 1987年11月 建物の建設にとって欠かせぬ専門知識の入門書でイラスト・図表集

12 資料・その他 イラストレーション２５００ ラリー・エバンズ 集文社 1985年9月 人物・樹木・園芸植物・乗物のイラスト集

13 資料・その他 岩波　国語辞典　第四版 西尾実、岩淵悦太郎、水谷静夫　編 岩波書店 1986年10月 岩波の国語辞典

14 資料・その他 ウィーンの都市と建築 川向正人 丸善株式会社 1990年4月 ゴシック、バロックなどの建築をたどりながらウィーンのまちを紹介した書。カラー写真が豊富。

15 資料・その他 英国都市計画の先駆者たち ゴードンEチェリー編 学芸出版社 1983年11月 都市計画の歴史の国際的な比較研究書の翻訳

16 資料・その他 江戸　失われた都市空間を読む 玉井哲雄 ㈱平凡社 1994年6月

江戸の都市空間を建築史学と歴史学を結合して研究した書。文献資料が豊富に使用されてい

る。

17 資料・その他 江戸図絵が語る丸の内300年　大名小路から丸の内へ 菱芸出版 1995年2月 江戸時代から現代への丸の内地区の編纂図書。

18 資料・その他 江戸っ子は、やるものである。 渡辺文雄 みずうみ書房 1905年6月

「江戸っ子と美人はやるものである。なるものではない。」と冒頭から始まる。江戸っ子を”やった”

親父の語録集

19 資料・その他 江戸の生業事典 渡辺信一郎 東京堂出版 1997年5月 江戸の庶民の生活をイラストで紹介している一冊です。

20 資料・その他 絵本　かんだ　うろうろ 木下栄三 久保金司 1985年11月 神田界隈の水彩画スケッチ集です

21 資料・その他 ＮＰＯと新しい社会デザイン 塚本一郎・古川俊一・雨宮孝子 同文館出版 2004年12月 非営利組織の経済・政治理論的説明と現状・国際比較について

22 資料・その他 大江吉宣　自給都市論 大江吉宣 日本評論社 1984年10月 自給都市の論理と構図

23 資料・その他

大手町・丸の内地域を中心としたイベントの経済・社会効果

測定調査報告書

財団法人まちみらい千代田 財団法人まちみらい千代田 2006年1月 平成１８年にまちみらい千代田が実施したイベントの経済・社会効果測定調査報告書

24 資料・その他 オープンスペースを魅力的にする プロジェクト・フォー・パブリックスペース 学芸出版社 2005年11月 親しまれる公共空間のためのハンドブック。

25 資料・その他 御茶ノ水駅公開プロポーザル・デザインコンペディション JR東日本企画 東日本旅客鉄道㈱ 1990年2月 JR御茶ノ水駅公開コンペの記録

26 資料・その他 解説＆事例　地区計画の手引 建設省都市局・住宅局監修 ぎょうせい 1995年1月 地区計画の解説と事例集



種類. 書名 著者 出版社 発刊日 コメント

27 資料・その他 改訂　都市再開発はこれでよいか 区画整理対策全国連絡会議 自治体研究社 1984年5月

市街地再開発事業の施行主体が公共団体施工から民間施行へと移行する動向を踏まえ、駅前

商業地域の再開発事業に照準をあてた書

28 資料・その他 ガウディの建築 鳥居徳敏 鹿島出版会 1989年11月 ガウディ建築の視覚情報を満載した研究者・旅行者向けのテキスト版！

29 資料・その他 隠れた秩序 芦原義信 中央公論社 1989年3月 東洋と西洋、環境と建築の考察

30 資料・その他 家人三代　住まいの文化誌 ミサワホーム総合研究所 ミサワホーム総合研究所 1989年8月 三世代住宅の為の｢家族と住宅｣の文化史

31 資料・その他 河川風景デザイン 島谷幸宏 山海堂 1994年9月 景観の分野で河川や護岸を取り上げた一冊。

32 資料・その他 カテドラル デビッド・マコーレイ 岩波書店 1989年6月 ヨーロッパの大聖堂ペン画集

33 資料・その他 環境都市のデザイン 建設省都市局 ぎょうせい 1994年6月

建設省都市局都市計画課監修による、環境負荷の小さな都市を実現するための１００の施策紹

介書

34 資料・その他 官の都市民の都市　日本的都市・住宅事情の展開と状況 本間義人 日本経済評論社 1986年6月 都市開発や再開発の分野において民間資本を活発化させる

35 資料・その他 看板建築 文：藤森照信、写真：増田彰久 三省堂選書１７９ 1994年1月 下町商人の粋と見えの建築群。永久保存版　写真集

36 資料・その他 看板物語 平林規好 六興出版 1989年7月 街の容貌・顔である看板（広告）について触れた物語。

37 資料・その他 規制見直しに際しての基本的課題と事業の促進策 社団法人都市開発協会 社団法人都市開発協会 1994年3月 社団法人都市開発協会による、土地利用・都市開発に関する解説書です。

38 資料・その他 木村伊兵衛の昭和 木村伊兵衛 筑摩書房 1990年5月 戦前・戦中から昭和４０年代までの写真集

39 資料・その他 キャッスル デビッド・マコーレイ 岩波書店 1988年6月 ヨーロッパ（イギリスのウェールズ）の古城ペン画集

40 資料・その他

協議型まちづくり　公共・民間企業・市民のパートナーシップ

＆ネゴシエーション

小林重敬 学芸出版社 1994年5月 欧米諸国と日本における協議によるまちづくりの仕組みを豊富な事例と共に紹介した書

41 資料・その他 業務機能の分散可能性に関する調査報告書 東京都企画審議室 東京都企画審議室 1990年3月 東京への機能一極集中のメリットデメリットを調査した報告書です。

42 資料・その他 居住地域における環境再整備計画　調査報告概要書 東京都首都整備局 1975年1月 昭和５０年の東京区部基本計画案と調査報告

43 資料・その他

岐路に立つ都市再開発　弁護士からの実践的プロポーザ

ル

坂和章平、中井康之、岡村康郎 都市文化社 1987年7月

都市再開発とはいかなる法制度の下でなされる都市づくりであるかを、それを実践する弁護士の

目で分析した書です。

44 資料・その他 近代建築物の保存と再生 日本建築学会近畿支部簡易協保全部会 都市文化社 1993年2月 日本建築学会近畿支部環境保全部会による研究報告書

45 資料・その他 近代ヨーロッパの人口と都市 NJGパウンズ 晃洋書房 1991年11月 １９世紀ヨーロッパの人口が急拡大したことによる様々な問題研究。翻訳書

46 資料・その他 空間価値論 早川和男 勁草書房 1974年12月 土地利用計画の課題・空間価値の創造と形成

47 資料・その他 草の根のまちづくり　京町衆は挑戦する 木村万平 かもがわ出版 1989年5月 京都の草の根まちづくり住民運動の中間報告

48 資料・その他 区政会館だより　別冊　平成21年改革実現までの歩み 公益財団法人特別区協議会 2014年4月 区政会館だよりで振り返る都区制度改革

49 資料・その他 組合再開発マニュアル 組合と行政による再開発促進研究会 ぎょうせい 2003年2月 「組合と行政による再開発」促進研究会による、組合再開発に関するマニュアル書です。

50 資料・その他 組合施行・個人施行のための図解市街地再開発事業 監修　建設省住宅局市街地建築課 全国市街地再開発協会 1999年3月

全国市街地再開発協会発行、建設省住宅局市街地建築課監修による、市街地再開発に関する

解説書です。

51 資料・その他 景観法＋建築基準法・集団規定　条文ハンドブック 建築知識2005年2月号特別付録 ㈱エクスナレッジ 2005年2月

「建築知識」２００５年２月号特別付録として、１２月１７日施行の景観法+建築基準法・集団規定

条文を速報したもの。

52 資料・その他 決定版　定期借地権 阿部康隆、野村好弘、福井秀夫 信山社 1998年3月 定期借地権についてケース別活用と税金対策への書



種類. 書名 著者 出版社 発刊日 コメント

53 資料・その他 現代建築集成８　建物の再生利用　修理・改造・復元 エリザベス・トンプソン 啓学出版 1983年4月 現代建築改造・改装・改築・修繕・再生事例の写真集

54 資料・その他 現代都市読本 田村明 東洋経済新報社 1994年3月 複雑な都市をトータルで理解するよう書かれた一冊

55 資料・その他 現代都市読本 田村明 東洋経済新報社 1994年3月 複雑な都市をトータルで理解するよう書かれた一冊

56 資料・その他 現代都市読本 田村明 東洋経済新報社 1997年1月 現代都市の諸問題を未来に向かって解いてゆく実践的な解説書

57 資料・その他 建築学便覧Ⅱ構造　第２版 日本建築学会編 丸善株式会社 1977年12月 建築学の専門書で建築の研究・実務・教育に参考になる一冊です。

58 資料・その他 建築の絵本　東京のまちづくり 藤森照信・小澤尚 彰国社 1986年5月 江戸から東京への.地区の絵本

59 資料・その他 公営住宅の管理　平成15年度版 監修国土交通省住宅局 社団法人日本住宅協会 2003年10月 平成１５年版公営住宅の管理について

60 資料・その他 皇居周辺風景画 高田力蔵 三越 1986年9月 高田力蔵の皇居周辺の風景画で水彩画です

61 資料・その他 交通工学ハンドブック 交通工学研究会　編 技報堂出版 1991年12月 交通工学専門書として、研究者や学生向け

62 資料・その他

公有地の有効活用に関するアンケート調査及び事例調査

報告書

国有財産館rに調査センター 国有財産館rに調査センター 1983年7月 アンケート調査と活用事例調査・実施報告書

63 資料・その他 コーポラティブハウス　21世紀型の住まいづくり 高田昇 学芸出版社 2003年3月

住宅は自己実現・創造の場となりえる。コーポラティブハウスに参加するなかで、思う存分創造的

な住宅とライフスタイルを獲得して欲しい。(筆者コメントより）

64 資料・その他 コーポラティブ方式による住宅建設に関する研究 建設省民間住宅対策室監修 社団法人　日本住宅協会 1978年3月 昭和５３年３月　建設省住宅局コーポラティブ方式研究委員会研究報告

65 資料・その他 国会議事堂 写真：白谷達也、文：松山巌 朝日新聞社 1990年4月 国会議事堂外観、内部の写真集

66 資料・その他 子どもの声はずむまち 大村璋子 ぎょうせい 1994年6月 世界の子どもの遊び場ガイド

67 資料・その他 サービス・プロバイダー 野崎智也 彰国社 2003年5月

都市・建築という場で新たな価値を生み出す新ビジネスモデル「サービス・プロバイダ」について

書かれた一冊です。

68 資料・その他 財団法人都市計画協会50年史 都市計画協会 都市計画協会 1996年10月 （財）都市計画協会の５０周年の記念事業史

69 資料・その他 裁かれる近代　建築不自由の時代 五十嵐敬喜 相模書房 1985年8月

建築基準法改正の軌跡を紹介し、ホテルニュージャパン事件等、実際に起こった事件を基に、近

代建築事情の問題点を指摘、分析しています。

70 資料・その他 市街地再開発事業の理論と計画実務 廣瀬栄治　鈴木康真 清文社 1997年5月

新橋駅前地区、赤羽北地区、江東防災再開発など、東京都施行再開発事業に従事して来た著

者による市街地再開発解説書

71 資料・その他 市街地再開発等の調査業務等データ集２０ 公益財団法人全国市街地再開発協会 2015年8月 市街地開発のコンサルタント業者一覧

72 資料・その他 事業のご案内 財団法人マンション管理センター

財団法人マンション管理セン

ター

2010年6月 マンション管理センターの事業案内パンフレットです。

73 資料・その他 資金ゼロの土地活用 中村隆一 読売新聞社 1997年5月

夢の活用法登場　定期借地権＋マンション　「地主さんよみがえらせよ、あなたの土地」（本書帯

封より）

74 資料・その他 実践・市街地再開発の実務と書式文例集（第1巻） ㈱日本再開発マネジメント ㈱日本再開発マネジメント 1988年8月 市街地再開発の実践実務と関連書式集（１）

75 資料・その他 実践・市街地再開発の実務と書式文例集（第2巻） ㈱日本再開発マネジメント ㈱日本再開発マネジメント 1988年12月 市街地再開発の実践実務と関連書式集（２）

76 資料・その他 失敗しないための　定期借地権活用法 赤川彰彦、宇田川和也、大野木孝之 税務経理協会 1994年8月 田園調布２５坪５０００万円～　定借マンションにおける待望の実用書（本書帯封より）

77 資料・その他 市民のすまいと居住政策 早川和男 学陽書房 1988年9月

「自治を創る」シリーズの３巻目。自治体職員など、これからの居住環境に関心を持つ方に向け

た書。

78 資料・その他 集合住宅団地の変遷 佐藤　滋 鹿島出版会 1989年10月 東京の公共住宅とまちづくりに関する図書です。



種類. 書名 著者 出版社 発刊日 コメント

79 資料・その他 住宅都市ルネッサンス 建設省住宅局　監修」 ぎょうせい 1989年11月 建設省住宅宅地審議会住宅部会市街地住宅小委員会における検討報告書

80 資料・その他 住宅白書　すまいと健康 日本住宅会議編 ドメス出版 1998年3月 住宅会議と住宅白書の中の｢住まいと健康｣を特集

81 資料・その他 住宅リフォーム支援者名簿 財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター

財団法人住宅リフォーム・紛争

処理支援センター

2011年7月 住宅リフォーム登録業者・増改築相談員名簿

82 資料・その他 Jcity　TOKYO　住み続け、働き続けられる街 神保町２丁目南部地区市街地再開発組合

神保町２丁目南部地区市街地

再開発組合

2003年9月 神保町一丁目の再開発事業の記念誌

83 資料・その他 Jcity　TOKYO　未来へのスクラム 神保町１丁目南部地区市街地再開発組合

神保町１丁目南部地区市街地

再開発組合

2003年9月 神保町一丁目の再開発事業の記念誌

84 資料・その他 詳解　土地信託 三菱信託銀行編 金融財政事情研究会 1987年9月 土地信託に関する情報を凝縮

85 資料・その他 生涯学習のまちづくりシリーズ２ 岡本包治 ぎょうせい 1992年7月

日本中の各自治体による生涯学習街づくり実践集。

文化とふれあいのまち

86 資料・その他 生涯学習のまちづくりシリーズ３ 岡本包治 ぎょうせい 1992年7月

日本中の各自治体による生涯学習街づくり実践集。

豊かな高齢社会の創造

87 資料・その他 生涯学習のまちづくりシリーズ４ 岡本包治 ぎょうせい 1989年11月

日本中の各自治体による生涯学習街づくり実践集。

健康都市をめざして

88 資料・その他 生涯学習のまちづくりシリーズ５ 岡本包治 ぎょうせい 1994年10月

日本中の各自治体による生涯学習街づくり実践集。

青少年の地域参加

89 資料・その他 生涯学習のまちづくりシリーズ６ 岡本包治 ぎょうせい 1990年7月

日本中の各自治体による生涯学習街づくり実践集。

住宅環境の人間化

90 資料・その他 生涯学習のまちづくりシリーズ７ 岡本包治 ぎょうせい 1994年10月

日本中の各自治体による生涯学習街づくり実践集。

学校を住民のものに

91 資料・その他 生涯学習のまちづくりシリーズ８ 岡本包治 ぎょうせい 1990年1月

日本中の各自治体による生涯学習街づくり実践集。

みんなで育てる地域産業

92 資料・その他 商業空間のスペース・デザイン SD編集部 鹿島出版会 1984年2月 80年代の世界のショッピングモールの写真集。

93 資料・その他 商店建築７月号増刊　商業ビル 商店建築社 商店建築社 1987年 商業ビルの活性化と丸井のヤング戦略・店舗デザイン

94 資料・その他 神保町一丁目町会　創立五十周年記念誌　ひとゆめこころ 町会記念誌委員会 町会記念誌委員会 1999年6月 神保町一丁目町会　創立五十周年記念誌

95 資料・その他 図解　土地信託ハンドブック 安田信託銀行土地信託研究会　編 都市文化社 1987年9月 安田信託銀行土地信託研究会編の土地信託に関する書

96 資料・その他 図説　明治事物起源辞典 湯本豪一 柏書房 1998年3月 図解説明で描かれた明治からの事物起源辞典

97 資料・その他 図説集落　その空間と計画 日本建築学会編 都市文化社 1989年8月

日本建築学会農村計画委員会において、集落計画小委員会委員を中心として昭和５９年度から

６１年度にかけて取り組んできた資料収集と討論の成果物

98 資料・その他 図説ニッポン土地事情’９０ 五十嵐敬喜　野口和雄　監修 自治体研究者 1990年8月 日本の土地の地価高騰から暴落の経緯と原因認識

99 資料・その他 住み続けるための住宅・マンション未来B00K 千代崎一夫　山下千佳他 住まいとまちづくりコープ 2012年6月 住まいとまちづくりコープ設立２０年記念誌

100 資料・その他 成熟社会のまちづくり 高見沢実 学芸出版社 1998年10月 日本の新たなまちづくりの試みの参考となるよう、イギリスの都市計画を解説した書

101 資料・その他 世界都市再開発NOW 関西情報センター 学芸出版社 1989年7月 ヨーロッパの都市再開発の事例集　カラー写真が豊富

102 資料・その他 世界都市東京の創造と課題 大都市圏研究開発協会 ぎょうせい 1990年9月 社団法人大都市圏研究開発協会による研究活動報告

103 資料・その他 世界の集合住宅：20世紀の２００ ㈱大京創業30周年記念出版 ㈱大京創業31周年記念出版 1990年12月 ２０世紀の世界の集合住宅の写真集

104 資料・その他 センチュリータワー イアン・ランボット

ウォーターマークパブリケーショ

ン

1992年9月 大林組の｢センチュリータワー｣・国際プロジェクトの軌跡



種類. 書名 著者 出版社 発刊日 コメント

105 資料・その他 ゼンリン住宅地図　足立区 株式会社ゼンリン 1994年10月 足立区の住宅地図2,000分の一で表示

106 資料・その他 ゼンリン住宅地図　荒川区 株式会社ゼンリン 1994年10月 荒川区の住宅地図2,000分の一で表示

107 資料・その他 ゼンリン住宅地図　板橋区 株式会社ゼンリン 1994年10月 板橋区の住宅地図2,000分の一で表示

108 資料・その他 ゼンリン住宅地図　江戸川区 株式会社ゼンリン 1994年10月 江戸川区の住宅地図2,000分の一で表示

109 資料・その他 ゼンリン住宅地図　大田区 株式会社ゼンリン 1994年10月 大田区の住宅地図2,000分の一で表示

110 資料・その他 ゼンリン住宅地図　葛飾区 株式会社ゼンリン 1994年10月 葛飾区の住宅地図2,000分の一で表示

111 資料・その他 ゼンリン住宅地図　北区 株式会社ゼンリン 1994年10月 北区の住宅地図2,000分の一で表示

112 資料・その他 ゼンリン住宅地図　品川区 株式会社ゼンリン 1994年10月 品川区の住宅地図2,000分の一で表示

113 資料・その他 ゼンリン住宅地図　渋谷区 株式会社ゼンリン 1994年10月 渋谷区の住宅地図2,000分の一で表示

114 資料・その他 ゼンリン住宅地図　新宿区 株式会社ゼンリン 1994年10月 新宿区の住宅地図2,000分の一で表示

115 資料・その他 ゼンリン住宅地図　杉並区 株式会社ゼンリン 1994年10月 杉並区の住宅地図2,000分の一で表示

116 資料・その他 ゼンリン住宅地図　墨田区 株式会社ゼンリン 1994年10月 墨田区の住宅地図2,000分の一で表示

117 資料・その他 ゼンリン住宅地図　世田谷区 株式会社ゼンリン 1994年10月 世田谷区の住宅地図2,000分の一で表示

118 資料・その他 ゼンリン住宅地図　中央区 株式会社ゼンリン 1994年10月 中央区の住宅地図2,000分の一で表示

119 資料・その他 ゼンリン住宅地図　豊島区 株式会社ゼンリン 1994年10月 豊島区の住宅地図2,000分の一で表示

120 資料・その他 ゼンリン住宅地図　中野区 株式会社ゼンリン 1994年10月 中野区の住宅地図2,000分の一で表示

121 資料・その他 ゼンリン住宅地図　練馬区 株式会社ゼンリン 1994年10月 練馬区の住宅地図2,000分の一で表示

122 資料・その他 ゼンリン住宅地図　港区 株式会社ゼンリン 1994年10月 港区の住宅地図2,000分の一で表示

123 資料・その他 ゼンリン住宅地図　目黒区 株式会社ゼンリン 1994年10月 目黒区の住宅地図2,000分の一で表示

124 資料・その他 続・昭和二十年東京地図 文・西井一夫　写真：平島彰彦 筑摩書房 1987年8月

「戦前と戦後の断絶と連続の断片をつむぐこと・・都心の焦土の外縁に広がっていた近郊地区

は、都市の欲望が自身の姿を映す凹面鏡であった」（本書解説より抜粋）

125 資料・その他 続街並みの美学 芦原義信 岩波書店 1983年7月 「街並みの美学」の続編

126 資料・その他 大都市の保全と開発　国際専門家会議論文集 国連地域開発センター　京都市 国連地域開発センター　京都市 1988年3月 都市の経済問題・大都市政策の課題に関して

127 資料・その他 タウンモビリティとまちづくり タウンモビリティ推進研究会 学芸出版社 1999年2月

タウンモビリティとは高齢者や障害者など移動に不安を持つ人に電動スクーターや車椅子を貸し

出して、商店街やまちなかを自由に楽しんでもらおうという外出支援のプログラムです。

128 資料・その他 建物賃貸借トラブルの実例と解決 不動産適正取引推進機構監修 住宅新報社 2010年12月 宅建業法、民法、借地借家法の観点から賃貸業務のトラブルをマンガで解説した書

129 資料・その他 たのしく歩ける街づくり　ショッピングモール 岡　並木　監修 地域科学研究会 1981年5月 都会の中のオアシス、80年代の商店街・まちづくり

130 資料・その他 地域共生のまちづくり 三村浩史＋地域共生編集委員会 学芸出版社 1998年8月 「生活空間計画学」研究者による研究論文集



種類. 書名 著者 出版社 発刊日 コメント

131 資料・その他 地域再生と戦略的協働 岡田浩一、藤江昌、岡本一郎 ぎょうせい 2006年11月 地域ガバナンス時代のNPO・行政の協働

132 資料・その他 チーム力をつくる３ステップ 本間直人 ㈱翔泳社 2008年8月 ご機嫌な職場に帰るちょっとしたコツ

133 資料・その他 地球環境と東京 河原一郎 筑摩書房 2001年4月

「地球環境の危機に直面しつつある今、都市の歴史の中に住民主体の生態学的なまちづくりを

提唱する東京再生のシナリオ」（本書解説より）

134 資料・その他 地球時代の首都経営 鈴木俊一 ぎょうせい 1994年12月 元東京都知事鈴木俊一氏による発言集４冊目。

135 資料・その他 地区計画　都市計画の新しい展開 日笠端 共立出版㈱ 1981年10月 日本の地区計画について書かれた書

136 資料・その他 地方自治体と定借PFI 赤川彰彦 財団法人大蔵財務協会 1999年7月 公有地における定期借地権活用の提言

137 資料・その他 中国地方のまち並み 中国新聞社 中国新聞社 1999年9月 中国地方まち並み研究会による、中国地方のまち並み研究報告

138 資料・その他 千代田　街づくりシンポジウム’８８報告書 千代田区 千代田区 1989年3月 昭和６２年策定の「千代田区街づくり方針」策定後１年間の活動成果発表シンポジウム記録

139 資料・その他 千代田区都市計画マスタープラン 千代田区 千代田区 1998年3月 平成１０年の千代田区の都市計画マスタープラン

140 資料・その他 千代田区文化財調査報告書　弥勒寺跡・ 千代田区四番町歴史民俗資料館

千代田区四番町歴史民俗資料

館

2010年3月 四番町歴史民俗資料館の文化財調査報告書

141 資料・その他 千代田区分譲マンション実態調査報告書 財団法人まちみらい千代田 公益財団法人まちみらい千代田 2014年3月 2013年度にまちみらい千代田で実施した、千代田区内の分譲マンション実態調査報告書です。

142 資料・その他 千代田区四番町歴史民俗資料館報　第19号 千代田区教育委員会 千代田区教育委員会 2011年10月 事業概要と学芸員の研究論考の報告書

143 資料・その他 千代田区ワンルームマンション実態調査報告書 千代田区街づくり推進公社 千代田区街づくり推進公社 2003年3月

平成１５年に千代田街づくり推進公社が実施した千代田区ワンルームマンション実態調査報告

書

144 資料・その他 千代田国際シンポジウム　都心居住国際会議 千代田区 千代田区 1991年11月 1991年都市居住国際会議の会議録

145 資料・その他 千代田の記憶　区内生活し調査報告書 千代田区教育委員会 千代田区教育委員会 2010年3月 平成２２年千代田区教育委員会が区内生活史調査報告書

146 資料・その他 千代田の古文書 千代田区教育委員会 千代田区教育委員会 2009年3月 区内関連文献資料調査報告書

147 資料・その他 千代田まちづくり叢書　タウンマネジメントとしてのまちづくり 千代田区街づくり推進公社 千代田区街づくり推進公社 2001年3月 千代田街づくりネットワーク’０１講演会記録

148 資料・その他 千代田まちづくり叢書　私は都会に棲んでいます 千代田区街づくり推進公社 千代田区街づくり推進公社 1999年3月 千代田街づくりネットワーク’９９シンポジューム記録

149 資料・その他 千代田を愛して　加藤清政　わが人生 加藤清政記念誌刊行委員会 ㈱都政新報社 1989年4月 千代田区長であった加藤清政氏を記念して刊行された書

150 資料・その他 創る　魅せる　超える 中西元男 きこ書房 2001年1月 過去の成功体質から抜け出し、発展するための戦略書

151 資料・その他 定期借地権　ケース別活用と課税への対応策 弁護士江口正夫　税理士佐藤清次 にじゅういち出版 1993年10月 定期借地権についてケース別に解説した書

152 資料・その他 電子市民会議室のガイドライン ㈱NTTデータ　システム科学研究所企画 学陽書房 2004年2月 電子市民会議室を取り巻く環境と現状について

153 資料・その他 DNタワー２１　（第一・農中ビル） 清水建設株式会社 丸善株式会社 1996年6月 歴史的建築物の保存による再生手法が書かれた一冊。

154 資料・その他 ドイツの土地住宅法制 田山輝明 成文堂 1991年11月 ドイツの土地利用規制と土地法制に関する研究書

155 資料・その他 東京21世紀への飛翔 鈴木俊一 ぎょうせい 1990年11月 鈴木俊一氏が東京都知事時代に「豊かさの実感できる東京づくり」についての発言をまとめた書

156 資料・その他 東京ーエスニック伝説 陣内　秀信　編 プロセス・アーキテクチュア 1968年6月 昭和60年代の東京再発見写真集。
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157 資料・その他 東京駅の世界 かのう書房 かのう書房 1987年6月 ２１人の執筆者による、東京駅に関する記憶や体験をまとめた書

158 資料・その他 東京改造計画の軌跡 東郷尚武 財団法人東京市政調査会 1993年5月 都心機能分散の視点で東京都庁移転計画に触れた書

159 資料・その他 東京現代建築ほめごろし 建築三酔人 株式会社　洋泉社 1997年11月 建築界のタブーに挑戦した書

160 資料・その他 東京これからこうなる 平本一雄 図書出版株式会社 1988年1月

臨海部副都心構想で東京はどう変わるか、内需拡大は東京で可能か、東京マネー市場が「京」

の単位になる日　・・（本書解説より抜粋）

161 資料・その他 東京今昔対比写真　都電の消えた街 林順信　諸河久 大正出版 1983年6月 山の手に走ってた都電の写真集

162 資料・その他 東京照射学 ㈱三菱総合研究所地域計画部 公務職員研修協会 1987年10月

「東京の魅力や問題、内外の動き、その背景、意味するところなどがかくも多方面から正面切っ

て取り上げられたことはかつて無かったであろう。」(本書解説より抜粋）

163 資料・その他 東京新地図の読み方 大薗友和 日本実業出版社 1988年3月

東京を知らずして、日本の「これから」は語れない。綿密な取材、深い洞察力を武器に、経済大国

日本の素顔を語った書

164 資料・その他 東京低地の液状化予測 東京都土木記述研究所 東京都土木記述研究所 1986年3月 東京都の液状化予測図

165 資料・その他 東京都社会福祉基礎調査報告書　高齢者の生活実態 東京都 東京都 1995年2月 高齢者の生活実態をテーマにした調査報告書

166 資料・その他 東京都千代田区　紀尾井町遺跡調査報告書 東京都 東京都 1988年11月 江戸時代に紀州藩屋敷跡から出た遺跡の調査報告書（1988年）。

167 資料・その他 東京都昼間就業者数の予測 東京都 東京都 1985年3月 昭和６０年から５年毎の東京都昼間就業者数の予測

168 資料・その他 東京都福祉のまちづくり条例　施設整備マニュアル 東京都 東京都 1996年8月 まちづくり条例制定の経緯と設計・資料・助成制度を取り上げた一冊

169 資料・その他 東京都緑の倍増計画 東京都環境保全局自然保護部 東京都環境保全局自然保護部 1991年12月 都市地域における緑の倍増計画と促進の提言

170 資料・その他 東京の空間人類学 陣内秀信 筑摩書房 1986年4月 東京の都市空間のなり立ちや、景観の上に表れた都市の個性を掘り下げた書。

171 資料・その他 東京の商業集積地域平成6年商業統計調査報告 東京都 東京都 1996年5月 商業活動育成・指導の行政資料として利用。

172 資料・その他 東京の都市計画 大崎本一 鹿島出版会 1989年10月 明確なセオリーに基づいた実務的立場からの東京論（発刊に寄せてより）

173 資料・その他 東京の土地１９８９ 東京都 東京都 1990年5月

｢東京の土地（土地関係資料）｣の1995年版。地価高騰期から最近の沈静化の動向まで報告され

ています。

174 資料・その他 東京の土地１９９５　土地関係資料集 東京都 東京都 1996年6月 平成８年の土地に関した基礎資料を掲載

175 資料・その他 東京の土地利用　現況編 東京都都市計画局 東京都都市計画局 1982年9月 昭和５７年の多摩地区の土地利用調査の計量・解析書

176 資料・その他 東京の土地利用　昭和62年多摩・島しょ地域 東京都都市計画局 東京都都市計画局 1989年3月 昭和６２年の多摩地区の土地利用調査の計量・解析書

177 資料・その他 東京の土地利用　平成3年東京都区部 東京都都市計画局 東京都都市計画局 1995年9月 平成３年の東京都区部の土地利用調査の計量・解析書

178 資料・その他 東京の橋　著名橋の整備 東京都 東京都 1991年 著名な橋の写真集

179 資料・その他 東京の橋と景観 東京都 東京都 1988年7月 江戸から東京の橋の役割と景観を題材とした一冊。

180 資料・その他 東京の水　市民の手による水白書 東京・生活者ネットワーク/東京の水を考える会 北斗出版 1990年5月

「私たちが毎日飲んでいる飲み水の背後に、水洗トイレの先に、どんな問題があるのだろう。本

書は、地域の水環境再生のために活動して来た女性達と現場を担う人たちの共同作業によって

作られました。」（解説より）

181 資料・その他 TOKYO　MILLENARIO 加藤光太郎　横山啓治 オレンジページ 2006年12月 アーチ型の構造体に光を配し道路を回廊に変身させる都市と祝典の写真集

182 資料・その他 どーなる　どーする　日本の土地 長谷川徳之輔 日本実業出版社 1990年9月

サラリーマンをはじめ日本人が本当の豊かさを手に入れるための方法や考え方を、土地問題を

解きほぐしながら解説した書。



種類. 書名 著者 出版社 発刊日 コメント

183 資料・その他 時・人･大林　１８９２－１９９１ ㈱大林組 ㈱大林組 1991年10月 大林組の関連の写真集。

184 資料・その他 都市開発と証券化 日本開発銀行編 日本経済新聞社 1990年1月 日本開発銀行が新しい資金調達の可能性を探る

185 資料・その他 都市計画法の運用 建設省都市局都市計画課 ぎょうせい 1998年2月 都市計画法の運用に関する逐条問答集

186 資料・その他 都市再開発の税実務　改訂三版 光多長温、右手宗視 中央経済社 1991年3月 再開発事業・税務双方の実務の双方の担当者が解説

187 資料・その他 都市再開発法解説　逐条解説改訂５版 建設省都市局都市再開発防災課 大成出版社 1977年1月 都市再開発法の解説書

188 資料・その他 都市再生の人間学 井出欣治 毎日新聞社 1989年9月 藤田組の学生重役となり開発事業本部長が出筆

189 資料・その他 都市再生のパラダイム 久保田陽一 PARCO出版 1988年12月

JWラウスによる１９８９年有楽町マリオンで行われたシンポジウム記録と、ラウスのプロジェクト紹

介書

190 資料・その他 都市再生の法と経済学 福井秀夫 信山社 2001年9月

都市再生の実務家、研究者、一般市民にも読んでもらいたいと執筆者福井秀夫教授により執筆

された書

191 資料・その他 都市づくり要綱裁判 後藤喜八郎 日本評論社 1985年4月 武蔵野市要綱裁判の課題と意義を理解し役立てて欲しい

192 資料・その他 土質調査法 土質工学会編 土質工学会 1982年12月 土質調査法（第二回改定版）　土質工学会編

193 資料・その他 都市と人工地盤　その意味と導入手法 花輪亘 鹿島出版 1985年11月 土地の有効利用に欠かせない「人工地盤」の導入例を集大成した書

194 資料・その他 都市と土地の理論 岩田規久男、小林重敬、福井秀夫 ぎょうせい 1992年3月 地価高騰から土地税制の改革を背景に経済学・都市工学・法制論の分析

195 資料・その他 都市の景観を考える 建設省都市局都市計画課監修 大成出版社 1988年1月 良好な都市景観の形成を具体的に解りやくす解説。

196 資料・その他 都市の再生 日本都市学会編 ぎょうせい 1987年6月 日本都市学会による検討をまとめた、１９８７年年報

197 資料・その他 都市の自動車交通　イギリスのブキャナンレポート 八十島芳之助　井上孝　共訳 鹿島出版会 1974年1月 都市地域における自動車交通の長期にわたる問題の研究書

198 資料・その他 都市の変容と居住権　まちが壊れる！ 上野芳子 有限会社　みず穂 1983年10月

東京で借地借家人たちのトラブルの相談を受けることを仕事にしている著者による、東京の土地

問題を考える書。

199 資料・その他 都市の未来 日本都市問題会議関西会議編 都市文化社 1991年12月

京都・大阪・神戸の三都市及び地元の有識者によって設立された「日本都市問題会議関西会

議」における研究成果を取りまとめた本。

200 資料・その他 都市美ガイドライン作成調査報告　その２ 東京都生活文化局 東京都生活文化局 1986年8月

東京都における都市美についてのガイドラインを取りまとめ、都内4地区におけるケーススタディ

を報告したものです。

201 資料・その他 都市緑地の計画と設計 内山正雄　編 彰国社 1989年3月 公園緑地の計画・設計・施工・管理等の基礎を学生、研究者、実務担当者の参考書

202 資料・その他 都市緑化による都市景観形成事例集 建設省都市局公園緑地課 ぎょうせい 1986年6月 建設省都市局公園緑地課監修による都市緑化による景観形成事例集

203 資料・その他 都心　改創の構図 依田和夫 鹿島出版会 1999年

東京都心を題材に、その形成プロセスを検証しながら将来を展望し、新たな都心創生のあり方に

ついて論考したもの

204 資料・その他 都心居住に関する調査研究（その２） 財団法人アーバンハウジング 財団法人アーバンハウジング 2011年3月 平成２１年度に実施した都心居住に関する調査研究

205 資料・その他 都心居住の環境デザイン 都市環境デザイン会議 都市環境デザイン会議 1996年11月 都心居住を巡っての課題とキーワード

206 資料・その他 都心の土地と建物　東京・街の解析 八木澤荘一、吉本正信、吉村彰 東京電機大学出版局＾ 1987年 街の解析・利用構造・影響・景観・将来に関した一冊

207 資料・その他 都心部の遺跡　都心部遺跡分布調査報告 東京都教育委員会 東京都教育委員会 1985年5月 昭和６０年にまとめた都心部の遺跡調査報告

208 資料・その他 都政と共に五十年 小俣伸 ㈱都政新報社 1987年1月 都政新報を３７年間発行した著者による自分史。
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209 資料・その他 都宅協30周年記念 宅地建物取引業会 東京都宅地建物取引業会 1995年11月 不動産業の流通編纂誌（３０周年記念誌）

210 資料・その他 土地所有者のための　賃貸経営ハンドブック

鈴木豊監修　旭化成工業株賃貸経営研究グルー

プ編

中央経済社 1995年11月 旭化成工業㈱賃貸経営研究グループによる書

211 資料・その他 土地建物の法律と税金 まがいまさこ 西東社 2001年9月 購入から売却、賃貸借、相続に関する土地建物の法律と税金

212 資料・その他 土地分類基本調査　東京東北部・東南部 東京都 1999年 東京都の国土調査図

213 資料・その他 都立公園ガイド 東京都 東京都 1995年7月 都内に広がる緑のオアシス８０

214 資料・その他 ２００５年版　建築基準法令集 財団法人東京建築士会 財団法人東京建築士会 2005年1月 2005年版の建築基準法規集です。

215 資料・その他 24時間都市 岡並木監修 地域科学研究会 1986年8月 複合機能化と商業活性化のための開発・整備手法

216 資料・その他 日本公共事業年鑑 政府資料調査会 政府資料調査会 1994年6月 公共事業の政府資料（持出禁止・高価本）

217 資料・その他 日本の地理　７　東京 日本の地理編集委員会 あゆみ出版 1990年3月 現代の日本の姿を、各地の産業や住民の具体的な生活を通して描いています。

218 資料・その他 日本の都市再開発　市街地再開発事業の全記録 社団法人全国市街地再開発協会

社団法人全国市街地再開発協

会

1995年10月 日本全国の再開発事業の全記録集

219 資料・その他 日本の都市再開発史 社団法人全国市街地再開発協会

社団法人全国市街地再開発協

会

1991年4月 全国の都市開発事例集

220 資料・その他 二笑亭きたん 式場隆三郎 求龍堂 1989年12月

深川門前仲町の二笑亭は、”狂気”と言われた建築家の手によるもので、それを紹介した興味深

い内容です。

221 資料・その他 人間のための公園 ベン・ホイッタカー/ケネス･ブラウン 鹿島出版会 1980年10月 セントラルパークによるニューヨークの生活環境の向上の記録、翻訳書

222 資料・その他 人間のための住環境デザイン 湯川利和 鹿島出版会 1993年1月 米国・英国の研究者による住環境デザインの解説書翻訳書。

223 資料・その他 原胤昭旧蔵資料調査報告書（２）（3） 千代田区教育委員会 千代田区教育委員会 2010年3月 江戸町奉行所与力・同心関係資料

224 資料・その他 バリア・フル・ニッポン 川内美彦 現代書館 1996年11月 障害を持つ専門家によるまちづくりについての一冊です。

225 資料・その他 人にやさしい　TOKYO　NeTｓプラン 東京都 東京都 1996年3月 青島幸雄都知事時代の東京都地域情報化推進計画の概要

226 資料・その他 ピラミッド デビッド・マコーレイ 岩波書店 1990年6月 巨大の王墓建設の謎をペン画で描く。

227 資料・その他 ビル・マンションの経営企画と管理 小林青周　梨本幸男 住宅新報社 1991年11月

現代では、建物が社会システムの一要素として重要性を増している。ビル・マンションをインフラと

して捕らえた建築理論書

228 資料・その他 風景デザイン 進士五十八他 学芸出版社 1999年2月 全国各地の景観行政やまちづくり運動に参画して来た筆者らによる書

229 資料・その他 復刻版　大東京写真案内 博文館新社 1933年7月 昭和初期の東京写真集

230 資料・その他

平成22年度　区内の既築建築物の省エネルギー化に関す

る調査実施業務

千代田区　財団法人建築環境省エネルギー機構 2011年3月 千代田区グリーンストック作戦の概要と支援事業

231 資料・その他

平成25年度千代田学　都心居住の＾実態調査と都心型地域

コミュニティの検討報告書」

日本大学理工学部建築学科都市計画研究室

日本大学理工学部建築学科都

市計画研究室

2014年3月 日本大学理工学部建築学科による研究報告書

232 資料・その他 平成6年地価公示標準地の付近案内図 東京都 東京都 1994年度 東京都内の地価公示標準地を示したもの

233 資料・その他 平成7年地価公示 東京都 1995年 平成７年の地価公示・標準地の付近案内図

234 資料・その他 平成7年地価公示標準地の付近案内図 東京都 東京都 1995年度 東京都内の地価公示標準地を示したもの



種類. 書名 著者 出版社 発刊日 コメント

235 資料・その他 平成8年地価公示 東京都 1996年 平成８年の地価公示・標準地の付近案内図

236 資料・その他 平成8年地価公示標準地の付近案内図 東京都 東京都 1996年度 東京都内の地価公示標準地を示したもの

237 資料・その他 ボローニャの試み 加藤晃規　監修 香匠庵 1986年12月 ボローニャで進められた歴史的市街地の修復・再生計画の推移の報告書

238 資料・その他 「まち」のあり方を考えなおそう！ まちづくり推進連絡協議会 まちづくり推進連絡協議会

1996年、1997

年、1918年

まちづくりのQ&Aとまちづくり条例

239 資料・その他 まちづくり・みちづくり　ガイドブック 建設省道路局市町村道室 1905年6月 まちづくり市町村道路整備モデル事業を紹介する一冊

240 資料・その他 まちづくり・みちづくりのヒント 建設省道路局＾市町村道室監修 ぎょうせい 1990年9月 建設省道路局による、「まちづくり市町村道路整備モデル事業」を紹介するガイドブック

241 資料・その他 まちづくり神田工房　かわら版　　ひらけ！玉手箱 まちづくり神田工房 まちづくり神田工房 1999年9月 街づくり神田工房のかわら版１９９９年総集編

242 資料・その他 まちづくり条例　その機能と役割 井上繁 ぎょうせい 1991年9月

自治体それぞれの風土に根差した個性的な条例による住民参加の地域づくりの輪をより進める

ための条例集大成の書

243 資料・その他 まちづくりの哲学 戸沼幸市 彰国社 1991年12月

現代都市を象徴するアークヒルズに設立された「アーク都市塾」における哲学「都市とは何か、人

間とは何か」を探究した書

244 資料・その他 まちづくり法実務体系 坂和章平編著 新日本法規 1996年5月 まちづくり関連法令実務体系解説書

245 資料・その他 まちづくり用語･用例　カタカナ実用事典 ぎょうせい総合研究所編 ぎょうせい 1993年1月 カタカナ用語の実用辞典

246 資料・その他 街並みの美学 芦原義信 岩波書店 1990年3月

美しい街並みとは何か。人間の為の美しい街並みをつくる創造的手法を具体的に提案した名著

（本書解説より）

247 資料・その他 街の再開発 玉田弘毅編 有斐閣選書 1981年8月 都市開発の専門家が豊富な事例を盛り込んで解説

248 資料・その他 街のデザイン シリル・ポーマイア 鹿島出版会 1993年9月 アメリカ、ヨーロッパの街のデザインと街づくり紹介。翻訳書

249 資料・その他 マンション再生支援調査概要 財団法人まちみらい千代田 財団法人まちみらい千代田 2009年3月

千代田区内の全マンションを対象に実施した｢大規模修繕｣や｢建替え｣についての調査概要書で

す。

250 資料・その他 マンション再生支援調査報告書 財団法人まちみらい千代田 財団法人まちみらい千代田 2009年3月 平成２１年度にまちみらい千代田が実施したマンション再生支援調査報告書

251 資料・その他 マンション再生支援調査報告書 財団法人まちみらい千代田 財団法人まちみらい千代田 2009年4月

千代田区内の全マンションを対象に実施した｢大規模修繕｣や｢建替え｣についての調査報告書で

す。

252 資料・その他 マンション等安心居住調査報告書 千代田区 千代田区 2006年3月 平成１８年に千代田区が実施したマンション等安心居住調査報告書

253 資料・その他 マンション等安心居住調査報告書概要版 千代田区 千代田区 2006年3月 平成１８年に千代田区が実施したマンション等安心居住調査報告書(概要版）

254 資料・その他 未完の東京計画 石田頼房 ちくまライブラリー 1992年2月 実現しなかった計画を取り上げる事で、計画の真実を探ろうとする書

255 資料・その他 水の都、橋の都　モダニズム東京・大阪の橋梁写真集 伊東孝　編著 東京堂出版 1994年7月 ｢水の都｣として栄えた東京・大阪の橋の写真集。

256 資料・その他 三菱地所 三菱地所株式会社 1992年12月 三菱地所の設計監理部門の業務内容の一端を紹介した一冊

257 資料・その他 民間による優良再開発の手引き 建設省都市局　監修 彰国社 1992年6月 再開発の手引書で図解入りで解りやすく説明しています

258 資料・その他 メトロポールの明日 プロセス・アーキテクチュア 1989年7月 パリの写真集です

259 資料・その他 物あまり時代の店づくり 望月照彦 ダイヤモンド社 1987年2月 生活栽培型ストアの発想と実践

260 資料・その他 ヨーロッパの都市再開発 木村光宏 学芸出版社 1992年1月 ヨーロッパの都市再開発の事例集



種類. 書名 著者 出版社 発刊日 コメント

261 資料・その他 よくわかる建築基準法　図解 鈴木ひとみ・杉原仁美 日本実業出版社 2003年8月 図解付き建築基準法

262 資料・その他 横浜＝都市計画の実践的手法 田村明　監修 鹿島出版会 1982年5月

実践的都市計画の姿勢、取組み方、基本的な考え方、計画の方向性、手段、方法について書い

た一冊。

263 資料・その他 四谷見附橋物語 四谷見附橋研究会 技報堂出版株式会社 1988年3月 四谷見附橋を中心とした土木史

264 資料・その他 よみがえる東京　再開発２２ 東京都都市計画局　監修 日刊建設通信新聞社 1990年11月 生活優先の再開発を提案した一冊。（再開発事例集）

265 資料・その他 歴史的景観とまちづくり 西山夘三 都市文化社 1990年6月 都市・まちなみを文化財としての視点で、ペン画のイラストを多数挿入しながら解説しています。

266 資料・その他 路上喫煙にNO！ 千代田生活環境課 ぎょうせい 2003年10月

千代田区生活環境課著。生活環境条例施行から１年、ルールとマナーの間で揺れた激動・激論

の記録！！

267 資料・その他 わが街わが都電 東京都交通局 東京都交通局 1991年6月 東京都交通局編纂の都電の写真集

268 資料・その他 和のまちづくり 押上二丁目地区市街地再開発組合

押上二丁目地区市街地再開発

組合

1991年11月 押上二丁目地区再開発組合による、セトル中之郷完成記念書

269 資料・その他 千代田区ワンルームマンション実態調査(報告書） （財）千代田区街づくり推進公社 2003年3月

千代田区内のワンルームマンションの実態を調査把握し、今後の施策に反映しようとするもので

す。

270 資料・その他 マンション実態調査報告書(概要版） 千代田区 2004年3月 平成15年度、千代田区内の分譲マンション対象の実態調査報告書概要版です。

271 資料・その他 マンション実態調査報告書 千代田区 2004年3月 平成15年度、千代田区内の分譲マンション対象の実態調査報告書です。

272 資料・その他 賃貸マンション実態調査報告書 （財）千代田区街づくり推進公社 1994年3月 平成15年度、千代田区内の賃貸マンション対象の実態調査報告書です。

273 資料・その他 千代田区第3次住宅基本計画 千代田区 2015年10月

「多様な人々が住み支え合う交流促進型生活都心の形成」を基本理念とした千代田区の住宅施

策計画です。

274 資料・その他 千代田区第３次住宅基本計画(概要版） 千代田区 2015年10月

「多様な人々が住み支え合う交流促進型生活都心の形成」を基本理念とした千代田区の住宅施

策計画概要版です。

275 資料・その他 江戸のみちはアーケード 鈴木理生 青蛙房 1997年1月

江戸の「みち」を、地図上で平面的に見るのではなく、輪切りにして断面のあり様を見ることで、江

戸の町づくりを考察しようとする本です。

276 資料・その他 大江戸透絵図 北原進監修 丸善株式会社 2003年10月

北原進氏と杉浦日向子氏の対談形式による江戸の紹介から始まり、浮世絵や写真を使用した江

戸から今日までの千代田解説。ＣＤＲ付録付き。

277 資料・その他 千代田まち事典（江戸・東京の歴史を訪ねて） 千代田区 2005年3月

写真やイラスト、浮世絵を挿絵にたくさん使い、カラフルな書面で千代田を紹介した本です。（付

録：千代田花の道）

278 資料・その他 千代田の坂と橋（江戸・東京の地形） 千代田区日比谷図書文化館 2015年1月 歌川広重の浮世絵「名所江戸百景」を手がかりに千代田区の原風景・坂と橋を解説しています。

279 資料・その他 飯田橋旧国鉄用地群築ビジョン 富士見まちづくり協議会 1989年10月 平成元年に富士見街づくり協議会が、飯田橋旧国鉄用地群の再開発構想資料です。

280 資料・その他 「住宅宿泊事業（民泊）関係資料集」 公財)マンション管理センター 公財)マンション管理センター 2018年1月

住宅宿泊事業法に関わる法律、施行令、施行規則、住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）、

改正標準管理規約党を網羅的に取りまとめた一冊


