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１　改定の検討経過

■ �千代田区都市計画マスタープランの改定は、平成28（2016）年度の現行計画の成果検証作業から着手
し、平成29（2017）年度にかけて、基礎データの整理・分析や改定方針検討など、区主体で検討準備
を進めました。

■ �平成30（2018）年度は、千代田区都市計画マスタープランの改定について、区長から千代田区都市計
画審議会に諮問、専門的な検討組織として「千代田区都市計画審議会都市計画マスタープラン改定検討
部会」を都市計画審議会の下に設置し、本格的な検討を進めました。年度末には「千代田都市づくり白書」
をまとめて公表しました。

■ �令和元（2019）年度は、計画改定についての「中間のまとめ」（案）を公表し、意見聴取、公聴会及び意見
交換会などの機会を通じて、たくさんのご意見をいただき、計画改定の素案骨子の検討を進めました。

■ �令和２（2020）年度は、オープンハウスなどを通じて地域ごとにきめ細かく意見聴取を行い、「改定素案」
を作成して公表しました。意見聴取、公聴会及び意見交換会のほか、東京都や周辺区との調整・修正
を経て、令和３（2021）年２月に千代田区都市計画審議会から、都市計画マスタープラン改定について
の「答申」を受けました。

■ �千代田区は、この答申を基にして「改定案」を作成し、パブリックコメント、公聴会を行いました。い
ただいた意見を踏まえて、改定案の最終調整を行い、令和３年（2021）年５月に「千代田区都市計画マ
スタープラン」を改定しました。　
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（１）主な検討経過

平成28年度
（2016年度）

▼
平成29年度
（2017年度）

改定
検討
準備

■ �千代田区都市計画マスタープラン（平成10年〔1998〕3月）の成果検証
　（分野別まちづくり／地域別構想、都市開発諸制度、関連計画等）
■基礎データの整理・分析
■改定方針検討　　　　　　　　　　　　等

平成30年度
（2018年度） 6～ 8月

千代田区のまちづくりアンケート調査を実施
（区内在住・在勤・在学者、まちづくり活動団体）

6月
千代田区都市計画審議会へ諮問
「千代田区都市計画マスタープランの改定について」

7月 千代田区都市計画審議会都市計画マスタープラン改定検討部会を設置

3月 千代田都市づくり白書　　1．「本編　都市の特性と魅力」を公表

平成31年度
令和 元 年度
（2019年度）

5月 千代田都市づくり白書　　2．「データ・資料編」を公表

 　10月
千代田区都市計画審議会より、
千代田区都市計画マスタープランの改定について「中間のまとめ」（案）を公表

11月「中間のまとめ」に対する意見聴取を実施、公聴会及び意見交換会を開催

令和 2 年度
（2020年度）

7～ 8月 都市計画マスタープラン　オープンハウスを開催

11月
千代田区都市計画審議会より、
千代田区都市計画マスタープラン「改定素案」を公表

11 ～ 12月
「改定素案」に対する意見聴取を実施、公聴会及び意見交換会を開催
東京都及び周辺区への意見照会を実施

2月
千代田区都市計画審議会より答申

「千代田区都市計画マスタープランの改定について」

令和 3 年度
（2021年度） 4月

千代田区都市計画マスタープラン「改定案」を公表
「改定案」に対するパブリックコメントを実施。公聴会を開催

5月「千代田区都市計画マスタープラン」改定
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（２）千代田区都市計画審議会 委員名簿

学識経験者 岸井　隆幸 日本大学特任教授 会長
木島　千嘉 神奈川大学・工学院大学等非常勤講師
三友　奈々 日本大学助教
村木　美貴 千葉大学大学院教授
柳沢　厚 都市計画家
加藤　孝明 東京大学生産技術研究所教授 令和3年1月から
保井　美樹 法政大学教授 令和2年12月まで

区議会議員 木村　正明
岩佐　りょう子 令和元年度から
河合　良郎 令和元年度から
小枝　すみ子 令和元年度から
嶋崎　秀彦 令和元年度から
桜井　ただし 令和3年2月から
はやお　恭一 令和元年度から令和2年12月まで
内田　直之 平成30年度
大串　ひろやす 平成30年度
小林　たかや 平成30年度
寺沢　文子 平成30年度
林　　則行 平成30年度

区民 関　茂晴 神田練塀町
細木　博己 神田小川町
山田　ちひろ 神田須田町
三浦　裕介 麹町 令和元年度から
諸　享 麹町 令和2年度から
中原　秀人 一番町 令和2年度から
岩本�亜希子 平河町 令和元年度まで
田熊　清德 内神田二丁目 令和元年度まで
鈴木�永里名 二番町 平成30年12月まで

関係
行政機関等

小山内　勇 麹町警察署長 令和2年度から
上野　良夫 令和元年度
松澤　誠 平成30年度
久保田　幸雄 麹町消防署長 令和3年1月から
藤木　正治 令和元年度から令和2年10月まで
國府田　洋明 平成30年度

臨時委員 池邊　このみ 千葉大学大学院教授
（幹事） 細越　正明 政策経営部長 令和2年度から

清水　章 令和元年度まで
小川　賢太郎 環境まちづくり部長 令和2年度から
松本　博之 令和元年度
保科　彰吾 平成30年度
加島　津世志 まちづくり担当部長 令和2年度から
大森　幹夫 令和元年度まで

（事務局） 環境まちづくり部　景観・都市計画課
(敬称略)
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（3） 千代田区都市計画審議会都市計画マスタープラン改定検討部会　
委員名簿

（専門分野）

部 会 長 池邊　このみ 千葉大学教授
都市緑地学、都市緑地計画学、緑地創成
論、緑地デザイン学

副部会長 小澤　一郎
（公財）都市づくりパブリックデザインセ
ンター顧問

都市計画、環境・エネルギー

伊藤　香織 東京理科大学教授 都市デザイン、空間情報科学

中村　英夫 日本大学教授 都市計画、土木計画学・交通工学

中村　政人 東京藝術大学教授 文化・芸術、リノベーション

橋本　美芽 東京都立大学大学院准教授
住環境整備学、医療・福祉工学、リハビ
リテーション工学、建築計画学、バリア
フリー、ユニバーサルデザイン

福井　恒明 法政大学教授
景観工学、都市景観、景観行政、社会基
盤構造物・空間デザイン

三友　奈々 日本大学助教
環境デザイン学、公共空間デザイン、プ
レイスメイキング

村上　公哉 芝浦工業大学教授
地域環境システム計画、環境マネジメン
トシステム

村木　美貴 千葉大学大学院教授
都市計画、都市計画マスタープラン、広
域都市計画、低炭素型都市づくり

（敬称略）
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年度・月年度・月 区民等区民等 区議会区議会 都市計画審議会都市計画審議会 改定検討部会改定検討部会

平成30年度
（2018年度）

4月 企画総務委員会
5月 ▼
6月 千代田区のまちづくりアンケート調査 ▼ 諮　問諮　問 要　　　綱
7月 企画総務委員会 平成30年度第1回 第1回
8月 フロントランナー・ヒアリング ▼ ▼ ▼
9月 ▼ ▼ 第2回

10月 ▼ ▼ 平成30年度第2回 ▼
11月 ▼ ▼ ▼ 第3回
12月 ▼ ▼ 平成30年度第3回 ▼
1月 ▼ ▼ ▼ ▼
2月 ▼ 企画総務委員会 ▼ 第4回
3月 ▼ 平成30年度第4回 ▼

平成31年度
令和 元 年度
（2019年度）

4月 ▼ ▼ ▼
5月 ▼ ▼ ▼
6月 トークセッション

「都心千代田のまち・未来トーク」
景観・まちづくり

特別委員会 ▼ 第5回
7月 ▼ ▼ 令和元年度第1回 ▼
8月 ▼ ▼ ▼ ▼
9月 ▼ ▼ ▼ 第6回

10月 ▼ 景観・まちづくり
特別委員会 令和元年度第2回 ▼

11月
千代田区都市計画マスタープランの改定について「中間のまとめ」（案）公表

「中間のまとめ」に対する意見聴取
公聴会及び意見交換会 ▼ ▼ 第7回

12月 ▼ 景観・まちづくり
特別委員会 令和元年度第3回 ▼

1月 ▼ 景観・まちづくり
特別委員会 令和元年度第4回 ▼

2月 ▼ ▼ ▼ 第8回
3月 ▼ 景観・まちづくり

特別委員会 令和元年度第5回 ▼

令和2年度
（2020年度）

4月 ▼ ▼ ▼ ▼
5月 ▼ ▼ ▼ ▼
6月 ▼ 景観・まちづくり

特別委員会 ▼ ▼

7月 千代田区都市計画マスタープラン
改定に向けたクロストーク ▼ 令和2年度第1回 ▼

8月 都市計画マスタープラン
オープンハウス、アンケート調査 ▼ ▼ ▼

9月 ▼ ▼ ▼ 第9回
10月 ▼ 景観・まちづくり

特別委員会 令和2年度第2回 ▼

11月
千代田区都市計画マスタープラン「改定素案」　公表

ウィズコロナ・アフターコロナにおける
まちづくりを考えるアイデアソン

景観・まちづくり
特別委員会 ▼ ▼

12月 「改定素案」に対する意見聴取
公聴会及び意見交換会

景観・まちづくり
特別委員会 ▼ 第10回

1月 ▼ ▼ 令和2年度第4回

2月 ▼ ▼
令和2年度第5回

答　申答　申
3月 ▼ 景観・まちづくり

特別委員会
令和3年度
（2021年度）

4月
千代田区都市計画マスタープラン「改定案」　公表

「改定案」に対するパブリックコメン
ト、公聴会

5月
　 景観・まちづくり

特別委員会
千代田区都市計画マスタ－プラン　改定

 2　改定検討の流れ
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（1）区民等の意向把握・意見聴取、公聴会及び意見交換会の開催
①区民等の意向把握・意見聴取の概要
平成30年度（2018年度）
■ 千代田区のまちづくりアンケート調査

区
内
在
住
者

調査地域：��千代田区内
調査対象：��20歳以上の区内在住者　2,000名
調査方法：��郵送配布、郵送回収
調査期間：��平成30（2018）年6月29日～ 7月13日
回　収　数：� �610名（回収率30.5％）
調査項目：��居住形態、日常利用する駅・交通手段、転入理由、定住意向、まちの魅力、今後も住み続けたい

と感じる条件、20年後に備えておくべき千代田区の魅力、区外のよく行くまち、区内のお気に入
りの場所・好ましくない場所等

区
内
在
勤
・
在
学
者

調査地域：��東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県�
調査対象：���千代田区に在勤・在学する20歳以上の男女�

（web調査会社の登録モニターより抽出）
調査方法：��インターネットによるアンケート調査（webアンケート調査）
調査期間：��平成30（2018）年6月29日～ 7月13日
回　収　数：� �2,043名
調査項目：��通勤通学で利用する交通手段、最もよく利用する駅、千代田区の魅力、区内で行っている地域活動、

仕事や学校以外の過ごし方、20年後に備えておくべき千代田区の魅力、区外のよく行くまち、区
内のお気に入りの場所・好ましくない場所等

地
域
活
動
団
体

調査地域：��千代田区内
調査対象：���千代田区内でまちづくりに取り組む団体�

（公益財団法人まちみらい千代田が把握しているまちづくり活動団体）
調査方法：��公益財団法人まちみらい千代田の協力を得て調査票を送付（メール送信）、メール・ファクシミリ

で回収
調査期間：��平成30（2018）年6月29日～ 7月13日
回　収　数：� �7団体
調査項目：��団体が考える千代田区の魅力や、暮らし・活動の価値観・展望、千代田区の魅力・可能性、活動を充実・

発展・継続させていくための課題、活用してみたい区内の公共施設・公共空間・オープンスペース、
新たに取り組みたい活動、20年後に備えておくべき千代田区の魅力等

■ フロントランナー・ヒアリング 
キーワード 　 リノベーション

プラットフォームサービス株式会社　田辺�恵一郎氏
　日　時：��平成30（2018）年8月27日
　場　所：��ちよだプラットフォームスクエア（視察：錦町ブンカイサン）

キーワード 　 シェアリングエコノミー

一般社団法人�シェアリングエコノミー協会、内閣官房シェアリングエコノミー伝道師
佐別当�隆志氏、簔口�恵美氏（株式会社ガイアックス）
　日　時：��平成30（2018）年9月3日
　場　所：��永田町グリッド

キーワード 　 今後のまちのあり方・リノベーションのまちづくり

株式会社オープン・エー　馬場�正尊氏
　日　時：��平成30（2018）年9月21日
　場　所：��株式会社オープン・エー本社
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令和元年度（2019年度）
■ トークセッション　「都心千代田のまち・未来トーク」

都市を知る最先端の研究者、都心千代田のライフスタイルを楽しみ、まちづくりで活躍する区民が 
千代田のまちの明日を語るトークセッション

■ ゲストスピーカーによるショートプレゼンテーションとフリートーク
　 テーマ 　「都心千代田区のポテンシャルと未来」

　日　　時：令和元（2019）年6月11日
　場　　所：千代田区役所8階委員会室
　参　加　者：区内在住・在勤の一般応募者40名

　ゲストスピーカー：
　村木　美貴 （千葉大学教授）
　福井　恒明 （法政大学教授）
　田熊　清德 （内神田鎌倉町会　副会長）
　香取　章子 （一般財団法人ちよだニャンとなる会　代表理事）� （敬称略）

　令和2年度（2020年度）
■ 千代田区都市計画マスタープラン改定に向けたクロストーク

ウィズコロナ・アフターコロナにおけるまちづくり
神田公園・和泉橋編 日　時：令和２（2020）年７月22日
鼎談者：
中島�伸 （神田警察通り沿道整備推進協議会検討部会長、東京都市大学准教授）
三谷�八寿子（神田警察通り沿道整備推進協議会検討部会委員、東京電機大学大学院非常勤講師）
田熊�清德 （千代田区緑の基本計画改定検討委員会委員）

大手町・丸の内・有楽町編 日　時：令和２（2020）年７月27日
鼎談者：
横張�真 （千代田区緑の基本計画検討委員会委員長、東京大学大学院教授）
村木�美貴 （千代田区都市計画審議会委員、都市計画マスタープラン改定検討部会委員、千葉大学大学院教授）
重松�眞理子（大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、景観まちづくり審議会委員）

神保町・万世橋・和泉橋編 日　時：令和２（2020）年７月31日
鼎談者：
中村�政人 （都市計画マスタープラン改定検討部会委員、東京藝術大学教授）
伊藤�香織 （都市計画マスタープラン改定検討部会委員、千代田区景観まちづくり審議会委員、東京理科大学教授）
山本�俊行 （千代田区民生委員児童委員、秋葉原タウンマネジメント株式会社取締役）

飯田橋・富士見編 日　時：令和２（2020）年８月17日
鼎談者：
福井�恒明 （都市計画マスタープラン改定検討部会委員、千代田区景観アドバイザー、法政大学教授）
伊藤�香織 （都市計画マスタープラン改定検討部会委員、千代田区景観まちづくり審議会委員、東京理科大学教授）
吉田�珠美 （三輪田学園中学校・高等学校校長）

麹町・番町編 日　時：令和２（2020）年８月17日
鼎談者：
福井�恒明 （都市計画マスタープラン改定検討部会委員、千代田区景観アドバイザー、法政大学教授）
伊藤�香織 （都市計画マスタープラン改定検討部会委員、千代田区景観まちづくり審議会委員、東京理科大学教授）
茂木�潤一 （茂木本家美術館館長）

（敬称略）
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■ 都市計画マスタープラン　　オープンハウス、アンケート調査
地域関係者等の意向や要望の把握

開催日 対象地域 会場 参加者数
7月 30・31日 神田公園地域 神田公園出張所 71人

8月

3・�4日 大手町・丸の内・有楽町・永田町地域 3×3Lab�Future 25人
5・�6日 和泉橋地域 和泉橋出張所 21人

18・19日 万世橋地域 万世橋出張所 30人
20・21日 飯田橋・富士見地域 富士見出張所 40人
24・25日 神保町地域 神保町出張所 33人
26・27日 麹町・番町地域 麹町出張所 146人

29日 全地域 区民ホール 44人
リモート開催 5人

（合計） 415人
■ パネル展示：地域別のまちづくりの成果・基礎データ集
　�地域の歴史・概況／東京都・周辺区等での位置づけ／まちの魅力をかたちつくる要素／人口等の動向／土
地利用／建物利用／まちの緑／まちの声／テーマ別まちづくりから地域別まちづくりへの展開／策定スケ
ジュール（予定）／広報媒体等

■ ふせんによる意見聴取
地域 意見数

麹町・番町地域 548件
飯田橋・富士見地域 64件
神保町地域 129件
神田公園地域 286件
万世橋地域 113件
和泉橋地域 77件
大手町・丸の内・有楽町・永田町地域 28件
地域不明 1件
全地域 44件

（合計） 1,246件

■ アンケート調査
　調査対象：オープンハウス参加者（410名）
　調査方法：オープンハウス各会場にて配布
　回　答　数：318（回収率約77.6％）
　調査項目：�オープンハウスを知ったきっかけ、参加の理由、感想、地域が持つべき魅力・価値、その他意見・

要望

■ ウィズコロナ・アフターコロナにおけるまちづくりを考えるアイデアソン
生徒・学生目線のアイデア検討

　�新型コロナウイルス感染症の感染拡大がもたらすニューノーマルを背景に、多くの生活変化を受けている
生徒・学生の目線で、道路・公園・水辺など、まちの既存ストックの利活用を検討

　日　　時：令和2（2020）年11月28日
　開催方法：オンライン（Zoom）
　参　加　者：区内在住・在学の中学生～大学生　8名
　講　　師：杉崎�和久（法政大学大学院公共政策研究科教授）　　　（敬称略）
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②改定についての案に対する意見聴取・パブリックコメント、公聴会及び意見交換会の概要
　令和元年度（2019年度）
■「中間のまとめ」（案）に対する意見聴取

募集期間：令和元（2019）年11月5～ 26日
募集方法：直接持参、郵送、ファクス、電子メール
周知方法：�広報千代田11月5日号掲載、区ホームページ等、Facebook、区役所2階区政情報コーナー、各

出張所、町内掲示板50箇所、まちみらい千代田を通じた分譲マンションの管理組合への配布、各
出張所連合町会長会議

提　出　者：�72人
意　見　数：286件（延べ件数）

■「中間のまとめ」（案）についての公聴会及び意見交換会
公述募集期間：令和元（2019）年11月5～ 18日
募　集　方　法：直接持参、郵送、ファクス、電子メール
周　知　方　法：意見聴取と同様
参　加　者　数：147人
意　　見　　数：�35件（延べ件数）
公　　述　　人：�11人
会場別実績：�下表�

開催日 対象地域 会場 参加者数 意見数
（延べ) 公述人

11月 21日 大丸有地域 日比谷図書文化館 27人 12件 ０人
22日 麹町地域 いきいきプラザ一番町 82人 11件 6人
23日 神田地域 岩本町ほほえみプラザ 38人 12件 5人

　令和2年度（2020年度）
■「改定素案」に対する意見聴取

募集期間：令和2（2020）年11月5日～ 12月3日
募集方法：直接持参、郵送、ファクス、電子メール
周知方法：�広報千代田11月5日号掲載、区ホームページ等、Facebook、区役所2階区政情報コーナー、各出張所、

町内掲示板、まちみらい千代田を通じた分譲マンションの管理組合への配布、各出張所連合町会長会議
提　出　者：�36人
意　見　数：108件（延べ件数）

■「改定素案」についての公聴会及び意見交換会
公述募集期間：令和2（2020）年11月5～ 18日
募　集　方　法：直接持参、郵送、ファクス、電子メール
周　知　方　法：意見聴取と同様
参　加　者　数：136人
意見交換数：�50件（延べ件数）
公　　述　　人：�16人
会場別実績：下表

開催日 対象地域 会場 参加者
数

意見数
(延べ) 公述人

11月 25日 神保町地域 神保町出張所 11人 10件 ２人
26日 麹町・番町地域 麹町中学校 79人 12件 ６人
27日 神田公園地域 神田公園出張所 20人 ８件 ５人
30日 飯田橋・富士見地域 富士見出張所 ８人 9件 0人

12月 １日 和泉橋地域 ちよだパークサイドプラザ 10人 ５件 １人
２日 万世橋地域 万世橋出張所 ８人 ６件 ２人
３日 大手町・丸の内・有楽町・永田町地域 日比谷図書文化館 ０人 0件 ０人
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　令和3年度（2021年度）
■「改定案」に対するパブリックコメント　

募集期間：令和3（2021）年4月5日～ 26日
募集方法：直接持参、郵送、ファクス、電子メール
周知方法：�広報千代田4月5日号掲載、区ホームページ等、Facebook、区役所2階区政情報コーナー、各出張所、

町内掲示板、まちみらい千代田を通じた分譲マンションの管理組合への配布、各出張所連合町会長
会議

提　出　者：55人（公聴会の公述人を含む）
意　見　数：107件（延べ件数／公聴会の公述意見を含む）

■「改定案」についての公聴会
公述募集期間：令和3（2021）年4月5日～ 19日
募　集　方　法：直接持参、郵送、ファクス、電子メール
周　知　方　法：意見聴取と同様
参　加　者　数：65人（公述人を含む）
公　　述　　人：8人
会場別実績：
開催日 会場 参加者数 公述人

４月 21日 万世橋出張所 7人 1人
22日 千代田区役所 14人 3人
23日 麹町中学校 44人 4人

（２）区議会への報告
■企画総務委員会　

年　度 月　日 主な報告事項等
平成�30�年度
（2018年度）

4月 25日 千代田区都市計画マスタープラン改定について
7月 25日 都市計画マスタープランの改定の検討について
2月 22日 千代田区都市計画マスタープラン改定の検討状況について

■景観・まちづくり特別委員会　
年　度 月　日 主な報告事項等

令和�元�年度
（2019年度）

6月 25日 千代田区都市計画マスタープランの改定について
10月 11日 千代田区都市計画マスタープランの改定状況について

12月 4日 千代田区都市計画マスタープラン中間のまとめに対する意見聴取・公聴会及び意
見交換会の結果概要について

1月 16日 千代田区都市計画マスタープラン中間のまとめに対する意見概要及び対応の方向
性について

3月 19日 千代田区都市計画マスタープランの改定状況について
令和�2�年度
（2020年度）

6月 17日 千代田区都市計画マスタープランの改定状況について
10月 1日 千代田区都市計画マスタープランの改定状況について
11月 17日 千代田区都市計画マスタープランの改定状況について

12月 25日
�千代田区都市計画マスタープラン改定素案に対する意見聴取・公聴会及び意見交
換会の結果概要について
千代田区都市計画マスタープラン改定素案に対する意見概要及び対応の方向性に
ついて

3月 15日 千代田区都市計画マスタープラン（改定案）について
令和�3�年度
（2021年度） 5月 19日 �千代田区都市計画マスタープラン改定案に対する意見概要及び区の考え方について
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（3）都市計画審議会における報告・審議
諮問 　平成30年度第1回千代田区都市計画審議会への諮問について
　　　　（30千環景都収第164号／平成30（2018）年6月25日）

〔諮問事項〕　�都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条の2に規定する千代田区の「都市計画に関する基
本的な方針（千代田区都市計画マスタープラン）」の改定について

年　度 月　日 主　な　議　題

平成30年度
（2018年度）

7月 10日 平成30年度第1回　【報告】千代田区都市計画マスタープランの改定について
・諮問

10月 9日 平成30年度第2回　【報告】千代田区都市計画マスタープランの改定について
・（仮称）千代田都市づくり白書構成案（骨子）
・改定に向けた区民参画の考え方

12月 11日 平成30年度第3回　【報告】千代田区都市計画マスタープランの改定について
・（仮称）千代田都市づくり白書案
・都市計画マスタ－プランの改定に向けて優先的に検討する事項

3月 12日 平成30年度第4回　【報告】千代田区都市計画マスタープランの改定について
・千代田都市づくり白書
・改定計画の基本構成と改定のポイント（たたき台）

令和 元 年度
（2019年度）

7月 9日 令和元年度第1回　【報告】千代田区都市計画マスタープランの改定について
・千代田区都市計画マスタープランの改定について（中間のまとめ）たたき台

10月 28日 令和元年度第2回　【報告】千代田区都市計画マスタープランの改定について
・千代田区都市計画マスタープランの改定について（中間のまとめ（案））

12月 10日 令和元年度第3回　【報告】千代田区都市計画マスタープランの改定について
・「中間のまとめ」に対する意見聴取・公聴会及び意見交換会の結果概要
・意見聴取における意見、公聴会における公述内容への対応の構成（案）

1月 24日 令和元年度第4回　【報告】千代田区都市計画マスタープランの改定について
・「中間のまとめ」に対する意見概要及び対応の方向性
・千代田区都市計画マスタープラン「改定素案骨子」（案）

3月 10日 令和元年度第5回　【報告】千代田区都市計画マスタープランの改定について
・千代田区都市計画マスタープラン「改定素案骨子」（案）

令和2年度
（2020年度）

7月 7日 令和2年度第1回　【報告】千代田区都市計画マスタープランの改定について
・千代田区都市計画マスタープラン「改定素案（案）」（序章～ 3章、5章）
・千代田区都市計画マスタープラン「改定素案骨子（案）」（4章）

10月 13日 令和2年度第2回　【報告】千代田区都市計画マスタープランの改定について
・都市計画マスタープランの改定に向けたオープンハウスの結果
・千代田区都市計画マスタープラン「改定素案」（案）
・「改定素案」の意見聴取
・ウィズ・アフターコロナを踏まえたまちづくりの論点

1月 15日 令和2年度第4回　【報告】千代田区都市計画マスタープランの改定について
・「改定素案」に対する意見概要及び対応の方向性
・千代田区都市計画マスタープラン「答申案」

2月 8日 令和2年度第5回　千代田区都市計画マスタープランの答申について
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（4） 都市計画審議会都市計画マスタープラン改定検討部会における
検討

諮問 　千代田区都市計画審議会都市計画マスタープラン改定検討部会設置要綱
　　　　（30千環景都発第24号／平成30（2018）年6月12日）

年　度 月　日 主　な　議　題
平成30年度
（2018年度）

7月 20日 第1回
・委嘱状交付
・改定の基本的な考え方、検討体制、スケジュールについて
・改定の検討に向けた成果検証について

9月 19日 第2回
・（仮称）千代田都市づくり白書構成案（骨子）について
・改定に向けた区民参画の考え方について

11月 21日 第3回
・（仮称）千代田都市づくり白書案について
・都市計画マスタ－プランの改定に向けて優先的に検討する事項について

2月 20日 第4回（社会基盤整備・市街地機能更新部会／文化・資源・地域経営部会）
・（仮称）千代田都市づくり白書案について
・千代田区における都市づくりの主な論点・テーマについて
・都市計画マスタープラン改定イメージ（全体構想・分野別構想等）について

令和�元�年度
（2019年度）

6月 14日 第5回
・千代田区都市計画マスタープランの改定について（中間のまとめ骨子）

9月 30日 第6回
・千代田区都市計画マスタープランの改定について（中間のまとめ（案））
・千代田区都市計画審議会における意見聴取について

11月 28日
29日

第7回（社会基盤整備・市街地機能更新部会／文化・資源・地域経営部会）
・分野別まちづくり等の素案検討について

2月 18日 第8回
・「中間のまとめ」に対する意見概要及び対応の方向性について
・千代田区都市計画マスタープラン『改定素案骨子』（案）について

令和2年度
（2020年度）

9月 11日 第9回
・千代田区都市計画マスタープラン『改定素案』（案）について

12月 21日 第10回
・『改定素案』に対する意見概要及び対応の方向性について
・千代田区都市計画マスタープラン『答申案』（案）について
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